
CAPITAL MARKETS BULLETIN 

当事務所は本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

1 

2021 年 7 月号（Vol.58） 

株式投資型クラウドファンディング規制の緩和 

市場制度 WG 第二次報告 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．本報告の背景 

Ⅲ．現行制度と見直しの方向性 

Ⅳ．おわりに 

Ⅰ．はじめに 

6 月 18 日、金融庁金融審議会・市場制度ワーキング・グループ（以下「市場制度 WG」

という。）は、第二次報告1（以下「本報告」という。）を公表した。 

市場制度 WG は、2020 年 10 月から、①成長資金の供給のあり方、②海外金融機関等

の受入れに係る制度整備、③金融商品取引業者と銀行との顧客情報の共有等について検

討を行ってきたが、本報告は、このうち専ら①と③2について検討の結果を取りまとめた

ものである。 

本ニュースレターでは、本報告において①成長資金の供給のあり方として議論された

もののうち株式投資型クラウドファンディング（以下「株式投資型 CF」という。）に係

る法制度の改正に係る提言部分について見ていきたい3。 

Ⅱ．本報告の背景 

本報告によれば、株式投資型 CF については、2017 年の利用開始以降、2020 年末ま

でに 231 件の取扱いがあり、うち 161 件が成約し、累計 51 億円超の資金調達が行われ

ており、主に、シード、アーリーステージのスタートアップ企業に対し、支援目的や投

資目的の個人投資家が投資を行っているとのことである。 

一方で、コロナ後の新たな経済社会への変革に向けて、スタートアップ企業等による

イノベーション等が求められる中、このような企業の挑戦等を支える資本性資金の必要

性が高まっているが、非上場株式等については、海外に比して取扱いが制限されており、

引き続き資本調達手段として十分に活用されていないとの指摘がある。このような指摘

1 houkoku.pdf (fsa.go.jp) 
2 銀証ファイアーウォール規制に関しては、第一次報告書において海外顧客情報関連の検討結果が、本

報告書において国内顧客情報関連の検討結果がそれぞれ取りまとめられた。 
3 成長資金供給のあり方における議論のうち、特定投資家制度及び非上場株式のセカンダリー取引の環

境整備については、当事務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN 2021 年 6 月号（Vol.55）をご参照。 
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を背景に、市場制度 WG では、非上場株式等の発行等の活性化のための方策として、株

式投資型 CF に関連する法制度の改正が議論された。 

 

（出典：2021 年 2 月 18 日市場制度ワーキング・グループ（第 6 回）事務局説明資料（成長資

金の供給のあり方に関する検討）9 ページ） 

 

Ⅲ．現行制度と見直しの方向性 

 

1. 現行制度 

 

（1） 株式投資型 CF の仕組み 

株式投資型 CF は、主に非上場の株式会社が、インターネットを通じて成長のた

めの資金を多数の個人から少額ずつ調達する場合に利用される仕組みである。 

非上場の新興企業は必ずしも知名度が高くないことや個人投資家との繋がりを多

く持たないこともあり、株式投資型 CF では、金融商品取引法（以下「金商法」とい

う。）上の登録を行った株式投資型 CF の仲介業者4が提供するプラットフォームを

用いて、個別の投資家へのアクセスを図ることになる。 

現在の株式投資型 CF 制度の仕組みを前提とすると、金商法上は、当該仲介業者

に関する業規制のほか、発行会社に対する開示規制が問題となりうる。 

 
4 株式投資型 CF の媒介等仲介業務を行うためには、第一種金融商品取引業又は第一種少額電子募集取

扱業の登録が必要となる。 
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（出典：2020 年 11 月 13 日市場制度ワーキング・グループ（第 3 回）事務局説明資料（成長

資金の供給のあり方に関する検討【総論】）21 ページ） 

 

（2） 開示規制 

本報告での提言内容を見る前に、株式投資型 CF に関連する現行の開示規制を概

観したい。 

株式投資型 CF において想定されている、株式を新規発行する場面を考えると、

その有価証券の発行が「募集」に当たり、発行価額の総額が 1 億円以上である場合

には原則として有価証券届出書の提出が必要となる。 

株式の募集について金商法上の開示規制が適用され、有価証券届出書の提出を要

する場合、監査済財務諸表を準備する必要があり、さらにその後、有価証券報告書

の提出等の継続開示義務を負う。しかしながら、人的・財務的リソースが限定され

ている新興非上場企業がこれらに対応することは現実的でないため、株式投資型 CF

においては、有価証券届出書を提出しないで行う方法がその前提となっているとい

える。 

そこで、実務上は、「募集」に該当するか、「募集」に該当する場合には発行価額が

1 億円未満となるかが重要な分岐点となる。 

 

① 「募集」該当性 

まず、大要、(i)多数の者（50 名5以上）を相手方として株式の取得勧誘を行う場

合6、及び(i)に該当しない場合でも(ii)以下の私募類型のいずれかに該当しない場合

は、「募集」に該当する7。 

a 適格機関投資家私募 

b 特定投資家私募 

c 少人数私募 

株式投資型 CF は多数の個人からの少額投資が前提であることや、インターネ

 
5 一定の要件を満たす適格機関投資家である場合には人数にカウントされない。 
6 特定投資家のみを相手方とする場合は除く。 
7 金商法 2 条 3 項。 
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ット上で株式の発行について広告を行った場合には通常、50 名以上の者への取得

勧誘と考えられることから、株式投資型 CF は「募集」に該当することが前提とな

っている。 

なお、各私募類型の詳細な要件までは紙面の関係上割愛するが、後述する本報

告での株式投資型 CF に関連する提言との関係で、少人数私募の場合の人数通算

の要件を確認すると、取得勧誘の対象者数が、発行日以前の過去 6 か月の通算で

50 名8未満であることが必要とされている9。すなわち、少人数私募を利用するた

めには、今回の勧誘対象者は 50 名未満というだけでは足らず、過去 6 か月間の通

算人数が 50 名未満である必要がある。非上場企業による適格機関投資家以外から

の資金調達はこの人数制限のもと少人数私募の方法により行われることが一般的

である。 

 

② 少額免除（1 億円未満） 

「募集」に該当する場合でも、発行価額の総額が 1 億円未満の場合には、有価

証券届出書の提出が免除される10。少額免除についても合算規定が存在し、具体的

には以下の募集・売出しについてはその発行価額・売出価額の総額が、今回の発

行価額・売出価額に合算されてその総額が 1 億円以上となる場合には、有価証券

届出書の提出が必要となる11。 

a 当該募集を開始する日の前 1 年以内の募集・売出しのうち届出の免除さ

れたものの発行価額・売出価額の総額12（なお、いわゆるストックオプシ

ョン特例が適用される募集・売出しは含まれない13。） 

b 過去 6 か月の通算で取得勧誘の対象者数が 50 人以上となることにより

募集に該当する場合の、当該過去 6 か月間に発行されたものの発行価額

の総額 

c 並行して行われる募集・売出しの発行価額・売出価額の総額 

 
8 一定の要件を満たす適格機関投資家である場合には人数にカウントされない。 
9 金融商品取引法施行令 1 条の 6。 
10 金商法 4 条 1 項 5 号。 
11 企業内容等の開示に関する内閣府令 2 条 5 項。 
12 当該募集を開始する日の前 1 年以内に行われた「募集」のうち届出の免除されたものが合算の対象と

されているにとどまるため、当該募集を開始する日の前 1 年以内に行われた「私募」については、そも

そも「募集」に該当しないため、合算の対象には含まれない。 
13 近年、主に新興企業で発行されることが多い役員でも従業員でもない社外協力者等を割当先とするス

トックオプションはこの特定が適用されないため、合算対象となる点に注意が必要である。 
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（出典：2020 年 11 月 13 日市場制度ワーキング・グループ（第 3 回）事務局説明資料（成長資

金の供給のあり方に関する検討【総論】）18 ページ） 

 

後述するとおり、業規制上、株式投資型 CF により年間で発行可能な株式の発

行価額の総額は 1 億円未満とされていることから、株式投資型 CF を行う場合は、

上記の 1 億円未満届出免除の要件を必然的に満たすこととなるため、株式投資型

CF のみを行うというケースにおいては、金商法上の開示規制の論点は通常顕在化

しない。 

 

（3） 業規制 

金商法の業規制上、発行会社が、株式の自己募集をするということであれば、第

一項有価証券である株式の自己募集として金融商品取引業の登録は不要である14。 

しかし、発行会社が自己募集をする場合、アクセスできる投資家の範囲には限界

がある。一方、金商法上は募集・私募（以下「募集等」という。）の取扱いが可能な

証券会社においても、自主規制機関である日本証券業協会（以下「日証協」という。）

の規則15によって、原則として非上場株式の投資勧誘を行うことは禁止されている。 

そこで、2014 年金商法改正では、株式投資型 CF に対応するものとして、第一種

金融商品取引業の登録よりも緩和された要件での登録・営業が認められる「第一種

少額電子募集取扱業」というカテゴリが設けられるとともに、当該業に対して、日

証協の規則上、インターネットを利用した非上場株式の募集等の取扱いが解放され

た。 

具体的には、金商法上、同一の発行会社が発行する場合において、投資家 1 人あ

たり年間 50 万円以下、総額 1 億円未満の範囲でのみ16、インターネットを利用して、

募集等の取扱いを行うことを前提に、最低資本金要件の緩和（5,000 万円から 1,000

万円へ緩和）17や兼業規制の適用の除外18等が認められることとなった。 

 
14 金商法 2 条 8 項 7 号。 
15 店頭有価証券に関する規則 3 条。 
16 金融商品取引法施行令 15 条の 10 の 3。 
17 金商法施行令 15 条の 7 第 1 項 3 号及び 6 号。 
18 金商法 29 条の 4 の 2 第 2 項から 4 項。 
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なお、上記の発行可能総額（1 億円未満）は、以下の①～③を合算して算定される

19。 

① 今回の株式投資型 CF で発行する有価証券の発行価額の総額 

② 今回の株式投資型 CF 開始前 1 年以内に発行する有価証券の発行価額の総額 

③ 今回の株式投資型 CF 募集の申込期間中に発行する有価証券の発行価額の総

額 

 

開示規制上は、上記②③に相当する場合において、私募の場合の発行価額は合算

の対象とならないが、業規制上は、私募の場合の発行価額も合算の対象となること

が下記 2（1）での問題意識の出発点といえる。 

 

 

（出典：2021 年 2 月 18 日市場制度ワーキング・グループ（第 6 回）事務局説明資料（成長資

金の供給のあり方に関する検討）8 ページ） 

 

2．見直しの方向性 

 

（1） 株式投資型 CF の前のエクイティ・ファイナンスとの関係（1 億円制限、50

万円制限） 

市場制度 WG での議論では、発行会社が先に VC 等から私募での資金調達を行っ

ており、その後 1 年以内に株式投資型 CF を行う場合における現行制度上の課題が

指摘されている。 

すなわち、開示規制上は、VC 等からの調達が少人数私募により行われる場合、少

額免除についての合算規定は私募をその対象としていないため、1 年以内に行われ

た私募での調達額との通算によって 1 億円以上になるとしても、有価証券届出書の

提出は不要である。 

一方で、現行の業規制の合算規定（上記 1（3）をご参照。）は条文上、合算の対象

を株式投資型 CF で調達した金額に限定していないため、過去 1 年以内に行ったそ

の他のエクイティ・ファイナンスも含まれる。そのため、過去 1 年以内に例えば VC

等から私募で資金調達を行っている場合、株式投資型 CF のみで発行可能総額（1 億

円まで）の資金調達を行うことができない。 

 
19 金融商品取引業等に関する内閣府令 16 条の 3 第 1 項。 
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（出典：2021 年 2 月 18 日市場制度ワーキング・グループ（第 6 回）事務局説明資料（成長資

金の供給のあり方に関する検討）13 ページ） 

 

そこで、本報告では、①業規制上の発行総額の算定方法について見直しの方向性

が示された。併せて、②投資家の投資上限額のあり方についても見直しの提言がな

された。 

 

① 発行総額（1 億円制限）の算定方法 

本報告では、発行会社が株式投資型 CF と VC 等からの調達を併用して、1 億円

以上の資金調達を行いたいとのニーズも指摘される中、潜脱防止の観点からは、

株式投資型 CF での発行額が上限内に留まっていれば問題はないと考えられるこ

とから、発行総額の算定に当たり、合算の対象を株式投資型 CF での発行額のみ

に限定することが適当との方向性が示された。 

この見直しがされた場合には、株式投資型 CF のみで 1 年間で 1 億円を調達す

ることができるようになる。なお、この発行上限総額の 1 億円の見直しも含めて

規制緩和を前向きに検討すべきとの意見もあったようであるが20、本報告では、1

億円という金額の引き上げ等までは言及されなかった。 

また、この見直しの提言はあくまで業規制上の規制緩和に関するものである。

上記のとおり、開示規制上の少額免除の 1 億円要件の合算規定においては、私募

と合算が排除されているため、開示規制上の見直しは行われないものと思われる。

但し、例えば、ストックオプションの特例が適用されない形で、少額免除の方法

でストックオプションを過去に発行しているという場合には、このストックオプ

ションの発行価額等が、開示規制上合算の対象に含まれる場合があるため、留意

する必要がある。 

 

② 投資家の投資上限額（50 万円）のあり方 

本報告では、これまでの株式投資型 CF 投資家の投資全体の 70％弱が 10 万円

台に集中している一方、上限額である 50 万円を投資している投資家も一定数存在

 
20 本報告 9 ページ脚注 32。 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CAPITAL MARKETS BULLETIN 

当事務所は本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

8 
 

しており、一部の投資家には 50 万円を超える投資ニーズがあること及び株式投資

型 CF 利用企業等から投資上限額の引き上げ要望がされていることが指摘されて

いる。 

こうした状況を踏まえ、自身でリスクを踏まえた適切な投資額を判断できると

考えられる特定投資家21については、成長資金の供給の円滑化の観点から、投資上

限額を撤廃することが適当との方向性が示された。 

他方、現状において多くの投資家の投資額は 10 万円台であることや一般投資家

が非上場企業の目利きをするのは難しいこと、これまでの成立案件のほとんどが

いまだ投資継続中であり、株式投資型 CF の投資リスクを検証するには時期尚早

であること等を踏まえれば、投資家保護等の観点から、一般投資家の投資上限額

の見直しについては、今後の投資状況等を見極めた上で慎重に検討することが適

当との方向性も示された。 

 

（2） 株式型 CF の後のエクイティ・ファイナンス（少人数私募の人数通算期間の

見直し） 

上記 1（2）①のとおり、開示規制において、取得勧誘の対象者数が発行日以前の

過去 6 か月の通算で 50 名未満となる有価証券の取得勧誘は、少人数私募として、募

集に該当せず、届出書の提出が不要である。 

この人数通算規定との関係では、株式投資型 CF の後、6 か月以内に、少人数私募

をしようとした場合、実施済の株式投資型 CF での勧誘対象人数と通算され、少人

数私募の要件を満たさず募集に該当してしまうため、有価証券届出書が必要となっ

てしまう場合がある。そのため、株式投資型 CF を行った企業は最低でも 6 か月間

待たないと次の少人数私募によるエクイティ・ファイナンスを行うことができず、

機動的な資金調達を妨げているとの指摘があった。 

 

（出典：2021 年 2 月 18 日市場制度ワーキング・グループ（第 6 回）事務局説明資料（成長資

金の供給のあり方に関する検討）17 ページ） 

 

 
21 特定投資家制度については本報告でその見直しの方向性が示されている。その一部として、個人の特

定投資家の要件・特定投資家への移行手続等の弾力化についての提言がされており、個人の特定投資家

の範囲の拡大の可能性が期待されている（詳細については当事務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN 

2021 年 6 月号（Vol.55）をご参照。）。 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00048271/20210628-030210.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048271/20210628-030210.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00048271/20210628-030210.pdf
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本報告では、技術の進展等により事業環境の変化が加速する中で、非上場企業を

含めた企業の競争力の維持・強化のためには、より機動的な資金調達が必要となり、

これらの観点から、株式投資型 CF の後に少人数私募を実施する場合に限らず、少

人数私募の取得勧誘対象者数の通算期間を 6 か月から 3 か月に短縮することが適当

との方向性が示された。 

かかる方向性によれば、株式投資型 CF を先に実施している場合に限られず、少

人数私募の人数通算期間は 3 か月ごとにリセットされることとなるため、少人数私

募自体も短期間に行いやすくなる。 

 

Ⅳ. おわりに 

 

本報告においては、上記のとおり、株式投資型 CF の利用を妨げている事情として、

その利用前のエクイティ・ファイナンスとの関係、その利用後のエクイティ・ファイナ

ンスとの関係が議論された。 

しかしながら、発行会社 1 社あたり 1 年間で 1 億円、投資者 1 人当たり 50 万円とい

う制限自体については緩和の方向性が示されるに至らなかった。 

加えて、株式投資型 CF のより根本的な問題として、株主管理等の問題から、株式投

資型 CF と VC 等からの調達との併存が難しいことや、株式投資型 CF による株主とな

る投資家の EXIT 機会の少なさ等がある。後者については、本報告の中で議論された非

上場株式のセカンダリー取引の環境整備に通じるものではある。 

株式投資型 CF の更なる普及や利用のしやすさという観点からは、上記の上限自体の

総合的な見直しが検討されることが期待される。また、株式投資型 CF を検討している

スタートアップ等の事業会社においては、その後のエクイティ・ファイナンス実施、株

主管理、株主の EXIT 機会等に関連する留意点も多いため、専門家の助言を受けつつ臨

機応変な対応を行うことが益々重要になるものと思われる。 
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セミナー 

➢ セミナー  『米国 SPAC の実務と日本での SPAC の活用』 

開催日時  2021 年 8 月 5 日（木）9:30～11:30 

講師    熊谷 真和、二村 佑 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 4619 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「上場会社による

エクイティ・ファイナンスの基礎と実務ポイント～コロナ禍・ア

クティビスト活動等の最新動向を踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 8 月 2 日（月）13:30～15:30 

講師    石橋 誠之 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点』 

配信期間  2021 年 7 月 27 日（火）10:00～8 月 27 日（金）17:00 

講師    根本 敏光 

主催    株式会社プロネクサス 

 

文献情報 

➢ 論文    「The challenges of standardising green bonds in Japan」 

掲載誌   IFLR 

著者    田井中 克之、宮田 俊、水本 真矢（共著） 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 

03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


