別紙様式第二十一号の三（第二百四十六条の五関係）
（日本産業規格А４）
第 2 期説明書類

2021 年 1 月 1 日から
2021 年 12 月 31 日まで

2022年
3月
31日
商号又は名称
ACA Japan Innovation Management II Ltd
住所又は所在地 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Island
氏名
Director, Akihiro Azuma
（法人にあっては、代表者の役職氏名）
（注意事項）
氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する欄に括弧書で併せて記載することがで
きる。
１ 業務の状況
⑴ 届出年月日
① 法第63条第２項又は第63条の３第１項の届出
29 June 2020
② 証券取引法等の一部を改正する法律 （平成18年法律第65号）附則第48条第２項、第４項又
は第６項の届出
Not Applicable
⑵ 行っている業務の種類
Special Business Activities for Qualified Institutional Investors, etc. (Private placement and
management)
⑶ 当期の業務概要
The company only manages the fund that was the subject of the notification (only one fund) and has
engaged in investment scrutiny, completed the 1st closing and executed the investment in the first
half of the year. Further investment scrutiny is carried out when making additional investments in the
portfolio, completed 2nd closing and executed additional investment in the scond half of the year.
⑷ 役員及び使用人の状況
① 役員及び使用人の総数
役 員
総 数

2名

うち非常勤
2名

使 用 人

計
0名

② 役員の状況
役 職 名

氏 名 又 は 名 称

Director

Akihiro Azuma

Director

Hiroyuki Ono

2名

③ 役員の業績連動報酬の状況
役員の業績連動報酬の状況
Not Applicable

⑸ 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況
名 称

Principal
Office

役員及び使用人

Business 8 Temasek Boulevard #34-02 Suntec
Tower Three Singapore 038988

2名

Office PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

0名

Registered
Address
計

所 在 地

2 店

計

2 名

⑹ 外部監査の状況
公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
Ernst & Young LLP

監 査 の 内 容
Statutory audit. The audit has not been completed
for the current financial year, but the assessment
is that the information was properly presented for
the last financial year.

（注意事項）
１ 業務の状況
⑵ 行っている業務の種類
当期末現在において行っている業務について、法第63条第１項第１号に掲げる行為に
係る業務を行っている場合は「私募」と、同項第２号に掲げる行為に係る業務を行って
いる場合は「運用」と記載し、同条第９項に規定する適格機関投資家等特例業務のうち
投資家の保護を図ることが特に必要なものとして令第17条の13の２に規定する業務を行
う場合はその旨を、他に行っている事業がある場合は当該事業の種類を記載すること。
なお、当期中において変更があった場合には、その旨を注記すること。
⑶ 当期の業務概要
当期における事業活動に関する概況、事業成績の概況その他営業成績に影響を及ぼした
重要事項の概要を記載すること。
⑷ 役員及び使用人の状況
① 役員及び使用人の総数
当期末現在における役員及び使用人（適格機関投資家等特例業務に従事する役員及び
使用人に限る。②において同じ。）について記載すること。
② 役員の状況
当期末現在における役員ごとに表を作成して記載すること。ただし、外国法人にあっ

ては、国内における代表者（法第63条第７項第１号ニに規定する者をいう。）につい
て記載する必要はない。
③ 役員の業績連動報酬の状況
役員の報酬等（報酬、賞与その他その職務執行の対価としてその会社から受ける財産
上の利益であって、直近事業年度に係るもの及び直近事業年度において受け、又は受け
る見込みの額が明らかとなったもの（直近事業年度前のいずれかの事業年度に係る事業
報告書に記載したものを除く。）をいう。以下③において同じ。）に業績連動報酬（そ
の運用財産の運用として行った取引により生ずる利益に関する指標を基礎として算定さ
れる報酬等をいう。以下③において同じ。）が含まれる場合においては、以下を記載す
ること。
イ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針を定めて
いるときは、当該方針の内容を記載すること。
ロ 当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額
の決定方法を記載すること。
ハ 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）、監査等委員（社外取締役を除
く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役及び社外役員の区分ごとに、業績連動
報酬の総額及び役員報酬に占める比率並びに対象となる役員の員数を記載すること。
ニ 直近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について記載す
ること。また、当該報酬等の全部又は一部が非金銭報酬等であるときは、その内容を記
載すること。
⑸ 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況
当期末現在における主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業
所又は事務所（以下⑸において「営業所等」という。）について記載すること。なお、
当期中において、営業所等の設置若しくは廃止があった場合又は営業所等の名称若しく
は所在地に変更があった場合には、その旨を注記すること。
⑹ 外部監査の状況
財務諸表について、公認会計士又は監査法人による外部監査を、年１回以上の頻度で
受けている場合に記載すること。
「監査の内容」の欄には、当該外部監査の内容について、法定監査又は任意監査の別
及び結果の概要を具体的かつ簡潔に記載すること。
⑺ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）
出資対象事業持分の ACA Japan Innovation II LP
名称
Investment projects in Japanese company primarily engaged in the
出資対象事業の内容
development, operation of smartphone app and internet services.
出資対象事業持分の Rights based on laws and regulations of a foreign state
種別
出資金払込口座の所 Japan, Singapore, Overseas
在地
After receiving capital contributions, the general partner manages and
operates investment payments, partnership fees and distributions
資金の流れ
mainly through the bank's website. The payment applicant, approver
and accountant are separated for mutual checks. (Bank refers to
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Hibiya Branch).
存続期間
6/29/2020 - On-going
出資者の状況
出資者の区分
出資者数

適格機関投資家
うち個人
適格機関投資家以外の者
うち個人
合 計
出資額
適格機関投資家の出
資額及び出資割合
出資割合

3名
名
40 名
31 名
43 名
510,000,000 円
11.11％

第 233 条の３各号に掲げる者の
有無

第 233 条の３各号に
公認会計士又は監査
掲げる者を相手方と
監査の状
法人の氏名又は名称
する場合
況
監査の内容

（注意事項）
１ 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券について、出資対象事業持分ごと
に表を作成して記載すること。ただし、出資者が特定投資家のみである同項第５号又は第６
号に係るみなし有価証券については、「出資対象事業持分の名称」、「出資対象事業持分の
種別」及び「出資者の状況」の欄を記載すれば足りる。
当期において私募の実績がなくとも、過去に私募を行った同項第５号又は第６号に係るみ
なし有価証券で、存続期間の終期が当期以降に設定されているものについては、当該みなし
有価証券についても記載すること。
２ 本表は当期末を基準時として作成すること。ファンド（法第２条第２項第５号又は第６号
に係るみなし有価証券を有する者から出資又は拠出を受けた資産をいう。６において同じ。）
の計算期間と適格機関投資家等特例業務の届出を行った者の事業年度が異なる場合には、当
期末以前の直近の計算期間末を基準時として記載すること。
３ 「出資対象事業の内容」の欄には、出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて行う
事業の内容を具体的に記載すること。
４ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、「投
資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、「外国の
法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。また、「その他の権
利」にあっては、具体的にその内容を記載すること。なお、「外国の法令に基づく権利」に
あっては、その準拠法の名称及び主な内容を記載すること。
５ 「出資金払込口座の所在地」の欄には、顧客が出資金を払い込む口座の所在する国又は地
域の名称を記載すること。
６ 「資金の流れ」の欄には、ファンドに係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う
者の商号又は名称及び役割を記載すること。
７ 「適格機関投資家の出資額及び出資割合」の「出資割合」の欄には、総出資額に占める適
格機関投資家の出資額の割合を記載すること。
８ 「第 233 条の３各号に掲げる者の有無」の欄には、第 233 条の３各号に掲げる者を相手
方として当該出資対象事業持分の私募を行った場合又は第 233 条の３各号に掲げる者から出
資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行っている場合に「有」と記載し、それ
以外の場合は「無」と記載すること。
９ 「監査の内容」の欄には、外部監査の内容について、法定監査又は任意監査の別及び結果
の概要を具体的かつ簡潔に記載すること。

10 本表について、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、誤解を生じさせな
い範囲内において、これに準じて記載することができる。

(7－2) ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）
出資対象事業持分の
名称
出資対象事業の内容
出資対象事業持分の
種別
出資金払込口座の所
在地
資金の流れ
存続期間
出資者の区分

出資者の状況

出資者数

適格機関投資家

名

うち個人

名

適格機関投資家以外の者

名

うち個人

名

合 計
適格機関投資家の出 出資額
資額及び出資割合
出資割合

名
円
％

第 233 条の３各号に掲げる者の
有無

第 233 条の３各号に
掲げる者を相手方と 監 査 公認会計士又は監査法人
する場合
の 状 の氏名又は名称
況
監査の内容
（注意事項）
⑺の注意事項に準じて記載すること。
２ 経理の状況
貸借対照表、損益計算書を作成することとする。
届出者が会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社以外の法人である場合
には損益計算書の作成を要しないが、貸借対照表において当期純損益を記載すること。
届出者が法人格なき組合等を構成する者として届出を行った者である場合には、当該組合等の
貸借対照表、損益計算書を作成すること。ただし、最終事業年度に係る貸借対照表に出資金等と
して計上した額が５億円以上である組合等又は負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であ
る組合等以外の組合等である場合には、損益計算書の作成を要しないが、貸借対照表において当
期純損益を記載すること。
届出者が個人である場合には、貸借対照表、損益計算書の作成を要しない。

