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平成２６年（ワ）第２５９号 損害賠償等請求事件  

原 告 對馬 靖人  

被 告 藍澤證券株式会社 外１名  

 

準備書面 (２ ) 
２０１４年１１月１１日  

静岡地方裁判所沼津支部 御中  

 

           原告訴訟代理人弁護士 角 替 清 美 

 

原告の被告ファンドクリエーションの答弁書及び第 1 準備書面に関する

認否反論、及び被告らに対する主な主張は以下の通りである。 

 

第１．原告の主張に対する認否反論について 

１ 「第１ 当事者」について(訴状２頁) 

  被告ファンドクリエーションは、原告主張の第３文 

「被告株式会社ファンドクリエーションは、レジット不動産証券投資

信託の管理会社であるＦＣインベストメント・リミテッド(ケイマン

諸島所在)をはじめとするグループ会社の１００％親会社であり、子

会社の経営管理及びそれに付随する業務を行っている株式会社であ

る。」 

を否認しているが、自身の主張を明らかにしていない。 

そこで、被告ファンドクリエーションは、原告主張事実のどの点が

事実と異なっており、事実は何なのかを具体的に明らかにされたい。 

第４文(調停における和解提示等)については被告藍澤證券に認否を

求める。 
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なお、被告藍澤證券は現時点においても訴状に対する認否をして

いない。被告藍澤證券代理人は事実認否が困難な理由を口頭で述べ

ていたのであるから、被告ファンドクリエーションの第１準備書面

のように、準備書面に理由を具体的に記述してその事実認否を留保

すべきであり、認否を拒否すべきではない。 

本準備書面に述べている通り、原告としては、訴状記載のいずれ

の事実も本件請求原因の判断をするために重要であると考える。そ

こで、訴状記載の事実について、被告藍澤證券がどの様に判断して

いるのか（認否不要と考えるのであればその旨）裁判記録として残

しておくのは重要である。また、被告藍澤證券の認識を明らかにし

ていただければ、原告も指摘事項のそれぞれへの対応ができること

だろう。 

いずれにしても、本事件は、原告が求めても理解可能な回答がほ

とんどなされてこなかった経緯があり、原告は本事件の全容を把握

することができていないという特徴がある。そのため、断片的な事

実を縷々として訴状に書き留めているとみなされるような部分があ

るかもしれない。これらの部分については、被告らの認否や求釈明

に対する回答を受けて、原告としても的確な主張をしていきたいと

希望している。 

２ 「第２ 原告及び被告藍澤證券の取引」について(訴状２頁以下) 

当該箇所については、被告藍澤證券が主な当事者であるから、被告

藍澤證券に認否を求める。被告ファンドクリエーションの認否につい

ては、以下の通りである。 

  (1) ２(3)について(訴状５頁) 

交付目論見書３頁の記載が、「不動産収入」ではなく「不動産収

益」となっている点は認めて、訂正する。 
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(2) ２(4)について(訴状５頁以下) 

 当該部分には、「基準価額、純資産総額（純資産）および直接還

元法」についての原告の認識・説明が述べられているのは、被告フ

ァンドクリエーションの述べるとおりである。もっとも、これらの

用語や仕組み等について裁判上共通の認識を持つことは、本件事案

において重要であるから、原告の説明について金融の専門家である

被告ファンドクリエーションの理解を明らかにされたい。 

本訴訟は、被告らが示してきた金額（レジットの基準価額および

分配金の金額）が目論見書およびマンスリーレポートの情報などを

基にして原告が計算したものとあまりにもかけ離れているために提

起されたものである。したがって、目論見書に記述されている経理

の仕組みに従った原告および被告の計算結果についての検証をする

ことが必要なのであるから、まずは、目論見書に記述されている経

理の仕組みに関する原告および被告の解釈が一致しているかどうか

を確認することが重要なのである。 

なお、原告の解釈は、訴状のこの第２. ２ (４) の部分に例をあ

げて記述したとおりである。被告ファンドクリエーションにおいて、

この解釈に不一致点がないか認否を求める。 

  もしも、不一致点があれば、被告の解釈について例をあげて説明

することを求める。そして、レジットの実際のデータを用いて、被

告のその解釈に従って計算した結果が毎月のマンスリーレポートに

報告された基準価額および分配金の金額に一致することを示してい

ただきたい。これは、訴状の「第９ 求釈明」で求めていることでも

ある。 

 なお、この部分の 終パラグラフ 

「なお、被告の資料では、純資産総額を純資産または純資産価格と
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呼び、基準価額を純資産価額と呼ぶことがある。「純資産」は広く使

われる用語だが、「純資産価格」および「純資産価額」はレジット以

外ではほとんど使われない紛らわしい用語であり、被告の資料の中

では混乱があるようなので注意が必要である。」  

については、目論見書などで使われている用語の定義に関する混

乱を指摘したものなので、上述の理由とは別に、被告ファンドクリ

エーションに認否を求める。 

 

  (3) ３について(訴状９頁) 

 被告ファンドクリエーションが、原告の主張「(レジットにおいて

は)投資家の購入時期によって基準価額等の算出方法について異な

る扱いがされるものではない」、「不動産の評価額の算定法は平成

１７年から変わりはなかった」を認めている点は、本件において重

要であるから特筆する。なぜなら、被告ファンドクリエーションの

主張によっても、本件原告が２回目及び３回目に購入したレジット

の基準価額等の算出方法等を含む約定が１回目購入の際の約定と同

じだったことになるからである。 

   

３ 「第３ レジットの概要等」について(訴状１１頁以下) 

  (1) １について 

 被告ファンドクリエーションは、原告の「本件レジットは不動産

の投資信託である。」との主張を否認している。しかし、原告の当

該主張は、レジットの投資対象が不動産であるという意味である。

そこで、この点について、被告ファンドクリエーションの認否を明

らかにされたい。なお、否認するのであれば理由を述べられたい。 
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４ 「第４ 突然の評価方法変更」について 

 (1) １～３について(訴状１３頁以下) 

被告ファンドクリエーションと原告の間では、①レジットが平成

２０年１１月２８日に突然一方的に純資産価格の決定の停止を行い、

その後、評価方法を変えたため純資産価格がそれまでの価格から７

０パーセントも減額された事実、②これにより、レジットを保有し

ている投資家の総資産価値は合計２５０億円ほど減少し、そこに含

まれる原告保有のレジットの資産価値は約８７０万円減少した事実

について争いがない。この点は本件において特筆すべき事実である。 

原告は、まさに当該減額の事実を問題にして本件訴訟を提起手し

ているのであるが、被告らからは、未だに減額についての具体的な

理由や、具体的な計算内容の変更についての説明を受けていない。

訴状第９の求釈明は、本件減額の事実に関するものであり、本件に

必要不可欠であることを付言する。 

 

  (2) ４について(訴状１５頁) 

  被告ファンドクリエーションは、原告の主張「かかる大きな資産

価値の減少が発生した理由について、被告は、評価方法の変更とい

う人為的な操作の結果であると説明している。」の「被告」がいず

れか不明なので認否を留保すると述べる。「被告」とは、被告ファ

ンドクリエーションのことである。被告ファンドクリエーションの

取締役宮本は、平成２４年８月の第２回の説明会において、評価方

法の変更だけでなく、評価会社も変更することで資産価値が減少し

たと述べたことを根拠とする主張である。 

なお、原告と被告ファンドクリエーションでは、「不動産の価値

を評価する方法には数種類の手法があり、採用する評価方法の違い
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によって不動産の評価額は異なるものになる。このために、不動産

は一物多価であるといわれている。評価方法として何を採用するの

かという目論見書の記述は重要である」という点について争いがな

いが、これも本件において、重要な事実である。なぜなら、本件は

まさに、資産評価が目論見書の記載通りに行われていないという点

が問題だからである。 

もっとも、被告ファンドクリエーションは、上記に続く「その記

述に忠実に従った運用が求められる。」との原告の主張を否認して

いる。原告は、管理会社は、金融商品取引法１３条１項・１５条２

項・１７除・１８条等に基づき目論見書の記述に従った運用をする

法律上の義務があると主張しているのである。義務があるからこそ

法律上の罰則もある。被告ファンドクリエーションも、「債務不履

行責任」(訴状第８)の認否においては、管理会社が目論見書の記述

に従う義務を認めているのであるから、当該部分について否認して

いる被告の主張は誤りである。 

 

５ 「第５ 分配金の不可解な減額」について(訴状１６頁以下) 

  (1） １について 

 被告ファンドクリエーションは、原告の「レジットは、平成２０

年１０月まで一口当たり分配金予定額が１か月４５円であり、実際

に予定額どおりの分配金の支払いを維持できていた。」との主張を

否認しているが、原告の主張がどの様に事実と異なるのか、被告フ

ァンドクリエーションの主張を明らかにされたい。 

なお、被告ファンドクリエーションと原告は、①平成２０(２００

８)年１１月の分配金が支払われなかった事実、②同年１２月からは

それまでの４５円から突然１か月３０円まで減額された事実、③そ
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の後さらに分配金の減額が進み、平成２４年３月からは１か月１０

円に減額された事実について争いがない。この点は、事実として重

要であるから、特筆すべきである。 

原告は、まさに当該分配金減額の事実も問題にして本件訴訟を提

起しているのであるが、被告からは、分配金減額についての具体的

な理由や、具体的な計算内容の変更についての説明を受けていない。

訴状第９の求釈明は、分配金減額の事実にも関係するものであり、

本件に必要不可欠であるとともに原告の損害賠償請求の追加にも影

響があるため、速やかに回答されるよう求める。 

 

(2） ２について(訴状１６頁) 

 原告の主張は、要するに、上記の様（1）のような分配金の支払い

は「レジットについては目論見書の記述に従った分配金の支払いで

はないので債務不履行若しくは不法行為である。」というものであ

る。この点についての、被告ファンドクリエーションの主張を求め

る。 

  (3） ５について(訴状１９頁) 

  原告と被告ファンドクリエーションの間では、 

①平成２０(２００８)年１２月に発生した４５円から３０円への

初の減額に関しては、その原因が何も説明されていない事実、 

②平成２４（２０１２）年３月に発生した３０円から１０円への２

回目の減額に関しては、同年３月のマンスリーレポート(同年４月

１６日発行) に、４頁にわたる説明（甲１９) がある事実、 

③平成２３(２０１１)年９月から平成２４(２０１２)年２月までの

各マンスリーレポートには、「収益分配金に関する留意事項」と

いうタイトルの１頁の説明が追加され、そこでは、分配金と基準
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価額の値動きがどう関係するのかを解説している事実、 

について争いがない。ただし、上記②の分配金の減額に関しては、

①と同様に減額の原因に関する説明がない。 

この様に、分配金について著しい減額があり、原告の権利に重大

な影響を与えているのもかかわらず、被告ファンドクリエーション

も、「１０分の３にも及ぶ賃料収入の減少も入居率の減少も報告さ

れていなし、著しい費用の増加も報告されていない事実」は争って

いない。しかし、本来、賃料収入に変化が無ければ配当に著しい変

化はないはずである。にもかかわらず、本件においてはないはずの

事態が起きているのであるから、目論見書通りに計算されているは

ずであるにもかかわらずかかる事態が生じていることを被告らは反

証するべきである。そのために、訴状第９の求釈明は必要不可欠で

あり、原告は被告らに速やかな回答を求める。 

なお、「そして、実質的な分配金の減少の原因についての説明を

被告に求めても、合理的な説明はなされていない」（21 頁）の被告

とは、被告ファンドクリエーション及び被告藍澤證券を指す。具体

的には、被告ファンドクリエーションの宮本取締役と、被告藍澤証

券の有泉部長、喜多支店長等である。 

 

６ 「第６ 交渉経緯等」について(訴状２１頁以下) 

  (1） １について(訴状２１頁以下) 

 この点は、藍澤證券に認否を求める。 

  (2） ２について(訴状２２頁以下) 

 被告ファンドクリエーションは、「レジットは銀行などからかな

りの借金をしているようであり」という点を否認し、「本件第１事

件の直前の借入比率は５０％ほどであったようである。」との主張



9 
 

を不知としている。しかし、被告ファンドクリエーションは、レジ

ットの投資を決定している唯一の投資アドバイザーである(甲２の

１の２８頁以下)。レジットの借入比率を知らないはずはない。実際

に、原告も被告ファンドクリエーションの宮本氏から２００５年５

月以降のレジットの借入比率表を受け取っている(甲２３)。被告フ

ァンドクリエーションが、なぜこれを認めないのか不明であるが、

いずれにしろ、レジットの借り入れの有無やその比率を、根拠試料

を示して明らかにされたい。この点は、訴状第９の求釈明において

原告が求めている点でもある。目論見書違反があるか否かの問題で

あり、重要な争点である。 

 また、被告ファンドクリエーションは、「（第 1 事件が表面化す

る前は、マンスリーレポートではファンドの借入比率が明らかにさ

れなかったが、本件第１事件が表面化した後の平成２０（２００８）

年１２月のマンスリーレポートからはこれが記載されるようになり、

同月３０日時点のファンド借入比率は７７．５％であった(甲１１，

１２)。」点を認めている。被告ファンドクリエーションは、この様

に本件一連の事件の後に借入比率を記載するようになった理由を明

らかにされたい。 

また、被告ファンドクリエーションは、「このような借り入れ状

況は明らかに目論見書の規定に反するものである。」との主張を否

認しているが、目論見書には「②借り入れの制限 ファンドは、純

資産の１０％の範囲内でのみ借り入れを行うことができます。」と

ある(甲２の１の３０頁)。本件レジットの借り入れが目論見書の規

定に反するのは明らかである。 

 

  （3） ７について(訴状２６頁以下) 
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原告及び被告ファンドクリエーションは、①ファンドクリエーシ

ョンの宮本取締役による説明会が設けられた点、②訴外宮本がよど

みなく説明を続けた点について争いがない。 

なお、被告ファンドクリエーションは、訴外宮本氏が管理会社を

代表していないなどと主張する。しかし、宮本氏は、原告と同人ら

との１回目の説明会の後に、原告が「管理会社への質問を以下にま

とめましたので、この文書を事前にお渡しいただくようにお願いし

ます。」と記述して被告藍澤證券の担当者に送付した質問状(甲２２)

を被告藍澤證券から受け取って、第２回の説明会に出席して説明を

しているのである。被告ファンドクリエーションの宮本取締役が管

理会社を代表していたのは事実である。 

 

（4） ８について(訴状２７頁以下) 

 原告及び被告ファンドクリエーションは、①第２回目の説明会 

(平成２４年８月) が開催されたこと、②出席者は、訴外宮本・石川

営業管理部長（訴外有泉の後任)・谷澤営業管理課長・訴外喜多・及

び原告であったこと、③原告が２０項目ほどの質問事項一覧を事前

に知らせておいたこと、④説明会は、これらの個々の質問に答えて

もらう形で行われたこと、⑤説明会が６時間ほど続いたこと、⑥訴

外宮本が「目論見書は投資信託への勧誘のための資料ですから目論

見書の内容は変更されることがあります」と述べたこと、について

争いがない。したがって、説明会の内容として客観的事実は、ほぼ

争いはない。 

 なお、訴外宮本が法律上も非常に重要視されている目論見書につ

いて⑤の様な主張をしたのは非常識であり、原告は非常に驚いたも

のである。 
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（5） １１について(訴状２９頁以下) 

原告及び被告ファンドクリエーションは、「平成２０(２００８)

年１２月発行の目論見書(訂正事項分) には、「多額の買戻し請求

が行われた場合などの合理的な理由がある場合は、不動産の鑑定評

価は、早期売却を前提として算出された評価額となる場合がありま

す」と追加されている（甲１８)。」事実について争いがない。 

この様に、本件一連の事件発生後に目論見書を訂正した理由、及

びこのように市場の相場に直結しない基準価額の変動を発生させる

後付の変更の正当性に関する説明をされたい。 

なお、「これは、被告側が、以前の目論見書に早期売却を前提と

する評価額に関する記述をしていなかったことを暗に認めるもので

ある。」の「被告側」とは、被告ファンドクリエーションと被告藍

澤證券の双方を指す。 

 

７ 「第７ 被告藍澤證券の責任」について(訴状２９頁以下) 

同項は、被告藍澤證券の責任についての主張であるから、被告藍澤

證券の認否を待つ。   

 

８ 「第８ 被告ファンドクリエーションの責任」について(訴状３５ 

頁以下) 

  （1） １について 

 被告ファンドクリエーションは、「レジットは、レジット・アル

ファ・インク(以下「レジット・アルファ」という)の発行する社債

のみに投資している」点を否認するが、レジットがレジット・アル

ファ以外の社債に投資しているとすれば、何に投資しているのか、
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明らかにされたい。 

更に、被告ファンドクリエーションは、「被告ファンドクリエー

ションがレジット・アルファの投資等の決定をしている(交付目論

見書２９頁等)。」点を否認するが、交付目論見書の記載「レジット・

アルファは、株式会社ファンドクリエーションを投資アドバイザー

として任命しています」「株式会社ファンドクリエーションは、こ

れらの調査等を総合的に勘案して、投資アドバイスとして決定し、

その決定内容を、レジット・アルファ東京支店に報告します」とは、

どのような趣旨であるのか、明らかにされたい。 

  （2） ２について(訴状３５頁) 

  原告と被告ファンドクリエーションには、①ＦＣインベストメン

ト(管理会社)は、レジットについて、受益者に対して目論見書に記

載されている通りに管理する義務を負うこと、②本件においては、

形式的受益者は被告藍澤證券であるが、実質的受益者が原告である

ことは目論見書にもはっきりと記載されていることについて争いが

ない。この点は、特筆すべき事実である。被告ファンドクリエーシ

ョンは、第１の４において、管理会社が目論見書の「記述に忠実に

従った運用が求められる」点について否認しているが、上記①にお

いては、これを認めているのであるから、本件においてはこの点に

争いはない。 

  （3） ３について(訴状３６頁) 

  被告は、「金融商品取引法第１８条２項は、目論見書の内の「重

要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若

しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けて

いる場合」は、その目論見書を作成した発行者は、「当該有価証券

を当該募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて取得した
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者に対して」損害賠償の責めに任ずる、と規定している。」ことを

認めている。 

 一方で、本件レジットの目論見書に記載されている基準価額の算

出方法・借入金の割合の制限、分配方法が虚偽の記載等に当たるこ

とを否認している。そこで、被告ファンドクリエーションが、評価

方法の齟齬・借入金比率の齟齬・分配金計算方法の齟齬については

どのように主張するのか明らかにされたい。 

  なお、原告と被告ファンドクリエーションは、本件第１事件に関

する損害賠償価格の算出方法および金額について争いがない。ちな

みに、本件第２事件に関する損害賠償請求は、被告らの釈明を待っ

て請求する予定である。 

 

第２ 原告の主張 

１ 求釈明 

原告は、訴状において以下の求釈明をしているが、被告らは未だに

かかる求釈明に回答していない。したがって、原告はまだ本件第２事

件に関する損害賠償請求をすることができない。 

本件においては、純資産価格の計算方法まで示した目論見書が存在

し、被告らによれば平成２０年１１月までは当該目論見書に従った運

用がされていたはずであるところ、平成２０年１２月になって突然、

純資産価格が７０パーセントも減額され、一方で、資産や運用内容に

ついての変動は一切報告されていないのである。そうであるとすれば、

レジットについては、目論見書の計算方法に従った運用が突如として

されなくなった、と考えるのが常識的である。 

したがって、本件においては、被告らは、自身の正当性(目論見書に

従った運用をしていたのであるとの事実)を反証するためにも、原告の



14 
 

求釈明の事実に回答する必要があるはずである。しかも、既に述べた

とおり、そもそも原告には約１２５０万円もの金員を投資する実質的

受益者として求釈明に応じてもらう権利があるはずである。なお、念

のため述べると、請求目論見書においては、「実質上の受益者は(略)

販売会社をして自己に代わって受益権を行使させることができます。」

(甲２の１，１３頁)と記載されており、原告が被告藍澤證券をして開

示請求権等を行使できることが記載されている。 

よって、被告らにおいては、速やかに下記事実について釈明された

い。 

 

① 本件事件の発生前の各月の「借入比率」及び「稼働率」。 

② 平成１５（２００３）年１１月から平成２６（２０１４）年３月ま

での各月の 

・「純資産の内訳」収益源物件の不動産、J-REIT、現金などのそれぞ

れの評価額 

・収益物件の評価額を求めるために用いた「収益還元率」の値 

・「各月の費用の額とその内訳」信託報酬、借入金の利息、租税など

のそれぞれの額 

・「各月の収益 (損失) の額とその内訳」収益源物件の不動産からの

収益、減価償却の戻し、J-REI からの収益 (損失) などのそれぞれ

の額 

  ・ 収益源物件への不動産の組み込み時には、その購入価格とその評

価手法(直接還元法、DCF 法、原価法、取引事例比較法などの手法)、

及び、売却時には、その売却価格とその評価手法 

 

２ 原告の責任追及について 
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 被告ファンドクリエーションは、原告が「登録名義人」ではなく「実

質的受益者」であるから、レジットの管理会社に直接損害賠償請求が

できないとの主張をしている（答弁書）。しかしながら、原告は、管

理会社の提供する権利を得るために実際に債務の全てを負担している

受益者であり、当に管理会社の債権者である。当該管理会社が目論見

書に違反したことによる損害賠償請求や、不法行為に基づく損害賠償

請求をすることができるのは、当然である。 

 この点については、被告藍澤證券自身が調停の際の答弁書において

主張している通りである。 

 

３ 被告ファンドクリエーションの責任について 

管理会社とされるＦＣインベストメント・リミテッドは、単に被告

ファンドクリエーションの１００％子会社というだけではなく、以下

の状況から言えば、その実体は法人としての人格を持たないものであ

り、原告は被告ファンドクリエーションに対して直接に権利を行使で

きる。 

① ＦＣインベストメントは、単に税法上の便宜のためにいわゆるタッ

クスヘブンのケイマン諸島に作られた法人である。 

② ＦＣインベストメントの本店の所在地は私書箱であり、常時稼働し

ている事業所もなく、従業員も雇用していないペーパーカンパニーで

ある(甲２の１)。 

③ 目論見書においても、ＦＣインベストメントの行う実質的な実施的

業務は記載されていない。 

④ 上記に述べたとおり、原告が被告藍澤證券「管理会社」からの説明

を求めたところ、被告ファンドクリエーション自身が、管理会社の代

表として自身の取締役宮本を原告に対する説明会に出席させている。 
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⑤ 被告ファンドクリエーションは、投資方針の策定、資産の評価、フ

ァンドのリスク管理など実施的な管理業務を全て行っている。この点、

交付目論見書においても「ファンドの運用権限は、第１次的には、管

理会社に帰属していますが、ファンドはその資産の大部分を本件社債

に投資している為、本件社債の発行会社であるレジット・アルファに

よる発行手取り金の投資方法が管理会社による運用以上に重要となっ

ています。この点、レジット・アルファは、株式会社ファンドクリエ

ーションを投資アドバイザーとして任命しており、株式会社ファンド

クリエーションは、(略)アドバイスを行いますので、株式会社ファン

ドクリエーションの提供する助言の内容・質が、ファンドの収益につ

き大きな影響を与えることになることに留意する必要があります。」

(甲２の１，３２頁)との記載がなされており、被告ファンドクリエー

ションが管理会社であるＦＣインベストメント以上に大きな影響を与

えることを明らかにしている。 

⑥ 交付目論見書の２８，２９頁には投資のしくみが記載されているが、

ＦＣインベストメントの業務はほとんど記載されておらず、同社の１

００％親会社である被告ファンドクリエーションがレジットの投資す

る社債発行会社(レジット・アルファ・インク)の投資を決定するとさ

れており、この点からもＦＣインベストメントには法人としての実体

がないことが明らかである。 

以上 


