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１．第二種金融商品取引業の概況
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注：平成19年3月末までの数値は商品投資販売業者と信託受益権販売業者の数。

① 第二種金融商品取引業者数の推移



不動産ファンド

4397億円

51%

有価証券

1261億円

14%

競走馬

771億円

9%

再生エネ

ルギー

516億円

6%

金銭の貸付

535億円

6%

その他

1195億円

14%

H28年度

（決算期：H28.7末～H29.6末）

合計
8675億円

出所：事業報告書 【関東財務局監理の第二種金融商品取引業者提出分（第一種及び投資運用業者除く）】

２

② ファンドの運用残高推移（出資対象事業別）

１．第二種金融商品取引業の概況

不動産ファンド

4877億円

42%

金銭の貸付

1607億円

14%

有価証券

1454億円

13%

再生エネ

ルギー

910億円

8%

競走馬

820億円

7%

その他

1836億円

16%

H29年度

（決算期：H29.7末～H30.6末）

合計
1兆1504億円



不動産ファンド

1755億円

51%

金銭の貸付

622億円

18%

競走馬

224億円

7%

再生エネ

ルギー

195億円

6%

有価証券

150億円

4%

その他

473億円

14%

H28年度

（決算期：H28.7末～H29.6末）

合計
3419億円

出所：事業報告書 【関東財務局監理の第二種金融商品取引業者提出分（第一種及び投資運用業者除く）】

３

③ ファンドの販売額推移（出資対象事業別）

１．第二種金融商品取引業の概況

不動産ファンド

1801億円

38%

金銭の貸付

1300億円

27%

再生エネ

ルギー

543億円

11%

競走馬

229億円

5%

有価証券

191億円

4%

その他

715億円

15%

H29年度

（決算期：H29.7末～H30.6末）

合計
4779億円



２．行政処分の状況

平成30年（1月～11月）における関東財務局監理（証券監督第三課担当）の第二種金融商品取引業者に対する行政処分（6件）
は、以下のとおり。

処分日 業者名 端緒 処分事由 処分内容

1 H30.3.2
ラッキーバンク・
インベストメント㈱

検査
会社勧告

・金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を
生ぜしめるべき表示をする行為

業務改善命令

2 H30.3.20 ㈱ｎａｇｉｅｅ 監督 ・登録を受けた営業所の所在地を確知できない状況 登録取消し

3 H30.3.20 レイ㈱ 監督 ・登録を受けた営業所の所在地を確知できない状況 登録取消し

4 H30.3.20 エフエーエスプランニング㈱ 監督 ・登録を受けた営業所の所在地を確知できない状況 登録取消し

5 H30.7.13 ｍａｎｅｏマーケット㈱
検査

会社勧告
・ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をした行為
・当社の管理上の問題点

業務改善命令

6 H30.9.28 おひさまエネルギーファンド㈱
検査

会社勧告
・業務改善命令に違反している状況等

①業務停止命令
②業務改善命令

４



●「変革期における金融サービスの向上にむけて～金融行政のこれまでの実践と今後

の方針」～（平成30年9月金融庁公表資料一部抜粋）

(4)その他の金融業態
③金融商品取引業者等
(エ)第二種金融商品取引業者

【金融行政上の課題】
第二種金融商品取引業者（以下「二種業者」という。）については、近年の低金利下において、高利
回りを謳うファンドに対する投資者の関心が高まっていることを踏まえ、顧客に対する広告・勧誘及び
ファンド運営の実態について、モニタリングを行っていく必要がある。

【昨事務年度の実績】
リスクベースでオンサイト検査を実施した結果、貸付事業を投資対象とするファンドへの取得勧誘を
行う二種業者のウェブサイトにおいて、出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと認められる情報
について誤解を招く表示や、ファンドの資金使途の表示と実際の資金使途が同一となっているか確
認せず、事実と異なる表示のまま取得勧誘を継続している事例が認められた。こうした問題のある二
種業者については、検査結果をふまえて、業務停止命令や業務改善命令の行政対応を行った。

【本事務年度の方針】
出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすウェブサイトの表示やファンド運営の実態に関する情報
分析・検証を進め、当局に寄せられる相談や関係機関からの情報等も参考に、リスクベースでのモ
ニタリングを通じて、問題業者への厳正な対応を行っていく。なお、貸付事業を投資対象とするファ
ンドにおける貸付先の情報提供については、規制改革実施計画に基づく検討結果を踏まえ、二種業
者に対し適切な対応を促していく。

３．金融行政のこれまでの実践と今後の方針

４．金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保 ～経営者の役割とガバナンス～

５



４．監督上の主な着眼点

６

(1) 経営管理

⇒ 金融商品取引業者に求められるガバナンス

(2) 勧誘・説明態勢

⇒ 虚偽の表示・需要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示

の防止

(3) 顧客本位の業務運営

⇒ 「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けて

(4) 取引時確認

⇒ マネー・ローンダリング等への対応

(5) 苦情等への対処

⇒ 金融ＡＤＲ制度への対応



４．監督上の主な着眼点

７

(1) 経営管理

 第二種金融商品取引業にかかる近年の行政処分においては、その発生原因のひと

つに、金融商品取引業者のガバナンスが有効に機能していなかった点が挙げられ

ている。

金融商品取引業の経営管理が有効に機能するためには、特に代表取締役、取締役・取締役会、

監査役・監査役会、内部監査部門の担う責務が重要。

〇 代表取締役

業務推進に係る事柄のみならず、法令等遵守及び内部管理態勢の確立・整備に係る事柄を経営

の最重要課題の一つとして位置付け、その実践のための具体的方針の策定及び徹底に誠実にかつ

率先垂範して取り組んでいるか。

〇 取締役・取締役会

業務執行にあたる代表取締役等の独断専行を牽制・抑止し、取締役会における業務執行の意思

決定及び取締役の業務執行の監督に積極的に参加しているか。

〇 監査役・監査役会

付与された広範な権限を適切に行使し、会計監査に加え業務監査を実施しているか。

〇 内部監査部門

被監査部門に対して十分な牽制機能が働くよう被監査部門から独立し、かつ実効性ある内部監

査が実施できる体制となっているか。

金融商品取引業者に求められるガバナンスとは？



４．監督上の主な着眼点

８

(2) 勧誘・説明態勢

 「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項に

つき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為(金融商品取引業等に関する内閣府令第117条

第１項第２号)」が認められ、行政処分を受ける第二種金融商品取引業者が増加。

〇 金融商品取引業者がファンド資金の使途を把握できる管理態勢を構築していない

ファンドの取得勧誘の際に表示した資金使途と実際の出資対象事業における資金

使途が相違

虚偽・誤解表示が発生した背景

(1) 分別管理(金融商品取引業等に関する内閣府令第125条)

⇒ 事業者がファンド資金と事業者の固有財産を区分して適切に経理していること

(2) 出資対象事業のモニタリング(第二種金融商品取引業協会「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則第7条)

⇒ 正会員は事業者からファンド報告書が交付されたときは、出資対象事業の状況等について

確認を行わなければならない。

虚偽・誤解表示の防止に向けた対応

上記(1),(2)を通じて、ファンド資金の使途を把握できる管理態勢を整備しているか



原則３．金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反

の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための

具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

原則２．金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、

顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着す

るよう努めるべきである。

原則１．金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するととも

に、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実

現するため、定期的に見直されるべきである。

顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

利益相反の適切な管理

「顧客本位の業務運営に関する原則」の公表(平成29年3月30日)

顧客の最善の利益の追求

９

４．監督上の主な着眼点

(3) 顧客本位の業務運営に向けた取組み ①

原則４．金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料

等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう提供すべきである。

手数料等の明確化



原則７．金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反

の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動

機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

原則６．金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧

客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

原則５．金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記4原則に示された事項

のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報

提供すべきである。

重要な情報の分かりやすい提供

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

顧客にふさわしいサービスの提供

１０

４．監督上の主な着眼点

(3) 顧客本位の業務運営に向けた取組み ②

「顧客本位の業務運営に関する原則」の公表(平成29年3月30日)



１１

出所：「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」〔2018年8月金融庁〕より抜粋

○マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの公表(平成30年2月)

４．監督上の主な着眼点

(4) マネー・ローンダリング等への対応 ①



○金融商品取引業が、組織的犯罪、資金洗浄（マネー・ローンダリング）、テロ資金供与に利用され、
犯罪収益等の拡大に貢献すること等を防ぐには、全社的に高度で強固な法令等遵守態勢を構築する必
要がある。特に、犯罪による収益の移転防止に関する法律にかかる内部管理態勢を構築することは、
組織犯罪による金融サービスの濫用を防止し、我が国金融・資本市場に対する信頼を確保するために
も重要な意義を有している。

Ⅲ－２－６ 取引時確認等の措置

１．犯収法に基づき、テロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用されるリスクについて調査・分
析し、その結果を勘案した措置を的確に実施するための態勢が整備されているか。

２．犯収法に基づく取引時確認を的確に実施するための態勢が整備されているか。

３．犯収法に基づく疑わしい取引の届出を的確に実施するための態勢が整備されているか。

４．取引時確認と疑わしい取引の届出が相互に関連性を有していることを十分に認識し、取引時確認の
的確な実施により顧客の基礎的な情報を把握し、その上で当該情報及び顧客の取引態様等を総合的
に勘案のうえ判断し、疑わしい取引の届出が行われるよう、一体的、一元的な社内態勢等が構築さ
れているか。

５．海外営業拠店(支店、現地法人等）のテロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策を的確に実施す
るための態勢が整備されているか。

主な着眼点

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(抄)

１２

深度あるヒアリングを行うことや必要に応じて報告を求めることを通じて、金融商品取引業における
自主的な業務改善状況を把握する。

４．監督上の主な着眼点

(4) マネー・ローンダリング等への対応 ②



◆金融ＡＤＲ制度のイメージ ◆金融ＡＤＲ制度の趣旨

銀行・保険・証券などの業態ごとに
それぞれ金融ＡＤＲの枠組みを導入

行政庁

申請に基づき指定
行政庁による監督

紛争解決機関
利用者から紛争解決の申し立て
が行われた場合には、金融機関
に紛争解決手続の利用や和解案
の尊重等を求める。

弁護士・認定司法書士当からなる
紛争解決委員が和解案を策定

トラブル利用者 金融機関

紛争解決の
申立て

和解案の提示

➢ 紛争解決機関を行政庁が指定・監督し、その中立性
・公正性を確保。

➢ 利用者から紛争解決の申立てが行われた場合には、
金融機関に紛争解決手続の利用や和解案の尊重等を求
め、紛争解決の実効性を確保。

➢ 金融分野に知見を有する者が紛争解決委員として紛
争解決に当たることにより、金融商品・サービスに関
する専門性を確保。

➢ 事案の性質や当事者の事情に応じた迅速・簡便・柔軟
な紛争解決が可能に

➢ 法的枠組みの下、利用者の納得感のあるトラブル解決
➢ 金融商品・サービスへの利用者の信頼性の向上

業態横断的な金融ＡＤＲ制度が構築されることが将来的
には望ましいが、金融商品・サービスの特質がそれぞれに
異なる状況を踏まえ、高まる利用者ニーズに早期に応える
ためにも、各業態ごとの現在までの取組みを活用して、業
態を単位とした金融ＡＤＲ制度を導入。(注）紛争解決機関が指定されない段階では、金融機関自身に苦情

処理・紛争解決への取組みを求め、利用者保護の充実を図る。

１３

４．監督上の主な着眼点

(5)金融ＡＤＲ制度への対応 ①



金融商品取引業者等は、①その紛争解決等業務の種別にかかる指定紛争解決機関が存在する場合には、当

該機関との間で「手続実施基本契約」を締結しなければならず、②当該機関が存在しない場合には、金融商
品取引業務に関して「苦情処理措置」及び「紛争解決措置」を講じなければならない（金商法37条の7第1項)。

（１）指定紛争解決機関について

１４

（２）指定紛争解決機関が存在しない場合の苦情処理・紛争解決について

①苦情処理措置
指定紛争解決機関が存在しない場合における「苦情処理措置」として、例えば以下のいずれかの措置を講じな
ければならない(金商業府令115条の2第1項)。

・金商業者自身における業務運営体制の整備(以下の全ての措置を講じること）

➢顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言もしくは指導を消費生活に関する知識経験

を有する者に行わせること

➢業務を公正・適確に遂行するに足りる業務運営体制・社内規則を整備し、これらを公表すること

・金融商品取引業協会または認定投資者保護団体が行う苦情の解決 など

②紛争解決措置
指定紛争解決機関が存在しない場合における「紛争解決措置」として、例えば以下のいずれかの措置を講じな
ければならない(金商業府令115条の2第2項)。

・金融商品取引業協会または認定投資者保護団体におけるあっせん

・弁護士会の紛争解決センターにおけるあっせんまたは仲裁手続き など

４．監督上の主な着眼点

(5)金融ＡＤＲ制度への対応 ②



規制改革推進に関する第３次答申〜来るべき新時代へ〜
（平成30 年６月４日規制改革推進会議）

Ⅲ各分野における規制改革の推進
５．投資等分野.

⑽金融・資金調達に関する規制改革.

④クラウドファンディングに係る規制改革 . 【平成30 年度検討・結論・措置】

クラウドファンディングは、新規・成長企業等と資金提供者をインターネット経由で結び付け、多数の資金提供者から少額ずつ
資金を集める仕組みである。

このうち、融資型クラウドファンディング（貸付型クラウドファンディング、Ｐ２Ｐレンディング、ソーシャルレンディングと
も呼ばれる。）においては、資金の出し手（投資家）に係る貸金業法（昭和58 年法律第32 号）に基づく貸金業登録の要否は、

投資家が貸付けの実行判断を行っているかどうかによって判断されている。貸付の実行判断の有無を見極める上で、規制当局に
おいては制度の運用上、借り手を特定することができる情報が明示されていないこと（匿名化）と、複数の借り手に対して資金
を供給するスキームであること（複数化）が考慮の一要素となり得るとされているが、実態としては、これら「匿名化」及び「
複数化」の要素のみが強調されており、投資家が貸金業法上の貸付主体とはならないことを担保するためにプラットフォーム運
営者が投資家に対して借り手の特定につながる情報を明示することを控え、また、複数化されたファンドへの投資の勧誘しかで
きていない。かかる状況は、投資家保護につながらず、むしろ、不適切な融資を行うファンドへの投資を防止できないとの意見
がある。市場の健全な成長のためには、プラットフォーム運営者が提供するサービスの果たす機能に着目し、事業の実態や制度
の趣旨等に即して、新たな方策を検討する必要がある。

（中略）

したがって、融資型クラウドファンディングに関して、借り手の匿名化・複数化が必須ではないことを前提として、提供される
金融サービスの果たす機能に即し、融資型クラウドファンディングのプラットフォームを運営する事業者、投資家、登録行政庁
などの関係者の意見も聴取しつつ、金融商品取引法上の投資家保護と貸金業法上の借り手保護を図る観点を踏まえ、投資家に個
別の貸金業登録を不要とするため従来の考慮の一要素とされてきた匿名化・複数化と並存する運用上の新たな方策を、借り手の
属性なども含めて検討する。その際、実態として貸金業法上の具体的な懸念が発生していないとの指摘もあったことから、同法
上の考慮が必要となる場合をできるだけ明確化し、適切な方法で公表する。

規制改革実施計画
（平成30 年６月15日閣議決定）

①ソーシャルレンディングに係る規制改革

１５

５．その他



○不動産特定共同事業法(金商法にかかる部分について一部抜粋)
（許可の申請）
第五条 第三条第一項の許可を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事
項（第四号事業を行おうとする者以外の者にあっては第六号に掲げるものを除き、第二条第四項第
一号に掲げる行為に係る事業（以下「第一号事業」という。）を行おうとする者以外の者にあって
は第八号に掲げるものを除き、第三号事業を行おうとする者以外の者にあっては第九号に掲げるも
のを除く。）を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一～五 略
六 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二十九条の登録（同法第二十八条第二項に
規定する第二種金融商品取引業の種別に係るものに限る。次条第十二号及び第六十七条第一項にお
いて同じ。）に関する事項
七～十二 略
２ 略

５．その他

１６

【改正の概要】
➢小規模不動産特定共同事業に係る特例の創設

➢クラウドファンディングに対応した環境整備

➢良質な不動産ストックの形成を推進するための規制の見直し (出所：国土交通省)

○不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年12月1日施行）

②不動産特定共同事業法



財務省関東財務局 証券監督第三課

郵便番号：330-9716

住所：さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館

電話：048-600-1111（代表）

関東財務局ＨＰ

http://kantou.mof.go.jp/index.html

金融商品取引業（第二種業、投資助言・代理業）の届出について

http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp033000080.html

ご清聴ありがとうございました。


