商品名：「タスキ キャピタル重視型 第１号ファンド」
不動産特定共同事業契約（匿名組合型）
電子取引業務に係る重要事項説明書

不動産特定共同事業法（平成 6 年法律第 77 号。以下「法」といいます。）第 31 条の 2 第 3 項の規定
に基づき、お客様に重要な影響を与える事項を本書面をもってご説明申し上げます。
不動産特定共同事業契約の締結にあたり、本書の内容は重要ですので、十分に目を通し、ご理解いた
だきますようお願い申し上げます。
〇当社の概要
本
店
商
号
代表者氏名
許 可 番 号
業務管理者

東京都港区北青山二丁目 7 番 9 号 日昭ビル 2F
株式会社タスキ
代表取締役 村田 浩司
金融庁長官・国土交通大臣 第 99 号
村田 浩司
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当社の業務管理者及び不動産特定共同事業者の財務状況に関する事項
業務管理者名簿

氏名

村田

住所

東京都港区北青山二丁目 7 番 9 号 日昭ビル 2F

宅地建物取引
士登録番号

（東京都）第 124087 号

主務大臣が指
定する講習を
修了したことま
たは登録証明
事業による証
明を受けてい
ることを示す事
項

登録証明事業名：不動産コンサルティングマスター
登録番号：（2）第 31901 号

事務所の業務
管理者となっ
た年月日

平成 31 年 2 月 27 日

事務所の業務
管理者でなく
なった年月日

現任

事業開始日を含む事業年度の直前 3
年の各事業年度の貸借対照表及び損
益計算書の要旨
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浩司

別紙 1 参照 、又は以下 URL よりご確認をください。
https://tasukicorp.co.jp/ir/highlight.html

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に関する事項
◆対象不動産の表示
（土地）
所在
東京都北区滝野川六丁目
地番
30 番 1、30 番 11、30 番 12（私道部分）、30 番 13（私道部分）
用途
宅地、公衆用道路
土地面積
宅地部分 464.84 ㎡（公簿 持分１分の１）
、
私道部分 139 ㎡（公簿 持分 12 分の 2）
その他の対象不動産を特定 本事業者の自己の固有財産を対象不動産とします。／該当しません。
するために必要な事項（本
事業者の固有財産、その利
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）
（建物）
所在
東京都北区滝野川六丁目 30 番地 1、30 番地 11
家屋番号
30 番 1
種類・構造
保育所・鉄骨造陸屋根 2 階建
床面積・延床面積
1 階 255.46 ㎡ 2 階 235.39 ㎡ 合計 490.85 ㎡
その他の対象不動産を特定 本事業者の自己の固有財産を対象不動産とします。／該当しません。
するために必要な事項（本
事業者の固有財産、その利
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）

（その他の対象不動産を特定するために必要な事項）
建物の名称
キッズガーデン北区滝野川
建物の総戸数
1戸
築年月日
平成 31 年 4 月 5 日新築
土地・建物の権利形態
所有権
◆対象不動産に係る不動産取引の内容
対象不動産に係る不動産取引の取引態様の
別
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

不動産取引の開始予定日
不動産取引の終了予定日
◆対象不動産に関する事項
対象不動産の価格
対象不動産価格の算定方法
（当該算定について算式がある場合におい
ては当該算式を含む。
）
不動産鑑定士による鑑定評価の有無並びに
当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の
結果及び方法の概要並びに鑑定評価を行っ
た者の氏名
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賃貸及び売買
借入予定：あり
金融機関：銀行
借入金額：350,000,000 円
返済期限：2021 年 11 月
返済方法：一括返済
利率：2.2％
担保設定：対象不動産に係る抵当権
借入の目的及び使途：対象不動産の取得原資の一部
2020 年 12 月 25 日
2021 年 6 月 25 日

金 406,000,000 円
不動産鑑定評価を基にした不動産価格になります。

鑑定評価の結果：有
方法の概要：原価法及び収益還元法（直接還元法、DCF
法併用）
鑑定評価の日：2020 年 5 月 31 日
鑑定評価を行った者：JLL 森井鑑定株式会社 不動産鑑
定士 氏名 本田 裕昭

不動産特定共同事業契約（本契約）に関する事項
◆出資を伴う契約の場合の記載事項
収益又は利益の分配及び出資の返還を受 特段の名称はございません。
ける権利の名称がある場合にはその名称
出資予定総額又は出資総額の限度額
出資予定総額 金 56,000,000 円(総口数 560 口)
出資単位
1 口 100,000 円
申込の期間及び方法
申込期間
2020 年 12 月 7 日から
2020 年 12 月 14 日まで
申込方法
下記 URL より、出資応募ページにアクセスし、当該ペー
ジにて必要事項を入力し、申込みを行います。
https://tasuki-funds.jp/funds/1
払込又は引渡しの期日及び方法
払込期日
2020 年 12 月 24 日まで
払込方法
本事業者の指定する金融機関口座への振込
なお、振込手数料は事業参加者負担とします。
◆不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
法第 27 条に規定する財産の分別管理を行って 本事業者は、法第 27 条に基づき、本事業に係る財産

いる旨

を自己の固有財産又は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。
上記の分別管理が信託法（平成 18 年法律第 108 上記の分別管理は、信託法第 34 条に基づく分別管理
号）第 34 条に基づく分別管理と異なるときは、 とは異なります。
その旨
修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理す 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するため
るために必要な負担に関する事項
に必要な費用は、本事業の費用として本事業に係る資
産から支出されます。
上記その他、不動産特定共同事業契約に係る財 ・本事業者は、対象不動産に係る不動産取引その他本
産の管理に関する事項
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。本事業
者は、これらの義務を遵守する限り、出資者に対し
て何ら責を負いません。
◆契約の解除に関する事項
契約の解除又は組合からの脱退の可否及びそ
の条件、その方法

契約の解除又は組合からの脱退に係る手数料
契約の解除又は組合からの脱退の申込期間
契約の解除又は組合からの脱退が多発したと
きは、不動産取引を行うことができなくなる
おそれがあることについて
法第 26 条第 1 項から第 3 項までの規定に関
する事項（クーリングオフ制度について）
① 施行規則第 44 条第 1 項第 1 号に掲げる
方法により提供された場合、 当該書面
に記載すべき事項が事業参加者の使用に
係る電子計算機に備えられたファイルへ
記録された日
② 施行規則第 44 条第 1 項第 2 号に掲げる
方法により提供された場合、 同号に規
定するファイルを受領した日

①出資者は、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。また、出資
者が死亡した場合又は後見開始の審判を受けた場合
には、その相続人又は成年後見人は、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。
②出資者が破産手続開始の決定を受けた場合には、本
契約は当然に終了するものとします。
後述「不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事
項」をご参照願います。
申込期間の制限はございませんが、まずは速やかにご
連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
本事業に対して本事業者と事業参加者との間の不動産
特定共同事業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。
出資者は、法第 25 条の書面を受領した日（当該書面の
交付に代えて施行規則第 44 条に規定する方法により当
該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合は、左
記①又は②に定める日）から起算して 8 日を経過する
までの間、本事業者に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。
この解除は、出資者が本契約の解除を行う旨の書面を
発したときに効力が生じます。この解除によって、出資
者はその後の手続きを要することなく、本事業に係る
出資者でなかったものとみなされます。
この場合、本事業者は出資者に対して払込済みの出資
金額を返還します。また本事業者は、この解除に伴う損
害賠償又は違約金の支払いを請求することはできませ
ん。

◆不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事項（報酬の計算方法、支払額、支払方法、支払時期）
アップフロントフィー報酬
アップフロントフィーとして、対象不動産の取得時
に、取得価格の 0％（消費税及び地方消費税（以下、
総称して「消費税等」という。
）別途）
管理運営報酬
各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価とし

売却報酬

譲渡に伴う事務手数料
支払方法

て、事業参加者への金銭の分配時に、対象不動産の賃
料収入の 2％（但し、計算期間が 1 ヶ月に満たない場
合又は 1 ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割
計算（1 円未満の端数は切り捨て）により算出する。
（消費税等別途））
対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、事
業参加者への金銭分配時に、売却等の価格の 1％（消
費税等別途））
本契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、
譲渡の完了時に、金 100,000 円（消費税等別途）
アップフロントフィー、管理運営報酬及び、売却報酬
については、本事業に係る費用として本事業に係る財
産からお支払いを受けるものとします。
また、譲渡に伴う事務手数料及び出資者による本契約
の解除に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当
該解除を行う出資者より本事業者が別途指定する口
座に振込送金の方法によりお支払いいただきます（振
込手数料もご負担願います）。

◆不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
不動産特定共同事業者の業務又は財産の状 本事業者の業務又は財産の状況等の変化（本事業者の破
況の変化を直接の原因として元本欠損が生 産等）によっては、これを直接又は間接の原因として元
じるおそれについて
本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあ
ります。
契約上の権利を行使することができる期間 本契約に基づき発生した利益分配請求権又は出資の価
の制限又は契約の解除若しくは契約上の権 額の返還請求権については、商事消滅時効（5 年）の適
利及び義務の譲渡をすることができる期間 用があります。
の制限について
また本契約上認められる解除及び譲渡につき、本契約上
の期間の制限はありません。
但し、クーリングオフ（法第 26 条に基づく解除）につ
いては解約できる期間に制限があります。
（詳細につい
ては、前述「契約の解除に関する事項」を参照願います。）
金利、通貨の価格、金融商品取引法第 2 条第 ①空室による減収
14 項に規定する金融商品市場における相場
本事業の損益は、対象不動産の空室の発生による賃貸
その他の指標に係る変動を直接の原因とし
収入の減収により、賃貸収益が悪化した場合には損失
て元本欠損が生じるおそれについて
が発生し、元本欠損が生じるおそれがあります。
②売却損の発生
対象不動産を売却した場合、不動産市場の状況等によ
り売却損が発生することにより、契約が終了した時点
で出資者が受領する出資金について元本欠損が生じ
るおそれがあります。
③評価額の低下
不動産市況により、空室率の上昇、賃料の下落、賃料
徴収不能等が発生し、賃貸収益が減少し、その結果対
象不動産の評価額が優先出資金額を下回ることによ
り、本契約が終了した場合又は本契約の事業参加者た
る地位を譲渡した場合に、出資者が受領する出資金に
ついて、元本欠損が生じるおそれがあります。
◆不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
出資を伴う契約にあっては元本の返還につい 本事業者は、出資者からの出資額の返還を保証する義
て保証されたものではない旨
務を負わず、出資額の返還については保証されたもの
ではありません。

任意組合契約等であって事業参加者が無限責 本契約は左記の事項に該当しません。
任を負うものにあっては、事業参加者が無限
責任を負う旨
※金融商品販売法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項
価格変動リスク（金融商品の販売について、 ①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リス
金利、通貨の価格、金融商品市場における相
ク
場その他の指標に係る変動を直接の原因とし
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変
て元本欠損が生ずるおそれ）
動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
対象不動産から生ずる事業収益及び経済的要因の変
動により、出資の価額が当初出資金を割り込むこと
があります。
契約期間の途中での本契約の解除あるいは組合員た
る地位の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、
不動産市場、組合運営状況等により組合員たる地位
の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象
不動産から生じる不動産の事業損益及び経済的要因
により変動しますので、組合員たる地位の価格が当
初出資金を割り込むことがあります。
②余裕金の運用対象の価格変動リスク
本事業に関し生じた余裕金は、金融機関（施行規則第
11 条第 2 項第 14 号ロに規定するものに限ります。
）
の預金口座に預金する方法により運用されます。し
たがって、金融機関の破綻等により、損失を被ること
があります。
③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の
仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
・本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであ
ること
・本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の
分配を受ける商法上の匿名組合契約であること
・本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証
しているものではないこと
・余裕金については、法により運用方法が限定されて
いること
信用リスク（金融商品の販売について、当該 ①本事業者の倒産リスク
金融商品の販売を行う者その他の者の業務又
万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営
は財産の状況の変化を直接の原因として元本
に支障をきたした場合には、出資金全額が返還され
欠損が生ずるおそれ）
ないおそれがあります。
②その他の信用リスク
契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場
合、その時点で本事業者の信用状況により、本契約上
の地位の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあ
ります。
③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の
仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
・本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであ
ること
・本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の
分配を受ける商法上の匿名組合契約であること
・本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証
しているものではないこと
・本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在

その他のリスク（上記リスクに掲げるものの
ほか、当該金融商品の販売について顧客の判
断に影響を及ぼすこととなる重要なものとし
て政令で定める事由を直接の原因として元本
欠損が生ずるおそれ）

本契約上の権利を行使することができる期間
の制限又は本契約の解除をすることができる
期間の制限について

せず、流動性が低いこと
①税制リスク
税制の変更（増税等）により、損失を被るあるいは当
初想定していた利益を逸すること、及びこれにより
出資の価額が当初出資金を割り込むことがありま
す。
②不動産の滅失・毀損・劣化リスク
（災害リスク・環境リスク）
対象不動産の全部又は一部が、地震などの災害によ
って滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れ
たる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売
却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。ま
たこれにより本契約上の地位の価格が当初出資金を
割り込むことがあります。
③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の
仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
・本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであ
ること
・当該対象不動産に適用される税制の変更リスク、又
は対象不動産の滅失・毀損・劣化するリスク（災害リ
スクと環境リスク）が、当該不動産取引から生じた損
益の分配、出資価額の返還に直接的な影響を与える
仕組みになっていること
前述「契約の解除に関する事項」を参照願います。

◆事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法及び支払時期
譲渡の可否、条件、方法について
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しに
拒否することはできません。
手数料の有無、支払方法及び支払時期
本契約上の地位を譲渡した場合、当該譲渡に伴う事務
手続の対価として譲渡完了時に譲渡金額の 100,000 円
をお支払いいただきます。
◆施行規則第 54 条第 2 号に規定する措置の概要及び当該不動産特定共同事業契約に関する当該措置の実施
結果の概要
財務状況
投資委員会において、当社の賃貸対照表、損益計算書
等を各委員が確認し、財務状況を把握し、事業計画と
不動産特定共同事業（商品）への投資計画の適否の判
断を行います。
不動産特定共同事業（商品）の適正
事業計画内容及び資金使途の適否については、十分な
(事業計画の内容・資金使途)
調査と審査が実施される体制を構築しています。
具体的には、事業計画の内容の妥当性の検証に際して
は事業者である当社が現物不動産（当該事業の対象不
動産）を売買する際には、投資委員会の担当者が立地
や周辺環境、登記情報、賃料相場、入居者の需要を調
査した上で収支計画等を作成する。資金使途について
は、①調達しようとする資金の額が事業計画や不動産
特定共同事業者の財務状況に照らして合理的である
こと②資金使途の内訳が事業計画に照らして適当な
ものであること③自転車操業や私的流用等の不健全

コンプライアンス体制

投資・電子取引業務の対象とすることの適否の
判断

その他電子取引業務の対象とすることの適否
の判断
上記措置の実施結果

な使途とならないために、調達しようとする資金の額
が不動産価値に見合った額となっていること等につ
いて投資委員会にて審査を行います。
事業推進部にて収集した情報を元に、経営管理部長及
びコンプライアンス・リスク管理委員会において法
令・社内規則、財務・経理等に係るリスクに関して審
査・確認を実施し、コンプライアンス上・財務上で問
題ないことの審査を行います。
事業推進部が企画（販売計画及び運用計画）を立案
し、当該企画が合理的な根拠に基づいているか、当該
企画及び事業者（当社）の財務状況に照らして合理的
な募集額が設定されているか等の観点から商品化の
適否を審査し、投資委員会の賛成を得られた場合に
おいて投資・電子取引業務の対象とすることを可能
とする判断を行います。
出資者からの信頼を確保するよう、関係法令等を遵
守した勧誘となるような体制が構築されています。
本事業者は、本事業に関し、上記各措置を適切に実施
しています。
以上

別紙 1（直近 3 年の貸借対照表、損益計算書）

