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（この資料は、高嶋正明がCCJ Project について個人としてその概要・疑問点・提案をまとめたものであり、
CCJ Project 推進委員会の正式な資料ではありません。その情報の取扱いには充分ご注意下さい。）

詳しくは、CCJ Project 公式ホームページ https://carecommunityjapan.co.uk をご覧ください。
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CCJ プロジェクト

共通認識の確認（2021年8月27日）

1） CCJ資金管理会社は、￡10kの債券（転換社債では無く普通社債）を1,000～1,200口発行し、￡10m～
￡12mの資金を集め、土地の取得・建物を建設し、ケアホーム運営団体にリースする。その際、債券の利
息の支払い開始時期を現行案のケアホーム運営開始後の3年目からでは無く、1年目からへの前倒し、そ
の為の資本金の増額も検討。7年後には土地・建物の資産を含めて会社をケアホーム運営団体に売却し、
売却益は出資者に還元し、債券の償還資金に充当。

2） ケアホーム運営団体は、CCJ資金管理会社からの土地・建物・会社買収の資金確保の為に新規債券
を発行し、株式会社では無く、あくまでNPO・チャリティ団体としてケアホームの経営を続ける。

3） 現在行っている1,000人アンケートの結果を見極めて、今後法律・金融のプロにこのプロジェクトがこの

案で進められるか詳細を確認して、次のステップに進める。
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CCJ プロジェクト

共通認識の確認（2021年8月27日）
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現行案 変更案

債券の種類 転換社債（Convertible Bond） 普通社債（Straight Bond）

利息の支払い開始
時期

2026年ケアホーム運営開始
3年後から

2026年ケアホーム運営開始
1年後から

債券の実質利回り 3% x 2年 / 7年 = 0.86% 3% x 4年 / 7年 = 1.71%

資金管理会社の株式
発行数・資本金

￡10k  x 20口 = ￡200k ￡10k  x 80口 = ￡800k

注） 現在行っている1,000人アンケートの結果を見極めて、今後法律・金融のプロにこのプロジェクトがこの案で進められるか詳細を確認して、

次のステップに進める。



CCJ プロジェクト CCJ Finance・CCJ Home比較

資金管理会社 ケアホーム運営団体

形態 株式会社 NPO チャリティ団体

名称（仮称） CCJ Finance CCJ Home

役割り このプロジェクトに必要な資金の調達・管理、土地の
取得・建物を建設し、CCJ Homeにリース

ケアホームの運営・サービスの提供

必要資金 資本金￡800k（株式発行）
土地・建物￡10m～￡12m（債券発行）

株式発行
配当

￡10k x 80口 = ￡800k 出資募集
毎年の業績次第（株主総会で議決）

債券発行
利息支払い

￡10k x 1,000～1,200口 = ￡10m～￡12m 募集
ケアホーム運営開始1年後から年利3%の

利息支払い、7年後に償還予定

備考 2030年債券償還時には土地・建物を
CCJ Homeに売却し、会社清算予定

2030年Charity Bondを￡12m～￡13m発行
し、土地・建物をCCJ Financeから購入予定

CCJ Homeの運営開始時の必要資金は?
（介護・看護・居住用備品・人件費・一般
支出? 人材・入居者募集広告宣伝費?）

￡1m ～￡2m？
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CCJ プロジェクト 株券と債券の違い
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株券（Share） 債券（Bond）

定義 株式会社が発行する有価証券で、その保有者は
会社の株主で有ることを立証する証書

国・地方自治体・民間会社等が資金を集め
る（借金）際に発行する証書（借用書）。国が
発行するものを国債、地方自治体が発行す
るものを地方債、民間会社が発行するのを

社債と言う

配当・利息
（リターン）

毎年の会社の業績によって変動
（株主総会で議決）

確定利率

償還期間 無し （株式発行会社に出資金の返済義務無し。
但し、会社清算時には、債権・債務を精算し、資産

を処分し、残余資産を株主で分配）

有り
（債券発行団体に出資金の返済義務有り）

金融市場での
売買

売買可
（株価の変動幅は大きい）

売買可
（債券価格の変動幅は小さい）

権利 株主総会で発言権・議決権・業績の良い場合は
配当を受け取る権利有り

発言権・議決権無し。業績に拘わらず利息
の受け取り、元本償還の権利有り 5



CCJ プロジェクト CCJ Finance株式出資

＊2022年CCJ Finance（仮称）設立、￡10k x 80口 = ￡800kの株式を発行し、資本金出資者を募集
＊資本金は、CCJ プロジェクト準備資金として広報費・資料作成費・債券発行費・債券利息の支払い・
その他に充当
＊ケアホーム設立の為の土地の所得・建物の建設の資金￡10m～￡12mの債券の発行・管理・利払い
＊土地・建物のケアホーム運営団体へのリース
＊2023年～2026年の４年間は株式配当無し。2027年～2030年の４年間は業績に拠って株主総会の議決
を経て配当支払い
＊2027年～2030年の配当利率を5％と仮定すると、実質利回りは 5% x 4年 / 8年 = 2.5%
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2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
会社設立 Care Home

完成・運営
開始

会社清算

残余資産配
分

実質配当率

配当の
支払い

無配 無配 無配 無配 5%（?） 5%（?） 5%（?） 5%（?） 2.5%(?)



CCJ プロジェクト CCJ Finance株式出資
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＊2030年に、CCJ Finance 所有の土地（7年所有）・建物（4年所有）の資産価値を再評価（￡11m～￡12m～
￡13m?）
＊CCJ Financeは、株主総会での議決を経て、その時点での債権・債務を精算、土地・建物をCCJ Homeに売
却し、債券の償還に充当。残余資産は株主に分配し、会社を清算

土地・建物の評価額が
￡10mから￡11mに

10%上昇した場合

土地・建物の評価額が
￡10mから￡12mに

20%上昇した場合

土地・建物の評価額が
￡10mから￡13mに

30%上昇した場合

株主への払戻金

出資利益率

（￡11m - ￡10m） ÷ 80口 = 
￡12.5k/口

（￡12.5k - ￡10k） ÷ ￡10k
= 25% （年利換算3.125%）

（￡12m - ￡10m）÷80口 = 
￡25k/口

（￡25k - ￡10k） ÷ ￡10k
= 150% （年利換算18.75%）

（￡13m - ￡10m）÷80口 = 
￡37.5k/口

（￡37.5k - ￡10k） ÷ ￡10k
= 275% （年利換算34.375%）

出資金元本の返済+創業者利益（?）の分配
土地・建物の評価額が上がらなかった場合は、

元本割れの可能性有り

前提：CCJ Financeの資産は
土地・建物のみと仮定。



CCJ プロジェクト CCJ普通社債（Straight Bond）

債券発行者・種類 CCJ Finance（仮称）が普通社債（Straight Bond）を発行

発行の目的 日本的な真心のこもった上質なケア・ナーシングサービスを提供する高齢者向けケアホームを
ロンドン郊外（M25周辺）に新規に設立する資金

価格・発行数 一口￡10kで1,000～1,200口発行し、￡10m～￡12mの資金を募集

発行時期 2022年から債券の購入予約（Pledge）の受付を開始し、予約が￡10mに達した時、又は2023年春
に資金を振り込んで頂き、債券を発行

利息 2026年ケアホームの運営開始の翌年（2027年）から年利3%の利息を支払う。即ち、債券発行後の
最初の3年間は利息の支払いは無く、実質年利は、3% x 4年 / 7年 = 1.71%

償還期限 7年（2023年～2030年）

元本保証・担保 元本保証・担保無し。しかし、この債券はケアホームの土地の取得・建物の建設資金と言う不動産
が対象である為、比較的安心・安全と言える

備考 2030年の償還時に、CCJ Financeの土地・建物を再評価し、その土地・建物をCCJ Homeに売却し、
債券償還に充当、会社清算（株主総会の議決要）
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CCJ プロジェクト CCJ普通社債（Straight Bond）

＊2022年普通社債購入予約受付開始（Pledge）
＊予約が￡10mに達した時、又は2023年春には普通社債発行
＊債券発行後最初の3年は利息の支払い無し。2026年ケアホーム運営開始の翌年2027年から3％で利息
支払い開始
＊実質利回り 3% x 4年 / 7年 = 1.71%、7年後の2030年に償還
＊英国のチャリティボンド数例の利回りが3.25%～5%である事（P18～19参照）から、この1.71%の実質利回
りで本当に予定数を販売出来るか? 利率を5.25% x 4年 / 7年 = 3%にしては ?
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2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
購入予約開始
（Pledge)

債券発行 Care Home
完成・運営
開始

償還 実質利回り

利息の
支払い

無し 無し 無し 3% 3% 3% 3% 1.71%

利息の
支払い

無し 無し 無し 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 3.0%



CCJ プロジェクト CCJの株式と債券への出資の違い

株券（Share） 債券（Bond）

価格・発行数 ￡10k x 80口 = ￡800k ￡10k x 1,000～1,200口 = ￡10m～￡12m

発行時期 2022年 2022年購入予約開始（Pledge）
予約が￡10mに達した時、又は2023年春

配当・利息利率
（リターン）

2023年～2026年配当無し、2027年～2030年は
各年の業績に拠り株主総会で議決

3%（確定利率）
2024年～2026年無し、2027年～2030年3%

実質利回り 3%  x 4年 / 7年 = 1.71%

償還期間 無し（2030年会社清算予定） 7年（確定）

権利 株主総会で発言権・議決権・業績の良い場合、
配当を受け取る権利有り

発言権・議決権無し。業績に拘わらず利息
の受け取り、元本償還の権利有り

備考 債券償還の2030年に土地・建物等の資産を含め

会社をケアホーム運営団体に売却し、残余資産
は株主に分配（株主総会の議決要）
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CCJ プロジェクト Road Map
2021（-5年） CCJ プロジェクトの詳細確定、広告活動（Web site、 YouTube、その他）

2022（-4年） CCJ Finance 設立、株式・債券の販売をする銀行・証券会社（?）の選定、第1回CCJ普通社債購入予約
（Pledge）受付開始、クラウドファンディング、個人・企業からの大口の出資・共同事業者の募集開始

2023（-3年） 第1回CCJ普通社債発行、自治体との折衝、ケアホームの土地の選定・取得、建物の設計、建設業者
の見積もり、選定、ケアホーム建設許可、建設工事開始

2024（-2年）

2025（-1年） CCJ Home 設立、人材採用・訓練、広告（JSTV、フリーペーパ－、インターネット）、入居予約受付開始

2026（0年） ケアホーム完成・運営開始、人材採用・訓練、介護・看護・居住用備品購入、入居者20名

2027（1周年） 人材追加採用・訓練、入居者40名
債券所有者への3%の利払い開始

2028（2周年） 人材追加採用・訓練、入居者60名

2029（3周年）

2030（4周年） 第1回CCJ普通社債償還、CCJ Financeの土地・建物をCCJ Homeに売却、債権・債務を精算し残余資産
は株主に配分し、会社清算。CCJ HomeとしてCharity Bondを新規発行（￡10k x 1,200口 = ￡12m?）
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入居者数は1年目20名、2年目40名、3年目以降60名を計画するも、
実際には、初年度から60名の入居者の確保を目標とする。

もし、初年度から入居者60名を確保出来た場合、CCJ Financeへの
リース料支払い開始の前倒しを検討。



CCJ プロジェクト 普通社債（Straight Bond）
チェックポイント

1） チャリティボンド（?）を発行して、償還時には更に新規債券を発行してRolloverするか、又は資産（土地・建物）・会

社の売却しか手立てが無くとも、その様な債券は法的に発行可能か ?

2） チャリティボンド（?）を発行して行った事業で得た利益を株主に還元する事は、法的に可能か（コマーシャルボンド

と何が違うか、法人税は ?

3） 2022年に債券購入予約（Pledge)の時には、予約金は無し ? 其の後、実際に￡10kを支払って債券購入しなくとも

ペナルティは無し ?

4） 英国のチャリティボンド数例の利回りが3.25%～5%である事（P18～19参照）から、この1.71%の実質利回りで本当に

予定数を販売出来るか? 利率を5.25% x 4年 / 7年 = 3%にしては ?

5） 何故普通社債の7年償還時にCCJ Financeの土地・建物・会社をCCJ Homeに売却して、会社清算するのか、その

メリットは ? 会社設立時に、7年後に会社清算する事を事前に既定方針として約束するのか ? 株主総会の権限は ?

6） 第一回債券償還時に、土地・建物の評価額が上がらず売却益が見込めなくとも会社清算するのか ? その場合は、

株式出資分は全損か、又はこのアイデアは撤回か ?
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CCJ プロジェクト 普通社債（Straight Bond）
チェックポイント

7） 英国で会社清算時の債権・債務・土地・建物等の残余資産の処分は法律で決められているのでは無いか、株主総

会の議決要 ?  75% ?

8） 個人・企業の債券購入口数は制限無しか、株式購入での資本参加は何処まで受け入れるか（最大49% ?）

9） 株式・債券の販売を取り扱う銀行・証券会社（?）の事前審査は ? 販売手数料は ?

10） このCCJ プロジェクトへの株式・債券の購入をお願いするには、出資者に以下の項目を説明して正しく理解して

頂く必要あり

a. 債券・普通社債・利回り・償還・債券の売却損益

b. 株式・株主の権利・株式配当・株価の変動・売却損益

c. 株式と債券のリスクとリターンの違い

d. 会社清算、債権・債務・残余資産の処分、株主総会での議決

「債券・株式への投資は元本割れするリスクがあり、あくまで御自身の判断・自己責任でお願いします。」

これらをどの様にCCJ のインターネットサイトで分かり易く説明するか ?
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CCJ プロジェクト 普通社債（Straight Bond）
他のケアホーム運営団体からの出資・共同事業者の募集

HC-One, Southgate House, Archer Street, Darlington, County Durham, DL3 AH
Tel : 0333 999 8699 https://www.hc-one.co.uk
英国全土に最多324のケアホーム運営

Voyage Care, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield WS14 0QP
Tel : 0800 328 6091 https://www.voyagecare.com
英国全土に255のケアホーム運営。30年の経験

Barchester Healthcare
Tel : London head office 020 3131 4636 https://www.barchester.com
英国全土に241のケアホームを運営

Priory Adult Care
Tel : 0808 208 3643 https://www.prioryadultcare.co.uk
英国全土に204のケアホームを運営。1980年設立

Methodist Homes （MHA）, Epworth House, Stuart Street, Derby, DE1 2EQ
Tel : 01332 296 200 https://www.mha.org.uk
1943年Methodist Churchが中心となって設立。英国全土に90のケアホームを経営
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CCJ プロジェクト 債券返済計画

第1回発行
（2023～2030）

第2回発行
（2030～2037）

第3回発行
（2037～2044）

第4回発行
（2044～2051）

第5回発行
（2051～2058）

普通債金額 X 発行口数
= 社債発行総額

￡10k x 1,000口
= ￡10m

￡10k x 1,200口
= ￡12m

￡10k x 1,100口
= ￡11m

￡10k x 1,000口
= ￡10m

￡10k x 800口
= ￡8m

CCJ Homeの返済額 ￡500k x 2年
= 1m

￡500k x 7年
= ￡3.5m

￡500k x 7年
= ￡3.5m

￡500k x 7年
= ￡3.5m

￡500k x 7年
= ￡3.5m

債券利払い（3%）
￡300 x 債券口数

￡300k x 4年
= ￡1.2m

￡360k x 7年
= ￡2.52m

￡330k x 7年
= ￡2.31m

￡300k x 7年
= ￡2.1m

￡240k x 7年
= ￡1.68m

株式配当（5%?）
￡500 x 株式口数

￡40k  x 4年
= ￡160k

無し 無し 無し 無し

返済計画収支 -￡0.36m ￡0.98m ￡1.19m ￡1.4m ￡1.82m

Plan A : CCJ債券返済が￡500k/年の場合

（前提条件）
＊普通社債一口￡10k、利息3%、償還期間7年、CCJ Homeからのリース料（￡500k）の受け取りはケアホーム運営開始の3年後の2029年から、債券の利息
（3％）・株式配当（5%）の支払いは2027年から、CCJ Financeの人件費・一般経費・税金（Charity Bondの為、非課税？）・運用・インフレ・金利等の市
場環境の変化は考慮せず、リース料・利払い・配当は一定

7年 x 7～8回 = 49～56年で完済?
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CCJ プロジェクト 債券返済計画

第1回発行
（2023～2030）

第2回発行
（2030～2037）

第3回発行
（2037～2044）

第4回発行
（2044～2051）

普通債金額 X 発行口数
= 社債発行総額

￡10k x 1,000口
= ￡10m

￡10k x 1,200口
= ￡12m

￡10k x 900口
= ￡9m

￡10k x 500口
= ￡5m

CCJ Homeの返済額 ￡800k x 2年
= ￡1.6m

￡800k x 7年
= ￡5.6m

￡800k x 7年
= ￡5.6m

￡800k x 7年
= ￡5.6m

債券利払い（3%）
￡300 x 債券口数

￡300k x 4年
= ￡1.2m

￡360k x 7年
= ￡2.52m

￡270k x 7年
= ￡1.89m

￡150k x 7年
= ￡1.05m

株式配当（5%?）
￡500 x 株式口数

￡40k  x 4年
= ￡160k

無し 無し 無し

CCJ Financeの収支 ￡0.24m ￡3.08m ￡3.71m ￡4.55m

Plan B : CCJ債券返済が￡800k/年の場合

7年 x 4回 = 28年で完済
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（前提条件）
＊普通社債一口￡10k、利息3%、償還期間7年、CCJ Homeのリース料（￡500k）の支払いはケアホーム運営開始の3年後の2029年から、債券の利息
（3％）・株式配当（5%）の支払いは2027年から、CCJ Financeの人件費・一般経費・税金（Charity Bondの為、非課税？）・運用・インフレ・金利等の市
場環境の変化は考慮せず、リース料・利払い・配当は一定



CCJ プロジェクト 債券返済計画

CCJ債券返済計画 CCJ Finance
支払い利息総合計

債券発行回数 債券償還年数
（完済年数）

Plan A
（￡500k/年）

￡10m以上 7～8回 7年 x 7～8回
= 49～56年

Plan B
（￡800k/年）

￡6.66m 4回 7年 x 4回
= 28年

Plan A と Plan B の比較

お勧め
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（前提条件）
＊普通社債一口￡10k、利息3%、償還期間7年、CCJ Homeのリース料（￡500k）の支払いはケアホーム運営開始の3年後の2029年から、債券の利息
（3％）・株式配当（5%）の支払いは2027年から、CCJ Financeの人件費・一般経費・税金（Charity Bondの為、非課税？）・運用・インフレ・金利等の市
場環境の変化は考慮せず、リース料・利払い・配当は一定



CCJ プロジェクト 現在販売中のCharity Bond例
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Charity Issue date Issue size Coupon Term 目的

22.7.2021 ￡15m 3.25% 10 Years 学習障がい（Learning disability）者向
けケアホームの設立

17.12.2020 ￡25m 5% 10 Years 高齢者・認知症者向けケアホームの
設立

27.3.2020 ￡18m 5% 10 Years 英国北東部に世界最大の果樹園・
ウォーターテーマパークの設立

20.6.2018 ￡50m 4.5% 8 Years 高齢者・認知症者向け介護村（Care 
Villages）の設立

23.11.2017 ￡18m 3.375% 10 Years 学習障がい（Learning disability）者向
けケアホームの設立

31.10.2017 ￡38m 4% 10 Years 低所得者層向け介護施設の設立
（Hertfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, 
Bedfordshire)

出典 : https://rcb-bonds.com/
Charity Bond数例の利息は3.25%～5%。

CCJ Bondの実質利息 3% x 4年 / 7年 = 1.71%は市場で最低 ?

https://rcb-bonds.com/
https://rcb-bonds.com/bonds/golden-lane-housing/
https://rcb-bonds.com/bonds/greensleeves-homes-trust/
https://rcb-bonds.com/bonds/the-alnwick-garden-trust/
https://rcb-bonds.com/bonds/golden-lane-housing/
https://rcb-bonds.com/bonds/belong/
https://rcb-bonds.com/bonds/hightown-housing-association/


CCJ プロジェクト 現在販売中のCharity Bond例
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Charity Issue date Issue size Coupon Term 目的

6.7.2017 ￡45m 4.25% 9 Years Westminster周辺の中間所得者層に対
する住居の提供

30.3.2017 ￡50m 4.25% 9 Years 高齢者・認知症者向けケアホームの設
立

12.4.2016 ￡30m 5% 10 Years 世界のチャリティ団体への資金援助

30.4.2015 ￡27m 4.4% 10 Years 低所得者層向け介護施設の設立
（Hertfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, 
Bedfordshire)

29.7.2014 ￡11m 4.375% 25 Years 学習障がい（Learning disability）者向
けケアホームの設立

出典 : https://rcb-bonds.com/
Charity Bond数例の利息は3.25%～5%。

CCJ Bondの実質利息 3% x 4年 / 7年 = 1.71%は市場で最低 ?

https://rcb-bonds.com/
https://rcb-bonds.com/bonds/greensleeves-homes-trust/
https://rcb-bonds.com/bonds/golden-lane-housing/
https://rcb-bonds.com/bonds/hightown-housing-association/
https://rcb-bonds.com/bonds/charities-aid-foundation/
https://rcb-bonds.com/bonds/dolphin-square-charitable-foundation/
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