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～重要～ 

この書面には、金融商品のお取引を行っていただく上でのリス

クや留意点が記載されています。本匿名組合契約に基づく権利

のお申込にあたっては、あらかじめ本書面の記載事項を⼗分に

お読みになり、取引の仕組みやリスクをご理解のうえ、ご⾃⾝

の資⼒、投資目的、投資経験等に照らして適切と判断する場合

にのみ、⾃⼰の責任においてお申込ください。 

 

 

 

 

（私募の取扱者） 

株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構    

金融商品取引業者：関東財務局長(金商）第 3276 号 

加入協会：一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 

 

（営業者） 

合同会社 YSK2022 
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この説明書について 

 

■  この書面には、当社が合同会社 YSK2022（以下「営業者」といいます。）と

の間で、営業者が発行する事業承継未来ファンド 2022-3（以下、「本匿名組合」

といいます。）に係る出資持分（以下「本匿名組合出資」といいます。）の私募

の取扱委託契約（以下「本私募取扱契約」といいます。）を締結し、本私募取

扱契約に基づき、契約の相手方たる営業者に代わって、お客様に対して、本匿

名組合出資についてご説明し、その取得の申込の勧誘を行い、お客様が営業者

との間で匿名組合契約（以下「本匿名組合契約」といいます。）を締結してい

ただくうえでのリスクや留意点が記載されております。あらかじめ内容をよく

お読みいただき、ご不明な点等を必ずご確認いただいたうえでお取引ください。 

 

■  告知事項 

✓  本匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分（以下、「本匿名組合出資持分」

といいます。）は金融商品取引法第２条第２項第５号に掲げる権利に該当し

ます。 

✓ ご不明な点がありましたら、次の連絡先までお問合せください。 

株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構 

住所：東京都千代田区麹町 1-6-9 DIK 麹町ビル 6F 

電話：03-6261-4560 

営業時間：祝日を除く月～金曜日の 10 時～16 時 

 

 

金融商品の販売等に関する重要事項 

 

本匿名組合出資は、営業者である「合同会社 YSK2022」が、中小企業の事業承

継支援を行う株式会社（以下「事業承継 SPC」といいます。）に優先株による投

資を行い、事業承継 SPC の収益を原資とし、営業者の収受する優先株の配当・償

還金を通じ、出資者に分配・還元することを目指した商品です。 

本匿名組合契約に基づく権利は出資金を上回る分配を保証するものではなく、

出資対象事業の成果によっては元本割れのリスクがある金融商品です。また、本

匿名組合契約は、契約期間（運用期間）終了まで解約することはできません。 

詳しくは、後記【本匿名組合契約にかかる重要な事項】２.「本匿名組合契約に

かかるリスク」及び後記【本編】１「本匿名組合事業の概要」をご参照ください。 
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【本匿名組合契約にかかる重要な事項】 

 

１． 本匿名組合契約にかかるコスト、出資者が支払う費用 

 

（1）出資者が直接負担する費用 

①申込手数料 

申込手数料として、本匿名組合契約の締結時に、出資者から私募の取

扱者に、一回の契約手続きにつき 5,500 円（税込）を出資金とともにお

支払いいただきます。取扱者には、私募の取扱手数料として、営業者経

由でこの手数料が支払われます。なお、営業者への振込時に銀行等に支

払われる振込手数料は、出資者の負担とさせていただきます。 

②譲渡手数料 

原則として譲渡できませんが、やむを得ない事由により本匿名組合

出資持分を譲渡する場合（かかる譲渡には営業者の承諾が必要となり

ます。）、出資者は 5,500 円（税込）を営業者に支払うものとします。ま

た、譲渡手続きにかかる振込手数料、郵送料その他の費用は出資者の負

担とさせていただきます。 

 

（2）出資者が間接的に負担する費用 

以下の費用は、出資者が直接負担する費用ではありませんが、匿名組

合事業を行うにあたって出資者にとって間接的にかかる費用であるた

め、出資者に支払われる分配金や出資金の返還額に影響します。 

⚫ 法人設立費用 

⚫ 公租・公課 

⚫ 会計事務所への期中管理費用等、本匿名組合の運営・維持管理に係

る費用 

⚫ 営業者報酬 

⚫ 投資運用（一任）報酬 

 

２． 本匿名組合契約にかかるリスク 

以下は主要なリスクを述べたもので全リスクを網羅したものではあり

ません。 
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（1）元本割れのリスク 

本匿名組合契約に基づく権利は出資金を上回る分配を保証するもので

はなく、出資対象事業の成果によっては元本割れのリスクがある金融商

品です。 

（2）流動性のリスク 

本匿名組合契約は、契約期間（運用期間）終了まで解約することはで

きません。 

本匿名組合出資を分割し、または、分割することとなる譲渡もしくは

担保提供その他の処分をすることはできません。 

本匿名組合契約の出資者は、その取得した本匿名組合出資を第三者に

譲渡し、または第三者のために担保に供することはできません。ただし、

やむを得ない事由がある場合において営業者が譲渡を承諾した場合にあ

って本匿名組合契約上の出資者の権利が一括して譲渡される場合はこの

限りではありません。 

（3）投資対象のリスク 

優先株はリスクのある有価証券であり、元本の償還や出資金を上回る

分配が保証されているものではありません。また、優先株は流動性が低

く、換金や譲渡が困難になる可能性があります。 

優先株は金融機関からの借入等に劣後します。また、借入契約におい

て、優先株の償還等に一定の制限がかかる可能性があります。 

優先株を発行する承継対象法人は未上場企業であり、情報が未整備で

あることが多いため、投資判断の基となる情報が不正確である可能性が

あります。 

国内外の政治・経済及び社会の影響、技術やビジネスモデルの陳腐化、

人材の流出又は同業他社との競争等の内外の様々な要因により、優先株

の価値は変動します。 

（4）当社と営業者のリスク 

本匿名組合契約において当社や営業者は中核的役割を果たしている

ため、当社や営業者が債務超過等に陥った場合には、本匿名組合契約に

基づく権利に影響を及ぼす可能性があります。 

（5）自然災害等のリスク 

地震、津波、台風等の⾃然災害や大規模感染症の蔓延等が、本匿名組

合契約に基づく権利に影響を及ぼす可能性があります。 
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（6）法令、税制及び規制等の影響 

法令、税制及び規制等の変更があった場合には、本匿名組合契約に基

づく権利に影響を及ぼす可能性があります。 

３． 損失・費用負担の限定 

本匿名組合事業により損失もしくは費用（以下「損失等」といいます。）

が発生した場合においても、出資者が負担する損失等は出資金の金額の範

囲に限定され、追加で金銭を支払うことはありません。ただし、やむを得

ない事由により本匿名組合出資持分を譲渡する場合における譲渡手数料

を除きます。 

 

４． 書面による解除（金融商品取引法第 37 条の６）について 

本匿名組合契約については、金融商品取引法第 37 条の６の規定（いわ

ゆる「クーリング・オフ」）の適用はありません。 

 

５． 資産等の分別管理等 

営業者は、本匿名組合契約の出資金及びその他本匿名組合事業にかかる

金銭を管理する専用口座を開設して管理を行い、営業者の固有の資産と分

別して管理します。 

 

６． 弊害防止 

当社は、複数の中核的な役割を担って本件に関与するため、利益相反の

防止など業務の適切性を確保します。出資者と当社の間で利益相反が生じ

るおそれがある場合は、取引勧誘前にコンプライアンス部に対して取引内

容を報告し、コンプライアンス部は当該取引の公正さが確保できる場合に

のみ当該取引を許可します。 
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１． 本匿名組合事業の概要 

（1）本匿名組合事業の内容及び運営方針 

発行体の名称 合同会社 YSK2022（営業者） 

匿名組合名 事業承継未来ファンド 2022-3 

発行形態 匿名組合出資 

営業者 名称 ：合同会社 YSK2022 

代表者：代表社員  一般社団法人 Yamato さわかみ事業承継

機構 

職務執行者 吉川明 

所在地：東京都千代田区麹町 1-6-9DIK 麹町ビル 6 階  

資本金：1 万円 

設立 ：2022 年 3 月 11 日 

事業内容：事業承継 SPC が発行する優先株への投資 

事業年度：1 月末までの 12 か月 

事業承継 SPC 事業承継を必要とする国内の承継対象法人の株式又は事業

を取得し、中小企業の事業承継を支援します。事業からの収

益を原資として、株主への還元を目指します。 

匿名組合の投資目

的及び投資対象 

本匿名組合の出資者は、当社とともに中小企業の事業承継を

支援し、優先株式投資を通じた収益の獲得を目指します。 

（匿名組合事業） 

本匿名組合は、単一もしくは複数の優先株を投資対象と

した私募ファンド（クローズド・エンド型/優先株投資特化

型）であり、投資対象の優先株の概要は以下の通りです。 

⚫ 発行法人： 事業承継 SPC 

⚫ 匿名組合財産：優先株（無議決権） 

⚫ 優先配当権：一定割合を乗じて計算した金額（年率/

実日数） を上限とした累積優先配当 

⚫ 優先財産権：普通株等より優先的に財産分配 

（事業承継 SPC の事業） 

事業承継 SPC は以下の投資基本方針に基づいて承継対

象法人を選定し、承継します。なお、承継の判断は総合的

に行うため、常に全ての基準が充足されるとは限りませ

ん。 

⚫ 日本国内に本社を置く企業 
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⚫ 事業承継問題を抱える企業 

⚫ 長期間の事業実績がある企業 

⚫ 子や孫の未来においても社会に必要とされることが

見込まれる「時の審判」に耐えられる企業 

⚫ 実質経常利益（*注）3 千万円以上 

（*注）非経常的な取引・金額を排除した正常な収益⼒ 

投資期間 本匿名組合の存続期間は 5～10 年を想定しています。ただ

し、承継対象法人の業績等により投資期間は変動します。 

計算期間 営業者の事業年度と同じ期間です。 

営業者報酬 営業者は、本匿名組合を維持・管理するために必要な営業者

報酬として、各計算期間につき金４万円を匿名組合財産より

収受します。 

利益及び損失の分

配 

営業者は出資者に対して、各計算期間中に生じた本匿名組合

損益を当該各計算期間末に次に定める方法で分配します。 

(ア)利益の分配 

各匿名組合の計算期間末に、出資者に対して、各計算

期間中に生じた匿名組合利益（(イ)の営業者への損失の

埋め合わせを行った後の匿名組合利益）を匿名組合出資

の出資比率に応じて按分した金額を分配します。ただし、

利益の分配の最終累積額は、出資金額に 4/100 を乗じて

計算した金額に、匿名組合開始日から最後の計算期間の

実日数による日割計算した金額を上限とします。計算期

間の中途で匿名組合出資金額の一部返還があった場合に

は、上限計算の調整が行われます。 

(イ)損失の分配 

各匿名組合の計算期間末に匿名組合損失が生じた場合

には、その損失の金額は、営業者に分配（帰属）します。

ただし、その後の各匿名組合計算期間において利益が生

じた場合には、営業者に既に分配した損失に相当する金

額に到達するまでの利益の分配を営業者へ行います。ま

た、匿名組合の終了する計算期間において、その計算期

間に生じた損失及び既に営業者に分配した損失が存在す

る場合には、その損失の合計額を出資比率に応じて出資

者へ分配することとなります。 
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金銭の支払 ①原則 

各匿名組合の計算期間末における現金分配可能額とし

て一定の方法により算出した金額を限度として、営業者

は、出資者に対して、各計算期間の末日から３か月以内に、

原則として出資比率に応じて按分した現金分配を行いま

す。 

②任意分配 

①の原則に関わらず、匿名組合財産の換金等が行われた

場合には、その時点における現金分配可能額として一定の

方法により算出した金額を限度として、営業者は、出資者

に対して、できる限り速やかに、原則として出資比率に応

じて按分した現金分配を行うことができます。 

匿名組合分配報告

書 

①各計算期間 

各計算期間の末日から３か月以内に各計算期間の匿名

組合の財務諸表（貸借対照表、損益計算書）を報告 

②損益分配時 

匿名組合損益分配通知書にて損益分配金額及び匿名組

合損益を通知 

③現金分配時 

匿名組合現金配当通知書にて現金分配金額及び出資金

残高を通知 

④会計監査の有無 

外部監査は実施しません。 

匿名組合分配目標 ①優先株の償還・配当、残余財産の分配があった場合、当該

償還金を原資として、匿名組合の分配を行います。 

②配当予定額は、匿名組合出資金額に匿名組合契約に定める

一定割合を乗じて計算した金額（年率/実日数）を上限とし

ます。 

③想定している目標分配率は年４％となります。 

④匿名組合出資、及び、匿名組合の投資対象である優先株は、

利回りや出資の元本が保証された投資ではありません。予

定していた分配が受けられない可能性や出資の元本が毀

損する可能性があります。 
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⑤また、想定通りの収益が稼得できない場合には、主に事業

承継 SPC への貸付人の要請により、投資期間が想定期間

よりも長期になる、又は、匿名組合出資金の償還ができな

い可能性も存在することになります。 

⑥匿名組合の分配の原資となる優先株の買入償還金額の利

益部分（配当）は、所得税の源泉徴収の対象となるため、

営業者の法人税の確定申告による還付後に一部の現金分

配が実施されることになります（現金分配が複数回となり

ます。）。 

私募の取扱者 株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構 

（私募の取扱業務の概要） 

本匿名組合契約の勧誘、締結、及び出資の受付 

上記業務の対価として、営業者は匿名組合開始時に、一

回の契約手続きにつき 5,500 円（税込）を支払います。 

投資運用業者 

（一任） 

株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構 

（投資運用（一任）業務の概要） 

（ア）優先株の取得等（承継対象法人の調査、評価及び 

   投資の実行） 

（イ）優先株の運用業務（管理、運用、償還、売却等） 

（ウ）報告業務 

上記業務の対価として、営業者は匿名組合終了時に、

以下により計算した金額（もしあれば）を支払います。 

匿名組合終了時点における匿名組合現金分配（利益分配

及び出資金の返還）後の匿名組合財産である現預金相当

額（匿名組合現金分配が実行されていない場合にはその

予定額を控除し、源泉所得税の還付予定額を加える）か

ら営業者報酬その他の匿名組合経費（法人の清算等に関

する合理的な費用を含む）を控除した残額 

 

（2）本匿名組合の財産である優先株の概要 

発行法人 事業承継 SPC（複数社への分散投資を基本方針とします） 

発行総額 10～499 百万円 



10 

募集/割当方法 第三者割当 

条件 ①議決権 

完全議決権制限株式。優先株主は、法令、又は、定款

に別途定めがある場合を除き、株主総会において全ての

決議事項に関して議決権を有しません。 

②優先配当権 

（ア）優先配当権 

定款に定める剰余金の配当をするときは、優先株主

に対し、優先株主（株式会社 Yamato さわかみ事業承

継機構の⾃⼰投資分。以下、「優先株主（YSK 分）」

といいます。）及び、普通株主に先立ち、配当を行う

ものとします。 

なお、優先株主に対する配当金額は、事業年度ごと

に（事業年度の中途で配当を行う場合は、事業年度開

始の日から、配当基準日まで期間）、優先株 1 株につ

き一定割合を乗じて計算した金額（年率/実日数）を

上限とします。 

（イ）累積型 

ある事業年度において優先株主に対して実施した剰

余金の配当額が優先配当金の額に達しないときは、そ

の不足額は、翌事業年度以降に累積します（以下「累

積未払優先利益配当金」といいます。）。 

（ウ）非参加型 

優先株主に対して優先配当金を支払った後の配当可

能利益に対する配当収受権はないものとします。 

③優先的残余財産分配請求権 

残余財産の分配をするときは、優先株主に対して、優

先株主(YSK 分)、及び、普通株主に先立ち、発行価額相

当額及び累積未払優先利益配当金の合計額を上限として

支払います。 

④取得条項付株式 

発行価額及び累積未払優先利益配当金の合計額と引き

換えに優先株の全部、又は、一部を取得することができ

ます。 



11 

⑤出資者は、匿名組合の投資目的を遂行する上で必要な資

金を調達する目的で、運用資産を担保提供する場合があ

ります。 

⑥優先株（株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構の⾃⼰

投資分）、又は、普通株式への転換権 

株主の意向による転換権はありません。 

（3）当社が提供する承継先法人に対する経営支援業務の概要 

経営支援業務 

提供業者 

株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構 

（経営支援業務の概要） 

（ア）承継対象法人における経営指導、業績管理及びモニ

タリング 

（イ）事業承継プラットフォームにより、承継対象法人に

欠けている機能や人材、経営ノウハウ等を提供 

 

上記業務の対価として、承継対象法人は、前払い、又

は毎月一定額の報酬（案件規模等により異なる。）を、合

理的な算定に基づき、支払うものとします。 

 

２． 本匿名組合契約について 

（1）申込 

本匿名組合契約の申込期間は 2022 年 10 月 1 日から 2022 年 12 月 12 日です。

本匿名組合契約の申込は、申込期間中に私募の取扱者に対して行ってください。

なお、申込の受付に際し、私募の取扱者は、犯罪による収益の移転防止に関する

法律に基づく本人特定事項等の確認を行います。 

（私募の取扱者） 

株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構 

住所：東京都千代田区麹町 1-6-9 DIK 麹町ビル 6F 

電話：03- 6261-4560 

 

（2）出資金（申込証拠金）の払込 

営業者の受付の完了通知を得た後、払込期日である 2022 年 12 月 21 日まで

に出資金額を下記銀行口座にお振込みください。申込証拠金としてお預かりし、

契約成立日をもって出資金に充当させていただきます。なお、振込手数料は、申

込者にご負担頂きます。 
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本匿名組合契約の成立日は、2022 年 12 月 22 日です。本匿名組合契約の効⼒

発生は、営業者又は私募の取扱者にて法令諸規則上求められる、本匿名組合出資

者にかかる適合性の判断、取引時確認、反社会的勢⼒に関する審査その他取引を

開始するために必要な判断、確認、審査等の完了、及び出資金の払込済であるこ

とが契約成立日に確認されたことを条件とします。なお、払込期日前であっても、

営業者及び 取扱者の判断により本匿名組合契約の 募集を終了する場合がある

ほか、募集期間を延長することがあります。また、本匿名組合契約は先着順に成

立するため、申込額が出資金募集最大総額に達した場合には、それ以降の申込は

無効とします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還

します。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料について

は申込者にご負担いただきます。 

銀行名・支店名  ：三井住友銀行 麹町支店 

預金種目・口座番号：普通 9452959 

口座名義     ：合同会社 YSK2022 事業承継未来ファンド 2022-3 口 

 

（3）出資者の権利及び責任の範囲 

①出資者は、商法第 539 条第１項に定める財産等の調査を行うことができます。

営業者は、各計算期間に会計報告書作成し、各計算期間終了後３ヶ月以内にこれ

らを出資者に開示します。 

出資者は、営業者に対し、⾃⼰の費用負担にて、財務上の報告および租税申告に

使用するものとするための計算書の作成を要請することができます。 

②匿名組合事業により営業者が取得した権利及び匿名組合財産は、営業者に帰属

し、出資者には帰属しません。 

③出資者は、⾃⼰の債権の満足のために営業者の財産について強制執行又は保全

処分を行わず、且つ、かかる強制執行及び保全処分を申立てる権利を予め放棄す

るものとします。また、営業者に対し、破産手続開始、民事再生手続開始、特別

清算開始、又はこれらに類する倒産手続開始の申立を行うことはできません。 

④出資者は、営業者の取引先に対して、一切の責任を負いません。 

⑤匿名組合事業に損失等が生じた場合の出資者の損失の分担額は、出資金の額が

限度とされています。損失等の分担のために出資者が追加出資をすることはあ

りません。 

⑥本匿名組合出資は、匿名組合財産から得られる利益から、分配金を得ることが

その内容とされています。 
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（4）資産等の分別管理等 

①分別管理 

（ア）管理の方法 

(a)専用口座による管理 

営業者は、本匿名組合契約の出資金と当該事業にかかる金銭を管理する

匿名組合口座（前述 2．（2）出資金（申込証拠金）の払込に記載の口座）

をそれぞれ開設し、営業者固有の資産と分別管理します。 

(b)管理の流れ 

優先株の取得費、及び出資者への分配金等は専用口座で管理します。出

資者への分配時には、営業者は専用口座から出資者が予め指定した銀行口

座に振り込みます。 

その他、金融商品取引法第 40 条の３及び金融商品取引業等に関する内

閣府令第 125 条に定める基準を満たす方法により、営業者固有の資産と分

別管理します。 

既往匿名組合が投資しているその投資分とは分別して管理を行います。 

(イ)管理の実施状況 

(a)本匿名組合事業は新たに行う事業であるため、本書作成日現在分別管理 

すべき資産等はありません。 

(b)取扱者は、毎計算期間終了後、前述（ア）管理の方法に従って管理が行わ 

れていることを専用口座にかかる預金通帳等により確認します。 

②会計基準等 

営業者は、本匿名組合事業に関連するすべての取引について、一般的に公正

妥当と認められる会計基準等に従い、適切な会計帳簿を作成し、これを保持し

ます。 

③監査 

 本匿名組合事業にかかる資金等の状況について、監査法人等による外部監査

を受けることは予定されていません。 

④出資者の監視権及びその内容 

 営業者は、各計算期間終了後に、当該事業年度の財務諸表を含む会計報告書

を作成し、当該計算期間の末日から３ヶ月以内に、出資者に対して開示します。 

 

（5）租税の概要 

 本匿名組合への投資に関しての一般的な税務留意項目は以下となります。税務
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上の取扱の詳細については、税務署または税理士にご確認ください。 

①利益に対する課税 

利益分配金が支払われる際に利益分配金額の 20.42％が源泉徴収されます。 

②利益分配に係る課税関係 

 出資者が日本の居住者である個人の場合、匿名組合契約から生じた利益は雑

所得として、原則として、所得税の確定申告の手続きが必要となります。税額

は、雑所得の金額と給与所得などの他の所得の金額を合計した総所得金額を求

めた後で計算されます。 

出資者が日本の内国法人である場合、匿名組合契約から生じた利益は他の所

得と合わせて、法人税の確定申告の手続きが必要となります。 

③本匿名組合出資持分の譲渡に係る課税関係 

匿名組合持分譲渡から生じた損益は譲渡人の課税所得として法人税又は所

得税の対象となります。 

④消費税 

 申込手数料その他本匿名組合契約にかかる手数料には、消費税及び地方消費

税が課されます。匿名組合出資持分譲渡に係る消費税は非課税となります。 

 

（6）経理 

①貸借対照表、損益計算書 

本書作成日現在、すでに作成された貸借対照表及び損益計算書はありません。

なお、本匿名組合事業開始後は、毎計算期間に作成されます。 

②本匿名組合出資の総額 

10 百万円を下限、499 百万円を上限とします。 

③発行済みの本匿名組合出資の総額 

 新たに行う事業であるため、本書作成日現在、発行済みの本匿名組合事業持

分はありません 

 

④本匿名組合契約の総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益 

 額 

新たに行う事業であるため、本書作成日現在、該当するものはありません。 

⑤本匿名組合出資一単位当たりの総資産額、純損益額及び分配金等の額 

     新たに行う事業であるため、本書作成日現在、該当するものはありません。 
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⑥本匿名組合契約の⾃⼰資本比率及び⾃⼰資本利益率 

     新たに行う事業であるため、本書作成日現在、該当するものはありません。 

⑦本匿名組合契約の資産の種類ごとの数量及び金額等 

（ア）資産の種類ごとの数量及び金額 

 新たに行う事業であるため、本書作成日現在、該当するものはありません。 

（イ）（ア）の金額の評価方法 

 財務会計上一般に公正妥当と認められる企業会計原則に従って評価しま

す。 

（ウ）（ア）の金額の本匿名組合事業にかかる資産の総額に占める割合 

 新たに行う事業であるため、本書作成日現在、該当するものはありません。 

 

（7）契約の終了 

本匿名組合契約は次のいずれかの終了事由に該当した場合に終了し、各終了事

由に記載する終了日をもって本匿名組合契約は終了します。 

本件運用財産がすべて換価処分されたとき 翌日 

本事業の継続が不能となったとき 

（ただし、営業者が出資者にその旨の通知をした場合に限る。） 
通知日 

営業者につき、破産手続開始決定があったとき 決定日 

営業者が解散の決議をしたとき 決議日 

 

（8）契約の解約 

出資者は、匿名組合契約で特段の定めがある場合を除いて、商法第 540 条第２

項の定めによる本匿名組合契約の解約を行うことはできません。出資者に破産、

民事再生等の申立があったときは、出資者の指定する者に、当該匿名組合員の地

位の譲渡があったものとみなし、以下(９)①を準用します。 

 

（9）当事者の地位譲渡の制限 

①出資者の地位の移転 

出資者は、営業者の承諾なしに本匿名組合契約上の地位を第三者に譲渡する

こと、または担保権等の一切の権利を設定することはできません。ただし、（ア）

出資時の死因贈与契約による譲渡の場合、または（イ）出資者にやむを得ない

事由があり営業者が承諾した場合であって、かつ本匿名組合契約の一括譲渡が

なされる場合に限り、本匿名組合契約を第三者に譲渡することができます。な
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お、譲渡にかかる費用は出資者の方にご負担いただきます。 

出資者が死亡した場合、本匿名組合契約は相続人等に承継されます。ただし、

本匿名組合契約は分割して承継することはできないため、複数の者が共同して

承継する場合は権利行使すべき者一人を定めて、営業者に書面で通知すること

が必要です。 

出資者に破産、民事再生等の申立があったときは、出資者の指定する者に、

当該匿名組合員の地位の譲渡があったものとみなします。出資者である法人が

合併又は会社分割を行う場合、当該出資者の本匿名組合契約上の権利及び義務

は包括承継されるものとします。 

②営業者の地位の移転 

営業者は本匿名組合契約に基づく権利義務又は契約上の地位を譲渡するこ

とができません。 

 

（10）他ファンド運用 

① 本契約に係る投資運用業務を営業者から受託する株式会社 Yamato さわかみ

事業承継機構は、本匿名組合以外のファンドの投資運用の委託を受けており、ま

た、今後も受ける可能性があります。 

② 株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構は、投資先候補又は投資先候補の紹

介者の意向により、本匿名組合以外の株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構

が運用するその他のファンドによる投資を、本匿名組合による投資に優先して

行うことがあります。 

③ 株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構は、本匿名組合による投資を行うか

否かの完全な裁量を有するものとし、株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構

は、本匿名組合以外のファンドによる投資を、本匿名組合による投資に優先して

行うことがあります。 

 

３． 取扱者の概要 

（1）概要 

名称 株式会社 Yamato さわかみ事業承継機構 

(金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3276 号) 

代表者 代表取締役 吉川 明 

本店所在地 東京都千代田区麹町 1-6-9 DIK 麹町ビル 6F 

資本金 1 億円 

設立 2018 年 11 月 6 日 



17 

決算日 9 月 30 日 

連絡先 電話番号 03- 6261-4560 

加入団体 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

取 扱 者 の 行 う 金

融 商 品 取 引 業 の

概要・方法 

金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する有価証券

（匿名組合持分）の私募の取扱（法第２条第８項第９号に

掲げる行為） 

 

（2）取扱者が行う本匿名組合契約にかかる業務 

  本匿名組合出資の総額について本匿名組合契約の締結および同契約に基づく

出資の履行の勧誘ならびに本匿名組合出資の取得の申込みの勧誘を行う。 

 

（3）苦情処理措置及び紛争解決措置（金融 ADR） 

金融商品取引業務にかかるお客さまからの苦情の申し出への対応及びお客さ

まとの間の紛争の解決を迅速、誠実、公正かつ適切に行うため、以下のような社

内体制を整えています。 

①当社の苦情のお申し出先 

担当部署：苦情処理担当（コンプライアンス部） 

電話番号：03-6403-0451 

（受付時間：当社営業日の 10:00 から 16:00 まで） 

メール ：compliance@yamatosawakami.com 

②当社の苦情処理の標準的な流れ 

（ア）お客さまからの苦情の受付 

（イ）経緯、内容及び関係者等について社内調査 

（ウ）対応方法の決定（お客さまへの説明の実施） 

（エ）再発防止のための業務改善の実施 

③苦情処理にあたっての外部機関の利用 

当社は、上記により苦情の解決を図るほかに次の団体を通じて苦情の解決を

図ることとしています。この団体は、当社が加入している一般社団法人第二種金

融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様から

の苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先まで

お申出ください。 
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特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

住 所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 

第二証券会館 

電 話：0120-64-5005（月～金／9:00～17:00 祝日等を除く） 

 

④証券・金融商品あっせん相談センターの苦情解決の標準的な流れ 

（詳しくは同センターにご照会ください。） 

（ア）お客様からのあっせん申立書の提出 

（イ）あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 

（ウ）お客様からのあっせん申立金の納入 

（エ）あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 

（オ）あっせん案の提示、受諾 

 

⑤紛争解決にあたっての外部機関の利用 

 当社は、金商業等府令第 115 条の 2 第 2 項第 1 号に掲げる措置を特定第二種

金融商品取引業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が加入する第二種金

融商品取引業協会が行うあっせんにより金融商品取引業等業務関連紛争の解決

を図ります。 

 

以 上 


