
有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い）

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めるところによる。

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めるところによる。

（１）～（８）の２ （略） （１）～（８）の２ （略）

（９） 規程第６０２条第１項第４号（同条

第２項第４号、規程第６０４条第１項

第３号、同条第２項第２号、規程第６

０４条の３第３号又は規程第６０４条

の５第３号による場合を含む。）に該

当する上場株券等（次号に掲げる上場

外国株信託受益証券を除く。）

規程第２０６条第１項第４号に規定

する預託契約等その他の契約が終了と

なる日の２日前（休業日を除外する。）

の日（当該終了となる日が休業日に当

たるときは、当該終了となる日の３日

前（休業日を除外する。）の日）。た

だし、当取引所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限り

でない。

（９） 規程第６０２条第１項第４号（同条

第２項第４号、規程第６０４条第１項

第３号、同条第２項第２号、規程第６

０４条の３第３号又は規程第６０４条

の５第３号による場合を含む。）に該

当する上場株券等

規程第２０６条第１項第４号に規定

する預託契約等その他の契約が終了と

なる日の４日前（休業日を除外する。）

の日（当該終了となる日が休業日に当

たるときは、当該終了となる日の５日

前（休業日を除外する。）の日）

（９）の２ 信託の併合により規程第６０２

条第１項第４号（同条第２項第４号、

規程第６０４条第１項第３号、同条第

２項第２号、規程第６０４条の３第３

号又は規程第６０４条の５第３号によ

る場合を含む。）に該当する上場外国

株信託受益証券

信託の併合がその効力を生ずる日の

３日前（休業日を除外する。）の日

（新設）

（１０） （略） （１０） （略）



（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い）

第９４５条 規程第９５３条に規定する上場廃

止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄

の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

第９４５条 規程第９５３条に規定する上場廃

止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄

の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 規程第９５１条第１項第３号ｄの

（ａ）に該当することとなった銘柄（次

号に掲げる銘柄を除く。）

最終償還期日から起算して３日前

（休業日を除外する。）の日。ただし、

当取引所が速やかに上場廃止すべきで

あると認めた場合は、この限りでない。

（３） 規程第９５１条第１項第３号ｄの

（ａ）に該当することとなった銘柄（次

号に掲げる銘柄を除く。）

最終償還期日から起算して４日前

（休業日を除外する。）の日。ただし、

当取引所が速やかに上場廃止すべきで

あると認めた場合は、この限りでない。

（４） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

有価証券であるＥＴＮの全額について

最終償還期限を繰り上げて償還するこ

とにより規程第９５１条第１項第３号

ｄの（ａ）に該当することとなった銘

柄

繰上償還の日（繰上償還の日が銀行

休業日又は当該銘柄の発行条件に定め

る海外休日に当たるときは、実際の繰

上償還の日）から起算して３日前（休

業日を除外する。）の日。ただし、当

取引所が速やかに上場廃止すべきであ

ると認めた場合は、この限りでない。

（４） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

有価証券であるＥＴＮの全額について

最終償還期限を繰り上げて償還するこ

とにより規程第９５１条第１項第３号

ｄの（ａ）に該当することとなった銘

柄

繰上償還の日（繰上償還の日が銀行

休業日又は当該銘柄の発行条件に定め

る海外休日に当たるときは、実際の繰

上償還の日）から起算して４日前（休

業日を除外する。）の日。ただし、当

取引所が速やかに上場廃止すべきであ

ると認めた場合は、この限りでない。

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略）

（７） 規程第９５１条第１項第３号ｉに該

当することとなった銘柄（次号に掲げ

る銘柄を除く。）

信託契約その他の契約が終了となる

日の２日前（休業日を除外する。）の

日（当該終了となる日が休業日に当た

（７） 規程第９５１条第１項第３号ｉに該

当することとなった銘柄

信託契約その他の契約が終了となる

日の３日前（休業日を除外する。）の

日（当該終了となる日が休業日に当た



るときは、当該終了となる日の３日前

（休業日を除外する。）の日）。ただ

し、当取引所が速やかに上場廃止すべ

きであると認めた場合は、この限りで

ない。

るときは、当該終了となる日の４日前

（休業日を除外する。）の日）

（７）の２ 信託の併合により規程第９５１

条第１項第３号ｉに該当することとな

った銘柄

信託の併合がその効力を生ずる日の

３日前（休業日を除外する。）の日

（新設）

（８）・（９） （略） （８）・（９） （略）

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い）

第１１１４条 規程第１１１４条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

上場ＥＴＦの区分に従い、当該各号に定める

ところによる。

第１１１４条 規程第１１１４条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

上場ＥＴＦの区分に従い、当該各号に定める

ところによる。

（１） 規程第１１１２条第１項第３号ｉ（同

条第２項第３号ａによる場合を含

む。）、同条第２項第３号ｅ又は同条

第３項第５号ｅに該当する上場ＥＴＦ

（次号に掲げる上場ＥＴＦを除く。）

投資信託契約若しくは信託契約又は

規程第１１０４条第３項第３号に規定

する預託契約等その他の契約が終了と

なる日の２日前（休業日を除外する。）

の日（当該終了となる日が休業日に当

たるときは、当該終了となる日の３日

前（休業日を除外する。）の日）。た

だし、当取引所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限り

でない。

（１） 規程第１１１２条第１項第３号ｉ（同

条第２項第３号ａによる場合を含

む。）、同条第２項第３号ｅ又は同条

第３項第５号ｅに該当する上場ＥＴＦ

投資信託契約若しくは信託契約又は

規程第１１０４条第３項第３号に規定

する預託契約等その他の契約が終了と

なる日の３日前（休業日を除外する。）

の日（当該終了となる日が休業日に当

たるときは、当該終了となる日の４日

前（休業日を除外する。）の日）

（１）の２ 信託の併合により規程第１１１

２条第１項第３号ｉ（同条第２項第３

（新設）



号ａによる場合を含む。）、同条第２

項第３号ｅ又は同条第３項第５号ｅに

該当する上場ＥＴＦ

信託の併合がその効力を生ずる日の

３日前（休業日を除外する。）の日

（２）～（３）の２ （略） （２）～（３）の２ （略）

（３）の３ 規程第１１１２条第３項第３号

に該当することとなった上場ＥＴＦ

終了となる日の２日前（休業日を除

外する。）の日（当該終了となる日が

休業日に当たるときは、当該終了とな

る日の３日前（休業日を除外する。）

の日）。ただし、当取引所が速やかに

上場廃止すべきであると認めた場合

は、この限りでない。

（３）の３ 規程第１１１２条第３項第３号

に該当することとなった上場ＥＴＦ

終了となる日の３日前（休業日を除

外する。）の日（当該終了となる日が

休業日に当たるときは、当該終了とな

る日の４日前（休業日を除外する。）

の日）

（４） （略） （４） （略）

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い）

第１２３４条 規程第１２２０条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

第１２３４条 規程第１２２０条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第１２１８条第１項第１号ａの

（ａ）のうち、規約で定めた存続期間

の満了による解散の場合に該当する銘

柄

規約で定めた存続期間の満了とな

る日の２日前（休業日を除外する。）

の日（当該満了となる日が休業日に当

たるときは、当該満了となる日の３日

前（休業日を除外する。）の日）。た

だし、当取引所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限り

（２） 規程第１２１８条第１項第１号ａの

（ａ）のうち、規約で定めた存続期間

の満了による解散の場合に該当する銘

柄

規約で定めた存続期間の満了とな

る日の３日前（休業日を除外する。）

の日（当該満了となる日が休業日に当

たるときは、当該満了となる日の４日

前（休業日を除外する。）の日）



でない。

（３） 規程第１２１８条第２項第１６号に

該当する銘柄（次号に掲げる銘柄を除

く。）

投資信託契約が終了となる日の２日

前（休業日を除外する。）の日（当該

終了となる日が休業日に当たるとき

は、当該終了となる日の３日前（休業

日を除外する。）の日）。ただし、当

取引所が速やかに上場廃止すべきであ

ると認めた場合は、この限りでない。

（３） 規程第１２１８条第２項第１６号に

該当する銘柄

投資信託契約が終了となる日の３日

前（休業日を除外する。）の日（当該

終了となる日が休業日に当たるとき

は、当該終了となる日の４日前（休業

日を除外する。）の日）

（３）の２ 信託の併合により規程第１２１

８条第２項第１６号に該当する銘柄

信託の併合がその効力を生ずる日の

３日前（休業日を除外する。）の日

（新設）

（４）～（８） （略） （４）～（８） （略）

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い）

第１３３０条 規程第１３２０条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

第１３３０条 規程第１３２０条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところ

による。

（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第１３１８条第１項第１号ａの

うち、規約で定めた存続期間の満了に

よる解散の場合に該当する銘柄

規約で定めた存続期間の満了となる

日の２日前（休業日を除外する。）の

日（当該満了となる日が休業日に当た

るときは、当該満了となる日の３日前

（休業日を除外する。）の日）。ただ

し、当取引所が速やかに上場廃止すべ

きであると認めた場合は、この限りで

ない。

（２） 規程第１３１８条第１項第１号ａの

うち、規約で定めた存続期間の満了に

よる解散の場合に該当する銘柄

規約で定めた存続期間の満了となる

日の３日前（休業日を除外する。）の

日（当該満了となる日が休業日に当た

るときは、当該満了となる日の４日前

（休業日を除外する。）の日）



（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い）

第１５３８条 規程第１５２３条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

銘柄の区分に従い、当該各号に規定するとこ

ろによる。

第１５３８条 規程第１５２３条に規定する上

場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる

銘柄の区分に従い、当該各号に規定するとこ

ろによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） 規程第１５２０条第１項第１号ａの

（ａ）又は第３号ａの（ａ）のうち、

規約で定めた存続期間の満了による解

散の場合に該当する銘柄

規約で定めた存続期間の満了となる

日の２日前（休業日を除外する。）の

日（当該満了となる日が休業日に当た

るときは、当該満了となる日の３日前

（休業日を除外する。）の日）。ただ

し、当取引所が速やかに上場廃止すべ

きであると認めた場合は、この限りで

ない。

（２） 規程第１５２０条第１項第１号ａの

（ａ）又は第３号ａの（ａ）のうち、

規約で定めた存続期間の満了による解

散の場合に該当する銘柄

規約で定めた存続期間の満了となる

日の３日前（休業日を除外する。）の

日（当該満了となる日が休業日に当た

るときは、当該満了となる日の４日前

（休業日を除外する。）の日）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（５） 規程第１５２０条第２項第１号ｒ（同

項第２号ａ又は第３号ｂの（ａ）によ

る場合を含む。）に該当する銘柄（次

号に掲げる銘柄を除く。）

投資信託契約が終了となる日の２日

前（休業日を除外する。）の日（当該

終了となる日が休業日に当たるとき

は、当該終了となる日の３日前（休業

日を除外する。）の日）。ただし、当

取引所が速やかに上場廃止すべきであ

ると認めた場合は、この限りでない。

（５） 規程第１５２０条第２項第１号ｒ（同

項第２号ａ又は第３号ｂの（ａ）によ

る場合を含む。）に該当する銘柄

投資信託契約が終了となる日の３日

前（休業日を除外する。）の日（当該

終了となる日が休業日に当たるとき

は、当該終了となる日の４日前（休業

日を除外する。）の日）

（５）の２ 信託の併合により規程第１５２

０条第２項第１号ｒ（同項第２号ａ又

（新設）



は第３号ｂの（ａ）による場合を含む。）

に該当する銘柄

信託の併合がその効力を生ずる日の

３日前（休業日を除外する。）の日

（６） （略） （６） （略）

（７） 規程第１５２０条第２項第３号ａの

（ｃ）に該当することとなった銘柄（次

号に掲げる銘柄を除く。）

預託契約等その他の契約が終了とな

る日の２日前（休業日を除外する。）

の日（当該終了となる日が休業日に当

たるときは、当該終了となる日の３日

前（休業日を除外する。）の日）。た

だし、当取引所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限り

でない。

（７） 規程第１５２０条第２項第３号ａの

（ｃ）に該当することとなった銘柄

預託契約等その他の契約が終了とな

る日の４日前（休業日を除外する。）

の日（当該終了となる日が休業日に当

たるときは、当該終了となる日の５日

前（休業日を除外する。）の日）

（７）の２ 信託の併合により規程第１５２

０条第２項第３号ａの（ｃ）に該当す

ることとなった銘柄

信託の併合がその効力を生ずる日の

３日前（休業日を除外する。）の日

（新設）

（８） （略） （８） （略）

付  則

この改正規定は、平成２８年６月３日から施

行する。


