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１．第二種金融商品取引業の概況
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① 第二種金融商品取引業者数の推移
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4877億円

42%

1607億円

14%

1454億円

13%

910億円

8%

820億円

7%

1836億円

16%

H29事務年度

（決算期：H29.7末～H30.6末）

不動産ファンド 金銭の貸付 有価証券

再生エネルギー 競走馬 その他

合計
1兆1504億円

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）】

4797億円

43%

1202億円

11%

1495億円

13%

758億円

7%

877億円

8%

1957億円

18%

H30事務年度

（決算期：H30.7末～R1.6末）

不動産ファンド 金銭の貸付 有価証券

再生エネルギー 競走馬 その他

合計
1兆1086億円

１．第二種金融商品取引業の概況
② ファンドの運用残高推移（出資対象事業別）
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1801億円

38%
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191億円

4%

715億円

15%

H29事務年度

（決算期：H29.7末～H30.6末）

不動産ファンド 金銭の貸付 再生エネルギー

競走馬 有価証券 その他

合計
4779億円

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）】
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119億円

3％
466億円
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H30事務年度

（決算期：H30.7末～R1.6末）

不動産ファンド 金銭の貸付 再生エネルギー

競走馬 有価証券 その他

合計
4000億円

１．第二種金融商品取引業の概況
③ ファンドの販売額推移（出資対象事業別）
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●「利用者を中心とした新時代の金融サービス～金融行政のこれまでの実践と今後

の方針」～（令和元年８月金融庁公表資料一部抜粋）

【金融行政上の課題】
第二種金融商品取引業者については、近年、高利回りを謳うファンドに対する投資者の関心が高まり、これ

をビジネスチャンスと捉えたファンド事業者の新規参入が増加していることを踏まえ、顧客に対する広告・勧誘及び
ファンド運営の適切性を確保する必要がある。特に、貸付事業を投資対象とするファンドについては、近年、一部
の業者において、投資者に対して虚偽の表示を行う等の問題が認められていることから、投資者保護の観点か
らの業務運営態勢を構築する必要がある。

【昨事務年度の実績】
投資者に対して虚偽の表示や誤解を与える表示を行っている事例や、出資金の不適切流出事例等、投資者保護の

観点から極めて不適切な対応が認められた二種業者４社に対し、登録取消しや業務停止命令等の行政処分を行
った。また、貸付事業を投資対象とするファンドでは、これまで貸付先の匿名化等が行われてきたが、投資者が
貸付先に接触しない等の一定の措置を講じることで、貸付先の情報開示が可能となる解釈を公表し、自主規制
機関における情報開示の例示や留意事項等の策定にあたって連携を行うなど、投資者への情報開示の拡充を図
るための取り組みを行った。さらに、いわゆるソーシャルレンディングについて、金融庁ウェブサイトに、投資者に対して
適切な投資判断を呼び掛けるべく注意喚起（本年３月）や広報チラシ（本年５月）の掲載を行った。

【本事務年度の方針】
広告・勧誘及び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行うとともに、貸付事業を投資対象とするファンド持分の取得勧誘を行
う二種業者については、情報開示状況等の実態把握を行い、問題が認められる業者に対しては厳正な対応を行
っていく。

２．金融行政のこれまでの実践と今後の方針

３．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
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○ソーシャルレンディング業者への対応

２．ソーシャルレンディング業者における情報開示の状況

１．ソーシャルレンディングのスキームについて

ファンド業者（第二種金融商品取引業者）が、インターネットを用いてファンド募集を行い、投資者から出資
を受けた資金を原資に、企業等に貸付けを行う仕組み

本年３月に金融庁より公表された新たな枠組み※を踏まえ、関東監理のSL業者１６社に対して
情報開示状況等に係るアンケート調査及びヒアリングを実施（本年３～４月及び９～１０月）
※投資家と借り手を接触させない措置が担保されるなどの一定の条件下であれば「借り手」に関する情報を投資家に開示できることを明確化

⇒各社とも、二種業協会Ｑ＆Ａに準じて開示方針を策定
➢開示項目は、貸付先の属性や資金使途、貸付条件のほか、財務内容や担保の状況などを適宜開示
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３．行政処分の状況

昨事務年度（平成30年7月～令和元年6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（5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 H30.7.13
maneoマーケット

株式会社
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(※)
・貸付先における資金管理の実態や資金の使途を把握できる管理態勢を構築していない状況
※ファンドの取得勧誘において、ウェブサイト上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

業務改善命令

2 H30.9.28
おひさまエネルギー

ファンド株式会社
検査

会社勧告
・業務改善命令に違反している状況（①前社長単独で資金管理業務が行われている状況、
②区分経理が行われていない状況）

業務停止
業務改善命令

3 H30.12.14
エーアイトラスト

株式会社
検査

会社勧告

・ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をする行為(※)
※当社は、ファンドの取得勧誘に関して、以下のとおり虚偽の表示を行った。
➢あたかも官公庁等が関与して行う除染事業の支援業務を行う目的で、集めた資金が貸し付
けられるかのような表示

➢あたかもファンド資金の貸付先が大手企業との間で業務提携等が予定され、これにより得
られた収益を原資として返済が行われるかのような表示

業務停止
業務改善命令

4 H31.3.8
エーアイトラスト

株式会社
検査

会社勧告

・ファンドの取得勧誘に関し、虚偽の表示をする行為(※１)
・ファンドの取得勧誘に関し、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(※２)
・当社の管理上の問題点及びファンド資金が流出している状況
※１.ファンドの取得勧誘において、あたかも公共事業プロジェクトに対するコンサルティ
ング業務等の実施を前提とした資金使途のために貸付が行われているかのような表示

※２.ファンドの取得勧誘において、貸付先の事業会社における何ら根拠のない売上をファ
ンドの返済原資とするかのような表示

登録取消し
業務改善命令

5 H31.3.14
ラッキーバンク・
インベストメント

株式会社
報告徴求 ・業務改善命令違反等

登録取消し
業務改善命令
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４．監督上における主な留意点等

●金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(抄)

Ⅴ－２－１ みなし有価証券販売業等に係る業務の適切性

⑷ファンドの販売に係る留意事項
①ファンドに関する説明義務に係る留意事項
金商法第２条第２項第５号及び第６号では、集団投資スキーム（ファンド）及びその持分に

係る権利を包括的に定義している。これら権利の販売・勧誘又は募集若しくは私募を行
う者の中には、金商法施行以前には証券会社等として当局の監督対象となっていなかった
者、透明性・流動性が低く、投資者にとってその実態把握や評価が極めて困難なファ
ンドを取り扱う者があると考えられる。そうしたことを踏まえ、みなし有価証券販売業者
又は自己募集業者がこれら権利を取り扱う際には、組合契約等の概要や、当該ファン
ドが現に行っている事業の概要、当該契約に基づく権利のリスクに関する説明が、出
資者に対して十分になされているかについて留意するものとする。－略－

②契約締結前の書面交付に係る留意事項
金商業等府令第92条の２第１項第３号に規定する「事業型出資対象事業持分の売買その

他の取引に係る契約の特性」としては、具体的には、（i）顧客が出資した金銭が充てられ
る出資対象事業の概要、（ii）顧客は出資した金銭の実際の使途や収支の状況等につ
いて、出資対象事業を行う者から相対で入手する情報に基づいて顧客自身で判断する
必要があること、（iii）出資対象事業の収益性について保証等がされている訳では
ないこと等について記載するものとする。

Ⅴ－２－１－１ 勧誘・説明態勢
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４．監督上における主な留意点等

●金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(抄)

Ⅴ－２－１ みなし有価証券販売業等に係る業務の適切性

⑸証券化商品の販売に係る留意事項(証券化商品の追跡可能性（トレーサビリティ)の確保）

みなし有価証券販売業者の中には、金商法第２条第２項第１号及び第２号に規定する信託受益権について
金商法第28条第２項第２号に規定する行為を業として行う者（以下「信託受益権販売業者」という。）があるが、こ
れらの者が取り扱う信託受益権のうち証券化商品と同様の性質を有するものについても、原資産の情報が
投資者に適切に伝達されることが重要である。そのため、信託受益権販売業者がこのような信託受益権の販
売等を行う場合においても、日本証券業協会自主規制規則「証券化商品の販売等に関する規則」に準じて、以
下のような点に留意するものとする。－略―

①販売に先立ち、原資産の内容やオリジネーターのリスクの継続保有状況、リスクに関する情報を
収集し、適切な説明が可能となるよう、分析を行っているか。

②販売の際に、格付けのみに依存することなく、原資産のリスク、格付けに反映されない流動性リ
スク等についても情報伝達を行うよう、社内手続き・ルールが定められており、必要な態勢が整
備されているか。

③投資者である顧客からの要望があれば、当該顧客が原資産の内容やリスクに関する情報を適切に
トレースすることができるよう、情報伝達のための社内手続き・ルールが定められており、必要
な態勢が整備されているか。

④市場価格の特定が困難となった場合にも、理論価格等を評価・算定し、顧客に迅速かつ的確に提示
することができる態勢が整備されているか。また、当該理論価格等の評価・算定に当たっては、情報
利用者による意図的な特定の利用に資することを優先した恣意的な算定等がなされていないか。

Ⅴ－２－１－１ 勧誘・説明態勢
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４．監督上における主な留意点等

●金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(抄)

Ⅴ－２－６ 協会未加入業者に関する監督上の留意点

⑴ 主な着眼点
①金融商品取引業協会に加入しない金融商品取引業者（個人である場合を除く。V－２－６
において「協会未加入業者」という。）は、協会規則に準ずる内容の社内規則を適切に整
備しているか。

②社内規則の適正な遵守を確保するための態勢整備（役職員への周知、従業員に対する
研修等やその遵守状況の検証など）が図られているか。

③協会規則に改正等があった場合には、それに応じて直ちに社内規則の見直しを行う
こととしているか。

⑵ 監督手法・対応
協会未加入業者の社内規則の策定・改正・遵守状況等に関して問題が認められる場合には

深度あるヒアリングや、必要に応じて金商法第56条の２第１項の規定に基づく報告を求めること
を通じて、金融商品取引業者における自主的な改善状況を把握することとする。
また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があると認められる場合には、金商法第51

条の規定に基づく業務改善命令を発出する等の対応を行うものとする。さらに、報告徴求の結果、
協会規則に準ずる内容の社内規則を作成していると認められない場合又は当該社内規則
を遵守するための体制を整備していないと認められる場合には、金商法第52条第1項の規
定に基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対応を検討するものとする。
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◆ 暗号資産交換業者に対し、顧客の暗号資産は、原則として
信頼性の高い方法(コールドウォレット等)で管理することを
義務付け

それ以外の方法で管理する場合には、別途、見合いの弁済
原資(同種・同量の暗号資産)を保持することを義務付け

◆ 暗号資産交換業者に対し、広告・勧誘規制を整備

◆ 暗号資産の管理のみを行う業者(カストディ業者)に対し、暗号
資産交換業規制のうち暗号資産の管理に関する規制を適用

暗号資産の交換・管理に関する業務への対応

情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関
する法律等の一部を改正する法律の概要

情報通信技術の進展に伴う
金融取引の多様化

金融の機能に対する信頼向上や
利用者保護等の必要

その他情報通信技術の進展を踏まえた対応

◆ 情報・データの利活用の社会的な進展を踏まえ、

➢ 金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加

➢ 保険会社の子会社対象会社に、保険業に関連するIT企業等を追加

◆ 金融機関が行う店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に関し、国際的に慣行となっている担保権の設定による方式に
対応するための規定を整備

◆ 暗号資産を用いた証拠金取引について、外国為替証拠金
取引(FX取引)と同様に、販売・勧誘規制等を整備

◆ 収益分配を受ける権利が付与された ICO(Initial Coin
Offering)トークンについて、

➢ 金融商品取引規制の対象となることを明確化

➢ 株式等と同様に、投資家への情報開示の制度や販売・勧誘
規制等を整備

◆ 暗号資産の不当な価格操作等を禁止

国際的な動向等を踏まえ、法令上の「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更 金商業関係

令和元年６月７日公布

暗号資産を用いた新たな取引や不公正な行為への対応

５．法令改正
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○ 詐欺的な事案も多い等の指摘がある中、
ICOに適用されるルールが不明確

○ 収益分配を受ける権利が付与されたトークンについて、
投資家のリスクや流通性の高さ等を踏まえ、

・ 投資家に対し、暗号資産を対価としてトークンを発行する行為に
金融商品取引法が適用されることを明確化

・ 株式等と同様に、発行者による投資家への情報開示の制度や
トークンの売買の仲介業者に対する販売・勧誘規制等を整備

○ 国内の暗号資産の取引の約8割を占める証拠金取引について、
現状では規制対象外

○ 外国為替証拠金取引（FX取引）と同様に、金融商品取引法上の規制
（販売・勧誘規制等）を整備

＜暗号資産を用いた新たな取引への対応＞

証拠金
20万円

500万円
相当の
暗号資産

レバレッジ倍率
25倍の場合

顧客→業者

取引可能額
（想定元本）

※ICOは、企業等がトークン（電子的な記録・記号）を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称

暗号資産を用いた証拠金取引への対応

ICO（Initial Coin Offering） ／STO(Security Token Offering)への対応

投資家A

企業等

トークン発行

法定通貨 又は 暗号資産

投資家B

ト
ー
ク
ン
売
買

（例）

５．法令改正
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○ 集団投資スキーム持分のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができ、電子的方法により記録される
ものを「電子記録移転権利」と定義し、原則として一項有価証券として取扱う

〇 発行者による投資家への開示規制

〇 電子記録移転権利の募集等の取扱いや売買等は1種業、電子記録移転権利の自己募集は2種業として、
勧誘規制や禁止行為等の行為規制を導入

○ 集団投資スキーム持分への出資やその持分の売買について、暗号資産による決済が含まれることを明確化

①複数の者から金銭などの出資等を受け

②その金銭などを用いて事業を行い

③その事業から生ずる収益等の分配を受ける権利

⇒ 各規制の具体的内容は政府令の改正等により規定

○ 暗号資産を金商法上の「金融商品」として追加
→暗号資産デリバティブ取引や暗号資産に関する投資助言業、暗号資産デリバティブ取引による投資運用
業が新たに金融商品取引業に該当（既存の金商業者が営む場合にも変更登録が必要）

○ 証拠金規制：投機的取引の抑止のため、レバレッジ比率を制限

○ 勧誘規制：広告規制、書面交付義務、禁止行為、説明義務 等

〇 態勢整備：顧客資産の分別管理、自己資本比率規制 等

⇒ 各規制の具体的内容は政府令の改正等により規定

＜改正の概要＞

暗号資産デリバティブ取引関係

ICO（Initial Coin Offering）／STO(Security Token Offering)関係

５．法令改正
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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。
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