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IPO 以外の資金調達手段に関する研究―米国におけるクラウドファンディング規制 

                               

                               2016.5.27 

大阪大学 松尾健一 

 

１．米国（北米）におけるクラウドファンディングの現状 

エクイティ型クラウドファンディング（以下、CF）の規模 

―2014 年北米で約 7 億 8750 万ドル（前年比 182％） 

 貸付型（約 64 億ドル）にくらべると規模はかなり小さいが、スタートアップ企業にとっ

ては重要な資金供給源となっている（なりうる）という認識。 

 

プラットフォームの数―2014 年北米で 375 のプラットフォーム。 

世界全体では 1250（うちエクイティ型は 19％（236））。 

 

 

２．CF に関する法制度の整備 

２．１ JOBS 法以前の関連する制度 

レギュレーション A（少額免除） 

―1 年間の募集総額が 500 万ドルを超えない場合に利用可。簡易な募集届出書（フォーム

1-A）の提出義務あり。目論見書に相当する募集回状(Offering Circular)の交付義務あり。 

 

レギュレーション D 規則 504 

――12 ヵ月間の募集総額が 100 万ドルを超えない場合に登録届出書の提出を免除。不特定

多数の者に対する勧誘・広告が禁止される（禁止の適用除外を受けるには州法の規制を遵

守することが必要）。 

 

レギュレーション D 規則 505 

―12 ヵ月間の募集総額が 500 万ドルを超えない場合で、募集に応じて証券を取得するもの

が適格投資家および 35 名以下の適格投資家以外の投資家である場合に登録届出書の提出を

免除。不特定多数の者に対する勧誘・広告が禁止される。 

 

レギュレーション D 規則 506 

―募集に応じて証券を取得するものが適格投資家および 35 名以下の洗練された投資家（金

融および事業に関する知識・経験を有するもの）である場合に、登録届出書の提出を免除。 

 

＊いずれも CF のために用いるのは難しい。 
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２．２ JOBS 法制定後の法整備 

2012 年 4 月 5 日 JOBS 法(Jumpstart Our Business Startups Act)成立 

同法第 3 章（ Capital Raising Online While Deterring Fraud and Unethical 

Non-Disclosure Act of 2012: CROWDFUND Act）により、証券法（Securities Act of 1933）

および証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）を改正。 

 

2013 年 10 月 23 日 Proposed Rule（以下 PR）(SEC Rel.No.33-9470)を公表 

―485 件の意見が寄せられる。 

 

2015 年 10 月 30 日 Final Rule（以下、FR）(SEC Rel.No 33-9974（以下、リリースとい

う）)公表。一部を除き 2016 年 5 月 16 日施行。 

―Regulation Crowdfunding （17 C.F.R.227. 以下、レギュレーション CF）の創設。 

 

 

３ 発行登録義務の適用除外―クラウドファンディングの特例 

３．１ 序 

JOBS 法 302 条により証券法 4 条(a)項(6)を追加 

以下のすべての要件を満たす発行者の募集・売出しにかかる取引を証券法 5 条〔発行登

録義務〕の適用除外に追加 

(A) 発行者が 12 ヵ月間に投資家から調達する金額が 100 万ドルを超えない。 

(B) 発行者が 1 人の投資家から 12 ヵ月間に調達する金額が、 

 (i) 投資家の年収もしくは純資産の額が10万ドル未満の場合には、年収もしくは純資産の5％相当額

または 2000 ドルのいずれか大きい方の額、 

 (ii) 投資家の年収もしくは純資産の額が 10 万ドル以上の場合には、年収もしくは純資産の 10％相当

額（10 万ドルを超えてはならない） 

 を超えない。 

(C) 証券法 4A 条(a)項にもとづき登録を受けたブローカーまたは「ファンディング・ポータル」を通じて取

引が実行される。 

(D) 発行者が証券法 4A 条(b)項を遵守する。 

 

＊以下、証券法 4 条(a)項(6)の要件を満たす募集を CF 特例という。 

 

３．２ 資金調達額（募集総額）の制限 

PR：証券法 4 条(a)項(6)A と同じく募集・売出し前の 12 ヵ月通算で 100 万ドルを CF 特例

の上限とする。 
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・上限が低すぎるという意見が多数 

⇒FR：PR から変更なし。100 万ドルの上限を設定（レギュレーション CF 規則 100(a)(1)）。 

 

・発行登録義務の適用除外を定める他の規定にもとづいて調達した資金の額は CF 特例の上

限額算定の際には合算されない（リリース 18 頁）。 

 

・発行者の支配下にある者または発行者と共通の支配下にある者が証券法 4 条(a)項(6)にも

とづいて調達した資金の額は合算される（レギュレーション CF 規則 100(c)）。 

 

３．３ 投資家 1 人あたりの投資額の制限 

PR：証券法 4 条(a)項(6)(B)の文言では、年収か純資産のいずれか一方のみが 10 万ドル以上

である場合に(i)と(ii)のいずれが適用されるのか不明確であり、また(i)(ii)それぞれの適用場

面において年収と純資産いずれの 5％（10％）が基準になるのか不明確 

⇒ 年収・純資産のいずれも 10 万ドル未満の場合には、2000 ドル、年収の 5％相当額、ま

たは純資産の 5％相当額のうちより高いものが投資上限となる。  

 年収もしくは純資産のいずれかが 10 万ドル以上の場合には、年収の 10％相当額または純

資産の 10％相当額のいずれか高い方が上限となる（ただし 10 万ドルを超えてはならない）。 

 

FR：レギュレーション規則 CF100(a)(2) 

・投資上限は、証券法 4 条(a)項(6)にもとづいて証券を発行するすべての発行者に対する投

資額を通算したものを基準とすることを明確にした（The aggregate amount of securities 

sold to any investor across all issuers in reliance on section 4(a)(6)）。 

 

・年収もしくは純資産のいずれかが 10 万ドル未満の場合 

―年収もしくは純資産のいずれか低い方の 5％と、2000 ドルのいずれか低い方を基準 

＊年収・純資産のいずれもが 10 万ドル以上の家計は全体の 17％ 

いずれかが 10 万ドル以上の家計は全体の 39％（2013 年消費者金融調査） 

 

・年収および純資産のいずれもが 10 万ドル以上の場合 

―年収もしくは純資産のいずれか低い方の 10％（ただし、10 万ドルを超えてはならない）。 

 

・年収・純資産の算定方法は、適格投資家(accredited investor)の認定の際と同じ方法がと

られる（配偶者の年収・純資産額が合算される等、レギュレーション CF Instruction 1 to 

100(a)(2)）。 
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・発行者は、投資家が投資額の上限を超えて投資しようとしていることを知っているので

ない限り、投資額の上限を超えて投資しないよう仲介機関が適切な措置を講じるものと信

頼してよい（レギュレーション CF Instruction 3 to 100(a)(2)）。 

 

・機関投資家・適格投資家については投資上限を設けない、あるいはより高い上限額を設

けることを提案するものもあった。 

⇒適格投資家・機関投資家についても同じ投資上限を適用する。CF は多数の者から少額の

出資を募るもの。 

これらの投資家に対する証券発行については別の適用除外規定を利用できる。 

 

３．４ 仲介業者を通じて取引されること 

FR：CF 特例を利用する募集にかかる取引は、証券法 4A 条(a)項その他関連する規定を遵

守する一つの仲介業者を通じて行われなければならず、かつ、取引は、仲介業者のプラット

フォームにおいてのみ行われなければならない（レギュレーション CF 規則 100(a)(3)）。 

 

プラットフォーム：Platform means a program or application accessible via the Internet or 

other similar electronic communication medium through which a registered broker or a 

registered funding portal acts as an intermediary in a transaction involving the offer or 

sale of securities in reliance on section 4(a)(6) of the Securities Act. 

 

・1 回の募集について複数の仲介業者を利用することも認めるべきとの意見 

⇒投資しようとする多数の者が同じ情報を共有し、英知を結集することが望ましい。 

 複数の仲介業者の利用を認めると資金調達額の上限規制を潜脱しやすくなる。 

 

・プラットフォーム（インターネット）を通じたコミュニケーション以外にも認めるべき

との意見 

―発行者と投資家が個別に面会することを認めてはどうか 

⇒透明性、投資家が共有する情報の統一性という観点からはプラットフォームを通じたや

り取りに限定すべき。 

 

３．５ CF 特例を利用できない発行者 

証券法 4A 条(f)項 

①アメリカ州法にもとづいて設立されたものでない者 

②証券取引所法 13 条または 15 条(d)項にもとづく報告義務を負っている者 

③1940 年投資会社法に 3 条にいう投資会社 

④SEC の規則・レギュレーションに定められた者 
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レギュレーション CF 規則 100 条(b)項 

上記①～③に加えて 

⑤レギュレーション CF 規則 503 の定める特例利用の欠格事由に該当する発行者 

⑥発行の直前 2 年の間に、レギュレーション CF 規則 202 および 203(b)項にもとづく年次

報告の提出を怠った者（提出を怠っている報告を提出すればすぐに特例を利用することが

可能になる（レギュレーション CF Instruction 1 to 100(b)(5)）。 

⑦具体的なビジネスプランをもっていない者 

―プロジェクトの説明、明確に示された事業のアイデア、ビジネスモデル等幅広く含む。 

 

 

４．発行者に関する規制 

４．１ 募集における情報開示 

証券法 4A 条(b)項(1)：CF 特例を利用する発行者は、以下の情報を SEC、投資者、およびブローカーも

しくは FP に提供しなければならず、潜在的な投資者が利用可能な状態に置かなければならない。 

(A) 発行者の名称、法形態、住所およびウェブサイトのアドレス 

(B) 発行者の取締役、役員および発行者の株式の 20％超を保有する者の氏名・名称 

(C) 発行者の事業内容および事業計画 

(D) 発行者の財務状態（目標とする募集金額に対応した開示内容は次のとおり） 

(i) 10 万ドル以下：直近の所得税申告書および CEO による証明付きの財務書類 

(ii) 10 万ドル超 50 万ドル以下：独立の公認会計士によるレビューを受けた財務書類 

(iii) 50 万ドル超：監査を受けた財務書類 

(E) 募集の目的および手取金の使途 

(F) 目標募集金額、募集の期限、および募集の進捗状況の定期的な更新 

(G) 募集する証券の発行価額、またはその算定方法 

(H) 発行者の株主および資本構成の状況 

 (i) 募集にかかる証券および発行者の他の種類の証券の内容。内容の変更が可能である場合に

はその方法、それらの証券の違い（募集にかかる証券の権利が、他の種類の証券の権利によって実

質的に変更、希釈化されうる場合にはどのようにして変更・希釈化が生じるか） 

 (ii) 発行者の主要株主の権利行使によって募集にかかる証券の取得者に不利な影響が及ぶ可能

性がある場合には、どのようにしてその不利益が生じるか 

 (iii) 発行者の各種類の証券の 20％以上を保有している株主の氏名・名称 

 (iv) 募集にかかる証券の評価の方法、および将来の株式発行等の際に用いられうる評価方法 

(v) 証券の購入者が発行者の少数株主となることによるリスク、追加的な株式の発行、買収、資産

の売却、関係当事者との取引等の会社の行為によって生じるリスク 

(I) SEC 規則により定めるその他の情報 
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４．１．１ 発行者および募集に関する情報 

①発行者、役員、取締役および一定の株主に関する一般的情報 

証券法 4A 条(b)項(1) (A)および(B)に関連して、 

・発行者の役員・取締役の過去 3 年間の職業経験（所属していた会社・組織の名称、そこ

での役職）を開示事項に追加（レギュレーション CF 規則 201(b)）。 

 

・氏名・名称を開示すべき株主は議決権総数の 20％以上に相当する株式を保有するもの（レ

ギュレーション CF 規則 201(c)）。 

 

②発行者の事業に関する開示 

証券法 4A 条(b)項(1) (C)と同様の開示を要求（レギュレーション CF 規則 201(d)）。 

 

③手取金の使途に関する開示 

証券法 4A 条(b)項(1) (E) と同様の開示を要求（レギュレーション CF 規則 201(i)）。 

・インストラクションを設けて、発行者は、投資家が十分な情報にもとづいて手取金がど

のように使用されるのかを理解できるよう詳細に開示しなければならないとする。 

複数の使途が予定されている場合には、それらの具体的内容と、それぞれの使途にどれ

だけの資金を割り振るのかについても開示することを要する。 

目標調達額を超えて調達する場合には、超える部分の資金の使途についても具体的に開

示しなければならないとする（レギュレーション CF Instruction 1 to 201(i)）。 

 

④目標調達額および募集の期限 

証券法 4A 条(b)項(1) (F) に関連して、 

・募集期限までに目標調達額に到達しなかった場合には、証券は発行されず、投資者から

の申込みはキャンセルされ、払込金は返還されることを開示しなければならない（レギュ

レーション CF 規則 201(g)）。 

 

・目標調達額を超える申し込みがあった場合にそれを受け入れるか否か、受け入れる場合

には上限の金額、目標調達額・上限額以上の申込みがあった場合の株式の割当の方法（按

分比例、先着順等、レギュレーション CF 規則 201(i)）。 

 

・取引の完了または投資の申込みのキャンセルのプロセスに関する事項（以下のものを含

まなければならない、レギュレーション CF 規則 201(j)）。 

(1) 投資者は募集期限の 48 時間前まで投資の申込みをキャンセルすることができる旨 

(2) 目標調達額に達したときには仲介業者から投資者にその旨を通知すること 

(3) 募集期限の前に目標調達金額に達した場合に、発行者は、新たな募集期限を設定して募集を
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終了することができる。ただし、新たな募集期限の少なくとも 5 営業日前に新たな募集期限を設定する

ことを通知しなければならない。 

(4) 投資者が募集期限の 48 時間前までに申込みをキャンセルしない場合には、払込金が発行者に

引き渡され、投資者は引き換えに証券を受領する旨 

 

・募集に関して重大な変更が生じた場合には、投資者が投資の申込みの意思が再確認され

ないかぎり、投資の申込みはキャンセルされ、払込金が返還される旨 

 

⑤発行価格 

証券法 4A 条(b)項(1) (G) に関連して、 

・証券を取得させる前に、投資者に対して書面で発行価格および開示すべき情報のすべて

が提供されなければならない（レギュレーション CF 規則 201(l)）。 

 

⑥株式保有の状況および資本構成 

証券法 4A 条(b)項(1) (H) に関連して、 

・発行される証券およびそれ以外の種類の証券の内容。それぞれの証券の発行数、議決権

の有無、議決権の制限の有無（レギュレーション CF 規則 201(m)(1)）。 

 

・議決権総数の 20％以上に相当する株式を保有する株主（レギュレーション CF 規則

201(m)(3)）。 

 

・証券の譲渡制限に関する事項（レギュレーション CF 規則 201(m)(6)）。 

 

⑦追加的な開示事項 

証券法 4A 条(b)項(1) (I) に関連して、 

・発行者の従業員数（レギュレーション CF 規則 201(e)）。 

 

・発行者に対する投資を投機的またはリスクの高いものとしている重要な要因に関する議

論（レギュレーション CF 規則 201(f)） 

 

・仲介業者の名称等（レギュレーション CF 規則 201(n)）。 

 

・発行者または発行者の取引に関して仲介業者が有する経済的利害関係（次のものを含む

（レギュレーション CF 規則 201(o)）。 

(1) 仲介業者に支払われる報酬等の額 

(2) 仲介業者が発行者に対して直接・間接に有する経済的利益 
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・発行者の負債に関する事項（負債の額、利率、支払期日およびその他の重要な条項を含

む（レギュレーション CF 規則 201(p)）。 

財務書類から明らかとなる事項については改めて記載する必要はない（レギュレーショ

ン CF Instruction 1 to 201）。 

 

・発行者が過去 3 年間に発行登録の適用除外を利用して行った証券の募集に関する事項（レ

ギュレーション CF 規則 201(q)）。 

そのような募集の日時、募集された証券の種類、募集によって調達した資金の額、その

使途も開示する（レギュレーション CF Instruction 1 to 201(q)）。 

 

・直近の会計年度における関連当事者との取引に関する事項（レギュレーション CF 規則

201(r)） 

 

・発行者の年次報告書を入手できるウェブサイトに関する情報およびそのウェブサイトに

いつ年次報告が掲載されるかに関する情報（レギュレーション CF 規則 201(w)）。 

 

・発行者（その前身となったものを含む）がレギュレーション CF 規則 202 の報告義務〔年

次報告義務〕を怠ったことがある場合にはその旨（レギュレーション CF 規則 201(x)）。 

 

・開示した他の情報がミスリーディングなものにならないようにするために必要となる重

要な情報（レギュレーション CF 規則 201(y)）。 

 

４．１．２ 発行者の財務情報 

①財務状態に関する議論 

・発行者の財務状態に関する議論。流動性、資金の供給源、事業の経過に関するもの（重

要なものに限る）を含む（レギュレーション CF 規則 201(s)）。 

 

②財務書類 

・発行者は、その募集における資金調達額（その募集前 12 ヵ月間に CF 特例を利用して調

達した金額を合算する）に応じて、以下の財務書類を提出しなければならない（レギュレ

ーション CF 規則 201(t)）。 

 

（1）資金調達額が 10 万ドル以下の場合 

―発行者の直近の所得申告書における総収入、課税対象所得、総所得税額（これらについ

ては CEO が所得申告書の内容通りであることについて証明を付さなければならない）、お

よび発行者の財務書類（その内容が真実でありかつ完全であることを CEO が証明しなけれ
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ばならない）。 

 独立の公認会計士によるレビューを受けた財務書類がある場合には、発行者は上記の書

類に代えてその財務書類を提出する。 

 

（2）資金調達額が 10 万ドル超かつ 50 万ドル未満 

―独立の公認会計士によるレビューを受けた財務書類。ただし、独立の公認会計士による

監査を受けた財務書類がある場合にはそれを提出する。 

 

（3）資金調達額が 50 万ドル超で、 

（3－1）CF 特例を初めて利用する発行者 

―独立の公認会計士によるレビューを受けた財務書類。ただし、独立の公認会計士による

監査を受けた財務書類がある場合にはそれを提出する。 

 

（3－2）以前に CF 特例を利用したことがある発行者 

―独立の公認会計士による監査を受けた財務書類 

 

・財務書類―GAAP に依拠して作成された貸借対照表、包括利益計算書、キャッシュフロ

ー計算書、株主資本変動計算書、これらの書類に関する注記。直近 2 会計年度にかかるも

の（レギュレーション CF Instruction 3 to 201(t)）。 

 

・独立の公認会計士によるレビューを受けた場合にはレビュー報告書が、監査を受けた場

合には監査報告書が提出される（レギュレーション CF Instruction 8 and 9 to 201(t)）。 

 

４．１．３ 資金調達の進捗状況の更新 

・目標調達額の 50％に達した時点および 100％に達した時点（目標調達額を超える申し込

みを受け入れる場合には募集期限到来時）に FormC-U を提出し、それぞれの時点で申し込

みのあった金額、最終的に調達した金額を開示しなければならない（レギュレーション CF 

規則 201(v), 203(a)(3)(i)(ii)）。 

 

・仲介業者が資金調達の状況を頻繁に更新し、公表している場合には募集期限終了後に最

終的に調達した金額を開示すれば足りる（レギュレーション CF 201(v), 203(a)(3)(iii)）。 

 

４．２ 継続開示義務 

証券法 4A 条(b)項(4)：発行者は、少なくとも年 1 回、SEC が規則によって定めるところに従い、事業の

成果に関する報告および財務書類を SEC に提出し、投資者に提供しなければならない。 
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①頻度・提出時期―年 1 回、事業年度の末日から 120 日以内（レギュレーション CF 規則

202(a)）。 

 

②開示の方法―SEC への提出および自社ウェブサイトでの開示（投資者への紙媒体での開

示は不要、レギュレーション CF 規則 202(a)）。 

 

③財務書類 

―PR では独立の公認会計士によるレビュー・監査を受けた財務書類の提出を求めいた。 

しかし、強力な反対意見を受けて（リリース 122 頁）、FR では、CEO 等が、財務書類が

真実かつ完全なものであることを証明すれば足りることとされた（公認会計士によるレビ

ュー・監査を受けている場合にはそれを提出すれば CEO 等による証明は不要となる。レギ

ュレーション CF 規則 202(a)）。 

 

④その他の開示事項―証券の募集の際に開示が求められている事項のうち、役員・取締役に

関する事項、発行者の事業に関する事項、従業員数、財務状態、資本構成、リスク要因、

負債に関する事項、関連当事者との取引については、継続的な開示が求められている（レ

ギュレーション CF 規則 202(a)）。 

 

⑤継続開示義務の消滅 

―上記の継続開示義務は、以下のいずれかの場合には消滅する（レギュレーション CF 規

則 202(b)）。 

(1) 証券取引所法 13 条(a)または 15 条(d)項による開示義務を負うこととなった場合 

(2) 少なくとも 1 回レギュレーション CF 202(a)の年次報告を提出した会社であって、その

名簿上の証券保有者が 300 名未満となった場合 

(3) 少なくとも 3 回レギュレーション CF 202(a)の年次報告を提出した会社であって、総資

産の額が 1000 万ドルを超えていない場合 

(4) CF 特例によって発行した証券のすべてを、発行者が買い戻し、または第三者が取得し

た場合 

(5) 発行者が解散または清算した場合 

 

４．３ フォーム C の新設 

・レギュレーション CF においてフォーム C が新設される。 

 

・フォーム C を SEC および仲介業者に提出すれば証券法 4A 条(b)項の要件を満たしたこと

になる。 
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・レギュレーション S-T を改正し（101(a)(1)(xvii)）、PDF ファイルでの提出を認める（PDF

による提出が認められるのは、原則として非公式な文書のみであるが、フォーム C につい

ては例外を認めた）。 

 

・フォーム C は、募集の際の情報開示、資金調達の進捗状況の開示、年次報告のすべてに

ついて利用される（レギュレーション CF 規則 203）。 

 

４．４ 発行者の民事責任 

証券法 4A 条(c)項： 

(1) (A) CF 特例によって募集された証券を取得した者は、(2)の定めるところに従い、発行者に対し、そ

の証券の対価として支払った金額に利息を付したものの回復、または損害賠償を求めて、管轄裁判所

に訴えを提起することができる。を有する 

(B) 本条にもとづく訴えは、証券法 12 条(a)項(2)にもとづく責任を追及する訴えと同様に、同条(b)項

および 13 条定めるところに従う。 

 

(2) 発行者は、以下の場合に(1)に定める責任を負う。 

(A) 発行者が、通商の手段もしくは郵便を用いて、CF 特例を利用した募集において、重要な事実に

かかる不実の記載、もしくは誤解を生じさせないため必要となる重要な事実の記載を怠った場合（ただ

し、証券を取得したものが不実であること、もしくは重要な起債が欠けていることを知らなかった場合に

かぎる）であって、 

(B) 発行者が、不実記載もしくは記載が欠けていることを知らず、かつ合理的な注意を用いても知る

ことができなかったことをについて証明責任を果たさない場合 

 

(3) 本項にいう「発行者」とは、CF 特例によって募集を行なったものの取締役もしくはパートナー、発行

者の CEO、CFO、その他の役員、および CF 特例によって募集を行なったものをいう。 

 

４．５ 広告規制 

証券法 4A 条(b)項(2)：発行者は、募集の条件について広告をしてはならない。ただし、投資者を FP ま

たはブローカーに誘導する通知はこのかぎりではない。 

 

・この通知に記載することが許されるのは以下の事項である（レギュレーション CF 規則

204(b)）。 

(1) 発行者が募集を行なっている旨、募集が行われている仲介業者の名称、その仲介業者の

プラットフォームへのリンク、 

(2) 募集の条件（募集金額、発行する証券の性質、発行価額、募集が終了する日、レギュレ

ーション CF Instruction to 204）、 
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(3) 発行者の名称、住所、電話番号、ウェブサイト、電子メールアドレス、事業に関する簡

単な記述。 

 

＊墓石広告に似たものと考えられている（リリース 139 頁）。 

 

４．６ 募集をプロモートしたものへの報酬の支払い 

証券法 4A 条(b)項(3)：発行者は、仲介業者が提供するコミュニケーション・チャネルを通じて募集をプロ

モートするものに対して、そのものがコミュニケーションをする際に、発行者から報酬を得ていることを

明示することを確保する合理的な措置を講じることなしに、そのものに報酬を支払ってはならない（レギ

ュレーション CF Instruction to 205(a）もほぼ同じ)。 

 

・仲介業者が提供するコミュニケーション・チャネル外でのプロモートについては、証券

法 4A 条(b)項(2)およびレギュレーション CF Instruction to 204 に定める通知のみが可能で

あり、そのような通知に対しては発行者が報酬を支払うことが許される（レギュレーショ

ン CF 205(b））。 

 

 

５．仲介業者に対する規制 

５．１ 定義 

仲介業者：証券取引所法 15 条(b)項の登録を受けたブローカー、またはレギュレーション CF

規則 400 の登録を受けたファンディング・ポータル（以下、FP）。 

 

FP：CF 特例を利用した証券の募集・売出しに関する取引において仲介業者としての行為を

するブローカー（レギュレーション CF 規則 30(c)(2)）。 

FP は、 

(i) 投資助言・投資推奨をしてはならない。 

(ii) プラットフォームに掲載された証券の取得、買付けの勧誘をしてはならない。 

(iii) プラットフォームに掲載された証券の勧誘に対して、あるいはその証券の売付けを基

礎として、従業員、代理人等に報酬を支払ってはならない。 

(iv) 投資者の資金または証券を保有し、管理し、またはその他の方法で手にしてはならな

い。 

 

５．２ 仲介業者に対する規制（ブローカーおよび FP 共通） 

５．２．１ 登録および自主規制機関への加盟 

・証券法 4A 条(a)項(1)は、クラウドファンディング取引において仲介業者としての行為を

するものは、ブローカーまたは FP として SEC に登録しなければならないとする（レギュ
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レーション CF 規則 300(a)(1)も同じ）。 

 

・仲介業者は証券取引所法 15A 条の登録受けた証券業協会に加盟しなければならない。 

 

５．２．２ 発行者に対する経済的利害関係の規制 

証券法 4A 条(a)項(11)：仲介業者は、その取締役、役員、パートナー等が、その仲介業者のサービスを

利用する発行者に対して経済的利害関係をもつことを禁止しなければならない。 

 

レギュレーション CF 規則 300(b)は、証券法 4A 条(a)項(11)とほぼ同じことを定め、 

さらに、仲介業者の役員等が CF 特例を利用した発行者に提供したサービスの報酬として、

発行者における経済的利益を受けてはならないとする。 

また、仲介業者自身も、次にあげるもの以外に、発行者から CF 特例を利用した発行者に

対して経済的利益を有してはならないとする。 

(1) CF 特例の利用に際して発行者に提供したサービスの対価として経済的利益を受ける

場合であって、かつ、 

(2) CF 特例を利用して発行した証券と同じ種類、同じ権利内容を有する証券を取得する

場合。 

 

経済的利益：発行者が発行するすべての種類の証券を直接または間接に保有することをい

う。 

 

５．２．３ 詐欺のリスクを低減するための措置 

証券法 4A 条(a)項(5)：仲介業者は、CF 特例に関する取引について、SEC の定めルールに従い、

詐欺のリスクを低減するための措置（発行者の役員、取締役、20％超の株式を有する株主の履

歴、証券規制違反歴を入手することを含む）をとらなければならない。 

 

①発行者が関係する法令を遵守していることの確認 

レギュレーション CF 規則 301(a)：仲介業者は、CF 特例を利用して募集を行なおうとする発行者が証券

法 4A 条(b)項その他の要件を遵守していることについて合理的な根拠を有するのでなければならな

い。 

本条の要件を満たすにあたり、仲介業者は、発行者が法令の要件を遵守していることについて発行

者が表明したところを信頼することできる。ただし、仲介業者が、発行者の表明の信頼性を疑うべき根

拠を有している場合にはこのかぎりではない。 

 

②証券保有者の履歴の確認 

レギュレーション CF 規則 301(b)：仲介業者は、そのプラットフォームを通じて募集をしようとする発行者
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が正確な証券保有者の記録を保持するための措置をとっていることを信じるに足りる合理的な根拠を

有するのでなければならない。 

仲介業者は、記録保持の措置に関して発行者の表明を信頼することができる。ただし、仲介業者が、

発行者の表明の信頼性を疑うべき根拠を有している場合にはこのかぎりではない。 

発行者が、証券取引所法 17A 条の登録を受けた代行機関のサービスを受けている場合には、仲介

業者は、本条の要件を満たしているものとみなす。 

 

③プラットフォームへのアクセスの拒絶 

レギュレーション CF 規則 301(c)(1)：仲介業者は、発行者、発行者の役員、取締役等、または発行者の

議決権総数の 20％以上に相当する株式を実質的に保有する株主が、レギュレーション CF 規則 503 の

定める欠格事由に該当すると信じるについて合理的な根拠を有する場合には、その発行者がプラット

フォームを利用することを拒絶しなければならない。 

本条の要件を満たすために、仲介業者は、すくなくとも、募集をしようとする発行者、その役員等、主

要株主の履歴および証券規制違反歴の調査をしなければならない。 

 

レギュレーションCF規則301(c)(2 )：仲介業者は、発行者または募集行為について、詐欺またはその他

投資者保護に懸念を生じさせる事由がみられると信じるに足りる合理的な根拠を有する場合には、そ

の発行者がプラットフォームを利用することを拒絶しなければならない。 

本条の要件を満たすために、仲介業者は、発行者または行われようとしている募集行為にかかる詐

欺のリスクを十分に、もしくは実効的に評価できないと信じることが合理的である場合には、プラットフ

ォームを利用することを拒絶しなければならない。 

さらに、発行者がプラットフォームを利用することを認めた後に仲介業者が知った情報によって、発

行者または募集行為について、詐欺またはその他投資者保護に懸念を生じさせる事由がみられると

信じるに足りる合理的な根拠を有することとなった場合には、仲介業者は、ただちにその募集案件をプ

ラットフォームから排除し、募集を中止し、投資者から払い込まれていた資金を返還しなければならな

い。 

 

５．２．４ 口座開設時の義務 

①口座の開設および電子的方法による情報等の送付 

レギュレーション CF 規則 302(a)(1 )：仲介業者またはその関係者は、投資者がその仲介業者に口座を

開設し、かつ、資料等の電子的提供について同意をしていない間は、CF 特例を利用した募集にかかる

投資の申込み受け付けてはならない。 

 

レギュレーション CF302(a)(2 )：仲介業者は、レギュレーション CF 規則 300～305 にもとづき提供すべき

すべての情報（投資者の教育のための資料、通知等）を電子的手段によって提供しなければならな

い。 



15 
 

本条の要件を満たすために、仲介業者は、別段の定めのないかぎり、電子メッセージ（電子メール、

ソーシャルメディア等）に提供すべき情報を記載する方法、提供すべき情報を仲介業者のプラットフォ

ームに記載し、そのリンクを電子メッセージに記載する方法、または、提供すべき情報の種類とそれが

記載されている仲介業者のプラットフォームもしくは発行者のウェブサイトを記載する方法をとらなけれ

ばならない。 

 

②投資家教育のための資料の提供 

証券法 4A 条(a)項(3)：CF 特例を用いた募集において仲介業者として行為するものは、SEC が規則によ

って定めるところに従い、リスクに関する情報、およびその他投資家教育のための資料を含む情報を

開示しなければならない。 

 

レギュレーション CF 規則 302(b)(1)：投資者の口座の開設に際し、仲介業者は、その投資者に対し、以

下の事項を平易な言語で、実効的かつ正確に伝達することを企図した投資家教育のための資料を交

付しなければならない。 

(i) その仲介業者を通じて行われる募集のプロセスおよび CF 特例を利用して募集される証券を購入

することに付随するリスク 

(ii) 募集される証券の種類およびその種類の証券に付随するリスク（希釈化によって限られた議決

権しかもてなくなることによるリスク等） 

(iii) 募集される証券の売却の制限に関する事項  

(iv) 発行者がレギュレーション CF 規則 202 にもとづき提供すべき情報の種類、情報提供の頻度、そ

のような情報提供義務が消滅する可能性 

(v) レギュレーション CF 規則 100(a)(2)にもとづく投資者一人当たりの投資額の制限 

(vi) 投資の申込みをキャンセルする権利の制限および発行者によって投資の申込みがキャンセル

される場合があること 

(vii) CF 特例によって募集される証券に投資することが投資家に適合しているか否かをその投資家

が考慮する必要性 

(viii) 募集の完了後は、発行者と仲介業者の関係が継続しない可能性があること 

(ix) 一定の場合には、発行者は年次報告を公表することを中止することができ、その場合には投資

者は発行者の財務状態を定期的に把握することができなくなる可能性があること 

 

レギュレーション CF302(b)(2)：仲介業者は、そのプラットフォームにおいて常に最新版の投資家教育資

料を利用できるようにしておかなければならない。 

 

③プロモーターに対する報酬の開示 

証券法 4A 条(b)項(3)：発行者は、仲介業者が提供するコミュニケーション・チャネルを通じて募集をプロ

モートするものに対して、そのものがコミュニケーションをする際に、発行者から報酬を得ていることを
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明示することを確保する合理的な措置を講じることなしに、そのものに報酬を支払ってはならない。 

 

レギュレーション CF 規則 302(c)：投資者の口座開設に際し、仲介業者は、その投資者に対し、報酬を

得て募集のプロモートをしている者に関する情報、または、発行者のためにプラットフォームにおいて

募集のプロモートをしている発行者の創業者もしくは従業員に関する情報を提供しなければならない。 

 また、発行者のために募集のプロモートを行ない、報酬を受け取っている者によるプラットフォーム上

のコミュニケーションについて、個別に、その者が報酬を受け取っている旨を明確に開示しなければな

らない。 

 

④報酬の開示 

レギュレーションCF規則302(d)：投資者の口座開設に際し、仲介業者は、CF特例を利用した募集

に関して仲介業者が受け取る報酬について明確に開示しなければならない。 

 

５．２．５ 取引時における義務 

①発行者が提供する情報の公表 

証券法 4A 条(a)項(6)：仲介業者は、遅くとも募集にかかる証券が投資者に売付けられる最初の日の 21

日前までに、発行者が本条(b)項にもとづき提供するすべての情報を SEC および投資者が利用可能な

状態に置かなければならない。 

 

レギュレーション CF 規則 303(a)：仲介業者は、レギュレーション CF 規則 201 および 203(a)により提供

すべき情報を、SEC および投資者が利用可能な状態に置かなければならない。 

(1) この情報は、仲介業者のプラットフォーム上からダウンロード可能な状態に置くなどの方法で、

公表されなければならない。 

(2) この情報は、遅くとも募集にかかる証券が投資者に売付けられる最初の日の 21 日前までに公

表されなければならない。情報の公表から最初の売付けまでの間に、仲介業者は投資者から投資の

申し込みを受け付けることができる。 

(3) (4)省略。 

 

②投資者の資格の確認 

（i）投資額の制限の遵守 

証券法 4 条(a)項(6)(B)：投資家 1 人当たりの CF 特例を利用した募集への投資額の制限。 

同 4A 条(a)項(8)：仲介業者は、SEC が規則によって定めるところに従い、投資者が投資額

の制限を超えて投資することがないことがないよう、努めなければならない。 

 

レギュレーション CF 規則 303(b)(1)：仲介業者は、個々の投資者からの投資の申込みを受け付ける前

に、その投資者が投資額の制限を遵守していると信じるに足りる合理的な根拠を有するのでなければ
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ならない。 

仲介業者は、その投資者が投資額の制限を遵守していることに関し、年収、純資産、および他の CF

特例を用いた募集に投資している額について、投資者が表明したことを信頼することができる。ただし、

仲介業者が、発行者の表明の信頼性を疑うべき根拠を有している場合にはこのかぎりではない。 

 

＊仲介業者は、将来つくられるであろう投資者情報を集約したデータに依拠して、投資額

の制限を遵守しているか否かを判断することが許される（リリース 210 頁）。 

 

(ii) リスクの認識の確認 

証券法 4A 条(a)項(4)：仲介業者は、個々の投資者が、 

(A) SEC 規則が定める基準に従い、投資家教育のための情報を精読(review)したこと、 

(B)投資額の全額を失うリスクを負うことを理解している旨を積極的に認めていること、  

(C) 以下の事項を確認することができる質問に答えたこと、 

(i) スタートアップの段階にある、新興の、小規模な発行者への投資にともなう一般的なリスクの水

準を理解していること、 

(ii) 流動性リスクを理解していること、および、 

(iii) SEC 規則が定めるその他の事項を理解していること 

を確保しなければならない。 

 

レギュレーション CF 規則 303(b)(2)：仲介業者は、個々の投資者からの投資の申込みを受け付ける前

に、投資者から以下のものを入手しなければならない。 

(i) その投資者が、レギュレーション CF 規則 302(b)によって提供される投資家教育のための資料を精

読し、失う可能性のある投資額について理解したことの表明 

(ii) その投資者が次の事項を理解していることを確認できる質問事項への解答 

(A) 投資契約をキャンセルし、または投資額の返還を受けること制約されていること 

(B) CF 特例によって取得した証券を売却することは困難となる可能性があること 

(C) CF 特例によって発行される証券への投資にはリスクがあり、投資した額の全額を失うリスクを許

容できるのでないかぎり、その証券へ投資すべきではないこと。 

 

③コミュニケーション・チャネルの設置・管理 

レギュレーション CF 規則 303(c)：仲介業者は、そのプラットフォームにおいて、他の者（潜在的投資者）

および発行者の代表者と募集案件についてコミュニケーションすることができるコミュニケーション・チャ

ンネルを設置しなければならない。ただし、 

(1) 仲介業者が FP である場合には、コミュニケーションにかかるガイドラインを設けること、濫用的ま

たは詐欺のおそれのあるコミュニケーションを削除すること以外に、コミュニケーションに関与してはな

らない。 
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(2) 仲介業者は、コミュニケーション・チャネルにおける議論を公衆が閲覧可能な状態にしなければ

ならない。 

(3) 仲介業者は、その仲介業者に口座を開設した者が、コミュニケーション・チャネルにコメントを投

稿することを制限しなければならない。 

(4) 仲介業者は、コミュニケーション・チャネルにコメントを投稿するものに対し、その者が発行者のプ

ロモーションに従事している創業者もしくは従業員、またはプロモーションに対して報酬を得ているもの

であるか否かを明示するよう求めなければならない。 

 

④投資の申込みにかかる通知 

レギュレーション CF 規則 303(d)：仲介業者は、投資者から投資の申込み受け付けた場合には、ただち

にその投資者に対し、以下の事項を通知しなければならない。 

(1) 申込みにかかる投資金額 

(2) 証券の発行価額（わかる場合のみ） 

(3) 発行者の名称、および、 

(4) 申込みをキャンセルすることができる期限。 

 

⑤資金の管理および送金に関する義務 

証券法 4A 条(a)項(7)：仲介業者は、SEC 規則の定めるところに従い、投資家から調達される資金の額

が目標調達額に達し、またはそれを超えた場合に初めて、資金が発行者に提供されること…を確保し

なければならない。 

 

レギュレーション CF 規則 303(e)(1)：仲介業者のうち登録を受けたブローカーであるものは、SEC 規則

15c2-4 を遵守しなければならない。 

 

レギュレーション CF 規則 303(e)(2)：仲介業者のうち FP であるものは、投資者に対して、金銭またはそ

の他の対価を直接に適格の第三者に送付するよう指示しなければならない。 

適格の第三者は、本条(e)(3)の定めるところに従い、資金について権原を有するもののために資金

を保管し、権限を有するものにただちに資金を送付または返還することを書面で同意したものでなけれ

ばならない。 

適格の第三者とは、 

(i) 登録受けたブローカーまたはディーラーであって、顧客の口座、またはブローカーもしくはディーラ

ーの口座を有し、権限を有するもののために金銭もしくは証券を保有するもの 

(ii) (i)と同様に権原を有するもののために口座を管理する銀行等 

をいう。 
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レギュレーション CF 規則 303(e)(3)：仲介業者である FP は、以下の場合にはただちに適格の第三者に

それぞれの指示をしなければならない。 

(i) 目標調達額またはそれ以上の金額の投資の申込みがなされ、かつキャンセル可能な期間が経過

したときは、申込みにかかる金銭を発行者に送付すること 

(ii) 投資の申込みがキャンセルされたときは、その申込みにかかる金銭を投資者に返還すること 

(iii) 募集が完了しなかったときは、投資者に金銭を返還すること 

 

⑥取引内容の確認義務 

レギュレーション CF 規則 303(f)(1)：仲介業者は、取引の完了の前に、以下の事項を投資者に通知しな

ければならない。 

(i) 取引日 

(ii) 投資者が買い付けた証券の種類 

(iii) 買い付けた証券の価格、数等 

(iv) 債務証券の場合には利率、満期までの利回り 

(v) 償還権のついた証券の場合には償還可能となる日 

(vi) （略） 

 

レギュレーション CF 規則 303(f)(2)：仲介業者が、本条(1)の要件を満たす場合には、SEC 規則 10b-10

は適用されない。 

 

５．２．６ 募集の完了、中止、再確認 

証券法 4A 条(a)項(7)：仲介業者は、SEC 規則の定めるところに従い、…投資者が投資の申込みをキャ

ンセルできることを確保しなければならない。 

同条(b)(1)(G)：投資家に最終的に決定された証券の発行価額を通知するとともに、申込みの撤回の機

会を与えなければならないとする。 

 

レギュレーション CF 規則 304 

(a)：投資者は、募集の終了期限の 48 時間前までは無条件に投資の申込みをキャンセルすることがで

きる。 

(b)：発行者は、募集の期限より前に目標調達額の調達を達成した場合には、当初の期限より前に募集

を完了することができる。ただし、 

(1) 募集は、少なくともレギュレーションCF規則303(a)の通知から21日間は行われなければならない。 

(2) 仲介業者は、投資者に対して 

(i) 新たに設定される募集の期限  

(ii) 投資者は新たな募集の期限の 48 時間前まで申込みをキャンセルする権利を有すること (iii) 略 

(3) 新たな募集の期限は、(2)の通知から少なくとも 5 営業日後に設定しなければならない。 (4) 略 
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５．２．７ 第三者へ報酬の支払い 

証券法 4 条(a)項(7)：仲介業者は、プロモーター等に対して、潜在的な投資者の個人情報の提供につい

て報酬を支払ってはならない（レギュレーション CF305(a)も同旨の定めを置く。同条(b)で個人情報を定

義している）。 

 

５．３ FP にのみ課される規制 

５．３．１ 登録に関する規制 

①総則 

レギュレーション CF 規則 400 

(a)：FP は、フォーム・ファンディング・ポータルによって SEC に登録をしなければなら

ず、証券取引所法 15A 条の登録を受けた証券業協会に加盟しなければならない。 

(b) 登録情報の修正 

(c) 登録の承継 

(d) 登録の撤回 

(e) 登録の申請等の方法 

(f) 非居住者たる FP の登録 

 

②ブローカー・ディーラーとしての登録義務の免除 

証券取引所法 3 条(h)(1)およびレギュレーション CF 規則 401 

 

５．３．２ セーフハーバールール 

証券取引所法 3(a)(80)：「ファンディング・ポータル」とは、CF 特例による募集においてのみ仲介業者と

しての行為をするものをいい、以下のことをしてはならない。 

(A) 投資助言・投資推奨 

(B) プラットフォームに掲載された証券の取得、買付けの勧誘 

(C) 従業員、代理人等に対し、プラットフォームに掲載された証券の勧誘に対して、あるいはその証券

の売付けを基礎として、報酬を支払うこと 

(D) 投資者の資金または証券を保有し、管理し、またはその他の方法で手にすること 

(E)その他 SEC 規則で定める行為 

レギュレーション CF 規則 402：FP の行為についてセーフハーバーを設ける。具体的には

以下のとおり、 

 

募集案件の選定（レギュレーション CF 規則 402(b)(1)）：発行者がそのFPのプラットフォームを

通じて CF 特例によって募集をすることを認める否か、どのような条件の下で認めるかを決

定すること。 

 



21 
 

特定の募集案件のハイライト（レギュレーション CF 規則 402(b)(2)）：プラットフォームにおいて、

客観的な基準によって選定した募集案件をハイライトすること。ただし、 

(i) その基準が合理的なものであり、かつすべての発行者に適用されるものでなければな

らない。 

(ii) 略 

(iii) FP はハイライトすることについて追加的な報酬を受け取ってはならない。 

 

検索・分類ツールの提供（レギュレーション CF 規則 402(b)(3)）：投資者が、プラットフォームに

おいて募集案件を検索、分類するために利用できる機能・ツールを提供すること。ただし、

そのような機能・ツールは客観的な基準によるものでなければならない。 

 

コミュニケーション・チャネルの提供（レギュレーション CF 規則 402(b)(4)）：投資者が、プラット

フォームにおいて、他の投資者または発行者の代表者と募集案件についてコミュニケーシ

ョンをとることを可能とするコミュニケーション・チャネルを提供すること。ただし、FP

は、 

(i) コミュニケーションにかかるガイドラインを設けること、濫用的または詐欺のおそれ

のあるコミュニケーションを削除すること以外に、コミュニケーションに関与してはなら

ない。 

(ii) コミュニケーション・チャネルにおける議論を公衆が閲覧可能な状態にしなければな

らない。 

(iii) その FP に口座を開設した者が、コミュニケーション・チャネルにコメントを投稿す

ることを制限しなければならない。 

(iv) コミュニケーション・チャネルにコメントを投稿するものに対し、そのものが発行

者のプロモーションに従事している創業者もしくは従業員、またはプロモーションに対し

て報酬を得ているものであるか否かを明示するよう求めなければならない。 

 

発行者に対するアドバイスの提供（レギュレーション CF 規則 402(b)(5)）：発行者に対して、募集

の構成もしくは内容についてアドバイスすること（募集にかかる文書の作成の補助を含む）。 

 

FP を参照先として指示した第三者に報酬を支払うこと（レギュレーション CF 規則 402(b)(6)）：投資

者の個人情報の提供を受けるものとであってはならない。 

また、その参照指示を通じて FP にたどり着いた投資者が実際に投資した金額を基礎とし

て報酬額を定めるものであってはならない。 

 

登録を受けたブローカー・ディーラーに報酬を支払うこと（レギュレーション CF 規則 402(b)(7)）：FP

を参照先として指示すること、その他 CF 特例の利用に際して提供を受けたサービスに対す
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る報酬の支払い。 

FP とブローカー・ディーラーとの間の書面による契約にもとづくものであって、法令に

より許される範囲のサービスの提供に対するものでなければならない。 

 

登録を受けたブローカー・ディーラーから報酬を受け取ること（レギュレーション CF402(b)(8)） 

 

FP の広告（レギュレーション CF 規則 402(b)(9)）：特定の募集案件を FP の広告に掲載する場合

にはその選定基準は客観的なものでなければならない。 

＊特定の募集案件が他よりすぐれているとか、安全であるといったことを表示すれば、そ

れは投資推奨にあたり禁止される（リリース 299・300 頁）。 

 

プラットフォームの利用拒絶（レギュレーション CF 規則 402(b)(10)）：レギュレーション

CF301(c)(2)に定める場合のプラットフォームの利用拒絶。 

 

投資の申込みの受付（レギュレーション CF 規則 402(b)(11)） 

 

投資者および適格の第三者に対する送金の指示（レギュレーション CF 規則 402(b)(12)(13)） 

 

５．３．３ コンプライアンス 

①コンプライアンス・ポリシーおよび手続き 

レギュレーション CF 規則 403(a)：FP は適用される法令の順守について、書面でポリシーおよ

び手続きを定め、実施しなければならない。 

 

５．３．４ 投資者のプライバシーの保護 

証券法 4A 条(a)項(9)およびレギュレーション CF 規則 403(b) 

 

５．３．５ 記録の作成・保存義務（レギュレーション CF 規則 404） 

 

 

６ CF に関するその他の規制 

６．１ 証券の転売制限 

証券法 4A 条(e)項：CF 特例を利用して募集された証券は、 

(1)取得した日から 1 年間は売却してはならない。ただし、以下の場合を除く、 

(A) その証券の発行者に対する譲渡 

(B) 適格投資家への譲渡 

(C) SEC に登録した募集において売却する場合、または、 
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(D) 離婚、相続等の際の家族への譲渡 

(2) そのほか譲渡については SEC 規則に定める制限に服する。 

 

レギュレーション CF 規則 501： 

(a) 証券法 4A 条(e)項と同旨。 

(b) 「適格投資家」の定義 

(c) 「家族」の範囲 

 

６．２ 欠格事由 

６．２．１ 発行者およびその関係者に関する欠格事由 

レギュレーション CF 規則 503： 

(a) 欠格事由： 発行者（その取締役、役員、その議決権総数の 20％以上に相当する株式を保有する

株主、報酬を得て募集にかかる証券の取得の勧誘をしたもの等を含む）が、 

(1) 募集の開始前 10 年間（発行者については 5 年間）に、以下の事項に関連して、felony もしくは

misdemeanor にあたる行為をしたとき： 

(i) 証券の買付けまたは売付け 

(ii) SEC に対する虚偽の申請 

(iii) 引受人、ブローカー、ディーラー、投資助言業者、FP の業務内の行為 

 

６．２．２ 仲介業者に関する欠格事由 

レギュレーション CF 規則 503(d)：証券取引所法 3 条(a)項(39)に定める欠格事由に該当するものは、CF

特例において仲介業者としての行為をすることができない（SEC の規則または命令によって認められる

場合を除く）。 
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otherwise available, which is expected to yield cost savings on an annual basis compared with the 

proposal. 

The table below presents the main adjusted cost estimates for the final rules.1396  

Offerings of $100,000 
or less 

Offerings of more 
than $100,000, but not 
more than $500,000 

Offerings of more 
than $500,000 

Fees paid to the 
intermediary1397 $2,500 – $7,500 $15,000 – $30,000 $37,500 – $56,250 

Costs per issuer for 
preparation and filing 
of Form C for each 
offering and related 
compliance costs 

$2,500 $2,500 – $5,000 $5,000 – $20,000 

Costs per issuer for 
preparation and filing 
of annual report on 
Form C-AR1398 and 
related compliance 
costs 

$1,667 $1,667 – $3,333 $3,333 – $13,333 

Costs per issuer for 
review or audit of 
financial statements 

Not required $1,500 – $18,000 

$2,500 – $30,000 
($1,500 – $18,000 for 

first-time issuers 
raising more than 
$500,000 but not 

more than 
$1,000,0001399) 

1396 In addition to the compliance costs outlined in the table, issuers also will incur costs to (1) obtain EDGAR 
access codes on Form ID; (2) prepare and file progress updates on Form C-U; and (3) prepare and file Form 
C-TR to terminate ongoing reporting.  These additional compliance costs are discussed further below.  In
addition, for purposes of the Paperwork Reduction Act (“PRA”), we provide burden estimates for each of
these filings obligations in Section IV.C.1, below.

1397 For purposes of the table, we estimate the range of fees that an issuer would pay the intermediary assuming 
the following:  (1) the fees would be calculated as a percentage of the offering amount ranging from 5% to 
15% of the total offering amount for offerings of $100,000 or less, 5% to 10% for offerings between 
$100,000 and $500,000, and 5% to 7.5% for offerings of more than $500,000; and (2) the issuer is offering 
$50,000, $300,000 and $750,000, which are the mid-points of the offering amounts under each of the 
respective columns.  The fees paid to the intermediary may, or may not, cover services to an issuer in 
connection with the preparation and filing of the forms identified in this table.   

1398 As noted above, we estimate that these costs are approximately two-thirds of the costs for preparation and 
filing of Form C. 

1399 First-time crowdfunding issuers within this offering range will be permitted to provide reviewed financial 
statements. 
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OMB APPROVAL 

OMB Number:        3235-0716 
Expires: May 31, 2019                           
Estimated average burden 
hours per response . .. . .48.9697 

UNITED STATES
 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
 

Washington, D.C. 20549
 

FORM C
 
UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933
 

(Mark one.)
 

D Form C: Offering Statement
 
D Form C-U: Progress Update:_____________________________________________________
 
D Form C/A: Amendment to Offering Statement: ______________________________________
 

D Check box if Amendment is material and investors must reconfi rm within five business days. 
D Form C-AR: Annual Report 
D Form C-AR/A: Amendment to Annual Report 
D Form C-TR: Termination of Reporting 

Name of issuer:_____________________________________________________________________ 
Legal status of issuer:
 Form: __________________________________ 

Jurisdiction of Incorporation/Organization: _________________________________________ 
Date of organization): __________________________________________________________ 

Physical address of issuer: ____________________________________________________________
 
Website of issuer:  ___________________________________________________________________
 

Name of intermediary through which the offering will be conducted: ___________________________
 
CIK number of intermediary: _______________________
 
SEC file number of intermediary: ___________________
 
CRD number, if applicable, of intermediary:  ___________________
 

Amount of compensation to be paid to the intermediary, whether as a dollar amount or a percentage of the offer-
ing amount, or a good faith estimate if the exact amount is not available at the time of the filing, for conducting 

the offering, including the amount of referral and any other fees associated with the offering:
 

Any other direct or indirect interest in the issuer held by the intermediary, or any arrangement for the intermedi-
ary to acquire such an interest: 

Type of security offered: _______________________________________________________________
 
Target number of securities to be offered: __________________________________________________
 
Price (or method for determining price): ___________________________________________________
 
Target offering amount: ________________________________________________________________
 
Oversubscriptions accepted: D Yes D No
 
If yes, disclose how oversubscriptions will be allocated: D Pro-rata basis D First-come, fi rst-served basis
 
D Other – provide a description: _________________________________________________________
 
Maximum offering amount (if different from target offering amount): ____________________________
 
Deadline to reach the target offering amount: ________________________________________________
 

SEC 2930 (5/16)	 Persons who are to respond to the collection of information contained in this form are not
required to respond unless the form displays a currently valid OMB control number.
 

1 

【資料２】



     
    
    

     
     
     
     

      
      

 
 

 
 

 

 
 

 

  

NOTE: If the sum of the investment commitments does not equal or exceed the target offering 
amount at the offering deadline, no securities will be sold in the offering, investment commitments 
will be cancelled and committed funds will be returned. 

Current number of employees: __________________________________________________________ 

Total Assets: Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 
Cash & Cash Equivalents: Most recent fiscal year-end: ____  Prior fiscal year-end: ____ 
Accounts Receivable: Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 
Short-term Debt: Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 
Long-term Debt: Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 
Revenues/Sales Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 
Cost of Goods Sold: Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 
Taxes Paid:  Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 
Net Income: Most recent fiscal year-end: ____ Prior fiscal year-end: ____ 

Using the list below, select the jurisdictions in which the issuer intends to offer the securities: 

[List will include all U.S. jurisdictions, with an option to add and remove them 
individually, add all and remove all.] 

GENERAL INSTRUCTIONS 

I. Eligibility Requirements for Use of Form C

This Form shall be used for the offering statement, and any related amendments and progress reports, 
required to be filed by any issuer offering or selling securities in reliance on the exemption in Securities Act 
Section 4(a)(6) and in accordance with Section 4A and Regulation Crowdfunding (§ 227.100 et seq.). This Form 
also shall be used for an annual report required pursuant to Rule 202 of Regulation Crowdfunding (§ 227.202) 
and for the termination of reporting required pursuant to Rule 203(b)(2) of Regulation Crowdfunding (§ 
227.203(b)(2)). Careful attention should be directed to the terms, conditions and requirements of the exemption. 

II. Preparation and Filing of Form C

Information on the cover page will be generated based on the information provided in XML format. 
Other than the cover page, this Form is not to be used as a blank form to be filled in, but only as a guide in the 
preparation of Form C. General information regarding the preparation, format and how to file this Form is con-
tained in Regulation S-T (§ 232 et seq.). 

III. Information to be Included in the Form

Item 1. Offering Statement Disclosure Requirements

 An issuer filing this Form for an offering in reliance on Section 4(a)(6) of the Securities Act and pursu-
ant to Regulation Crowdfunding (§ 227.100 et seq.) must file the Form prior to the commencement of the offer-
ing and include the information required by Rule 201 of Regulation Crowdfunding (§ 227.201). 

An issuer must include in the XML-based portion of this Form: the information required by paragraphs 
(a),(e), (g), (h), (l), (n), and (o) of Rule 201 of Regulation Crowdfunding (§ 227.201(a), (e), (g), (h), (l), (n), 
and (o)); selected financial data for the prior two fiscal years (including total assets, cash and cash equivalents, 
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DIRECTORS OF THE COMPANY
 

4. Provide the following information about each director (and any persons occupying a similar
status or performing a similar function) of the issuer:

Name: _______________________________ Dates of Board Service: _______________ 
Principal Occupation: _____________________________________________________ 
Employer: Dates of Service: ________________________________________________ 
Employer’s principal business:  _____________________________________________ 

List all positions and offices with the issuer held and the period of time in which the director 
served in the position or office: 

Position: ________________________________________ Dates of Service: _______________ 
Position: ________________________________________ Dates of Service: _______________ 
Position: ________________________________________ Dates of Service: _______________ 

Business Experience: List the employers, titles and dates of positions held during past three 
years with an indication of job responsibilities: 

Employer: _____________________________________________________________________ 
Employer’s principal business:  ____________________________________________________ 
Title: ___________________________________________ Dates of Service:  ______________ 
Responsibilities: _______________________________________________________________ 

Employer: _____________________________________________________________________ 
Employer’s principal business:  ____________________________________________________ 
Title: ___________________________________________ Dates of Service:  ______________ 
Responsibilities: _______________________________________________________________ 

Employer: _____________________________________________________________________ 
Employer’s principal business:  ____________________________________________________ 
Title: ___________________________________________ Dates of Service:  ______________ 
Responsibilities: _______________________________________________________________ 

OFFICERS OF THE COMPANY 
5. Provide the following information about each officer (and any persons occupying a similar status
or performing a similar function) of the issuer:
 Name: ______________________________________________________________________________ 

Title: __________________________________________________ Dates of Service:  ______________
 Responsibilities: ______________________________________________________________________ 

List any prior positions and offices with the issuer and the period of time in which the officer 
served in the position or office:

 Position: ________________________________________________ Dates of Service: __________ 
Responsibilities: _____________________________________________________________________ 
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To calculate total voting power, include all securities for which the person directly or indirectly has or shares the 
voting power, which includes the power to vote or to direct the voting of such securities. If the person has the 
right to acquire voting power of such securities within 60 days, including through the exercise of any option, 
warrant or right, the conversion of a security, or other arrangement, or if securities are held by a member of the 
family, through corporations or partnerships, or otherwise in a manner that would allow a person to direct or 
control the voting of the securities (or share in such direction or control — as, for example, a co-trustee) they 
should be included as being “beneficially owned.” You should include an explanation of these circumstances in 
a footnote to the “Number of and Class of Securities Now Held.” To calculate outstanding voting equity securi-
ties, assume all outstanding options are exercised and all outstanding convertible securities converted. 

BUSINESS AND ANTICIPATED BUSINESS PLAN 

7. Describe in detail the business of the issuer and the anticipated business plan of the issuer.

RISK FACTORS 

A crowdfunding investment involves risk. You should not invest any funds in this offering unless you can 
afford to lose your entire investment. 

In making an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the 
terms of the offering, including the merits and risks involved. These securities have not been recommend-
ed or approved by any federal or state securities commission or regulatory authority. Furthermore, these 
authorities have not passed upon the accuracy or adequacy of this document. 

The U.S. Securities and Exchange Commission does not pass upon the merits of any securities offered or 
the terms of the offering, nor does it pass upon the accuracy or completeness of any offering document or 
literature. 

These securities are offered under an exemption from registration; however, the U.S. Securities and Ex-
change Commission has not made an independent determination that these securities are exempt from 
registration. 

8. Discuss the material factors that make an investment in the issuer speculative or risky:

(1) _____________________________________________________________________________
(2) _____________________________________________________________________________
(3) _____________________________________________________________________________
(4) _____________________________________________________________________________
(5) _____________________________________________________________________________
(6) _____________________________________________________________________________
(7) _____________________________________________________________________________
(8) _____________________________________________________________________________
(9) _____________________________________________________________________________
(10) ____________________________________________________________________________
(11) ____________________________________________________________________________

INSTRUCTION TO QUESTION 8: Avoid generalized statements and include only those factors that are unique 
to the issuer. Discussion should be tailored to the issuer’s business and the offering and should not repeat the 
factors addressed in the legends set forth above. No specific number of risk factors is required to be identified. 
Add additional lines and number as appropriate. 8 
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