平成２９年度 ふくしま復興・創生ファンド支援事業
ビジネスプラン募集要項（第２次）
募集期間 平成３０年１月９日（火）～平成３０年２月９日（金）

福島県内の復興・創生に取り組む事業者の取組を発掘・選定し、福島県が誇る復興・創生
の取組として広く県内外に情報発信するとともに、取組の趣旨に賛同・共感する応援者から
の投資（投資型・購入型クラウドファンディング）を活用した資金調達や潜在顧客の開拓を
支援します！
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目的
福島県の復興・創生を進めるにあたって、特色ある産品等の販路確保や売上向上、交流
人口の拡大等に取り組む事業者が、新たな取組に挑戦するための資金を確保し、手軽に市
場にアクセスできる環境をつくるため、投資型及び購入型クラウドファンディング※１の活
用を支援します。
具体的には、地域資源や独創的な技術・アイデアなどを生かした県内事業者の商品開発
や新事業展開、事業拡大等のうち、福島県の復興・創生に資する取組を発掘・選定し、ク
ラウドファンドを組成して広く県内外に情報発信することにより、取組の認知度向上と応
援者づくりを促進しつつ、資金調達を支援するものです。
※１ クラウドファンディング
事業者等が、ビジネスプロジェクトやアイデアをインターネット上のマッチングサイ
トに提示し、不特定多数の投資家から小口出資を募る仕組みであり、資金調達以外にも、
マーケティングやＰＲ、ファンづくりの手法としても用いられています。
① 投資型： 投資家が投資に応じて、分配金と場合により特典を得ることができるもの。
② 購入型： 投資家が出資に応じて、金銭以外のリターン（特典）を得ることがきるもの。

２

実施主体
福島県、ミュージックセキュリティーズ株式会社（本事業の受託事業者）

３ 応募区分・応募資格
（１）投資型クラウドファンディング
福島県内に主たる事業所を有する中小企業者・小規模企業者※２であること。
※２ ここで中小企業者とは、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に
規定する者を指し、小規模企業者とは、同法第２条第５項に規定する者を指します。
特定非営利活動法人、ボランティア活動団体、企業組合、協業組合、事業協同組合、
事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会等は対象外です。
（２）購入型クラウドファンディング
福島県内に主たる事業所を有する事業者であること。法人格の有無は問いません。
４ 募集するビジネスプラン
（１）要件
地域資源や独創的な技術・アイデアなどを生かした商品開発や新事業展開、事業拡大
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等に取り組むビジネスプランであって、以下の（ⅰ）～(ⅳ)のすべての要件を満たすも
のが対象です。
（ⅰ）福島県内の地域の特色などを生かした、全国に誇れる魅力ある取組であって、幅広
く応援者（潜在顧客）を獲得し得るものであること。
（ⅱ）クラウドファンディングにより資金調達を図りつつ、応援者とのつながりを広め深
めながら、事業の成長を図るものであること。
（ⅲ）クラウドファンディングによる調達資金の規模が以下の範囲内であって、資金使途
が以下の要件を満たすものであること。
〔資金規模〕
① 投資型クラウドファンディング： 概ね５００万円から３，０００万円
② 購入型クラウドファンディング： 概ね５０万円から２００万円
〔資金使途〕
① 対象経費
ビジネスプランの実施に要する設備投資（不動産取得は含まない）や売上原価
（原材料費、外注費、人件費、光熱水費、等）、販管費（販売手数料、広告宣伝
費、人件費等）等であって、ビジネスプランの実施により新たに発生する費用で
あること。
② 費用充当割合
ビジネスプランの実施に要する費用総額のうち、調達資金の充当割合が１０分
の１以上かつ１０分の１０以下であること。なお、申請するビジネスプラン以外
の事業には充当できません。
（ⅳ）原則として採択年月日以降に着手するものであって、事業計画期間が以下の要件を
満たすものであること。
① 投資型クラウドファンディング
事業開始から５年程度に終了すること。（ビジネスプランの実施費用として使用
した調達資金を５年以内に回収し、出資者への分配を終了する計画であること。た
だし、出資者への分配が終了した後の事業継続は構いません。）
② 購入型クラウドファンディング
資金募集完了時点から６ヶ月以内に出資者へのリターン（特典）の商品やサービ
スの発送が完了すること。
（２）ビジネスプランのブラッシュアップ支援
ビジネスプランは、多くの人が応援したくなるような取組であるとともに、取組の実
現可能性が申請者の経営状況や収支計画等から正しく判断できる必要があります。
福島県よろず支援拠点や県内に本店・支店を有する金融機関等では、事業者のアイデ
アの具体化や事業戦略・資金計画の立案などの相談に応じていますので、事前に各機関
にお問い合わせの上、御活用ください。
５ 選定審査
（１）審査項目
① 次のいずれかに該当し、福島県の復興・創生に資する取組であるか。
・ 福島県が指定する地域産業資源又はこれに準ずる地域ならではの資源、及び地域
の特色を活用していること。
・ 地域の実情を踏まえた課題の解決に資すること。
・ 伝統的又は独創的・創造的な技術やアイデアを生かしていること。
② 応援者（潜在顧客）の開拓・形成が事業の成長に重要であるか。
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③ 県内外から賛同や共感を得るストーリー性や訴求力のある取組であるか。
④ 資金使途が明確であり、収支計画を含め事業計画の実現可能性が高い取組であるか。
（２）審査方法
応募に応じて随時以下の順に審査します。
① 福島県及び受託事業者によるビジネスプランの書面審査
② 書面審査通過者への受託事業者によるビジネスプランの適正評価調査※３、※４
③ 受託事業者によるビジネスプランに関するヒアリング※３
④ 福島県及び受託事業者によるビジネスプランの最終審査※３
※３ 投資型クラウドファンディングの場合にのみ実施
※４ 申請者には、別途受託事業者との間で業務提携基本合意書及び業務委託個別契約
書を締結していただきます。また、別途お知らせする期限までに事業計画書を作成
の上、受託事業者の指示に従って財務内容などの調査（調査費用負担なし）を受け
ていただきます。
（３）審査結果の通知
審査終了後、福島県から速やかに採否結果をお知らせします。ただし、審査の経過や
内容等についての問い合わせには応じられません。
６ 採択予定数
（１）投資型クラウドファンディング
５件程度
（２）購入型クラウドファンディング
５件程度
７ 採択後の手続き
（１）投資型クラウドファンディング
① 投資型クラウドファンド募集Ｗｅｂページの作成
受託事業者が、ビジネスプランの魅力を紹介するのに必要なインタビューを行い、
投資型クラウドファンドの募集用原稿（必要に応じて写真撮影）やＷｅｂページの作
成等を行います。
② 確認書の合意
採択者と受託事業者との間で、投資型クラウドファンドに係る確認書（資金調達規
模、一口の投資金額、出資者特典、分配財源の基礎となる売上げの範囲など、採択者
が投資家と締結する匿名組合契約書及び匿名組合契約説明書の内容についての合意
書）に合意いただきます。これら契約手続き等の詳細については、別途受託事業者か
ら採択者に説明します。
③ 募集受付開始
投資型クラウドファンドの募集を受託事業者が開始します。その際、各クラウドフ
ァンドを特設Ｗｅｂページにまとめ、福島県のプロジェクトとして魅力や進捗状況等
を一体的に広く県内外に発信します。
④ 運営開始
募集完了後、調達資金が受託事業者から採択者に送金され、投資型クラウドファン
ドの運営が開始します。また、一定期間後、採択者が投資家に分配する場合には、投
資家への個別送金を受託事業者が代行します。
〔参考〕 調達資金の会計処理の概略
調達資金の会計処理については、受託事業者の指導・助言に基づき、採択者が実
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施することになりますが、概略は以下のとおりです。
・ 調達資金は貸借対照表の資産項目に流動資産として計上し、同時に、負債項目
として同額を匿名組合預り金として計上します。
・ 匿名組合預り金は、クラウドファンド組成時に契約書により出資者に約した事
業売上の一定割合を、約した時期に分配します。
・ 分配の時期は、原則、クラウドファンド組成期間中の事業年度毎に、当該年度
の売上に応じて分配します。

⑤ 監査
投資家への分配金を計算するための売上金額及び投資型クラウドファンドの募集時
に明記した資金使途通りに資金が使われたこと及びファンド対象事業より発生した売
上について、受託事業者が任意監査を行い、採択者に代わって投資家への報告書を作
成し、Ｗｅｂサイトを通じて開示します。
⑥ 事後フォロー
ビジネスプランの実施に当たって、採択者の求めに応じて、福島県よろず支援拠点
等からの専門家の派遣制度等を紹介します。
（２）購入型クラウドファンディング
①
募集受付開始
購入型クラウドファンドの募集を受託事業者が開始します。その際、各クラウドフ
ァンドを特設Ｗｅｂページにまとめ、福島県のプロジェクトとして魅力や進捗状況等
が一体的に広く県内外に発信します。
②
募集終了
募集目標金額に支援金が到達した場合、支援金が受託事業者から採択者に送金され
ます。
③
事後フォロー
ビジネスプランの実施に当たって、採択者の求めに応じて、福島県よろず支援拠点
等からの専門家の派遣制度等を紹介します。
８

採択者の経費負担
投資型又は購入型クラウドファンドの利用にあたり、受託事業者に対して採択者が負担
する経費は下表のとおりです。
（１）投資型クラウドファンディング
費用項目

金額

備考

組成手数料

０千円

投資型クラウドファンドの組成に関する各種
条件の作成、募集用Ｗｅｂページの作成等の
経費

運営手数料

調達額×２％（税別）
／年

事業モニタリング、出資者への情報提供など
の経費

１００千円（税別）※５
／年

投資型クラウドファンドの資金使途、売上金
額などの監査経費
※５ 初年度のみ、資金使途と売上金額の両
方を監査するため１５０千円（税別）にな
ります。

監査手数料

上記以外に、事業終了時の損益が事前の収支シミュレーションの損益分岐点を超える
売上が上がった場合には、受託事業者に対する成功報酬が生じます。成功報酬の額は、
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クラウドファンド設計時に採択者が受託事業者と協議･合意した金額となります。
（２）購入型クラウドファンディング
費用項目
組成手数料

調達目標金額を実績
調達金額が超えた場
合の手数料差額

金額

備考

０千円

購入型クラウドファンドの募集用Ｗｅｂペー
ジ作成等のための環境整備等

（実績調達金額×２０％）
－
（調達目標金額×２０％）

購入型クラウドファンド手数料の差額
目標調達金額とは、募集開始時に採択者が設
定する金額です。募集を実施し、募集期間内
に調達した実績調達金額が目標調達金額を超
えた場合にのみ、購入型クラウドファンドは
成立となり、採択者に送金が行われます。
一般には実績調達金額の２０％ですが、その
うち目標調達金額の２０％（上限５００千円）
分が控除されたものが採択者の負担金額とな
ります。

９ 募集期間・応募方法
（１）募集期間
平成３０年１月９日（火）から平成３０年２月９日（金）
応募に応じて随時審査し、採択予定件数に達し次第、募集を終了します。
（２）申請書類（様式は、福島県産業創出課Ｗｅｂページからダウンロードしてください。）
① 投資型クラウドファンディング
□ 「ふくしま復興・創生ファンド支援事業」申請書（様式１）
□ 投資型クラウドファンディングサービス申込用紙（様式２）
□ 過去３期分の決算書及び内訳書
② 購入型クラウドファンディング
□ 「ふくしま復興・創生ファンド支援事業」申請書（様式１）
□ 購入型クラウドファンディングサービス申込用紙（様式３）
（３）申請書類の提出先
下記の提出先（受託事業者）に郵送又は電子メールで提出してください。
郵送の場合は、封筒の表面に「ふくしま復興・創生ファンド支援事業 申請書在中」
と朱書きしてください。なお、提出された書類は返却しません。
また、電子メールの場合は、申請書類をＰＤＦ形式に変換したものを送付してくださ
い。その際、件名は「ふくしま復興・創生ファンド支援事業 申請書」としてください。
〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－６－１ 大手町ビル３階
ミュージックセキュリティーズ株式会社 証券化事業部 担当：綾木、工藤
電話：０３－５９４８－７３０１ ＦＡＸ：０３－５９４８－７３０２
電子メール：info＠musicsecurities.com

なお、受付時に事業内容の確認等で時間を要する場合や、書類不備により受付できな
い場合などがありますので、事前に上記提出先まで御連絡の上、お申込みください。
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（４）追加書類の提出
投資型クラウドファンディングの場合、書面審査を通過した方には上記資料に加えて
以下の書類を提出いただきますので、あらかじめ御準備をお願いします。
□ 会社パンフレット・会社説明資料
□ 直近１年分の税務申告書（法人税 別表１、２、４、５、７、法人税概況説明書）
□ 直近月の試算表
□ 金融機関からの借入の契約書・返済予定表
□ 代表者のプロフィール（生年月日、現在に至るまでの学歴及び職歴、その他（地域
で歴任している役職等、投資家へ開示して投資型ファンド募集へ繋がりそうな情報））
□ 関係会社がある場合には、直近の決算書
□ 資金繰り表
□ 事業計画書（会社全体のもの）
□ 事業計画書（投資型ファンド対象事業のもの）
□ メインバンクの預金通帳コピー（直近決算日時点、直近の月末時点の２点）
□ 登記簿謄本
１０ 受託事業者について
受託事業者であるミュージックセキュリティーズ株式会社は、金融商品取引法第２８条
第２項に定める第２種金融商品取引業者です。
同社は、福島県との業務委託契約に基づき、ビジネスプランの審査において適正評価調
査※６等を行うとともに、採択者に対してクラウドファンドの組成・運営・広報に関する業
務を行います。
※６ 適正評価調査等については、当該委託契約に基づき福島県の費用負担にて実施され
ますので、事業者に調査費用等の支払い義務は生じません。
１１ 個人情報の管理
申請書類等により福島県及び受託事業者が取得した個人情報については、以下の利用目
的以外に利用することはありません。
・ 本事業における事業計画の審査・選考・事業管理
・ 本事業に係る事務連絡、資料送付、効果分析等
・ 応募情報の統計的な集計・分析、応募者を識別・特定できない形態に加工した統計デ
ータの作成
・ 福島県及び受託事業者が実施する支援事業等の情報提供
1２

企業秘密の保持
申請書類等の取扱いは厳重に行い、企業秘密の保持の観点から申請者の承諾なしには申
請の内容等の公表は行いません。

１３ 留意事項
（１）ビジネスプランの採択結果は、投資型又は購入型クラウドファンドの募集及びファン
ド組成の成功を保証するものではありません。
（２）福島県は、受託事業者と採択者による投資型又は購入型クラウドファンドの組成・募
集・運営結果等について、一切の責任を負いません。
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