
2022 年 10 月 1日  

お客様各位  

株式会社 M&A クラウド 

MAC 事業本部  

規約改定及び新設に関するお知らせ 

 

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

この度、弊社は 2022 年 10 月 1 日付で以下の規約を改定及び新設いたしました。 

改定 利用規約（買い手企業向け）、掲載特約利用規約 

プライバシーポリシー及び Cookie ガイドライン 

新設 NDA 利用規約 

 

現在【M&A クラウド】をご利用中の買い手の企業様におかれましては、2022 年 10 月 1 

日 より本改定後の利用規約が適用されます。また、特約利用規約を締結されております買

い手の企業様におかれましては、併せて 2022 年 10 月 1 日より本改定後の特約利用規約

が適用されます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。  

 

1. 利用規約（買い手企業向け）の主な改定内容  

(1) オフラインにおける紹介サービスを規約の対象外とする 

(2) 秘密保持に関する規定を削除（別途規約として新設） 

(3) 報酬の算定基準の明確化 

 

2. 掲載特約の主な改定内容 

(1) 報酬の算定方法及び基準時等の明確化 

(2) 特約ユーザーに対する成果物の利用許諾範囲の明確化 

 

3. プライバシーポリシー及び Cookie ガイドラインの改定内容 

(1) プライバシーポリシー 

① 保有個人データ等の開示請求、通知、訂正等に関する規定の整理等 

② その他定義の整理等 

(2) Cookie等の利用に関するガイドライン 

資金調達クラウドのリリースに伴う表現の修正等 

 

4. NDA 利用規約の新設 



当社の秘密保持契約書の内容と整合性を取る趣旨 

 

ご不明な点等ございましたら、以下のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。 

 customer-support@macloud.jp 

 

 

  

mailto:customer-support@macloud.jp


利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

前文 

旧 新 

本利用規約（以下「本規約」といいます。）

には、株式会社 M&A クラウド（以下「当

社」といいます。）の提供する M&Aクラウ

ドサービスのご利用にあたり、登録ユーザ

ー（第 2条に定義します。）の皆様に遵守し

ていただかなければならない事項及び当社

と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関

係が定めております。当該サービスを登録

ユーザーとしてご利用になる方は、本規約

に同意する前に、必ず全文お読み下さいま

すようお願い致します。 

 

本利用規約（以下「本規約」といいます。）

には、株式会社 M&A クラウド（以下「当

社」といいます。）の提供する本サービス（第

2 条に定義します。）のご利用にあたり、登

録ユーザー（第 2条に定義します。）の皆様

に遵守していただかなければならない事項

及び当社と登録ユーザーの皆様との間の権

利義務関係を定めております。当該サービ

スを登録ユーザーとしてご利用になる方

は、本規約に同意する前に、必ず全文お読

み下さいますようお願い致します。 

 



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 1条 適 用 

旧 新 

第1条 適 用 

 

1. 本規約は、本サービス（第 2 条に定義

します。）の利用及び紹介業務等（第 5

条に定義します。）に関する当社と登録

ユーザーとの間の権利義務関係を定め

ることを目的とし、登録ユーザーと当

社の間の本サービスの利用に関わる一

切の関係に適用されます。 

2. （省 略） 

 

第1条 適 用 

 

1. 本規約は、本サービスの利用に関する

当社と登録ユーザーとの間の権利義務

関係を定めることを目的とし、登録ユ

ーザーと当社の間の本サービスの利用

に関わる一切の関係に適用されます。 

 

 

2. （左に同じ） 

 

 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 2条 定 義 

旧 新 

第2条 定 義 

（省 略） 

(1) （省 略） 

(2) （省 略） 

(3) 「司法・行政機関等」とは、裁判所、仲

裁人、仲裁機関、監督官庁、規制当局そ

の他の司法機関・行政機関及び金融商

品取引所その他の自主規制機関を意味

します。 

(4) 「司法・行政機関等の判断等」とは、司

法・行政機関等の判決、決定、命令、裁

判上の和解、免許、許可、認可、通達、

行政指導その他の判断を意味します。 

(5) （省 略） 

(6) 「対象報酬等」とは、本買収等の実質

的な対価として、本買収等のクロージ

ング日後（クロージング日を含みま

す。）、最終契約書又は最終契約書に付

随する合意において対象会社の役員が

対象会社での業務を行うものと規定さ

れた期間内に、対象会社の役員に対し

て役員報酬、給与、業務委託の対価（固

定金額か業績連動金額かを問いませ

ん。以下、役員報酬、給与及び業務委託

の対価を総称して「報酬等」といいま

す。）として支払われる財産を意味しま

す。なお、本買収等のクロージング日

後（クロージング日を含みます。）に対

象会社の役員に対して支払われる各年

の報酬等の金額が本買収等の直前 1 年

間に支払われていた報酬等の金額（但

第2条 定 義 

（左に同じ） 

(1) （左に同じ） 

(2) （左に同じ） 

（削 除） 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

(3)  （左に同じ） 

(4) 「対象報酬等」とは、本買収等の実質

的な対価として、本買収等のクロージ

ング日後（クロージング日を含みま

す。）、最終契約書又は最終契約書に付

随する合意において対象会社の役員

が対象会社での業務を行うものと規

定された期間内に、対象会社の役員に

対して役員報酬、給与、業務委託の対

価（固定金額か業績連動金額かを問い

ません。以下、役員報酬、給与及び業

務委託の対価を総称して「報酬等」と

いいます。）として支払われる財産を

意味します。なお、本買収等のクロー

ジング日後（クロージング日を含みま

す。）に対象会社の役員に対して支払

われる各年の報酬等の金額が本買収

等の直前 1年間に支払われていた報酬



し、以下に定める直前支払金額を除き

ます。）を上回る場合は、当該上回る部

分を対象報酬等とみなすものとしま

す。また、本買収等のクロージング日

前に、本買収等が行われることを前提

として対象会社の役員に対して報酬等

又は配当として財産が支払われている

場合は、当該財産の額（以下「直前支払

金額」といいます。）も対象報酬等に含

むものとします。なお、前号及び本号

において「対象会社の役員」とは、本契

約の締結日又は本買収等のクロージン

グ日の前日において対象会社の役員の

地位にあった者を意味し、その後に対

象会社の役員を退任しても前号及び本

号の適用上「対象会社の役員」とみな

すものとします。 

 

(7) （省 略） 

(8) 「知的財産権」とは、知的財産権基本

法第 2条第 2項において定める知的財

産権を意味します。 

(9) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメ

インが「https://macloud.jp/」である当社

が運営するウェブサイト（理由の如何

を問わず当社のウェブサイトのドメイ

ン又は内容が変更された場合は、当該

変更後のウェブサイトを含みます。）を

意味します。 

(10) （省 略） 

(11) （省 略） 

(12) 「本サービス」とは、(i)当社ウェブサ

イトで資料をダウンロードできるサー

ビス及び(ii)対象会社が当社ウェブサ

イトに対象会社の企業名を匿名にした

等の金額（但し、以下に定める直前支

払金額を除きます。）を上回る場合は、

当該上回る部分を対象報酬等とみな

すものとします。また、本買収等のク

ロージング日前に、本買収等が行われ

ることを前提として対象会社の役員

に対して報酬等又は配当として財産

が支払われている場合は、当該財産の

額（以下「直前支払金額」といいます。）

も対象報酬等に含むものとします。な

お、前号及び本号において「対象会社

の役員」とは、最終契約の締結日又は

本買収等のクロージング日の前日に

おいて対象会社の役員の地位にあっ

た者を意味し、その後に対象会社の役

員を退任しても前号及び本号の適用

上「対象会社の役員」とみなすものと

します。 

(5) （左に同じ） 

(6) 「知的財産権」とは、知的財産基本法

第 2条第 2項において定める知的財産

権を意味します。 

(7) 「当社ウェブサイト」とは、当社が運

営するウェブサイト（理由の如何を問

わず当社のウェブサイトのドメイン

又は内容が変更された場合は、当該変

更後のウェブサイトを含みます。）を

意味します。 

 

(8) （左に同じ） 

(9) （左に同じ） 

(10) 「本サービス」とは、(i)当社ウェブサ

イトで資料をダウンロードできるサ

ービス及び(ii)対象会社が当社ウェブ

サイトに対象会社の企業名（個人事業



企業情報の一部（以下「ノンネームシ

ート」といいます。）を公開し、登録ユ

ーザー（当社ウェブサイトに企業情報

を掲載しているかを問いません。）が当

該ノンネームシートを閲覧できるサー

ビスを意味します。 

 

(13) 「本買収等」とは、本サービスを利用

して行う又は当社から登録ユーザーに

対し紹介した案件に関して行う(i)登録

ユーザー（その関係会社その他の関係

者を含みます。）による株式取得、募集

株式の取得、株式交換、株式移転等の

方法による第三者（買収対象が個人事

業の場合は、当該個人事業を意味しま

す。）の支配権の全部又は一部の移転、

事業譲渡又は合併、会社分割等の組織

再編行為による第三者の事業の全部若

しくは一部の承継又は取得、(ii)登録ユ

ーザー（その関係会社その他の関係者

を含みます。）による株式、新株予約権、

社債、新株予約権付社債（以下「株式

等」といいます。）の引受け、譲渡等に

よる第三者に対する投資、及び(iii)登録

ユーザー（その関係会社その他の関係

者を含みます。）による第三者との業務

提携（但し、株式等の取得の取引の部

分に限り、(i)又は(ii)に該当するものを

除きます。）を意味します。 

 

の場合は事業名）を匿名にした企業情

報の一部（以下「ノンネームシート」

といいます。）を公開し、登録ユーザー

（当社ウェブサイトに企業情報を掲

載しているかを問いません。）が当該

ノンネームシートを閲覧できるサー

ビスを意味します。 

(11) 「本買収等」とは、本サービスを利用

して行う(i)登録ユーザー（その関係会

社その他の関係者を含みます。）によ

る株式取得、募集株式の取得、株式交

換、株式移転等の方法による第三者

（買収対象が個人事業の場合は、当該

個人事業を意味します。）の支配権の

全部又は一部の移転、事業譲渡又は合

併、会社分割等の組織再編行為による

第三者の事業の全部若しくは一部の

承継又は取得、(ii)登録ユーザー（その

関係会社その他の関係者を含みま

す。）による株式、新株予約権、社債、

新株予約権付社債（以下「株式等」と

いいます。）の引受け、譲渡等による第

三者に対する投資、及び(iii)登録ユー

ザー（その関係会社その他の関係者を

含みます。）による第三者との業務提

携（但し、株式等の取得の取引の部分

に限り、(i)又は(ii)に該当するものを除

きます。）を意味します。 

 

 

 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 3条 登 録 

旧 新 

第3条 登 録 

 

1.~3.（省 略） 

(1)~ (3) （省 略） 

(4) 反社会的勢力（第 17 条第 1項に定

義します。）であると当社が判断し

た場合 

(5) （省 略） 

4.~5. （省 略） 

第3条 登 録 

 

1.~3.（左に同じ） 

(1)~ (3) （左に同じ） 

(4) 反社会的勢力（第 14 条第 1 項に

定義します。）であると当社が判

断した場合 

(5) （左に同じ） 

4.~5. （左に同じ） 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 4条 本サービスの利用 

旧 新 

第4条 本サービスの利用 

 

登録ユーザーは、利用契約の有効期間（第

18条第 1項に定義します。）中、本規約及び

当社のサービス提供にあたっての必要な指

示に従って、当社の定める方法に従い、本

サービスを利用することができます。 

 

第4条 本サービスの利用 

 

登録ユーザーは、利用契約の有効期間（第

15 条第 1項に定義します。）中、本規約及び

当社のサービス提供にあたっての必要な指

示に従って、当社の定める方法に従い、本

サービスを利用することができます。 

 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

旧第 5条 本サービス外での紹介業務 

旧 新 

第5条 本サービス外での紹介業務 （削 除） 

 

当社は、本サービスとは別に、登録ユーザ

ーに対して、本買収等の対象会社の紹介及

び面談設定（以下「紹介業務等」といいま

す。）を行います。当社が紹介業務等を提供

する場合にも、当社と登録ユーザーは本規

約の適用を受けるものとします。 

 

（削 除） 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

旧第 6条 秘密保持義務 

旧 新 

第 6条 秘密保持義務 

 

1. 登録ユーザーは、当社が本サービスを

提供するため必要とする情報で登録ユ

ーザーが合法的に所持し当社に提供す

る権限を有するものを当社に提供しま

す。 

2. 当社は、情報提供の方法の如何を問わ

ず、本買収等に関して入手した一切の

未公開情報（以下、本条において「秘密

情報」といいます。）の秘密を保持し、

本買収等の目的及び当社における広告

事業その他の関連事業の開発の目的以

外にこれを使用せず、第三者に開示し

ません。なお、以下の情報は秘密情報

には、含まれないものとします。 

(1) 当社が守秘義務を負うことなく、

既に保有していた情報 

(2) 当社が情報を入手した時点で公知

であるか、又は当社が当該情報を

入手した後、当社の過失によるこ

となしに公知となった情報 

(3) 当社が第三者から守秘義務を課さ

れることなく適法に取得した情報 

3. 前項にかかわらず、当社は、本サービ

ス及び紹介業務等に必要な範囲で職務

上守秘義務のある弁護士、公認会計士、

弁理士等の外部専門家及び本条と同等

の守秘義務を負うアドバイザー等に対

して秘密情報を開示することができま

す。 

（削 除） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 



4. 第 2 項にかかわらず、当社は、法令等

又は司法・行政機関等の判断等に従い、

必要最小限度の範囲において秘密情報

を公表し、又は開示することができま

す。かかる公表又は開示を行った場合

は、その旨を速やかに登録ユーザーに

通知します。 

 

（削 除） 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

旧第 7条 登録ユーザーの秘密保持義務 

旧 新 

第7条 登録ユーザーの秘密保持義務 

 

1. 登録ユーザーは、当社が提供した一切

の未公開情報（以下、本条において「秘

密情報」といいます。）の秘密を保持し、

本買収等の目的以外にこれを使用せ

ず、第三者に開示しない。なお、以下の

情報は秘密情報には、含まれないもの

とする。 

(1) 登録ユーザーが守秘義務を負うこ

となく、既に保有していた情報 

(2) 登録ユーザーが情報を入手した時

点で公知であるか、又は登録ユー

ザーが当該情報を入手した後、登

録ユーザーの過失によることなし

に公知となった情報 

(3) 登録ユーザーが第三者から守秘義

務を課されることなく適法に取得

した情報 

2. 前項にかかわらず、登録ユーザーは、

本サービス及び紹介業務等に必要な範

囲で職務上守秘義務のある弁護士、公

認会計士、弁理士等の外部専門家及び

本条と同等の守秘義務を負うアドバイ

ザー等に対して秘密情報を開示するこ

とができます。 

3. 第 1項にかかわらず、登録ユーザーは、

法令等又は司法・行政機関等の判断等

に従い、必要最小限度の範囲において

秘密情報を公表し、又は開示すること

ができます。かかる公表又は開示を行

（削 除） 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

 

（削 除） 



った場合は、その旨を速やかに当社に

通知します。 

 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 5条（旧第 8条）報酬及び費用 

旧 新 

第8条 報酬及び費用 

 

1. 本サービス及び紹介業務等の報酬及び

費用として、登録ユーザーは当社に対

し、以下の各号の報酬及び費用並びに

それらにかかる消費税相当額を各号に

定める時期までに、当社が別途指定す

る方法により支払うものとします。但

し、支払に要する費用は登録ユーザー

の負担とします。 

(1) （省 略） 

① 対価に対して以下の割合に

より算出される金額（小数点

以下切り上げ）。但し、登録ユ

ーザーが本規約に同意する

前から本サービスを利用し

ている場合、本規約に同意す

る前に締結した最新の本サ

ービスに係る契約において

定める割合により算出され

る金額。 

（省 略） 

② 以下の（ア）によって算出さ

れる金額と（イ）によって算

出される金額を合計した金

額。但し、本買収等が事業譲

渡又は合併、会社分割等の組

織再編行為による対象会社

の事業の全部若しくは一部

の承継又は取得（登録ユーザ

ーの関係会社その他の関係

第5条 報酬及び費用 

 

1. 本サービスの報酬及び費用として、登

録ユーザーは当社に対し、以下の各号

の報酬及び費用並びにそれらにかかる

消費税相当額を各号に定める時期まで

に、当社が別途指定する方法により支

払うものとします。但し、支払に要す

る費用は登録ユーザーの負担としま

す。 

(1) （左に同じ） 

① 対価に対して以下の割合に

より算出される金額（小数点

以下切り上げ）。 

 

 

 

 

 

 

 

   （左に同じ） 

② 以下の（ア）によって算出さ

れる金額と（イ）によって算

出される金額を合計した金

額。但し、本買収等が事業譲

渡又は合併、会社分割等の組

織再編行為による対象会社

の事業の全部若しくは一部

の承継又は取得（登録ユーザ

ーの関係会社その他の関係



者によってこれらの行為を

行わせる場合を含みます。）

である場合は、(i)当該事業の

承継又は取得に伴って新た

に承継先又は取得元の役職

員（役員及び従業員をいいま

す。以下同じです。）となった

対象会社の代表取締役の人

数に 100 万円を乗じた金額

と、(ii)(ィ)新たに承継先又は

取得元の役職員となった対

象会社の代表取締役以外の

役員（取締役、会計参与、監

査役をいいます。以下同じで

す。）として登記されている

者の人数及び(ロ)従業員（対

象会社と雇用関係にあるも

のをいい、業務委託関係にあ

る者は含みません。また嘱託

社員・パート・アルバイトは

含みません。以下同じです。）

の人数を合計した数に 50 万

円を乗じた金額、を合計した

金額とします。 

 

 

 

 

 

（ア）（省 略） 

（イ）（省 略） 

(2) （省 略） 

2. 登録ユーザーは、前項の報酬又は費用

を支払った場合、いかなる名目であっ

ても、次項及び第 4 項に該当する場合

者によってこれらの行為を

行わせる場合を含みます。）

である場合は、(i)当該事業の

承継又は取得に伴って新た

に承継先又は取得元の役職

員（役員及び従業員をいいま

す。以下同じです。）となった

対象会社の代表取締役の人

数に 100 万円を乗じた金額

と、(ii)(ィ)新たに承継先又は

取得元の役職員となった対

象会社の代表取締役以外の

役員（取締役、会計参与、監

査役をいいます。以下同じで

す。）として登記されている

者の人数及び(ロ)従業員（対

象会社と期間の定めのない

労働契約を締結している労

働者（但し、出向社員は除き

ます。）に限ります。業務委

託、パートタイム、アルバイ

ト、臨時・嘱託・契約社員、

その他対象会社と期間の定

めのある労働契約を締結し

ている労働者は含みません。

以下同じです。）の人数を合

計した数に 50 万円を乗じた

金額、を合計した金額としま

す。 

（ア）（左に同じ） 

（イ）（左に同じ） 

(2) （左に同じ） 

2. 登録ユーザーは、前項の報酬を支払っ

た場合、いかなる名目であっても、次

項及び第 4 項に該当する場合を除きそ



を除きその返還を求めることはできま

せん。 

3.~6.（省 略） 

 

の返還を求めることはできません。 

 

3.~6.（左に同じ） 

 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 6条（旧第 9条）   パスワード及びユーザーIDの管理 

第 7条（旧第 10条）   禁止行為 

第 8条（旧第 11条）   本サービスの停止等 

第 9条（旧第 12条）  設備の負担等 

第 10条（旧第 13条） 権利帰属 

第 11条（旧第 14条）  登録取消等 

第 12条（旧第 15条）  保証の否認及び免責 

第 13条（旧第 16条）  登録ユーザーの賠償等の責任 

第 14条（旧第 17条）  反社会的勢力の排除 

旧 新 

第9条 パスワード及びユーザーID の管

理 

 

第10条 禁止行為 

 

第11条 本サービスの停止等 

 

第12条 設備の負担等 

 

第13条 権利帰属 

 

第14条 登録取消等 

 

第15条 保証の否認及び免責 

 

第16条 登録ユーザーの賠償等の責任 

 

第17条 反社会的勢力の排除 

 

1. 当事者は、以下の各号のいずれ（以下

「反社会的勢力」といいます。）にも該

当しないことを表明及び保証し、かつ

利用契約がある限り将来にわたっても

第6条 パスワード及びユーザーID の管

理 

 

第7条 禁止行為 

 

第8条 本サービスの停止等 

 

第9条 設備の負担等 

 

第10条 権利帰属 

 

第11条 登録取消等 

 

第12条 保証の否認及び免責 

 

第13条 登録ユーザーの賠償等の責任 

 

第14条 反社会的勢力の排除 

 

1. 当事者は、自己又は自己の役員が、以

下の各号のいずれ（以下「反社会的勢

力」といいます。）にも該当しないこと

を表明及び保証し、かつ利用契約があ



該当しないことを確約します。 

 

(1) 暴力団（その団体の構成員（その

団体の構成団体の構成員を含み

ます。）が集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する

法律第 2条第 1号で定める暴力的

不法行為等をいいます。以下同じ

です。）を行うことを助長するお

それがある団体） 

 

(2) 暴力団員（暴力団の構成員） 

 

(3) 暴力団準構成員（暴力団員以外の

暴力団と関係を有する者であっ

て、暴力団の威力を背景に暴力的

不法行為等を行うおそれがあるも

の、又は暴力団若しくは暴力団員

に資金、武器等の供給を行う等暴

力団の維持若しくは運営に協力

し、若しくは関与するもの） 

 

(4) 元暴力団員（暴力団員でなくなっ

た時から 5年を経過しない者） 

 

(5) 暴力団関係企業（暴力団員が実質

的にその経営に関与している企

業、準構成員若しくは元暴力団員

が経営する企業で暴力団に資金提

供を行う等暴力団の維持若しくは

運営に積極的に協力し若しくは関

与する企業又は業務の遂行等にお

いて積極的に暴力団を利用し暴力

団の維持若しくは運営に協力して

る限り将来にわたっても該当しないこ

とを確約します。 

(1) 暴力団（その団体の構成員（その

団体の構成団体の構成員を含み

ます。）が集団的に又は常習的に

暴力的不法行為等（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する

法律第 2条第 1号で定める暴力的

不法行為等をいいます。以下同じ

です。）を行うことを助長するお

それがある団体をいいます。以下

同じです。） 

(2) 暴力団員（暴力団の構成員をいい

ます。以下同じです。） 

(3) 暴力団準構成員（暴力団員以外の

暴力団と関係を有する者であっ

て、暴力団の威力を背景に暴力的

不法行為等を行うおそれがあるも

の、又は暴力団若しくは暴力団員

に資金、武器等の供給を行う等暴

力団の維持若しくは運営に協力

し、若しくは関与するものをいい

ます。以下同じです。） 

(4) 元暴力団員（暴力団員でなくなっ

た時から 5 年を経過しない者をい

います。以下同じです。） 

(5) 暴力団関係企業（暴力団員が実質

的にその経営に関与している企

業、暴力団準構成員若しくは元暴

力団員が経営する企業で暴力団に

資金提供を行う等暴力団の維持若

しくは運営に積極的に協力し若し

くは関与する企業又は業務の遂行

等において積極的に暴力団を利用

し暴力団の維持若しくは運営に協



いる企業） 

(6)~(8)  （省 略） 

(9) その他、次のいずれかに該当する

者 

① 暴力団員等が経営を支配して

いると認められる関係を有す

ること 

 

 

②～⑤ （省 略） 

(10)~(12)  （省 略） 

2.~4. （省 略） 

 

力している企業） 

(6)~(8)  （左に同じ） 

(9) その他、次のいずれかに該当する

者 

① 暴力団員等（第 1 号から第 9

号に該当するものをいいま

す。以下同じです。）が経営を

支配していると認められる

関係を有すること 

②～⑤ （左に同じ） 

(10)~(12)  （左に同じ） 

2.~4. （左に同じ） 

 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 15条（旧第 18条）利用契約終了後の取扱い 

旧 新 

第18条 利用契約終了後の取扱い 

 

1. （省 略） 

2. （省 略） 

3. 利用規約の第 2 条、第 6 条から第 8 条

まで、第 13 条、第 15条、第 16条、本

条第 2項及び本項、第 19条、第 20条、

第 22 条から第 24 条は利用契約終了後

も効力を有するものとします。但し、

第 6 条及び第 7 条については有効期間

終了後 2 年に限り、第 8 条は当該条項

に基づき生じた義務を履行するまでに

限り、効力を有するものとします。 

 

第15条 利用契約終了後の取扱い 

 

1. （左に同じ） 

2. （左に同じ） 

3. 利用規約の第 2条、第 5条、第 10条、

第 12 条、第 13 条、本条第 2 項及び本

項、第 16条、第 17条、第 19条から第

21条は利用契約終了後も効力を有する

ものとします。但し、第 5 条は当該条

項に基づき生じた義務を履行するまで

に限り、効力を有するものとします。 

 

 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 16条（旧第 19条） 救済手段の限定 

第 17条（旧第 20条） 権利義務譲渡等 

第 18条（旧第 21条） 本規約等の変更 

旧 新 

第19条 権利救済手段の限定 

 

第20条 権利義務譲渡等 

 

第21条 本規約等の変更 

 

1. （省 略） 

2. （省 略） 

3. （省 略） 

4. 当社は、本条第 2 項の定めに基づかず

に本規約の変更を行う場合は、変更後

の本規約の内容について登録ユーザー

の同意を得るものとします。この場合

も、当社は、変更後の本規約の内容を

前項の定めに従って周知するものとし

ます。なお、変更後の本約款の適用日

以降に、登録ユーザーが本サービスを

利用した場合には、登録ユーザーは当

該変更後の本規約の内容に同意したも

のとみなします。  

5. （省 略） 

 

第16条 権利救済手段の限定 

 

第17条 権利義務譲渡等 

 

第18条 本規約等の変更 

 

1. （左に同じ） 

2. （左に同じ） 

3. （左に同じ） 

4. 当社は、本条第 2 項の定めに基づかず

に本規約の変更を行う場合は、変更後

の本規約の内容について登録ユーザー

の同意を得るものとします。この場合

も、当社は、変更後の本規約の内容を

前項の定めに従って周知するものとし

ます。なお、変更後の本規約の適用日

以降に、登録ユーザーが本サービスを

利用した場合には、登録ユーザーは当

該変更後の本規約の内容に同意したも

のとみなします。  

5. （左に同じ） 

  



利用規約（2022年 10 月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 19条（旧第 22条） 連絡および通知 

第 20条（旧第 23条） 分離可能性 

第 21条（旧第 24条） 合意管轄 

旧 新 

第22条 連絡および通知 

 

第23条 分離可能性 

 

第24条 合意管轄 

 

第19条 連絡および通知 

 

第20条 分離可能性 

 

第21条 合意管轄 

 

 



特約利用規約（2022年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

前文 

旧 新 

本特約利用規約（以下「本規約」といいま

す。）には、株式会社 M&A クラウド（以下

「当社」といいます。）の提供する M&Aク

ラウドサービスをご利用頂いている登録ユ

ーザーの皆様が掲載プランをご利用いただ

くにあたり（以下、掲載プランをご利用い

ただく登録ユーザーを「特約ユーザー」と

いいます。）遵守していただかなければな

らない事項及び当社と特約ユーザーの皆様

との間の権利義務関係が定めております。

掲載プランを特約ユーザーとしてご利用に

なる方は、本規約に同意する前に、必ず全

文お読み下さいますようお願い致します。

なお、本規約で用いられる用語は特に定め

のない限り M&A クラウドサービス利用規

約（以下「原規約」といいます。）において

用いられる用語の意味を有するものとしま

す。また、本規約において定めがない事項

は原規約の定めが適用されるものとしま

す。 

 

本特約利用規約（以下「本規約」といいま

す。）には、株式会社M&A クラウド（以下

「当社」といいます。）の提供するクラウド

サービスをご利用頂いている登録ユーザー

の皆様が掲載プランをご利用いただくにあ

たり（以下、掲載プランをご利用いただく

登録ユーザーを「特約ユーザー」といいま

す。）遵守していただかなければならない

事項及び当社と特約ユーザーの皆様との間

の権利義務関係を定めております。掲載プ

ランをご利用になる方は、本規約に同意す

る前に、必ず全文お読み下さいますようお

願い致します。なお、本規約で用いられる

用語は特に定めのない限りクラウドサービ

ス利用規約（買い手用）（以下「原規約」と

いいます。）において用いられる用語の意

味を有するものとします。また、本規約に

おいて定めがない事項は原規約の定めが適

用されるものとします。 

 



特約利用規約（2022年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 2条 業務委託の内容 

旧 新 

第 2条 業務委託の内容 

 

1. 当社は、当社が運営する当社ウェブサ

イトにおいて、当社が制作した広告を

掲載します（以下「本件業務」といいま

す。）。なお、当社は、当社ウェブサイ

トにおける特約ユーザーの広告の掲載

順序を任意に設定できるものとし、特

約ユーザーはこれに異議を述べないも

のとします。 

 

2. （省 略） 

 

第 2条 業務委託の内容 

 

1. 当社は、当社が運営する当社ウェブサ

イトにおいて、当社が制作した特約ユ

ーザーを紹介するための広告を掲載し

ます（以下「本件業務」といいます。）。

なお、当社は、当社ウェブサイトにお

ける特約ユーザーの広告の掲載順序を

任意に設定できるものとし、特約ユー

ザーはこれに異議を述べないものとし

ます。 

2. （左に同じ） 

 

  



特約利用規約（2022年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 4条 報酬及び費用 

旧 新 

第 4条 報酬及び費用 

 

1. 特約ユーザーは、当社に対して、以下

の費用並びにこれにかかる消費税相当

額を当社が別途指定する方法により支

払うものとします。但し、支払に要す

る費用は特約ユーザーの負担としま

す。 

(1) （省 略） 

2. 特約ユーザー及び当社は、原規約第 8

条第 1項第 1号①の表を、以下の表に

変更することにつき合意するものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省 略） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（新 設） 

第 4条 報酬及び費用 

 

1. 特約ユーザーは、当社に対して、以下

の費用並びにこれにかかる消費税相当

額を当社が別途指定する方法により支

払うものとします。なお、支払に要す

る費用は特約ユーザーの負担としま

す。 

(1) （左に同じ） 

2. 特約ユーザー及び当社は、原規約第 8

条第 1項第 1号①の表を、以下の表に

変更することにつき合意するものとし

ます。但し、特約ユーザーが本規約に

同意する前から本件業務を利用してい

る場合、本規約に同意する前に締結し

た最新の本件業務に係る契約において

定める割合により算出される金額をも

って、原規約第 8条第 1項第 1号①の

表に基づき計算された金額に代えるも

のとします。 

 

（左に同じ） 

 

3. 第 2項が適用されるのは、広告を掲載

した日以降に、対象会社から特約ユー

ザーに対し当社ウェブサイトを利用し

て連絡があった場合に限られます。 

4. 特約ユーザーは、いつでも当社が制作

した広告の当社ウェブサイトにおける

掲載を中止することができます。本項

に従い、広告の掲載を中止した場合、



本規約の適用は受けないこととなり原

規約のみが適用されることとなりま

す。なお、広告の掲載を中止した後成

功報酬等が発生したときは、成功報酬

等の金額は対象会社から登録ユーザー

に対し当社ウェブサイトを利用して最

初に連絡があった日において登録ユー

ザーに適用されていた原規約又は本規

約の定めに従って計算されるものとし

ます。 

 

 

  



特約利用規約（2022年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第5条 著作権等 

旧 新 

第5条 著作権等 

 

1. 当社又は再委託先が作成した広告に関

する著作権（著作権法第 27条及び第

28 条の権利を含むがこれに限りませ

ん。）及び著作者人格権については、

広告制作後も当社又は当該権利が帰属

する再委託先に留保されるものとしま

す。但し、当社は、特約ユーザーに対

して、当該成果物を利用することを許

諾するものとします。 

 

2. （省 略） 

3. （省 略） 

第4条 著作権等 

 

1. 当社又は再委託先が作成した広告に関

する著作権（著作権法第 27条及び第

28条の権利を含むがこれに限りませ

ん。）及び著作者人格権については、

広告制作後も当社又は当該権利が帰属

する再委託先に留保されるものとしま

す。但し、当社は、特約ユーザーに対

して、当社の提供するクラウドサービ

ス内において当該成果物を利用するこ

とを許諾するものとします。 

2. （左に同じ） 

3. （左に同じ） 

  



特約利用規約（2022年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第6条 免 責 

旧 新 

第6条 免 責 

 

（省 略） 

(1) （省 略） 

(2) 火災、停電、天災地変等の不可抗力に

より本件業務の運営ができなくなった

こと 

(3) （省 略） 

 

第5条 免 責 

 

（左に同じ） 

(1) （左に同じ） 

(2) 火災、停電、天災地変等の不可抗力に

より本件業務の遂行ができなくなった

こと 

(3) （左に同じ） 

 

  



特約利用規約（2022年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 8条 リンク設置特約 

旧 新 

第 8条 リンク設置特約 

 

第 8条 リンク設置特約 

 

1.~ 5. （省 略） 

（新 設） 

1.~ 5. （左に同じ） 

6. 第 4 条第 3 項に従い、広告の掲載を中

止した場合、速やかに対象リンクを撤去

するものとします。 

 

 

  



 

プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 1条 定義 

改正前 改正後 

1. 定 義 

 

（省 略） 

(1) （省 略） 

(2) （省 略） 

（新 設） 

 

 

 

(3) （省 略） 

(4) （省 略） 

(5) （省 略） 

(6) （省 略） 

 

1. 定 義 

 

（左に同じ） 

(1) （左に同じ） 

(2) （左に同じ） 

(3) 「個人データ」とは、個人情報保護

法第 16 条第 3 項において定義され

る個人データを意味するものとし

ます。 

(4) （左に同じ） 

(5) （左に同じ） 

(6) （左に同じ） 

(7) （左に同じ） 

 

  



プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 7条 第三者提供 

7. 第三者提供 

 

7.1  （省 略） 

7.2  （省 略） 

7.3  当社は、個人情報を第三者に提供した

場合は、個人情報保護法第 29条に従い、記録

の作成及び保存を行います。 

7. 第三者提供 

 

7.1  （左に同じ） 

7.2  （左に同じ） 

7.3  当社は、個人情報を第三者に提供した場

合は、個人情報保護法第 29 条に従い、第三

者提供記録の作成及び保存を行います。 

7.4  当社は、第三者から個人情報の提供を

受ける場合には、個人情報保護法第 30 条に

従い、必要な確認を行い、当該確認にかかる

記録の作成及び保存を行うものとします。 

7.4  当社は、第三者から個人情報の提供を

受ける場合には、個人情報保護法第 30 条に

従い、必要な確認を行い、当該確認にかかる

記録（以下「第三者提供受領記録」といいま

す。）の作成及び保存を行うものとします。 

 

 

  



プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 8条 保有個人データ等に関するご請求 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 保有個人データ等に関するご請求 

当社は、保有個人データに関し、以下の事

項について、個人情報保護法の定めに基づ

き、本人から回答を求められた場合には、

本人ご自身からのご請求であることを確認

のうえで、本人に対し、遅滞なく回答しま

す。但し、個人情報保護法その他の法令に

より、当社が回答の義務を負わない場合

は、この限りではありません。 

(1) 全ての保有個人データの利用目的 

(2) ご請求者本人が識別される保有個人デ

ータの利用目的の通知請求に応じる手

続（第 9条にて詳細を定めます。） 

(3) ご請求者本人が識別される保有個人デ

ータの開示請求に応じる手続（第 10条

にて詳細を定めます。） 

(4) ご請求者本人が識別される保有個人デ

ータに係る第三者提供記録及び第三者

提供受領記録の開示請求に応じる手続 

(5) ご請求者本人が識別される保有個人デ

ータの訂正、追加又は削除（以下「訂

正等」といいます。）の請求に応じる

手続（第 11条にて詳細を定めます。） 

(6) ご請求者本人が識別される保有個人デ

ータの利用停止又は消去（以下「利用

停止等」といいます。）請求に応じる

手続（第 12条にて詳細を定めます。） 

(7) ご請求者本人が識別される保有個人デ

ータの第三者提供の停止（以下「提供

停止」といいます。）に関する請求に



応じるための手続（第 12条にて詳細を

定めます。） 

(8) 本項第 2号又は第 3号の手続に掛かる

手数料を定めた場合には、当該手数料 

(9) 個人情報保護法第 23 条の規定に基づ

き、個人データの安全管理のために講

じた措置 

 

  



プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 9条 保有個人データの利用目的の通知（旧第 8条） 

8. 保有個人データの利用目的の通知 

 

（省 略） 

9.  保有個人データの利用目的の通知 

 

9.1 （左に同じ） 

（新 設） 9.2 当社は、第 1項により求められた保有個

人データの利用目的を通知しない決定

をしたときは、本人に対し、遅滞なく、

その旨を通知します。 

 

  



プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 10条 保有個人データ等の開示（旧第 9条） 

9. 保有個人データ等の開示 

 

当社は、本人から、個人情報保護法の定めに

基づき保有個人データ又は第三者提供記録

の開示を求められた場合は、本人ご自身から

のご請求であることを確認の上で、本人に対

し、本人が請求した方法（当該方法による開

示に多額の費用を要する場合その他の当該

方法による開示が困難である場合にあって

は、書面の交付による方法） により遅滞なく

開示を行います（保有個人データ又は第三者

提供記録が存在しないとき、若しくは本人が

請求した方法による開示が困難であるとき

にはその旨を通知いたします。）。但し、個人

情報保護法その他の法令により、当社が開示

の義務を負わない場合は、この限りではあり

ません。 

10.  保有個人データ等の開示 

 

10.1 当社は、本人から、個人情報保護法の定

めに基づき保有個人データ又は第三者

提供記録の開示を求められた場合は、本

人ご自身からのご請求であることを確

認の上で、本人に対し、本人が請求した

方法（当該方法による開示に多額の費用

を要する場合その他の当該方法による

開示が困難である場合にあっては、書面

の交付による方法） により遅滞なく開

示を行います。但し、個人情報保護法そ

の他の法令により、当社が開示の義務を

負わない場合は、この限りではありませ

ん。 

（新 設） 10.2 当社は、第 1項により求められた保有個

人データの全部又は一部を開示しない

決定をしたとき、当該保有個人データが

存在しないとき、若しくは本人が請求し

た方法による開示が困難であるときは、

本人に対し、遅滞なく、その旨を通知し

ます。 

 

  



プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 11条 保有個人データの訂正等（旧第 10条） 

10. 保有個人データの訂正等 

 

当社は、本人から、保有個人データが真実で

ないという理由によって、個人情報保護法の

定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除

（以下「訂正等」といいます。）を求められた

場合には、本人ご自身からのご請求であるこ

とを確認の上で、利用目的の達成に必要な範

囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、

その結果に基づき、保有個人データの内容の

訂正等を行い、その旨を本人に通知します

（訂正等を行わない旨の決定をしたときは、

本人に対しその旨を通知いたします。）。但

し、個人情報保護法その他の法令により、当

社が訂正等の義務を負わない場合は、この限

りではありません。 

11.  保有個人データの訂正等 

 

11.1 当社は、本人から、保有個人データが真

実でないという理由によって、個人情報

保護法の定めに基づきその内容の訂正

等を求められた場合には、本人ご自身か

らのご請求であることを確認の上で、利

用目的の達成に必要な範囲内において、

遅滞なく必要な調査を行い、その結果に

基づき、保有個人データの内容の訂正等

を行い、その旨を本人に通知します。但

し、個人情報保護法その他の法令によ

り、当社が訂正等の義務を負わない場合

は、この限りではありません。 

 

（新 設） 11.2 当社は、第 1項により求められた保有個

人データの訂正等を行わない決定をし

たとき、又は当該保有個人データが存在

しないときは、本人に対し、遅滞なく、

その旨を通知します。 

 

  



プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 12条 保有個人データの利用停止等（旧第 11条） 

11. 保有個人データの利用停止等 

 

11.1  当社は、本人から、本人の保有個人デ

ータが、個人情報保護法第 18条又は第

19 条の違反があるという理由若しく

は個人情報保護法第 20 条の規定に違

反して取得されたものであるという理

由により、個人情報保護法の定めに基

づきその利用の停止又は消去（以下「利

用停止等」といいます。）を求められた

場合、又は保有個人データが個人情報

保護法第 27条第 1項又は第 28条に違

反して第三者に提供されているという

理由により、個人情報保護法の定めに

基づきその提供の停止（以下「提供停

止」といいます。）を求められた場合に

おいて、そのご請求に理由があること

が判明したときは、本人ご自身からの

ご請求であることを確認の上で、遅滞

なく保有個人データの利用停止等又は

提供停止を行い、その旨を本人に通知

します。但し、個人情報保護法その他

の法令により、当社が利用停止等又は

提供停止の義務を負わない場合は、こ

の限りではありません。また、利用停

止等又は提供停止を行わないことを決

定した場合は、遅滞なくその旨を本人

に通知いたします。 

12.  保有個人データの利用停止等 

 

12.1 当社は、本人から、本人の保有個人デ

ータが、個人情報保護法第 18条又は第

19 条の違反があるという理由若しく

は個人情報保護法第 20 条の規定に違

反して取得されたものであるという

理由により、個人情報保護法の定めに

基づきその利用停止等を求められた

場合、又は保有個人データが個人情報

保護法第 27条第 1項又は第 28条に違

反して第三者に提供されているとい

う理由により、個人情報保護法の定め

に基づきその提供停止を求められた

場合において、そのご請求に理由があ

ることが判明したときは、本人ご自身

からのご請求であることを確認の上

で、遅滞なく保有個人データの利用停

止等又は提供停止を行い、その旨を本

人に通知します。但し、個人情報保護

法その他の法令により、当社が利用停

止等又は提供停止の義務を負わない

場合は、この限りではありません。ま

た、利用停止等又は提供停止を行わな

いことを決定した場合は、遅滞なくそ

の旨を本人に通知いたします。 

 

11.2   （省 略） 12.2    （左に同じ） 

 

  



プライバシーポリシー（2022 年 10月 1日改定） 

（下線部が変更部分） 

第 13条 お問い合わせ（旧第 12条） 

第 14条 継続的改善（旧第 13条） 

12. お問い合わせ 

 

開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情のお

申出その他個人情報の取扱いに関するお問

い合わせは、以下の窓口までお願い致しま

す。 

 

13. お問い合わせ 

 

通知、開示、訂正等、利用停止等、提供停止

その他のお申出、ご意見、ご質問、苦情のお

申出その他個人情報の取扱いに関するお問

い合わせは、以下の窓口までお願い致しま

す。 

 

13. 継続的改善 

 

14.  継続的改善 

 

  



 

Cookie等の利用に関するガイドライン新旧対照表 

2022年 10月 1日 

前文 

改正前 改正後 

株式会社M&Aクラウド（以下「当社」とい

います。）は、当社が運営するサービス

「M&A クラウド」（以下「本サービス」と

いいます。）において、利用者の皆様に最適

化したサービスを提供するために、Cookie

（コンピュータ又は他のデバイスに保存し

ている文字及び数字で組み合わせた小さな

ファイルをいいます。以下同じです。）及び

Local Storage（javascriptを利用することで利

用者のデータを web ブラウザに保存するこ

とができる仕組みをいいます。以下同じで

す。）等の Cookie同様の技術（以下、あわせ

て「Cookie等」といいます。）を利用してい

ます。また、当社は、本サービス以外の当社

のウェブサイトにおいても、当社のウェブ

サイトの改善のために、Cookie 等を利用し

ています。 

Cookie 等は、利用者の皆様が本サービス又

は当社のウェブサイトをスムーズに閲覧す

ることを可能にし、当社が本サービス又は

当社のウェブサイトを改善するために役立

ちます。利用者の皆様は、「Cookie等の利用

に関するガイドライン」（以下「本ガイドラ

イン」といいます。）の内容をご確認頂いた

上で、本ガイドラインに同意した上で、本

サービスをご利用又は当社のウェブサイト

を閲覧ください。本サービスをご利用され

る場合又は当社のウェブサイトを閲覧され

る場合は、本ガイドラインの内容に同意し

たものとみなします。 

株式会社 M&Aクラウド（以下「当社」とい

います。）は、当社が運営するプラットフォ

ームサービス（以下「本サービス」といいま

す。）において、利用者の皆様に最適化した

サービスを提供するために、Cookie（コンピ

ュータ又は他のデバイスに保存している文

字及び数字で組み合わせた小さなファイル

をいいます。以下同じです。）及び Local 

Storage（javascriptを利用することで利用者

のデータを web ブラウザに保存することが

できる仕組みをいいます。以下同じです。）

等の Cookie 同様の技術（以下、あわせて

「Cookie等」といいます。）を利用していま

す。また、当社は、本サービス以外の当社の

ウェブサイトにおいても、当社のウェブサ

イトの改善のために、Cookie 等を利用して

います。 

Cookie 等は、利用者の皆様が本サービス又

は当社のウェブサイトをスムーズに閲覧す

ることを可能にし、当社が本サービス又は

当社のウェブサイトを改善するために役立

ちます。利用者の皆様は、「Cookie等の利用

に関するガイドライン」（以下「本ガイドラ

イン」といいます。）の内容をご確認頂いた

上で、本ガイドラインに同意した上で、本

サービスをご利用又は当社のウェブサイト

を閲覧ください。本サービスをご利用され

る場合又は当社のウェブサイトを閲覧され

る場合は、本ガイドラインの内容に同意し

たものとみなします。 



 

  



秘密保持規約（10月 1日制定） 

2022年 10月 1日 

 

本秘密保持規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社M&A クラウド（以下「当社」

といいます。）の提供するクラウドサービス及び本買収等（第 1条に定義します。）のアド

バイザリーサービス（以下、クラウドサービスと合わせて「本サービス」といいます。）を

登録ユーザー（第 1条に定義します。）の皆様がご利用するにあたり、本買収等の可能性を

検討する目的（以下「本件目的」といいます。）に基づいて、皆様と当社との間で相互に交

換される情報の秘密保持に関し、以下のとおり当社と皆様との間の権利義務関係を定める

ものです。本サービスを登録ユーザーとしてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必

ず全文お読み下さいますようお願い致します。 

 

第1条 定 義 

 

以下の各用語は、他の定めがない限り以下の意味を有するものとします。 

(1) 「開示者」とは、秘密情報を開示する当事者をいいます。 

(2) 「司法・行政機関等」とは、裁判所、仲裁人、仲裁機関、監督官庁、規制当局その他の

司法機関・行政機関及び金融商品取引所その他の自主規制機関をいいます。 

(3) 「司法・行政機関等の判断等」とは、司法・行政機関等の判決、決定、命令、裁判上の

和解、免許、許可、認可、通達、行政指導その他の判断をいいます。 

(4) 「受領者」とは、開示者より秘密情報を受領した当事者をいいます。 

(5) 「登録ユーザー」とは、クラウドサービス利用規約（買い手）（以下「利用規約」とい

います。）第 3条に基づきクラウドサービスの利用者としての登録がなされた、又は当

社との間でアドバイザリーサービス委託契約を締結した本買収等を希望する法人を意

味します。 

(6) 「秘密情報」とは、本件目的のために、文書、電子メール、口頭、電子記憶媒体及びそ

の他物品を問わず、開示者より受領者に対し開示された情報（本件目的のために当社が

提案・紹介する企業提携候補者とのミーティング及び交渉において取得した情報並び

にこれらの情報に基づいて作成された分析・検討結果を含みますがこれに限りませ

ん。）のうち、以下の情報を除いたものをいいます。なお、上記情報の写しについても、

秘密情報に含まれるものとします。 

① 開示者から開示された時点で、既に公知となっていた情報。 

② 開示者から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報。 

③ 開示者から開示された時点で、既に自ら保有していた情報。 

④ 正当な権限を有する第三者から守秘義務及び使用制限を受けることなく得た情



報。 

⑤ 開示者から開示された後に、秘密情報に関係なく自ら調査、分析等を行うことによ

り得られた情報。 

(7) 「法令等」とは、日本又は外国における法律、政令、省令、府令、通達、規則（金融商

品取引所の規則を含む。）、命令、条例、ガイドラインその他の規則をいいます。 

(8) 「本買収等」とは、本サービスを利用して行う (i)登録ユーザー（その関係会社その他

の関係者を含みます。）による株式取得、募集株式の取得、株式交換、株式移転等の方

法による第三者（買収対象が個人事業の場合は、当該個人事業を意味します。）の支配

権の全部又は一部の移転、事業譲渡又は合併、会社分割等の組織再編行為による第三者

の事業の全部若しくは一部の承継又は取得、(ii)登録ユーザー（その関係会社その他の

関係者を含みます。）による株式、新株予約権、社債、新株予約権付社債（以下「株式

等」といいます。）の引受け、譲渡等による第三者に対する投資、及び(iii)登録ユーザー

（その関係会社その他の関係者を含みます。）による第三者との業務提携（但し、株式

等の取得の取引の部分に限り、(i)又は(ii)に該当するものを除きます。）を意味します。 

(9) 「役員等」とは、役員、従業員（子会社又は関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則第 8条第 5項で定める関連会社をいいます。）の役員及び従業員を

含む。）、弁護士、公認会計士、税理士及びファイナンシャル・アドバイザー等の専門家

をいいます。 

 

第2条 秘密保持 

 

1. 当社が受領者となる場合、当社は秘密情報について厳に秘密を保持し、これを本件目的

にのみ使用するものとし、本件目的のために必要な範囲内で当社が提案・紹介する企業

提携候補者（クラウドサービスに売り手として登録されている企業提携候補者及びそ

の株主又は社員を含みます。）又は自己の役員等に開示する場合を除き、登録ユーザー

の同意なくして第三者にこれを漏洩したり、開示したりしません。 

2. 登録ユーザーが受領者となる場合、登録ユーザーは秘密情報について厳に秘密を保持

し、これを本件目的にのみ使用するものとし、本件目的のために必要な範囲内で自己の

役員等に開示する場合を除き、当社の同意なくして第三者にこれを漏洩したり、開示し

たりしません。 

3. 第 1項及び前項の規定にかかわらず、受領者は、法令等又は司法・行政機関等の判断等

に基づき秘密情報の開示を要請された場合には、事前に開示者に通知し、秘密情報を開

示できるものとします。但し、事前に通知することが困難な場合にはかかる開示の後、

可及的速やかに開示者に通知するものとします。 

4. 受領者が、その役員等、あるいは第三者に対して、開示者から入手する秘密情報を開示



する場合、受領者は、当該役員等あるいは第三者をして本契約において受領者が負担す

る義務と同等の義務を遵守させるものとし、受領者は、当該役員等あるいは第三者によ

るかかる義務の違反に対して責任を負うものとします。 

5. 受領者は、開示者より請求を受けた場合は、開示者より開示された秘密情報を、そのあ

らゆる形態の写しを含めて、商業上合理的な範囲で開示者に速やかに返還又は破棄し

ます。 

 

第3条 直接交渉の制限 

 

登録ユーザーは、直接又は当社以外の者を通じて、当社の事前の承諾なく、本件目的に関し

て当社が提案・紹介する企業提携候補者（クラウドサービスに売り手として登録している第

三者のうち、登録ユーザーが本サービス利用開始前に接触したものを除きます。）、その役

員及び従業員若しくはその株主、又はそれぞれの代理人若しくはファイナンシャル・アドバ

イザーに接触してはなりません。 

 

第4条 権利の帰属 

 

受領者は、秘密情報に係る権利（知的財産基本法第 2条第 2項で定める知的財産権、所有権

その他一切の権利を含みます。）は、全て開示者に帰属するものであり、秘密情報の開示に

よって、受領者に対し、当該権利の譲渡又は使用の許諾がされるものではないことを確認し

ます。 

 

第5条 有効期間 

 

1. 登録ユーザーが利用規約第 3条に基づきクラウドサービスサービスの利用者としての

登録した本買収等を希望する法人の場合、利用規約に基づく契約が有効である期間

中、本規約に基づく契約は有効です。 

2. 利用規約第 3条に基づきクラウドサービスサービスの利用者としての登録した本買収

等を希望する法人以外の登録ユーザーにおいては、本契約の有効期間は、本契約締結

日より 1年後の応当日の前日までの間とします。但し、期間満了 1カ月前までに当事

者より書面による解約の申し入れのない場合、本契約はさらに 1年間自動的に更新さ

れ、以後も同様とします。 

3. 第 1項及び前項の規定にかかわらず、本契約第 2条（秘密保持）及び前条（直接交渉

の制限）に定める義務は、事由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した後も 1

年間存続します。 



 

第6条 違 反 

 

当事者は、相手方当事者が本規約に基づく契約に基づく義務に違反した場合、当該違反行為

の差止及びそれにより被った損害の賠償又は補償を相手方当事者に対して請求することが

できます。 

 

第7条 準拠法及び管轄裁判所 

 

1. 本規約に基づく契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。 

2. 本規約に基づく契約の履行及び解釈に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第8条 未規定事項 

 

当事者は、本規約に基づく契約に規定のない事項及び本規約の条項に関して疑義が生じた

場合、信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議し解決するものとします。 

 

 

 

 


