
田中　満（業務管理者）

氏名 田中　満

宅地建物取引士／登録番号 東京都知事　第１９０３５３号

主務大臣が指定する講習を修了したこと又は登録証明
事業による証明を受けていることを示す事項

不動産証券化協会認定マスター
登録番号：M0802244

事務所の業務管理者となった年月日 2019年3月25日

事務所の業務管理者でなくなった年月日 ―――

事業参加者を「優先出資者」と呼び、優先出資者の行う出資を「優先出資」と呼びます。

【別紙１　不動産特定共同事業者の直前3年の貸借対照表及び損益計算書】を参照ください。

電子取引業務に係る重要事項

◎商品名： COZUCHI 代々木公園 事業用地

◎事業者：　株式会社TRIAD

本商品に関する出資者募集業務は、電子取引業務として行います。

電子取引業務に係る重要な事項について、不動産特定共同事業法第３１条の２第３項及び同法施行規則第５５条に基づき、不動産特定共同事業
者であるLAETOLI株式会社が以下に説明します。

商品名を「COZUCHI 代々木公園 事業用地」とします。

①    不動産特定共同事業者等の商号等（規則第４３条第１項第１号及び同項第２号）及び業務管理者

（商号又は名称）

（住　所）

（代表者）

（許可番号）

株式会社TRIAD

東京都港区南青山二丁目２６番１号

代表取締役　倉持　正之

東京都知事　第１２０号

②    貸借対照表及び損益計算書の要旨（同項第６号）

③    委託特例事業者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名（同項第８号）　※第３号事業の場合

④    対象不動産の特定及び対象不動産に係る不動産取引の内容に関する事項（同項第１６号）

⑤    対象不動産の価格及び算定方法（同項第１８号）

本事業は第３号事業ではないため、該当事項はありません。

【別紙２　対象不動産の特定等に関する事項】を参照ください。

なお、本事業では、対象不動産の持分の100％を運用対象とします。また、対象不動産を当該不動産特定共同事業契約に基づく不動産特定共同
事業の目的以外のために担保に供し、又は出資の目的とすることはできません。

［対象不動産の価格］　金4,650,000,000円

⑥    出資に関する事項（同項第２０号）

優先出資は、収益又は利益の分配及び出資金の返還において劣後出資に優先します。

［価格の算定方法］ 固定資産評価額および近隣地域に存する土地の取引事例、同一需給圏内の類似地域に存する土地の取引事例を収集し、地
域要因、個別的要因の比較を行い算定しています。

［不動産鑑定士による鑑定評価の有無］　なし

（１）　収益又は利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称

また、本事業者が行う出資を「劣後出資」と呼び、劣後出資する出資者として「劣後出資者」と呼びます。
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(250,000～360,000口)※１

(105,000～215,000口)※２

①

②

③

④

①

②

③

優先出資申込金額が2,500,000,000円未満の場合、本契約は不成立となり、申し込みは全て無効となります。

出資の申込みは、2022年5月5日から、不動産特定共同事業者であるLAETOLI株式会社が運営する所定の電子取引サイトにて受け付けま
す。

出資予定総額内訳
（出資予定総口数）

優先出資予定総額金2,500,000,000～3,600,000,000円

劣後出資予定総額金1,050,000,000～2,150,000,000円

金10,000円 ※最低出資口数：1口

　　　　　※運用予定期間は、最初の計算期間の開始日から最後の計算期間の終了予定日までの期間をいいます。

（３）　申込の期間及び方法

（２）　出資予定総額、出資予定総口数及び運用予定期間

事業総額（出資予定総額）

1口の出資単位（優先出資）

運用予定期間

金4,650,000,000円

2022年6月6日から2023年6月5日まで（1年間）

　　　　　※優先出資１口を複数人で共有するような出資及び契約上の地位の譲渡や相続は認められません。

※2 本事業は優先出資総額の下限を2,500,000,000円として成立します。そのため、優先出資総額が2,500,000,000円以上3,600,000,000円以下の
場合、事業総額と優先出資総額の差額を劣後出資総額として本事業者が出資し、その上限額は2,150,000,000円とします。

※1 本事業は優先出資総額の下限を2,500,000,000円として成立するものとし、下限額を下回る場合には本事業は成立しません。なお、優先出資総
額の上限額は3,600,000,000円とし、優先出資総額が2,500,000,000円以上3,600,000,000円以下の場合、事業総額と優先出資総額の差額を劣後出
資総額として本事業者が出資します。

（４）　払込又は引渡しの期日及び方法

（１） 本事業者は、本契約に定める対象不動産に係る不動産取引その他本事業の目的を達成するために必要と判断する行為を行うことができま
す。本事業者は、善良な管理者の注意義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとします。

（２）　本事業者は、対象不動産を賃貸及び売却等によって運用するものとします。

（３）　本事業者は、対象不動産を本事業の目的以外のために担保に提供し、又は出資の目的とすることは行いません。

（４） 本事業者は、本事業に係る資産に属する金銭を運用する場合（出資金を対象不動産の売買代金として支払うまでの間運用する場合を含みま
す。）、金融機関（不動産特定共同事業法施行規則第１１条第２項第１４号ロに規定するものに限る。）の預金口座に預金する方法により運用するも
のとします。

（５） 本事業者は、法第２７条に基づき、本事業に係る財産を自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業に係る財産と分別して管理します（信
託法第３４条に基づく分別管理とは異なります）。

（６）　修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用は、本事業の費用として本事業に係る資産から支出します。

⑦　財産の管理に関する事項（同項第２３号）

事業参加者が本契約において指定された出資金振込指定預金口座以外の口座へ出資金を振り込んだ場合、出資金振込指定預金口座へ
の再振込、振替又は送金に係る手数料は、事業参加者が負担します。

申込みの際には、事前の会員登録において所定の本人確認書類を併せて提出（電子取引サイトでのアップロード）するものとします。

出資の申込みは先着にて受け付けます。

本事業者は、申込みを受け付けた場合には、速やかに犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認等の審査を行い、審査を通った申込者と
契約手続きを行います。

契約手続きが終了した事業参加者は、本契約において指定された期日までに、出資金振込指定預金口座に、出資金を振込み支払います。
なお、支払日から運用開始（匿名組合組成）までの期間、出資金は指定預金口座にて無利息でお預かりします。

振込手数料は事業参加者が負担します。
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（１） 事業参加者は、やむを得ない事由が存在する場合には、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができま
す。

「やむを得ない事由」とは、例えば、不動産特定共同事業者が対象不動産に係る不動産取引や収益又は利益の分配等の不動産特定共同事業契
約上の重要な義務を正当な理由なく履行しない場合や、当該義務を履行することができなくなった場合、合理的な価格に該当しない価格により対
象不動産の売却等を行った場合など、不動産特定共同事業者に不動産特定共同事業契約上の重大な契約違反がある場合や、不動産特定共同
事業者に重大な法令違反がある場合をいい、事業参加者が重篤な病気に罹患した場合や重傷を負った場合、地震・火災等に罹災した場合等の事
業参加者の自己都合は、「やむを得ない事由」に含まれません。

（２）　事業参加者が破産手続開始の決定を受けた場合には、本契約は当然に終了します。

（３） 前二項の規定によって本契約が終了した場合、本事業者は、速やかに事業参加者に分配すべき本契約の終了日までの匿名組合損益を算定
し、当該損益を分配した場合に生ずる事業参加者に対する債権債務を計上した上で、事業参加者に対し、出資の価額の返還として、事業参加者の
出資額から本契約の終了日までに事業参加者に分配された匿名組合損失（もしあれば）を控除した額（但し、本契約の終了日までに本契約第８条
第４項第（２）号②に従って補てんされた金額を加算します。）（但し、当該額が本事業の純資産額（本事業に係る資産の価額から負債の価額を控除
した額をいう。以下同じ。）に事業参加者の優先出資割合を乗じた金額を上回る場合には、本事業の純資産額に事業参加者の優先出資割合を乗じ
た金額）を支払うものとします。

（４） 事業参加者及び本事業者は、本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがありま
す。

（５）　クーリングオフについて（法第２６条、規則第４３条第１項第２６号ヘ（１）又は（２））

⑧ 契約の解除に関する事項（同項第２６号）

各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価

（４）　不動産売却事務報酬

① 事業参加者は、法第２５条の書面の交付を受けた日（電子取引の場合は、法第２５条の書面を事業参加者が電子計算機等の画面上にて確認し
た日）から起算して８日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。

② （５）①に基づく解除は、事業参加者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生じます。前項に基づく本契約の解除によって、事業
参加者は何らの手続を要することなく当然に本事業に係る出資者でなかったものとみなされます。

③ （５）①に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、事業参加者に対し、出資金額を返還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約
金の支払を請求することはできないものとします。

本事業者は、本契約に定める業務執行の対価として以下の金額（以下「本事業者報酬」という。）を本事業に係る資産から本事業者の固有財産とす
る（但し、（４）及び（５）に定める手数料については事業参加者から、（６）に定める手数料については相続人から受領する）ことができるものとします。

（１）　事業組成報酬

本事業の組成の対価

⑨ 不動産特定共同事業者等（特例事業者を除く。）の報酬に関する事項（同項第２８号）

本事業においては発生しません。

利益分配金の分配時に、対象不動産の賃料収入の２％（1円未満の端数は切り捨て）

（３）　事業運営報酬

本事業においては無料とします。

本契約締結における事務手数料

（２）　契約事務手数料

対象不動産の全部又は一部の売却等の対価

本事業においては発生しません。

本契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価

譲渡の完了時に、地位譲渡一回につき出資額の3.3％相当額（税込）

（６）　相続事務手数料

相続手続の完了時に、相続人一人につき金11,000円（税込）

（５）　地位譲渡手数料

本契約上の地位の相続に伴う事務手続の対価
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本事業は特例事業ではないため、該当事項はありません。

⑩ 委託特例事業者の報酬に関する事項（同項第２９号）　※特例事業の場合

一般的に、不動産は代替性に乏しく、また流動性が相対的に低いため、売却を希望する時期に、対象不動産を売却することができない可能性が
あります。また、一般的に、不動産は個別性が強いため、その売却の際には、不動産をめぐる権利関係の精査、建物テナントの状況、建物賃貸借契
約等の実態に関する精査、修繕履歴の精査、建物状況評価、環境調査及び不動産鑑定評価を含む物件の精査（以下「物件精査」という。）、関係
者との交渉等、売却手続きに多くの時間と費用を要します。さらに、対象不動産における権利関係の態様が複雑な場合には、売却が困難なことも予
想されます。

本事業者は、外部の媒介業者の情報力も活用しながら、可及的速やかに対象不動産を売却できるよう努めますが、なおかかるリスクが現実化しな
いことを保証するものではありません。

② 出資者たる地位の流動性に関するリスク

　出資者からの本契約の解除は、クーリングオフ及びやむを得ない事由による解約を除き、原則認められません。

また、出資者たる地位の譲渡に際しては、本事業者の承諾が必要であり、原則として本事業者がその裁量に基づいて譲渡の可否を判断すること
から、組合運営に支障が出る可能性がある場合には譲渡が認められないことがあります。また、出資者たる地位の譲渡手続きは、契約にて定められ
た方法による制約を受けることになります。さらに、出資者たる地位の流通市場は現在確立されておらず、その流動性は何ら保証されるものではあり
ません。したがって、出資者が希望する時期、金額等の条件によっては出資者たる地位を換金化することができないことがあります。

（３）不動産に係るリスク

（１）価格変動リスク

① 出資金の毀損リスク

　対象不動産の売却において、不動産市場の悪化等により、売却損が発生した時、出資額が棄損し、当初出資金額を割り込む場合があります。

契約期間中における、やむを得ない事由による解約又は出資者たる地位の譲渡を行う場合に、その時点の経済情勢、不動産市場、本事業の運
営状況等により、出資金の返還あるいは譲渡対価の手取り額が当初出資金額を割り込むことがあります。

（２）流動性リスク

① 不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク

また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がないため、不動産登記事項証明書の記載を信じて取引したところ、買主が不動産に
係る権利を取得できない場合や、予想に反して第三者の権利が設定されている場合があり得ます。かかる場合において、本事業者は売主に対し、
法律上又は契約上許容される限度で責任を追及することになりますが、本事業者は必ずしもその実効性を保証するものではありません。

① 不動産の毀損等に関するリスク

火災、地震、暴風雨、洪水、雷、戦争、暴動、騒乱、テロ等により対象不動産が滅失、劣化又は毀損した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つ
かった場合、対象不動産の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。

かかる場合において、毀損、滅失した個所を修復するために、一定期間建物の不稼働を余儀なくされることにより賃料収入が減少し、又は当該不
動産の譲渡価格が下落する結果、出資者への利益分配金及び出資金の元本の返還に支障を来たすおそれがあります。

② 不動産の物的及び法的な欠陥、瑕疵に関するリスク

　対象不動産には、権利、地盤、地質、構造等に関して、欠陥、瑕疵等が存在している可能性があります。また、物件精査で判明しなかった欠陥、瑕
疵等が、取得後に判明する可能性もあります。当該欠陥、瑕疵等の程度によっては、当該不動産の資産価値が減損することを防ぐため、取得者で
ある本事業者が、当該欠陥、瑕疵等の補修その他予定外の措置、費用を負担することになり、その結果、出資者への利益分配金及び出資金の元
本の返還に支障を来たすおそれがあります。

本事業者は、かかる場合に備えて、原則として売主に損害賠償責任や瑕疵担保責任を追及することが可能です。しかしながら、かかる損害賠償責
任又は瑕疵担保責任を追及しようとしても、売主の損害賠償責任あるいは瑕疵担保責任の負担期間等が限定されていたり、請負業者又は売主の
資力が不十分であったり、請負業者又は土地所有者が解散等により存在しなくなっている等の事情により、これらの責任を追及し得ない可能性があ
ります。

⑪ 予想される損失発生要因に関する事項（同項第３１号）
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③ 不動産に係る所有者責任に関するリスク

本事業者が所有する資産である対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、損害賠償義務が発生
し、結果的に本事業者が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされており（民法
第717条）、したがって本事業者が所有する不動産の設置又は保存に瑕疵があり、それを原因として第三者に損害が生じた場合には、最終的に本
事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。

本事業者は、かかるリスクに対処するため、対象不動産を取得する際の物件精査及びその後の管理を通じて、所有する不動産の瑕疵の把握に努
め、瑕疵が発見された場合には、適宜必要な措置を講じる方針ですが、なお上記のリスクが現実化しないことを保証するものではありません。

（４）不動産の賃貸に関するリスク

① 賃料収入の変動に関するリスク

また、マスターリース契約（賃貸借契約）が合意解約された場合や債務不履行を理由に解除された場合であっても、かかる敷金等の返還義務が賃
貸人に承継される可能性があります。かかる事態に備え、マスターリース契約（賃貸借契約）上、契約終了時に、転貸人が賃貸人に対し、受け入れ
た敷金等を引き渡すよう定められることが通常ですが、かかる引渡義務が完全に履行されなかった場合には、敷金等の返還原資は賃貸人たる本事
業者の負担となり、本事業者の収益等に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、出資者に対する金銭の分配は、マスターリース契約（賃貸借契約）の賃借人であるマスターレッシーが支払う賃料を原資として行われる。し
たがって、マスターレッシーの信用力が悪化し、マスターレッシーによる賃料の支払が期限どおり行われなかった場合には、本事業における本事業
者の収入が不足し、ひいては出資者に対する金銭の分配がなされないおそれがあります。

（５）組合関係者に関するリスク

① 不動産特定共同事業者の信用リスク

匿名組合勘定に係る財産は、本事業者の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理されますが、当該分別管理は
信託法第３４条の分別管理とは異なるため、本事業者たる不動産特定共同事業者が破綻したことなどにより本事業の運営に支障を来たした場合に
は、出資者の出資金全額が返還されないおそれがあります。

② 本事業者との利益相反に関するリスク

本事業における本事業者の収入は、主として本事業者が所有する対象不動産の賃料収入に依存しています。対象不動産の賃料収入は、対象不
動産の稼働率の低下、賃料水準の低下、入居者による賃料の支払債務の不履行又は遅延、本事業者とテナントの合意による賃料の減額、借地借
家法第32条に基づく建物テナントから本事業者に対する賃料減額請求権の行使による賃料の減額等により、減少することがあります。

また、対象不動産につき、滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して多額の費用を要する可能性がありま
す。経済状況によっては、インフレーション、不動産管理や建物管理に係る費用、備品調達等の管理コスト及び各種保険料等のコストの上昇、公租
公課の増大その他の理由により、不動産の運用に関する賃貸費用が増加する可能性があります。

このように、対象不動産からの賃料収入が減少又は賃貸費用が増加した場合、出資者への分配金が予定分配率を下回ったり、まったく支払われ
ない可能性があります。

本事業者は、対象不動産をはじめとした匿名組合勘定における資産に関する収入の向上及び費用の低減に努め、またキャッシュフローを安定化
させるため、常にそれらの変動状況を監視、調査、分析し、適宜必要な措置を講じるように努めますが、なお上記のリスクが現実化しないことを保証
するものではありません。

② マスターリース方式に関するリスク（マスターリース方式を採用した場合）

マスターリース方式を採用する場合において、一般的に賃借人たるマスターレッシーに対象不動産の一部又は全部を転貸させる権限を与えた場
合には、本事業者は、対象不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなり、あるいは退去させられなくなる可能性があるほか、特に
マスターレッシーの賃料が転借人から転貸人たるマスターレッシーに対する賃料に連動する場合は、転借人の信用状態等が、本事業者の収益等に
悪影響を及ぼす可能性があります。

本事業における匿名組合勘定で取得する対象不動産は、本事業のために本事業者が固有勘定で取得したものを、本事業者の固有勘定から匿名
組合勘定へ移転させるものであり、当該移転に際しての対価の決定においては本事業者の固有勘定と匿名組合勘定の利害が相反する関係にあり
ます。そのため、当該移転に際しての対価の公正を保つために、不動産鑑定士等の評価額や弊社で収益還元法による時価評価額など客観的指標
を参考として組入価額の決定を行うことによりリスクの低減を図る必要があります。

（６）その他のリスク

① 法令、税制及び政府による規制変更のリスク

不動産、不動産特定共同事業及び匿名組合契約に関する法令及び税制等の規制、又はかかる法令及び税制等の規制に関する解釈、運用、取
扱いが変更された場合、公租公課等の費用負担が増大し、その結果、事業利益に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、出資持分に係る利益分配、出資持分の払戻し、譲渡等に関する法令及び税制等の規制、又はかかる法令及び税制等の規制に関する解
釈、運用、取扱いが変更された場合、出資持分の保有又は売却による手取金の額が減少する可能性があります。
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事業参加者は、本事業者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限り、本契約上の地位を譲渡することができます。但し、本事業者
は、当該承諾を正当な理由なく拒否できないものとします。

⑥　組合財産たる金銭の運用に関するリスク

組合財産たる金銭は、銀行、信用金庫、信金中央金庫への預金等法施行規則第１１条第２項第１４号ロに定めのある方法により運用されます。そ
のため、金融機関等の破綻により損失を被ることがあります。

（１） 本事業者は、事業参加者に本出資額の返還を保証する義務を負いません。事業参加者及び本事業者は、本出資額の返還について保証され
たものではないことをここに確認します。

（２）　本事業に係る損失について、事業参加者は、自身の出資額を限度に損失を分担する場合があります。

本契約において、本事業の遂行は本事業者のみが本事業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指示を行うことはできま
せん。

但し、出資者は計算期間毎の財産管理報告書の送付を受け、本事業者の業務執行状況及び匿名組合勘定の財産管理状況等につき、質問し意
見を述べることができます。

また、本事業者の主たる事務所にて、営業時間内に限り、財産管理報告書及び本事業に係る業務及び財産の状況を記載した書類、事業参加者
名簿を閲覧することができます。

また、契約期間延長が発生した場合には、出資者の出資金返還についても延長され、当初予定していた時期の出資金返還が受けられなくなりま
す。

本契約は、対象不動産のいずれかの売却の終了、本事業の継続の不能（但し、本事業者は出資者にその通知をしなければならない。）、本事業
者の破産手続開始等、契約期間満了前における本契約の清算事由に記載のある事由のいずれかが生じた場合には、契約期間の満了前に終了す
るため、出資者は本来得られたであろう分配金を受け取る機会を喪失することになります。

③ 分配の保証がないことに関するリスク

本事業者は、出資者に対して、本契約の定めに基づいて金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保
証されるものではありません。

④ 出資者が本事業に関して指図できないことに関するリスク

② 払込出資金の返還の保証がないことに関するリスク

⑫ 損失の負担に関する事項（同項第３２号）

⑬ 権利及び義務の譲渡に関する事項（同項第３５号）

⑤ 匿名組合契約の契約期間満了前の終了、期間延長に関するリスク

⑮ 電子取引業務における審査の概要及び当該実施結果の概要（同項第４３号）　※第２号事業の場合

LAETOLI株式会社は【別紙３　第二号事業の電子取引業務の受託にあたっての審査項目チェックリスト】に基づき審査を行いました。

財務状況、事業計画の内容、資金使途及びその他の判断事項について、問題ありませんでした。

⑭ 対象不動産の変更に係る手続に関する事項（同項第３７号（対象不動産の追加取得の方針に係る部分に限る。））　※対象不動産変更型の場
合

対象不動産変更型ではないため、該当事項はありません。

本契約においては、商法上の規定又は出資法との関係もあり、出資金の全部又は一部の返還は保証されていません。すなわち、出資者への利益
及び払込出資金の返還の原資は、本契約に基づいて本事業者が行う事業より生じる収入から、本事業の実施に伴い発生した費用や損失等を控除
した残額となります。

したがって、本事業者の行う事業の業績結果や対象不動産の評価額によっては、出資者への利益分配のみならず、出資金返還にまで支障をきた
す恐れ（出資金の全部又は一部が返還されない可能性）があります。ただし、いかなる場合にあっても出資者は出資金額を超えて出資する義務や
損失負担の義務を負うものではありません。

また、本契約に基づく出資金は、有価証券、預貯金や保険契約と異なり、投資者保護基金、貯金保険機構、預金保険機構、保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。
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LAETOLI株式会社　（不動産特定共同事業者）

COZUCHI運営事務局（03-6455-5386）

社名：

連絡先：

【電子取引業務に関する照会に係る連絡先】

⑯不動産特定共同事業者等と電子取引業務を行う不動産特定共同事業者等との利害関係

本事業者と電子取引業務を行うLAETOLI株式会社との間で資本関係はありませんが、役職員の出向等の人的関係があります。
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【別紙1】

不動産特定共同事業者の直前三年の貸借対照表及び損益計算書

貸借対照表 （単位：千円）

第8期 第9期 第10期

2019年2月28日現在 2020年2月29日現在 2021年2月28日現在

資産の部

　流動資産 3,978,685 5,691,343 5,059,329

　固定資産 1,971,767 3,037,586 4,843,115

　　資産合計 5,950,452 8,728,929 9,902,444

負債及び純資産の部

　流動負債 1,908,636 1,535,412 743,033

　固定負債 3,591,037 6,668,720 8,581,062

　　負債合計 5,499,673 8,204,132 9,324,096

　資本金 100,000 100,000 100,000

　資本剰余金 0 0 0

　利益剰余金 350,779 424,797 478,348

　　純資産合計 450,779 524,797 578,348

　　負債・純資産合計 5,950,452 8,728,929 9,902,444

損益計算書 （単位：千円）

第8期 第9期 第10期

自2018年3月1日 自2019年3月1日 自2020年3月1日

至2019年2月28日 至2020年2月29日 至2021年2月28日

売上高 5,627,498 4,165,209 3,853,605

売上原価 4,673,235 3,288,793 3,000,373

売上総利益 954,263 876,416 853,231

販売費及び一般管理費 741,919 730,992 575,843

営業利益 212,344 145,424 277,389

営業外収益 233,444 197,478 131,713

営業外費用 248,776 231,977 335,503

経常利益 197,012 110,925 73,599

特別利益 10,477 0 848

特別損失 7,000 0 3,132

税引前当期純利益 200,489 110,925 71,315

法人税、住民税及び事業税 41,653 40,031 15,924

法人税等調整額 △ 4,533 △ 3,124 1,839

当期純利益 163,368 74,018 53,551
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別紙２ 

対象不動産の特定等に関する事項 

 

Ａ．対象不動産の特定及び当該対象不動産に係る不動産取引の内容に関する次の事項 

イ 対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な

事項（自己の固有財産、利害関係人が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨） 

 

◆土地の表示に関する事項 

〇物件１ 

所在 渋谷区富ヶ谷一丁目 

地番 １５４０番１７ 

用途（登記上の「地目」） 宅地 

土地面積 ６６８．５６㎡ 

その他の事項 現在は他人所有物件（2022 年 6 月 6 日までに所有権移転予定） 

 

〇物件２-土地① 

所在 渋谷区富ヶ谷一丁目 

地番 １５４０番４ 

用途（登記上の「地目」） 宅地 

土地面積 ３３１．４６㎡ 

その他の事項 現在は他人所有物件（2022 年 6 月 6 日までに所有権移転予定） 

 

〇物件２-土地② 

所在 渋谷区富ヶ谷一丁目 

地番 １５４０番１４ 

用途（登記上の「地目」） 宅地 

土地面積 ７０９．８４㎡ 

その他の事項 現在は他人所有物件（2022 年 6 月 6 日までに所有権（借地権）移

転予定） 

 

◆建物の表示に関する事項 

〇物件１-建物① 

（主である建物の表示） 

所在 渋谷区富ヶ谷一丁目１５４０番地４ 

家屋番号 １５４０番４の１ 

用途（登記上の「種類」） 病院 

延べ床面積 １８１０．０３㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根６階建 

竣工時期 昭和４４年１０月４日新築 

その他の事項 現在は他人所有物件（2022 年 6 月 6 日までに所有権移転予定） 

 

〇物件１-建物② 

（主である建物の表示） 

所在 渋谷区富ヶ谷一丁目１５４０番地１７ 
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家屋番号 １５４０番１７ 

用途（登記上の「種類」） 倉庫 

延べ床面積 ７８．１８㎡ 

構造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき２階建 

竣工時期 昭和５１年１２月日不詳新築 

その他の事項 現在は他人所有物件（2022 年 6 月 6 日までに所有権移転予定） 

 

ロ 対象不動産の変更の予定がある場合にあっては、その旨 

  本事業では対象不動産の変更は致しません。 

 

ハ 対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別 

賃貸および売却等 

 

ニ 出資を伴う契約にあっては、対象不動産に係る借入れ及びその予定の有無並びに当該借入れ又はその

予定がある場合には借入先の属性、借入残高又は借入金額、返済期限及び返済方法、利率、担保の設

定に関する事項及び借入れの目的 

対象不動産に係る借入れはありません。また、借入れの予定もありません。 

［借入先の属性］ ― 

［借入残高又は借入金額］ ― 

［返済期限］ ― 

［返済方法］ ― 

［利率］ ― 

［担保の設定に関する事項］ ― 

［借入れの目的］ ― 

 

ホ 不動産取引の開始予定日 

2022 年 6 月 6 日 

 

ヘ 不動産取引の終了予定日 

2023 年 6 月 5 日 

 

ト 本事業について 

本事業では、対象不動産の 100％の持分を運用対象としています。 

以上 



【別紙３ 第二号事業の電子取引業務の受託にあたっての審査項目チェックリスト】

判断

１．財務状況

① 直近の財務諸表において赤字になっていないか。

直近3期分決算書においていずれも赤字になっていな

い。確認方法：2019年2月期、2020年2月期、および

2021年2月期の3期分決算書にて調査。

②

純資産額が許可・登録基準である資本金又は出資の額

の１００分の９０に相当する額に満たない等、不健全

な財務状況となっていないか。

直近の試算表を元に１００分の９０に相当する額以上

の健全な財務状況であることを確認した。

２．事業計画の内容

①
予想利回りが表示される場合、当該予想利回りについ

ての合理的な算定根拠が記載されているか。

算定根拠を記載してはいないが、合理的に計算してい

ることを確認した。

②

総合的に評価して、不合理な商品設計になっていた

り、通常取り得ないリスクのある商品となっていたり

しないか。

不合理な商品設計等にはなっておらず問題ないことを

確認した。

③

不動産特定共同事業等に関して予定される各取引が利

害関係人取引に該当するかを確認し、利害関係人取引

に該当する場合にはそれらが適切な取引となっている

か。

対象不動産は事業者の保有物件のため利害関係人取引

にあたるが、組入価格に対して近隣地域及び同一需要

圏内の類似地域等において取引事例調査を行い、適正

な価格であることを確認した。

④

不動産特定共同事業等に関して予定される各取引が法

第２６条の２に定める自己取引等に該当するかを確認

し、自己取引等に該当する場合にはそれらが規則第４

８条に定める自己取引等の禁止の適用除外に該当し適

切な取引となっているか。

該当しない。

①
対象不動産の価格について、鑑定評価額、公示価格、

又は路線価等との差異が合理的な範囲内であるか。

対象不動産の価格について、公示価格との差異があ

る。ただし、近隣地域及び同一需要圏内の類似地域等

において取引事例調査から鑑みて合理的な範囲内であ

ると判断した。

チェック項目

【契約成立前書面の記載内容についての審査】

【事業計画が合理的な根拠に基づいて作成されているか】



②

賃料・費用がどのような根拠で見積もられているか、

売却価格がどのような根拠で想定されているか等、事

業計画の背景に合理的根拠があるか。

収支シミュレーションに基づき見積もられている。売

却価格においても、地域要因、個別的要因を比較し検

証しているため根拠が示せるものとなっている。ま

た、事業計画の背景に合理的な根拠があることを確認

した。

③

宅地の造成又は建物の建築に関する工事、建物の修繕

又は模様替に関する工事費用について、いかなる工事

内容がいかなる単価等に基づいて算定されているか。

物件規模特性を鑑みて、収支シミュレーションに基づ

き建物修繕費を計上している。

３．資金使途

① 出資金の使途（対象不動産の取得費用、工事費用等） 対象不動産の取得費用

②

出資を伴う契約にあっては、対象不動産に係る借入れ

及びその予定の有無並びに当該借入れ又はその予定が

ある場合には借入先の属性、借入残高又は借入金額、

返済期限及び返済方法、利率、担保の設定に関する事

項並びに借入れの目的及び使途

対象不動産に係る借入れは予定を含め、ないことを確

認した。

③
調達しようとする資金の額が事業計画や不動産特定共

同事業者等の財務状況に照らして合理的であるか。

直近３期分決算書および直近の試算表を基に確認し、

資金調達の額は合理的な範囲である。

④

改修工事を行う事業計画となっているにもかかわら

ず、改修工事費用が資金使途に入っていない、又は改

修工事を行う事業計画とはなっていないにもかかわら

ず、改修工事費用が資金使途に入っている等の事業計

画と資金使途に整合性がない事態を避けるため、資金

使途の内訳が事業計画に照らして適当なものである

か。

本物件は改修工事を行う事業計画とはなっていないた

め、資金使途にも改修工事費用は計上されていない。

⑤

私的流用等の不健全な使途とならないために、調達し

ようとする資金の額が不動産価値に比して、明らかに

過大となっていないか。

資金調達の額は、不動産の価値を基準として計算され

ているため、一定割合におさまっており過大にはなっ

ていない。

４．その他の判断事項

①

不動産特定共同事業者等と電子取引業務を行う不動産

特定共同事業者等の利害関係の状況（出資関係、役員

派遣、取引等の関係の状況）

本事業者と電子取引業務を行う当社との間で資本関係

はないが、役職員の出向等の人的関係がある。



②

過去に不動産特定共同事業等を行っている場合におい

て、不動産特定共同事業者等の責に帰すべき事由等に

より元本の償還遅延等の投資家被害が生じていない

か。

過去の不動産特定共同事業等に関し、投資家被害等は

生じていない。


