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有価証券上場規程の具体的検討（１） 
 企業行動規範（１）ガバナンス、コンプライアンス 

同志社大学 伊藤靖史 

 

Ⅰ はじめに 
 

今回から、東京証券取引所の有価証券上場規程（以下「上場規程」という）の具体的な内容

についての検討（同規程施行規則は、以下「施行規則」という）1 

 

上場規程の編別 

第 1編 総則（1条以下） 

第 2編 株券等（101条以下） 

第 3編 優先株等（801条以下） 

第 4編 債券等（901条以下） 

第 5編 ETF（1001条以下） 

第 6編 ファンド（1201条以下） 

第 7編 日本取引所グループが発行する有価証券（1601条以下） 

（条文番号は連続しておらず、編別・章別〔第 2編・5編・6編の場合〕に振られる） 

 

株券等についての第 2編の章立て 

第 1章 総則（101条以下） 

第 2章 新規上場（201条以下） 

第 3章 新株券等の上場及び市場区分の変更等（301条以下） 

第 4章 上場管理（401条以下） 

第 5章 実効性の確保（501条以下） 

第 6章 上場廃止（601条以下） 

第 7章 雑則（701条以下） 

 

→今回の報告では、「第 4章 上場管理」中の「第 4節 企業行動規範」の規定のうち、ガ

バナンスやコンプライアンスに関するものについて検討 

 

企業行動規範を検討対象にする理由 

＝企業行動規範が定められたことが上場規程の歩みにとっての一つの画期、現在の上場規

程の果たす役割を理解する上での重要性（当研究会 12月林報告・4月松井報告）   

                                                   
1 また、法令名を（ ）内で引用するときは、有斐閣六法で用いられる略語を用いる。 
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Ⅱ 企業行動規範 
 

１ 規定のおおまかな分類 
 

＊今回の報告では、下線を引いた規定を扱う 

 

 遵守すべき事項 望まれる事項 

一般規定 流通市場の機能又は株主の権利の毀損行

為の禁止（444条） 

 

ファイナンス 第三者割当に係る遵守事項（432条） 

株式分割等（433条） 

MSCB等の発行に係る遵守事項（434条） 

 

投資単位  望ましい投資単位の水準への移行及び維

持に係る努力等（445条） 

売買単位の統一に向けた努力（445 条の

2） 

株主の権利行

使・情報開示 

書面による議決権行使等（435条） 

上場外国会社における議決権行使を容易

にする環境整備（436条） 

議決権行使を容易にするための環境整備

（446条） 

無議決権株式の株主への交付書類（447

条） 

決算内容に関する補足説明資料の公平な

提供（452条） 

ガバナンス 独立役員の確保（436条の 2） 

コーポレートガバナンス・コードの実施

／理由説明（436条の 3） 

上場内国会社の機関（437条） 

公認会計士等（438条） 

上場会社監査事務所等による監査（441条

の 3） 

コーポレートガバナンス・コードの尊重

（445条の 3） 

取締役である独立役員の確保（445 条の

4） 

独立役員が機能するための環境整備（445

条の 5） 

独立役員等に関する情報の提供（445 条

の 6） 

会計基準等の変更への的確な対応に向け

た体制整備（451条） 

コンプライア

ンス 

業務の適正を確保するために必要な体制

整備（439条） 

内部者取引の禁止（442条） 

反社会的勢力の排除（443条） 

内部者取引等の未然防止に向けた体制整

備（449条） 

反社会的勢力排除に向けた体制整備等

（450条） 

M&A、結合企

業 

買収防衛策の導入に係る遵守事項（440

条） 

MBOの開示に係る遵守事項（441条） 

支配株主との重要な取引等に係る遵守事

項（441条の 2) 
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２ 企業行動規範に関係する上場規程の改正 
 

＊本報告で扱う規定に関係するもの 

 

改正①：上場制度総合整備プログラム対応及び組織体制の整備に伴う有価証券上場規程の

全部改正（2007.11.1施行）＝企業行動規範制定 

改正②：反社会的勢力排除に向けた上場制度及びその他上場制度の整備に伴う有価証券上

場規程の一部改正（2008.2.6施行） 

改正③：金融商品取引法における四半期報告制度の導入等に伴う有価証券上場規程の一部

改正（2008.4.1施行） 

改正④：「2008 年度上場制度整備の対応について」に基づく有価証券上場規程の一部改正

（2009.8.24施行） 

改正⑤：「上場制度整備の実行計画 2009（速やかに実施する事項）」に基づく有価証券上場

規程の一部改正（2009.12.30施行） 

改正⑥：四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等

について」に基づく有価証券上場規程の一部改正（2010.6.30施行） 

改正⑦：マザーズの信頼性向上及び活性化に向けた有価証券上場規程の一部改正（2011.3.31

施行） 

改正⑧：平成 23年金融商品取引法改正及び売買単位の集約に係る有価証券上場規程の一部

改正（2012.4.1施行） 

改正⑨：証券市場の信頼向上のためのコーポレート・ガバナンスに関する有価証券上場規程

の一部改正（2012.5.10施行） 

改正⑩：大阪証券取引所との現物市場の統合に伴う有価証券上場規程の一部改正（2013.7.16

施行） 

改正⑪：独立性の高い社外取締役の確保に係る有価証券上場規程の一部改正（2014.2.10施

行） 

改正⑫：平成 25年金融商品取引法等の改正及びヘルスケアリート上場に向けた取組み等を

踏まえた有価証券上場規程の一部改正（2014.4.1施行） 

改正⑬：平成 26年会社法改正に伴う有価証券上場規程の一部改正（2015.5.1施行） 

改正⑭：コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う有価証券上場規程の一部改正

（2015.6.1施行） 
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３ 実効性の確保 
 

企業行動規範の遵守すべき事項（上場規程第２編第 4章第 4節第 1款）に違反 

→次のような措置（以下「実効性確保措置」と総称する）がとられる可能性 

・特設注意銘柄指定（上場規程 501条 1項 4号）［当該上場会社の内部管理体制等につい

て改善の必要性が高いと認めるとき］ 

・改善報告書・改善状況報告書の提出（上場規程 502条 1項 2号・503条）［改善の必要

性が高いと認めるとき］ 

・公表措置（上場規程 508条 1項 2号）［東証が必要と認めるとき］ 

・上場契約違約金（上場規程 509条 1項 2号）［当該上場会社が東証の市場に対する株主

および投資者の信頼を毀損したと東証が認めるとき］ 

 

次の場合、上場廃止に至る 

・特設注意銘柄指定がされた後、内部管理体制等について改善の見込みなし（上場規程 601

条 1項 11号の 2） 

・上場契約違反による上場廃止（上場規程 601条 1項 12号、施行規則 601条 11項）：た

とえば、改善報告書不提出、上場会社が上場契約について重大な違反を行ったと東証が認

める場合 

・反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している事実が

判明した場合（＝上場規程 443 条違反）において、その実態が取引所の市場に対する株

主および投資者の信頼を著しく毀損したと取引所が認めるとき（上場規程 601条 1項 19

号） 
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Ⅲ 上場内国会社の機関 
 

１ 機関設計 
 

（１）上場会社の機関 
 

上場内国株券の発行者は、次の各号に掲げる機関を置くものとされる（上場規程 437 条 1

項） 

（１）取締役会 

（２）監査役会、監査等委員会又は指名委員会等（会社法第２条第１２号に規定する指名委

員会等をいう。） 

（３）会計監査人 

【改正①で規定、改正⑬で改正】 

 

上場内国株券の発行者は、会社法上の公開会社（会社 2条 5号）であるが、大会社（会社 2

条 6号）とは限らず2 

but 上場規程 437 条 1 項は、会社法が公開会社かつ大会社である株式会社に設置を要求す

る機関（会社 327条 1項 5項・328条 1項）を、上場内国株券発行者すべてに要求 

 

これについての説明＝「特に新興市場の上場会社に対し、基本的なコーポレート・ガバナン

スの事項について、上場会社としてふさわしい体制の整備を求める観点から、これらの機

関を上場会社が設置することを義務づけることとしたもの」3 

→会社法の機関設計に関する規律の趣旨とも関連させれば、以下のように説明できる 

 

①大会社であれば会計監査人設置義務（会社 328条） 

趣旨＝計算関係が複雑で利害関係者が多岐にわたる会社について、会計処理の適正さを

担保するため4 

                                                   
2 上場審査基準（上場規程 205条・210条・212条・216条の 3・216条の 6、施行規則
212条・217条・229条の 11・229条の 14）・一部指定基準（上場規程 308条、施行規則
310条）・本則市場への上場市場の変更基準（上場規程 313条、施行規則 313条の 2）に
よれば、上場株式について譲渡制限を行わないことが基準として定められる。しかし、形

式要件として定められる貸借対照表上の数値は資本金の額ではなく（上場日・一部指定

日・変更日における）連結純資産の額である。連結純資産の額も、マザーズについては連

結純資産の額は基準とされず、JASDAQスタンダードは 5億円以上、JASDAQグロース
は正であればよい。 
3 木村 29頁。同文献によれば、当時、マザーズ上場会社のうち 23.6％では監査役会が設
置されていなかったとされる。 
4 会社法コンメ(7)393頁［近藤光男］。 
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②大会社でありかつ公開会社であれば（監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社でな

い限り）監査役会設置義務（会社 328条 1項） 

趣旨＝株主数が多く頻繁に変動する会社について、業務執行および会計の監査を強化す

るため5 

 

＝上場規程は、上場内国株券の発行者であれば、大会社でなくとも、計算関係が複雑で利害

関係者が多岐にわたり、また、株主数が多く頻繁に変動するという事情があるものと捉え、

上記の会社法のルールを上場内国株券の発行者全体に強制するもの 

 

→そのような規律には一定の合理性があるといえそう（会社法が用いる「大会社」「公開会

社」といった基準も、計算関係が複雑で利害関係者が多岐にわたるとか、株主数が多く頻

繁に変動するという事情が存在することを近似的に示す形式的な基準にすぎず） 

 

（２）機関設計に関連する実効性確保措置 
 

Ⅱ３に述べた実効性確保措置のほかに、会社法 331条（取締役の資格等）・335条（監査役

の資格等）・337条（会計監査人の資格等）・400条（委員の選定等）違反が、公表措置の対

象と定められる（上場規程 508条 1項 3号） 

 

→このうち 335 条 3 項違反については、上記の監査役会設置義務付けの趣旨が没却される

ということから説明される6 

 

残りの会社法の規定は？ 

→会社法の規定を遵守すべきことは当然の前提であり、そのような規定が遵守されていな

いという事実は投資者にとっても重要な情報、また、取引所としてもその遵守を促すべき、

ということか 

 

２ 会計監査人 
 

（１）公認会計士等 
 

上場内国株券の発行者は、当該発行者の会計監査人を、有価証券報告書または四半期報告書

                                                   
5 会社法コンメ(7)394頁［近藤光男］。 
6 木村 30頁。 
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に記載される財務諸表等または四半期財務諸表等の監査証明等7を行う公認会計士等として

選任するものとされる（上場規程 438条 1項） 

【改正①で努力義務として規定、改正③で改正、改正④で遵守すべき事項に】 

 

このルールについての説明 

「会社法では、会計監査人の選任・終任や報酬、権限等についてさまざまな規定が置かれて

おり、その権限強化および独立性の確保が図られている。しかし、金融商品取引法上の監査

を行う公認会計士等が会計監査人と同一の者であることが法令上明文で要求されているわ

けではないため…、仮に会計監査人と異なる者が監査を行うような場合には、当該監査を行

う者の選任や報酬等については法律上の手当てがまったくなされていない状況となる。そ

こで、会計監査人と監査証明等を行う公認会計士等が同一の者であるべき旨を明らかにす

る趣旨である。」8 

 

実務上は、同じ公認会計士・監査法人が（ア）会社法上の会計監査人と（イ）金商法で要求

される監査証明を行う者とを兼ねており、一通の契約書で会社法および証券取引法の監査

を行うことを約し、同一の監査を行いながらこれを別個の監査として監査報告を作成して

いるといわれる9 

→上場規程 438条が懸念するような状態が実際にどれだけ生じていたのか？ 

 

上記の説明についての疑問 

＝同一の者が（ア）と（イ）を兼ねれば、（イ）の「選任や報酬等については法律上の手当

てがまったくなされていない状況」は解消されたことになるのか？ 

（上場規程 438条によって、「証券取引法上の監査を行う公認会計士等について会社法上

の権限が…付与される」10ことになるのか？） 

 

同一の者が（ア）と（イ）を兼ねる場合であっても、（ア）と（イ）は観念的には別の地位

のはず 

＝（イ）としての活動を行うために（ア）としての権限（たとえば、当該会社および子会社

についての会計帳簿等の閲覧謄写権・報告聴取権・調査権〔会社 396条 2項以下〕）を用

いることができるのか？（イ）としての報酬等を定めるために、監査役会等の同意（会社

399条）が必要なのか？ 

                                                   
7 監査証明等とは、金商法 193条の 2第 1項の監査証明（監査証明）または財務諸表等の
監査証明に関する内閣府令 1条の 3に規定する監査証明に相当すると認められる証明（監
査証明に相当する証明）をいう（上場規程 2条 20号～23号）。 
8 木村 29頁以下。 
9 岸田 35頁。 
10 総合整備プログラム 19頁。 
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→（イ）による監査と（ア）による監査はほとんど重なっており、重なった部分について「そ

れは（ア）による監査ではなく（イ）による監査である」といったことは言えないため、

その限りで上記のような会社法のルールも適用されることになるだろうが、それはあく

まで、（ア）としての監査活動と（イ）としての監査活動が重複していることの結果に過

ぎない 

 

（ア）と（イ）の二本立ての監査という問題は、上場規程 438条によって解決されるもので

もなく、これについては法改正が望まれる 

 

（２）上場会社監査事務所等による監査 
 

上場内国株券の発行者は、上場会社監査事務所（日本公認会計士協会の上場会社監査事務所

登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所を含む）11の監査を受ける

ものとされる（上場規程 441条の 3） 

【改正④で努力義務として規定、改正⑦で遵守すべき事項に】 

 

上場会社監査事務所登録制度（2007.4.1導入） 

＝日本公認会計士協会による上場会社の監査事務所の品質管理。上場会社と監査契約を締

結している事務所に上場会社監査事務所名簿への登録を求め、品質管理レビューを行う。

上場会社との監査契約を予定している事務所・上場会社の監査を行う意向がある事務所

については準登録事務所名簿への登録 

→これらの登録をした事務所でなければ上場会社の監査ができないというルールの遵守が、

日本公認会計士協会の会員に、会則によって義務付けられる 

 

上場規程 441 条の 3 は、上場内国株券の発行者に、そのような事務所による監査を受ける

ことを義務付けるもの 

＝上場会社監査事務所登録制度に取引所としても積極的な意義を認め、これへの協力を行

うものであり、公認会計士との連携強化のための施策ともいわれる12 

 

（３）会計基準の変更等への的確な対応に向けた体制整備 
 

上場内国会社13は、会計基準の内容またはその変更等についての意見発信および普及・コミ

                                                   
11 上場会社監査事務所とは、日本公認会計士協会の上場監査事務所登録制度に基づき上場
会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所をいう（上場規程 2条 50号の 2）。 
12 総合整備プログラム 19頁参照。 
13 上場内国会社とは、上場内国株券等の発行者をいう（上場規程 2条 56号）。上場内国株
券等とは、上場内国株券または上場優先出資証券をいう（上場規程 2条 58号）。したがっ
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ュニケーションを行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修への参加その他

会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応するこ

とができる体制の整備を行うよう努めるものとされる（上場規程 451条） 

【改正⑤で規定】 

 

→「IFRS導入に向けた議論をサポートし、また、これまで上場会社に対して要請してきた

わが国の会計基準の設定主体である財務会計基準機構への加入促進などに向けて」14設け

られた規定 

 

これに関連するルールとして、上場規程 409条の 2・施行規則 410条の 2 

＝決算短信に財務会計基準機構の会員マークを表示していない上場内国会社は、事業年度

経過後 3 か月以内に、当該事業年度の末日における財務会計基準機構への加入状況（加

入していない場合はよく事業年度以降における加入に関する考え方を含む）を開示しな

ければならず 

 

＊2019.4.1現在の加入状況15 

上場内国会社全体の加入率＝95.1％、市場第一部の加入率＝99.3％ 

（2009年 9月 30日現在でも東証上場会社の約 94％は加入済みであった16） 

   

                                                   
て、この規定は、たとえば上場規程 437条とは異なり、上場内国株券の発行者のみなら
ず、上場優先出資証券のみを発行する会社にも適用される。 
14 伊藤速やか 23頁。 
15 https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/services/asb/01.html 
16 伊藤速やか 23頁。 
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Ⅳ 独立役員制度 
 

１ 独立役員の確保 
 

（１）独立役員の確保を求めるルール 
 

上場内国株券の発行者は、一般株主保護のため、独立役員を 1 名以上確保しなければなら

ないものとされる 

独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役（会社法 2条 15号に

規定する社外取締役であって、会社法施行規則 2条 3 項 5号に規定する社外役員に該当す

る者をいう）または社外監査役（会社法 2条 16号に規定する社外監査役であって、会社法

施行規則 2条 3項 5号に規定する社外役員に該当する者をいう）をいう 

（以上、上場規程 436条の 2第 1項） 

【改正⑤で規定、改正⑥で改正】 

 

独立役員に関する上場規程のルール 

＝「上場制度整備の実行計画 2009（速やかに実施する事項）」にもとづいて導入（改正⑤） 

←背景： 

・当時の状況＝委員会設置会社以外の取締役会設置会社において社外取締役を選任する

会社は 45.4％にとどまる 

・会社法が定める社外性要件＝親会社やメインバンクなどの主要な取引先の出身者も社

外性の要件を満たす 

・独立した取締役ないし役員の必要性を唱える各種の提言等17 

 

独立役員の定義 

＝一般株主18と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役（会社法 2 条

15号・16号の要件を満たし、会社法施行規則 2条 3項 5号に規定する社外役員19に該当

する者）（以下、前者を「独立社外取締役」、後者を「独立社外監査役」という） 

 

                                                   
17 以上について、伊藤速やか 19頁以下、当研究会 12月林報告。 
18 一般株主とは、「株式の流通市場を通じた売買によって変動しうる株主」であり、「個々
の株主としては持分割合が少ないために単独では会社の経営に対する有意な影響力を持ち

得ない株主」であるとされる。期待される役割 2頁。 
19 会社法施行規則には「社外役員」という概念が定められる。社外役員とは、大まかにい
えば、会社法が定める社外取締役・社外監査役の要件に該当する者のうち、会社法または

会社自身がその者を社外取締役・社外監査役として取り扱うものをいう。新会社法関係法

務省令 49頁。会社法施行規則 124条 1項は、そのような社外役員について、事業報告に
おける特別の開示を要求する。 
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独立役員の役割 

＝上場会社の取締役会などにおける業務執行に係る決定の局面等において、一般株主の利

益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行

動をとること20 

←ベースとなる考え方： 

日常の経営判断の積重ねが結果的に一般株主の利益を損ねる場合がありうることを踏ま

えれば、経営者と一般株主との間で利害の対立が顕在化する局面だけではなく、平素から、

上場会社の意思決定プロセスに独立した立場の者が関与していることが、一般株主の利

益に配慮した公平で公正な決定のために、有効かつ必要21 

 

（２）独立役員届出書 
 

独立役員の確保に関し、必要な事項については、施行規則で定めるものとされる（上場規程

436条の 2第 2項） 

【改正⑤で規定】 

 

同項に規定する独立役員の確保については、次の各号に定めるところによるものとされる

（施行規則 436条の 2） 

(1)独立役員届出書の提出 

(2)独立役員届出書を東証が公衆縦覧に供することへの同意 

(3)独立役員届出書の内容に変更が生じる場合 

・（変更が生じる日の 2週間前までに）変更内容を反映した独立役員届出書の提出 

・そのような独立役員届出書を東証が公衆縦覧に供することへの同意 

 

独立役員届出書の機能 

・独立役員届出書は、独立役員の確保に係る企業行動規範の遵守状況を確認するために、東

証が上場会社に提出を求めるもの22 

・変更を反映した独立役員届出書は、変更が生じる 2週間前（通常は定時株主総会の日の 2

週間前）までに提出するものとされており、提出され公衆縦覧された届出書は株主による

議決権行使の判断材料にもなるものとされる23 

・独立役員届出書の届出自体も、上場規程 436条の 2第 2項・施行規則 436条の 2を介し

                                                   
20 期待される役割 6頁。 
21 期待される役割 4頁。 
22 東証ホームページ（https://www.jpx.co.jp/equities/listing/ind-executive/）。届出書を公
衆縦覧に供するのは、遵守状況の確認手続の透明性の確保のためだとされる。伊藤速やか

21頁。 
23 伊藤速やか 21頁。 
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て、遵守すべき事項となると考えられる 

＝たとえば、届出書に記載した独立役員が退任したのに、それを反映した届出書を提出し

ないことは、それ自体で、実効性確保措置の対象になると思われる 

 

独立役員の届出の前提として、独立役員の指定 

・社外役員のうちいずれを独立役員として届け出るか（独立役員届出書に独立役員と記載す

るか）は、会社が自ら決める（独立役員の指定） 

・指定の手続は上場会社が任意に決められるが、指定に当たっては本人の同意を得ることが

求められる24 

・独立役員の要件に合致する社外役員の全員を独立役員に指定する必要はなし 

（もっとも、全員を独立役員として届け出ない場合も、すべての社外役員についての情報

を届出書に記載しなければならず25） 

 

独立役員の確保義務と独立役員届出書・独立役員の指定との関係は分かりづらい 

・上場規程 436条の 2第 1項で遵守が求められるのは、独立役員の「確保」 

→独立役員が 1名以上選任されている状態が維持されていればよいようにも読める 

（たとえば、会社が独立役員として指定した者の全員について独立性が認められなか

ったが、その他の社外役員に独立性が認められるべき者が含まれる場合は？） 

・独立役員届出書を提出させることで独立役員に係る企業行動規範の遵守を確認するとい

うシステムの建付け、また、ガイドラインⅢ5(3)の 2 の文言（「上場内国株券の発行者が

独立役員として届け出る者が」）からすれば、企業行動規範を遵守したと評価されるため

には、会社が独立役員として指定し届け出た者のうち少なくとも 1 名について独立性が

あると東証によって判断される必要があると考えられる26 

→実際の運用が後者なのであれば、その旨が、上場規程上明確に表現されることが望ましい

のでは？ 

 

（３）独立性基準 
 

「一般株主と利益相反が生じるおそれのない」こと（独立性） 

＝上場規程・施行規則上、直接には定義されず 

 

上場管理等に関するガイドライン（以下「ガイドライン」という）に次のルール 

                                                   
24 留意事項 2頁。 
25 留意事項 2頁。 
26 留意事項 2頁では、「1名以上の独立役員の確保及びその適切な届出が行われない場合
には、企業行動規範に違反したものとして、…所定の措置を講ずることがあります」とさ

れる。 
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＝上場規程 436 条の 2 に関する企業行動規範違反に対する公表措置・上場契約違約金の徴

求の要否の判断は、上場内国株券の発行者が独立役員として届け出る者が、下記の a～d

までのいずれかに該当している場合におけるその状況のほか、違反の内容、当該違反が行

われた経緯、原因およびその情状ならびに当該違反に対して東証が行う処分その他の措

置の実施状況その他の事情を総合的に勘案して行うものとされる（ガイドラインⅢ5(3)の

2） 

 

 ａ 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引
先若しくはその業務執行者 
 
 ｂ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会
計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団
体に所属する者をいう。） 
 
 ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者27 
 
 （ａ） ａ又はｂに掲げる者 
 
 （ｂ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独
立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） 
 
 （ｃ） 当該会社の兄弟会社28の業務執行者 
 
 ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者29 
 
 （ａ） ａから前ｃまでに掲げる者 
 
 （ｂ） 当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計
参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。） 
 
 （ｃ） 当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっ
ては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） 
 
 （ｄ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独
立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） 
 
 （ｅ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者 
 
 （ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員とし

                                                   
27 「最近において…該当していた」とは、実質的に現在そのような事情に該当している者
と同視できるような場合をいい、たとえば、当該役員の選任議案の内容が決定された時点

において該当していた場合をいう。留意事項 4頁。 
28 上場規程・施行規則には兄弟会社の定義が定められていないようである。「当該株式会
社の親会社等の子会社等（当該株式会社およびその子会社を除く）」（会社 2条 15号ニ）
という意味で用いられているのであろう。 
29 近親者とは、二親等内の親族をいう（施行規則 3条の 2第 1号）。これに対して、会社
法 2条 15号ホは、社外取締役の定義に関連して、「配偶者又は二親等内の親族」という表
現を用いる。会社法の表現の方が法的には正確である（民 725条参照）。 
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て指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者 

 

ガイドラインは、直接的には、以上の a～dが、企業行動規範違反に対する実効性確保措置

の要否の判断の際に勘案される事情の一部だと定めるにすぎず 

→独立役員制度導入時には、「これらの状況に該当するおそれが高い場合は、独立役員届出

書の提出に先立ち、東証に事前相談を行うようお願いしたい」といわれた30 

 

その後、改正⑪の際に、東証が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の

判断要素と位置付けられ、「独立性基準」という呼称が用いられるように 

（独立性基準に抵触する場合には、独立役員として届け出ることができない）31 

←このような呼称の変更の以前から、a～d に該当する場合には独立性を認めないという運

用が行われていた32 

 

他方で、たとえ「独立性基準」に該当しない場合であっても、その他の事情から、一般株主

と利益相反の生じるおそれがあると判断され、独立役員と認められないこともありうる33 

 

独立役員の確保についての実効性確保措置 

＝上記のガイドラインの規定から、実効性確保措置の要否は、様々な事情を考慮して決定さ

れる（たとえば、「独立役員が急病道のやむを得ない事情により不在となった場合には、

基本的には、一時的に独立役員が不在となることをもって直ちに公表措置等を行うとい

う判断とはならない」34） 

 

＊コーポレートガバナンス・コード原則 4-9 

「取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独

立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべ

きである。」 

 

独立性基準の規定の仕方は複雑 

←会社法で社外取締役とされない場合を基準に含めない 

両者を合わせて表にすると、以下のとおり 

                                                   
30 伊藤速やか 20頁。事前相談要件という語が用いられたこともある。清水 31頁。 
31 以上について、留意事項 2頁 
32 林 9頁。 
33 留意事項 2頁。例として、「上場会社が持株会社形態であるような場合において、社外
取締役・社外監査役が重要な事業子会社の「主要な取引先」の業務執行者であるような場

合」が挙げられている（そのような者は aには該当しないが、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないとはいえない可能性）。留意事項 3頁。 
34 留意事項 2頁。 
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近親者以外（現在①～⑤である者、または、最近・過去 10年内に①～⑤であった者が、社

外取締役・社外監査役から除外され、または、独立性基準に該当） 

 現在 最近 過去 10年内 
①当該株式会社またはその子会社の業務
執行取締役等 

非社外 非社外 非社外 

②当該株式会社の親会社等（自然人に限
る）または親会社等の取締役、執行役、
使用人 

非社外 独立性基準 c(b) － 

③当該株式会社の親会社等の子会社等
（当該株式会社およびその子会社を除
く）の業務執行取締役等 

非社外 独立性基準 c(c) － 

④当該会社と主要な取引関係のある者ま
たはその業務執行者 

独立性基準 a 独立性基準 c(a) － 

⑤当該会社から役員報酬以外に多額の金
銭その他の財産を得ているコンサルタン
ト等（その者が団体である場合はそれに
所属する者） 

独立性基準 b 独立性基準 c(b) － 

 

近親者（現在ⓐ～ⓖである者の近親者、または、最近ⓐ～ⓖであった者の近親者が、社外取

締役・社外監査役から除外され、または、独立性基準に該当） 

 現在 最近 
ⓐ当該会社の取締役、執行役、使用人、親会
社等（自然人である者に限る） 

非社外 独立性基準 d(f) 

ⓑ当該会社の会計参与 独立性基準 d(b) 独立性基準 d(f) 
ⓒ当該会社の子会社の業務執行者 独立性基準 d(c) 独立性基準 d(f) 
ⓓ当該会社の親会社の業務執行者 独立性基準 d(c) 独立性基準 d(a)＋c(b) 
ⓔ当該会社の兄弟会社の業務執行者 独立性基準 d(e) 独立性基準 d(a)＋c(c) 
ⓕ当該会社と主要な取引関係のある者または
その業務執行者 

独立性基準 d(a)＋a 独立性基準 d(a)＋c(a) 

ⓖ当該会社から役員報酬以外に多額の金銭そ
の他の財産を得ているコンサルタント等（そ
の者が団体である場合はそれに所属する者） 

独立性基準 d(a)＋b 独立性基準 d(a)＋c(a) 

 

（４）独立役員の開示 
 

会社が独立役員として指定する者について詳細な情報を株主・投資者に提供させるため35、 

次の開示が要求される（施行規則 415条 1項 6号） 

 

・上場内国株券の発行者は、コーポレート・ガバナンス報告書に、独立役員の確保の状況を

記載しなければならず 

 

・会社が独立役員として指定する者が下記 a～ｊのいずれかに該当する場合は、その旨およ

                                                   
35 伊藤速やか 21頁。 
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びその概要を記載しなければならない 

 

 ａ 過去に当該会社又はその子会社の業務執行者（会社法施行規則…第２条第３項第６号
に規定する業務執行者をいう。…）であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に
あっては、業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者を含む。） 
 
 ｂ 過去に当該会社の親会社の業務執行者であった者（業務執行者でない取締役であった
者を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役であった者を含む。） 
 
 ｃ 過去に当該会社の兄弟会社の業務執行者であった者 
 
 ｄ 過去に当該会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者又は当該会社の主要
な取引先の業務執行者であった者 
 
 ｅ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会
計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者 
 
 ｆ 当該会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等
（業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。）をいう。…） 
 
 ｇ ａから前ｆまでに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 
 
 ｈ 当該会社の取引先又はその出身者（業務執行者又は過去１０年内のいずれかの時にお
いて業務執行者であった者をいう。以下この章において同じ。） 
 
 ｉ 当該会社の出身者が他の会社の社外役員である場合の当該他の会社の出身者 
 
 ｊ 当該会社から寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体であ
る場合は、出身者又はそれに相当する者をいう。…） 

 

→「独立性基準」より広い範囲の者を含む 

・過去に該当した者、その近親者を含む（a～e）36 

・当該会社の主要株主、その近親者を含む（f） 

・当該会社の取引先の出身者（過去 10年以内のいずれかの時において業務執行者であっ

た者）を含む（h） 

・社外役員の相互就任を含む（i） 

・当該会社から寄付を受けている者を含む（j） 

 

∵こちらは開示を求めるというルールなので、範囲を広くした上で、独立役員の考え方がそ

れぞれ異なりうる株主・投資者に対してより詳細な情報を提供するものとされた37 

 

                                                   
36 「過去」とは、過去 10年間（会社 2条 15号イ等参照）に限定されず、合理的に可能
な範囲で把握できる情報をもとに、過去のそのような関係を株主・投資者が適切に認識で

きる程度に記載するものとされる。留意事項 5頁以下。 
37 伊藤速やか 21頁以下。 
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＊以上の a～jへの該当性は、独立役員届出書にも記載するものとされる（属性情報）38 

 

２ 2012年に導入されたルール 
 

上場内国株券の発行者は、取締役である独立役員を少なくとも 1 名以上確保するよう努め

なければならないものとされる（上場規程 445条の 4） 

【改正⑨で規定、改正⑪で改正】 

 

→改正⑨で「独立役員に取締役会における議決権を有している者が含まれていることの意

義を踏まえ、独立役員を確保するよう努める」というルールとして導入 

改正⑪で「会社法制の見直しに関する要綱」の附帯決議（「金融商品取引所の規則におい

て、上場会社は取締役である独立役員を 1 人以上確保するよう努める旨の規律を設ける

必要がある」）を受けて現在の形に 

 

＊コーポレートガバナンス・コード原則 4-8 

「独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役

割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を

少なくとも２名以上選任すべきである。 

 また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、少

なくとも３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記

にかかわらず、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。」 

 

上場内国株券の発行者は、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備するよう

努めるものとされる（上場規程 445条の 5） 

【改正⑨で規定】 

 

→独立役員に情報が届かなければ期待された役割を果たすことが困難であることを踏まえ

て設けられたルール。具体的な環境整備のあり方は会社の実情に応じて様々であるため、

「望まれる事項」として各社の工夫を求める39 

 

具体例＝情報伝達体制の整備（早期の取締役会資料の送付、詳細な事前説明を含む）、内部

統制部門を始めとする社内部門との連携、独立役員を補助する人材の確保40 

 

                                                   
38 留意事項 5頁。 
39 清水 36頁。 
40 清水 36頁。 
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上場内国株券の発行者は、独立役員に関する情報および会社法施行規則 2条 3 項 5号に規

定する社外役員の独立性に関する情報を株主総会における議決権行使に資する方法により

株主に提供するよう努めるものとされる（上場規程 445条の 6） 

【改正⑨で規定】 

 

→社外役員の独立性に関する事項は、選任議案についての議決権行使の参考にする際に最

も意味を有することから、このような情報の提供が「望まれる事項」として定められた41 

 

これによって要求される独立役員に関する事項が欠けていたとしても、会社法の定める法

定書類としての不備はないため、株主総会の決議の効力には影響がないとされる42 

but ほかの事情と相まって、決議方法の著しい不公正（会社 831 条 1項 1号）と評価され

る可能性はゼロではないだろう 

 

３ 次期会社法改正と独立役員制度 
 

現在の企業行動規範 

＝独立役員（独立社外取締役または独立社外監査役）を 1名以上確保することを義務付け 

 

実際の選任状況 

・監査役会設置会社である上場会社のうち、社外取締役を選任しないものは、3.1%43 

・監査役会設置会社である上場会社のうち、独立社外取締役を選任しないものは、8.8％44 

・上場会社の社外取締役のうち独立社外取締役が占める割合は、87.3％45 

 

「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱」（2019年 2月 14日） 

第 2部第 2の 2 

「監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。）であって金融商

品取引法第２４条第１項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総

理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならないものとする。」 

 

                                                   
41 清水 34頁。「株主総会における議決権行使に資する方法」として、具体的には、①株主
総会参考書類および事業報告に記載する方法や、②別途書類を作成して株主に招集通知を

発送する際に同封する方法、さらに、③ウェブサイトに独立役員に関する事項を記載し、

①または②の書類に当該ウェブサイトへのアクセス方法を記載する方法が考えられるとさ

れる。清水 34頁以下。 
42 清水 35頁。 
43 白書 82頁。 
44 白書 82頁。 
45 白書 86頁。 
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→これにもとづく会社法改正が行われれば、上場会社である監査役会設置会社に、社外取締

役 1名以上の設置が義務付けられるように 

 

同会社法改正の趣旨 

「ミニマム・スタンダードとして、少数株主を含む全ての株主に共通する株主共同の利益を

代弁する立場にある者として業務執行者から独立した客観的な立場から会社経営の監督を

行い、また、経営者あるいは支配株主と少数株主との間の利益相反の監督を行うという役割

を果たすことが期待される社外取締役を、少なくとも一人置くことを求めることが必要」46 

 

→このような趣旨からすれば、同改正が行われた後は、上場規程 436 条の 2 を改め、上場

内国株券の発行者に独立社外取締役の 1 名以上の確保を求めるルールとすることが素直

だろう（上記のような改正後の会社法の規定に従い社外取締役を選任しながら、社外取締

役を独立性のある者とせずに、独立社外監査役を確保するということは、上記の趣旨と矛

盾するのではないか〔そのような会社の行動を上記の趣旨との関連で正当化する事情は

ないのではないか〕） 

 

仮にそのような改正を行えば、上場規程 445条の 4は、現在の形では不要に 

→たとえば、同条を、「少なくとも 2名以上」と改正することは考えられる 

   

                                                   
46 「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試案補足説明」（2018年 2月）第
2部第 2の 3。 
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Ⅴ コーポレートガバナンス・コードに関する規定 
 

１ コンプライ・オア・エクスプレイン 
 

上場内国株券の発行者は、上場規程の別添「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を

実施するか、実施しない場合にはその理由をコーポレート・ガバナンス報告書（上場規程

419条）において説明するものとされる 

この場合において、「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要と

なる各原則の範囲は、次の区分に従う 

(1)本則市場の上場会社＝基本原則・原則・補充原則 

(2)マザーズおよび JASDAQの上場会社＝基本原則 

（以上、上場規程 436条の 3） 

【改正⑭で規定】 

 

→コンプライ・オア・エクスプレインの制度化 

 

この規定は遵守すべき事項に含まれる 

butコーポレートガバナンス・コード＝プリンシプルベース・アプローチ 

（原則をどのように実施するかの判断はまずは上場会社の自主的な判断に委ねられる） 

また、理由の説明の評価は株主等のステークホルダーが行うもの 

 

→取引所が実効性確保措置をとるとすれば、次の場合だとされる47 

・コードの原則を実施していないことが客観的に明らかであり、かつ、上場会社がその理

由の説明を拒絶 

・理由の説明が明らかに虚偽 

 

２ コーポレートガバナンス・コードの尊重 
 

上場会社は、上場規程の別添「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重して

コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとされる（上場規程 445 条の

3） 

【改正⑤で「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」に関して規定、改正⑧で条数変更、

改正⑭で改正】 

 

「趣旨・精神を尊重」 

                                                   
47 佐藤 58頁。 
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＝コーポレートガバナンス・コードのプリンシプルベース・アプローチの表れ48 

 

こちらのルールの適用対象は、上場会社49 

＝上場内国株券の発行者のみならず、上場優先出資証券のみを発行する会社や、上場外国株

券等の発行者も含まれる50 

   

                                                   
48 佐藤 58頁。「何がコードの趣旨・精神なのかは上場会社がまずは判断することになるで
あろうが、その際には 5つの『基本原則』の内容が参考になる」とされる。佐藤 64頁注
8。 
49 上場会社とは、上場株券等の発行者をいう（上場規程 2条 50号）。上場株券等とは、東
京証券取引所に上場している株券等をいい（上場規程 2条 51号）、株券等とは、内国株券
等または外国株券等をいう（上場規程 2条 17号）。 
50 「コードの各原則には株式会社であることを前提としたものが数多く含まれる点につい
ては、プリンシプルベース・アプローチの下で発行体の性質に応じて柔軟に解釈・適用す

ることとなる」とされる。佐藤 64頁注 7。 
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Ⅵ 内部者取引 
 

１ 内部者取引等の未然防止に向けた体制整備 
 

上場会社は、その役員、代理人、使用人その他の従業者による内部者取引等の未然防止に向

けて必要な体制の整備を行うよう努めるものとされる（上場規程 449条） 

【改正①で規定、改正④で改正、改正⑫で改正】 

 

→企業行動規範制定以前から上場会社に要請されていた内容51を企業行動規範に取込み 

 

同規定にいう 

・内部者取引＝金商法 166条および 167条の規定により禁止される取引（上場規程 2条 79

号の 2） 

・内部者取引等＝内部者取引および金商法 167 条の 2 の規定により禁止される行為（上場

規程 2条 79号の 3） 

・「その」役員、代理人、使用人その他の従業者＝当該上場会社の役員、代理人、使用人そ

の他の従業者 

 

→規定の文言上、そこでいう体制が未然防止を図るべきとされるのは、当該上場会社の役員、

代理人、使用人その他の従業者による内部者取引、公開買付等関係者による内部者取引、

未公開の内部情報の伝達行為 

 

but金商法は、当該上場会社の親会社・子会社の役員等を会社関係者に含めて規制（金商法

166条 1項 1号「当該上場会社等（当該上場会社等の親会社及び子会社…を含む。…以下こ

の項において同じ）」・167条の 2第 1項「上場会社等に係る第百六十六条第一項に規定する

会社関係者」） 

 

→上場規程に明示されないからといって、親会社や子会社の役員等による内部者取引の未

然防止に向けて必要な体制の整備に努めなくてよいということにはならないだろう52 

 

                                                   
51 40年 125頁、50年 77頁以下。 
52 木目田＝上島 689頁以下は、インサイダー取引防止体制の整備について、親会社・子会
社の役職員も会社関係者に含まれることから、インサイダー取引防止のための企業グルー

プ全体での取組みも必要となるとし、会社の情報管理責任者において子会社の重要事実も

子会社の情報管理担当者からの報告で把握し得るようにしておくことや、親会社・子会社

やその役職員による会社株式の売買についても会社の情報管理責任者の許可を必要とする

ことなどが考えられるとする。 
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２ 内部者取引の禁止 
 

上場会社は、当該上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業員に対し、当該上場会社の

計算における内部者取引を行わせてはならないものとされる（上場規程 442条） 

【改正④で規定】 

 

改正④＝企業行動規範の体系の再構成 

遵守すべき事項／望まれる事項を区分、前者の違反を実効性確保措置の対象とする 

 

内部者取引等の未然防止に向けた体制整備に関する努力義務（１） 

→望まれる事項と位置づけ（∵情報管理体制についてどの程度まで整備すれば内部者取引

の未然防止に十分であるか一律に定めることは困難） 

 

＋それとは別に、遵守すべき事項として、上記規定が定められた 

「内部者取引については上場会社自身が関与する可能性も否定できず、特に内部者取引

が会社自身の計算で行われた場合には、当該会社が罰則や課徴金納付命令の対象となり

得る…。そこで、企業行動規範の『遵守すべき事項』に」この規定を加え、「この違反に

ついて実効性確保手段の対象としている。」53 

 

どのような場合に実効性確保措置がとられる？ 

＝公表措置・上場契約違約金の徴求の要否の判断は、内部者取引の未然防止に向けて必要な

情報管理体制の整備状況のほか、違反の内容等々を総合的に勘案して行うものとされる

（ガイドラインⅢ5(6)） 

 

例：新製品の企業化の決定や決算内容等の重要事実の公表前に会社の役職員が会社の計算

で行う自己株式取得 

 

①自己株式取得の決定を行った役職員が重要事実の発生を知らなかった場合 

→内部者取引にならないはず54 

 

②自己株式取得の決定を行った役職員が重要事実の発生を知っていた場合 

→会社の計算で行う内部者取引 

この場合に勘案される「情報管理体制」 

＝「自己株式取得の意思決定又は当該意思決定に基づく実行手続を行おうとするそれぞ

                                                   
53 以上について、伊藤 2008改正 22頁以下。 
54 前田 10頁。 
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れの時点で、これらに関与する上場会社の役職員が重要事実を知らないことを確認す

る」ための体制、また、自己株式取得の担当部署と他の部署との間の情報障壁などか55 

   

                                                   
55 防止規程事例集 113頁以下。 
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Ⅶ 反社会的勢力 
 

１ 反社会的勢力排除に向けた体制整備等 
 

上場会社は、反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備および個々の企業

に対する反社会的勢力の介入防止に努めるものとされる（上場規程 450条） 

【改正②で規定、改正④で条数変更】 

 

→反社会的勢力による証券市場の濫用を防止し、証券市場の秩序の維持および信頼の向上

を図る観点から、改正②（2008年）で企業行動規範に追加56 

 

＊当時、反社会的勢力排除に向けて次のような動向 

 

犯罪対策閣僚会議「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（2007 年 6 月

19日）（以下「指針」という） 

・企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応を取りま

とめる 

・「反社会的勢力による被害の防止は、業務の適正を確保するために必要な法令等遵守・リ

スク管理事項として、内部統制システムに明確に位置付けることが必要」57 

 

「証券取引及び証券市場からの反社会的勢力の排除について―証券保安連絡会実務者会議

中間報告（要旨）―」（2007年 7月） 

・指針を踏まえた基本原則と具体的施策を記す 

・基本原則として、証券取引（顧客）・市場仲介者（証券会社等）からの排除と並び、証券

取引所上場からの排除を挙げる 

＝引受審査・新規上場審査で、反社会的勢力との関係について確認、疑うに足る合理的理

由が存在する企業の新規上場は認めない、既上場企業が反社会的勢力と不適切な関係

を有していることが明確になった場合には関係の解消を促す断固とした措置 

・証券取引所上場からの排除という基本原則を実現するための施策 

＝引受審査体制の強化、上場審査・上場管理体制の一層の充実、企業行動規範への規定の

盛り込み、開示書類への記載事項の追加、上場の適否の判断基準の明確化 

 

                                                   
56 60年 255頁。 
57 指針の解説では、取締役会が明文化された社内規則を制定すること、反社会的勢力対応
部署と担当役員・従業員を指名すること、制定した社内規則にもとづいて、反社会的勢力

対応部署はもとより、社内のあらゆる部署、会社で働くすべての個人を対象としてシステ

ムを整備することが必要であるとされる。 
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上記規定により会社が努めるべきこと 

＝「反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備」 

＋「個々の企業に対する反社会的勢力の介入防止」 

→遵守すべき事項として禁止される反社会的勢力の関与（２）より範囲が広い 

 

たとえば、総会屋が反社会的勢力に含まれるとすると 

→総会屋への利益供与も、「反社会的勢力による被害」「反社会的勢力の介入」といえるので、

上記規定の射程内ということに 

 

２ 反社会的勢力の排除 
 

上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関

係を有しないものとされる（上場規程 443条） 

【改正④で規定】 

 

そのような関係＝次の(1)(2)に掲げる関係（施行規則 436条の 4） 

(1) a～dの者のいずれかが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者（以下「暴力団等反社

会的勢力」という）である関係 

a：上場会社 

b：上場会社の親会社等58 

c：上場会社の子会社 

d：上場会社の役員（取締役、会計参与、監査役、執行役（理事および監事その他これら

に準ずるものを含む）） 

(2)上記(1)のほか暴力団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係 

 

反社会的勢力排除に向けた体制整備とは別に、反社会的勢力の関与を受けているという関

係を有しないことが遵守すべき事項として定められた経緯は、内部者取引の禁止（Ⅵ２）と

同様 

「反社会的勢力が上場会社の経営に関与する可能性も否定できず、企業行動規範の『遵守す

べき事項』に」この規定を加え、「この違反について実効性確保手段の対象としている。」59 

 

「反社会的勢力」そのものの定義はないようだが、施行規則の上記ルールからすれば、「反

社会的勢力＝暴力団等反社会的勢力＝暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者」 

                                                   
58 親会社等とは、親会社、財務諸表等規則第８条第１７項第４号に規定するその他の関係
会社又はその親会社をいう（上場規程 2条 3号、施行規則 2条 1項）。 
59 伊藤 2008改正 23頁。 
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but「暴力団」の定義もない（また、「これらに準ずる者」が含まれる）ので、結局は、実効

性確保措置について判断する際に、問題となる者が反社会的勢力かどうかを東証がその

都度判断するのだろう 

 

＊指針では、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人であ

る『反社会的勢力』をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動

標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行

為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要」とされる 

 

＊暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（暴力団対策法）2条 2号 6号 

・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む。）が集団的に又は常習

的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体 

・暴力団員＝暴力団の構成員 

 

上記のうち： 

(1)a～c＝上場会社（またはその親会社等・子会社）自体が暴力団や暴力団員であるなど 

(1)d＝上場会社の役員が暴力団や暴力団員であるなど 

 

たとえば、上場会社の親会社の役員が暴力団員である場合は？ 

＝(1)a～dには該当せず 

but 暴力団員たる親会社役員の子会社の経営への関与の態様が実質的に検討され、「暴力

団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係」（上記(2)）に該当すると評価さ

れることはあるだろう 

 

上場規程 443条で問題とされるのは、反社会的勢力が上場会社の経営に関与すること 

・暴力団員が上場会社の従業員であるとき 

→当該暴力団員の当該会社の経営への影響が、それによって上場会社の経営に関与する

と評価できる程度のものであれば、同条違反といえそう 

・上場会社による反社会的勢力への融資は？ 

→融資をしたというだけでは融資先である反社会的勢力が上場会社の経営に関与すると

は評価できないだろう（「そのような融資が可能であったからには、反社会的勢力がそ

の会社の経営に関与していたにちがいない」という推論は許されるか？） 

 

どのような場合に実効性確保措置がとられる？ 

＝公表措置・上場契約違約金の徴求の要否の判断は、反社会的勢力による関与を防止するた

めの社内体制の整備状況のほか、違反の内容等々を総合的に勘案して行うものとされる
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（ガイドラインⅢ5(6)） 

 

→業務の適正を確保するために必要な体制の整備等（Ⅷ）と異なり「金融商品市場に対する

投資者の信頼の毀損の状況」は明示的には勘案事項とされないが、そのような状況も、総

合的に勘案されるべき事情に含まれるだろう 

 

反社会的勢力の関与を理由とする上場廃止（上場規程 601条 1項 19号） 

＝「上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係60を有し

ている事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する株主及び投資

者の信頼を著しく毀損したと当取引所が認めるとき」 

→こちらでは規定の文言上市場に対する信頼の毀損が考慮される 

   

                                                   
60 定義は、上記(1)(2)と同じである（施行規則 601条 17項参照）。 
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Ⅷ 業務の適正を確保するために必要な体制 
 

１ 体制の整備・構築・運用 
 

上場内国会社61は、当該上場内国会社の取締役、執行役または理事の職務の執行が法令およ

び定款に適合することを確保するための体制その他上場内国会社の業務ならびに当該上場

内国会社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の

整備（会社法 362条 4項 6号、399条の 13第 1項第 1号ハもしくは 416条 1項 1号ホに

規定する体制の整備またはこれらに相当する体制の整備をいう）を決定するとともに、当該

体制を適切に構築し運用するものとされる 

（上場規程 439条 1項） 

【改正①で規定、改正②で改正、改正④で条数変更、改正⑨で改正、改正⑬で改正】 

 

会社法のルール（会社 348条 4項・362条 5項・399条の 13第 2項・416条 2項） 

＝大会社（監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社以外の場合）・監査等委員会設置

会社・指名委員会等設置会社の取締役会（非取締役会設置会社では取締役）は、上記規定

にいうような体制（以下「内部統制システム」という）の整備を決定しなければならない 

 

→上場規程 439条 1項は、内部統制システムの整備の決定を、（会社法上はそれを義務付け

られない株式会社を含め）上場内国会社に義務付けるもの 

 

これについての説明は、上場規程 437条 1項等と同様に、「上場会社としてふさわしい体制

の整備を求める」ということか62 

 

同規定は、改正①の時点では「体制の整備…を決定するものとする」 

 

but会社法の立案担当者の説明63 

・会社法 348 条 4 項等の規定上、決定しなければならないのは「体制そのもの」ではなく

「体制の整備」であるから、「内部統制システムを設けない」という決定をしたとしても、

それらの規定には違反せず 

・ただし、取締役が、会社の性質や規模に応じた内部統制システムを整備していない場合に

は、善管注意義務違反として任務懈怠責任を問われる可能性あり 

 

                                                   
61 注 13参照。 
62 木村 29頁。 
63 論点解説 334頁。 



- 30 - 
 

→改正⑨で「体制の整備…を決定するとともに、当該体制を適切に構築し運用するものとす

る」に64 

・上場規則の名宛人は上場会社なので、たとえ内部統制システムを設けないといった決定

が不当であり、取締役が善管注意義務に違反したことになるとしても、それだけでは

「体制の整備…を決定する」という義務に上場会社が違反したことにはならないため、

従来の規定では実効性確保措置の対象とすることができなかった 

・そこで、「当該体制を適切に構築し運用する」ことまでも上場会社の義務とすることで、

取引所が適切な措置をとることを可能に 

 

＝妥当な改正といえる 

（もっとも、会社法 348 条 4 項等について、当該会社の状況に応じて適切な内部統制シ

ステムを整備することを決定しなければそれらの規定の違反になる〔かつ、それらの規定

は、会社の機関としての取締役ないし取締役会がそのような義務を負うという規定であ

るが、そのような義務の違反は会社自身の違反行為でもあると評価される〕と解釈するな

ら、そのような改正は不要だったともいえる） 

 

どのような場合に実効性確保措置がとられる？ 

＝公表措置・上場契約違約金の徴求の要否の判断は、内部統制システムの整備状況および運

用状況ならびに金融商品市場に対する投資者の信頼の毀損の状況のほか、違反の内容

等々を総合的に勘案して行うものとされる（ガイドラインⅢ5(3)の 3） 

 

→「金融商品市場に対する投資者の信頼の毀損の状況」＝単に内部統制システムの整備・運

用が適切ではないだけではなく、これによって実際に市場に混乱を招いた場合に、実効性

確保措置をとることが考えられている65 

 

＊実効性確保措置がとられた事例 

 

東証HPで公表されており内容が確認できる公表措置・上場契約違約金徴求銘柄 

・公表措置の理由の多くは「開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高い」 

・企業行動規範違反が理由とされたのは 

公表措置＝1例（ジャパン・フード＆リカー・アライアンス［市場第二部］） 

特設注意銘柄指定＋上場契約違約金徴求＝1例（アイセイ薬局［JASDAQスタンダード］） 

上場契約違約金徴求＝1例 

・上に会社名を書いた例が、業務の適正を確保するために必要な体制が適切に構築・運用さ

                                                   
64 清水 37頁。 
65 清水 37頁。 
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れていなかったことを理由とする 

・いずれの例でも、経営トップによる会社財産と自己の財産の混同、コンプライアンス意識

ないし上場会社の役員としての意識の欠如、内部監査の機能不全が挙げられる 

・いずれの例でも、「金融商品市場に対する投資者の信頼の毀損の状況」は、さほど重視さ

れていないようだ 

アイセイ薬局→新規上場時に取引所に提出する申請書類がすべて真実である旨の宣誓

書を提出していたにもかかわらず、真実の記載を行っていなかったことを理由とし

て、市場に対する株主および投資者の信頼を毀損したと認められるものとされる but

それが説明として適切かは疑問 

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス→市場に対する投資者の信頼の毀損には直接

は触れられず。過年度の決算短信を訂正しているので、そのことが、市場に混乱を招

いたと評価された？ 

 

２ 内部統制システムと内部者取引等未然防止・反社会的勢力排除体制 
 

（１）これらの「体制」の関係 
 

内部者取引等の未然防止に向けた体制（Ⅵ１） 

反社会的勢力排除に向けた体制（Ⅶ１） 

→内部統制システムに包摂されると考えられる 

 

内部者取引等の未然防止に向けた体制の 2つの側面66 

①上場会社の業務として役員等が行う内部者取引の防止のための体制 

②自社の役職員による私的な内部者取引の防止のための体制 

 

→①＝取締役・執行役・使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制

（会社 362条 4項 6号・399条の 13第 1項第 1号ハ・416条 1項 1号ホ、会社則

100条 1項 4号・110条の 4第 2項 4号・112条 2項 4号）（以下「法令遵守体制」

という） 

②＝損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社則 100 条 1 項 2 号・110 条の 4

第 2項 2号・112条 2項 2号）（以下「損失危険管理体制」という） 

∵私的な内部者取引であっても、会社の信頼・評判の毀損の恐れ67 

 

反社会的勢力排除に向けた体制 

                                                   
66 木目田＝上島 679頁以下。 
67 木目田＝上島 680頁。 
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上場会社は、反社会的勢力から被害を受ける側 

but上場会社が株主の権利の行使に関して暴力団等に利益供与 

＝上場会社による法令違反（会社 120条 1項） 

上場会社が株主の権利の行使に関してでないが暴力団等に利益供与 

＝条例違反の可能性（たとえば、東京都暴力団排除条例 24条） 

法令に直接に違反しなくとも、暴力団と関係を有したことが明らかになれば、会社の信

頼・評判が毀損 

→反社会的勢力排除に向けた体制は、法令遵守体制および損失危険管理体制といえる 

 

内部者取引等の未然防止に向けた体制・反社会的勢力排除に向けた体制とも、内部統制シス

テムに包摂 

＝いずれの体制についても企業行動規範に明文の規定がなかったとしても、内部統制シス

テムの一部として、上場会社はそのような体制について整備を決定し、適切に構築し運用

すべき 

 

（２）実効性確保措置 
 

内部者取引等の未然防止に向けた体制・反社会的勢力排除に向けた体制は、内部統制システ

ムに包摂されると考えられる 

but前二者の体制の整備に関する上場規程が「望まれる事項」であるのに対して、内部統制

システムの整備・構築・運用に関する上場規程は「遵守すべき事項」 

 

例：ある上場会社の取締役が、私的に利益を得るため、内部者取引を行った。その事実が後

に発覚し、会社が整備していた内部者取引の未然防止に向けた体制に不備があった（適

切に構築・運用されていなかった）ことが明らかになった 

 

内部者取引等の未然防止に向けた体制整備を求める規定は「望まれる事項」であり、そのよ

うな体制に不備があったことを理由に実効性確保措置がとられることは予定されず 

 

それでは、そのような体制整備に不備があったことについて、内部統制システムが適切に構

築され運用されていなかったものと評価され、それを理由に実効性確保措置を東証がとる

ことはありうるか？ 
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Ⅸ グロース上場内国会社の猶予期間 
 

以上に見てきた規定のいくつかについては、JASDAQ の上場内国会社のうち、内訳区分が

グロースである会社（グロース上場内国会社）の猶予期間が設けられる【改正⑩で規定】 

 

規定 猶予期間 

独立役員の確保（上場規程 436条の 2第 3項） 上場後最初に終了する事業年度に係る定時株

主総会の日まで 

上場内国会社の機関（上場規程 437条 2項） 上場日から 1年を経過した日以後最初に終了

する事業年度に係る定時株主総会の日まで 

公認会計士等（上場規程 438条 2項） 上場日から起算して 1年を経過する日以後最

初に終了する事業年度に係る定時株主総会の

日まで 

業務の適正を確保するために必要な体制整備

（上場規程 439条 2項） 

上場日から起算して 1年を経過する日以後最

初に終了する事業年度に係る定時株主総会の

日まで 

 

グロース上場内国会社についてこのような猶予期間が本当に必要か？ 

∵いずれの規定も、その趣旨からすれば、すべての上場内国株券の発行者ないし上場内国会

社が、上場日から遵守すべき事項だといえる 
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Ⅹ 上場規則の「複層的構造」との関係 
 

本研究会 4月松井報告：上場規則の複層的構造 

①法の規律する事項を補完する形で、法からの委任を受けて、上場規則が規律 

②法の規律していない事項を上場規則が規律 

→このうち②についても、投資者に影響を与える事項は法の関心事項であるから、法の意思

に基づいてその委任を受けた上場規則が規律を及ぼすことはありうる、という考え方が

示された 

 

このような考え方を前提に、今回報告対象とした企業行動規範の規定を、「投資者の保護」

「金融商品市場の機能保護」という観点から、どの程度正当化できそうかという基準で並べ

れば、次のようになるのでは 

 

直接的な正当化が可能 内部者取引に関する規定（Ⅵ） 

間接的な正当化が可能 ガバナンスに関する規定（Ⅲ～Ⅴ） 

正当化は難しい？ 内部統制システムに関する規定（Ⅷ） 

反社会的勢力に関する規定（Ⅶ） 

 

・ガバナンスに関する規定については、「上場会社がそのようなガバナンスを備えることが

投資者の保護・金融商品市場の機能保護につながる」という間接的な正当化が可能であろ

う 

 

・問題は、内部統制システムに関する規定・反社会的勢力に関する規定 

法令遵守は、法令の保護法益を問わず要求される 

反社会的勢力の排除は、投資者の保護や金融商品市場の機能保護とは関係なく要求され

る 

＝「投資者の保護」「金融商品市場の機能保護」から正当化することは難しそう 

→だからこそ、実効性確保措置の発動は、金融商品市場に対する投資者の信頼の毀損の状

況を勘案して行われるべきだといえる（内部統制システムについてはガイドラインに

明示。Ⅷ１） 

 

以上   
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第１編 総則 
  

（目的） 

第１条  この規程は、業務規程第１条の３第４項の規定に基づき、有価証券の上場、上場管理、上場廃
止その他上場有価証券に関して必要な事項を定める。 

 

２ この規程の変更は、当取引所の取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微で
ある場合は、この限りでない。 

  一部改正〔平成２１年１月５日〕 

 

 

 

 

（定義） 

第２条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 

（１） ＩＦＲＳ任意適用会社 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和５
１年大蔵省令第２８号。以下「連結財務諸表規則」という。）第９３条に規定する指定国際会計
基準により財務諸表等又は四半期財務諸表等を作成し、内閣総理大臣等に提出する会社をいう。 
 

（１）の２ ＥＴＮ 外国で発行された法第２条第１項第１７号に掲げる有価証券のうち同項
第５号の社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標（金融商品
市場における相場その他の指標をいう。以下同じ。）に連動することを目的とするものをいう。 

 

（１）の３ ＥＴＮ信託受益証券 施行令第２条の３第３号に規定する有価証券信託受益証券
のうち、受託有価証券がＥＴＮであるものをいう。 

 

（１）の４ 委託者指図型投資信託 投資信託法第２条第１項に規定する委託者指図型投資信
託をいう。 

 

（１）の５ 委託者非指図型投資信託 投資信託法第２条第２項に規定する委託者非指図型投
資信託をいう。 

 

（１）の６ １単位 業務規程第１５条に規定する売買単位をいう。 

 

（２） 親会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５
９号）（以下「財務諸表等規則」という。）第８条第３項に規定する親会社をいう。 

 

（３） 親会社等 親会社、財務諸表等規則第８条第１７項第４号に規定するその他の関係会社
又はその親会社をいう。 

 

（４） 外国 本邦以外の国又は地域をいう。 

 

（５） 外国会社 外国株券等の発行者をいう。 
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（６） 外国株券 法第２条第１項第１７号に掲げる有価証券のうち同項第９号に掲げる株券
の性質を有するものをいう。 

 

（７） 外国株券等 外国株券又は外国株預託証券等をいう。 

 

（８） 外国株券等実質株主 指定振替機関が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する
規則に規定する外国株券等実質株主をいう。 

 

（９） 外国株券等保管振替決済業務 指定振替機関が振替法第９条第１項ただし書の規定に
基づき兼業の承認を受けた外国株券、外国株預託証券、優先証券（第８１３条第１項に規定する
優先証券をいう。）、外国ＥＴＦ、外国商品現物型ＥＴＦ及びカントリーファンドの保管及び振替
決済に関する業務をいう。 

 

（１０） 外国株信託受益証券 施行令第２条の３第３号に規定する有価証券信託受益証券の
うち、受託有価証券（施行令第２条の３第３号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。）が
外国株券であるものをいう。 

 

（１１） 外国株預託証券 法第２条第１項第２０号に掲げる有価証券で外国株券に係る権利
を表示するものをいう。 

 

（１２） 外国株預託証券等 外国株預託証券又は外国株信託受益証券をいう。 

 

（１３） 外国金融商品取引所等 外国の金融商品取引所又は施行規則で定める外国の組織さ
れた店頭市場をいう。 

 

（１３）の２ 外国投資証券 法第２条第１項第１１号に規定する外国投資証券をいう。 

 

（１３）の３ 外国投資信託 投資信託法第２条第２２項に規定する外国投資信託をいう。 

 

（１３）の４ 外国投資法人 投資信託法第２条第２３項に規定する外国投資法人をいう。 

 

（１４） 外国持株会社 株式を所有することにより他の会社の事業活動を支配することを主
たる事業とする外国会社をいう。 

 

（１５） 開示府令 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和４８年大蔵省令第５号）をいう。 

 

（１６） 会社 会社法（平成１７年法第８６号）第２条第１号に規定する会社又は外国会社若
しくは協同組織金融機関をいう。 

 

（１７） 株券等 内国株券等又は外国株券等をいう。 

 

（１８） 株式事務代行機関 会社法第１２３条に規定する株主名簿管理人又は優先出資法に
規定する優先出資者名簿管理人であって、名義書換事務のほかに、株主に対する通知など株式事
務（優先出資に係る事務を含む。以下同じ。）全般を代行する、発行者とは別法人の機関をいう。 

 

（１８）の２ 株主等基準日 有価証券報告書に記載される大株主の状況又は大口出資者の状
況に係る基準日をいう。 

 

（１９） 関係会社 財務諸表等規則第８条第８項に規定する関係会社をいう。 

 

（２０） 監査証明 法第１９３条の２第１項の監査証明をいう。 

 

（２１） 監査証明等 監査証明又は監査証明に相当する証明をいう。 

 

（２２） 監査証明に相当する証明 監査証明府令第１条の３に規定する監査証明に相当する
と認められる証明をいう。 

 

（２３） 監査証明府令 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令（昭和３２年大蔵省令第１２
号）をいう。 
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（２４） 幹事取引参加者 幹事である金融商品取引業者のうち、当取引所の取引参加者である
者をいう。 

 

（２５） 関連会社 財務諸表等規則第８条第５項に規定する関連会社をいう。 

 

（２６） 企業グループ 会社並びにその子会社及び関連会社をいう。 

 

（２７） 企業集団 連結財務諸表規則第４条第１項第１号に規定する企業集団をいう。 

 

（２７）の２ 議決権付株式 内国株券のうち、取締役の選解任その他の重要な事項について株
主総会における議決権が制限されていない種類の株式に係るものをいう。 

 

（２８） 基準日等 会社法又は優先出資法の規定により設けられた基準日及び振替法第１５
１条第１項又は第８項の規定（同法第２３５条において準用する場合を含む。）に基づき同法第
２条第２項に規定する振替機関が総株主通知を行った場合におけるその基準となる日をいう。 

 

（２９） 協同組織金融機関 優先出資法に規定する協同組織金融機関をいう。 

 

（３０） 虚偽記載 有価証券報告書等について、内閣総理大臣等から訂正命令（原則として、
法第１０条（法第２４条の２、法第２４条の４の７及び法第２４条の５において準用する場合を
含む。）又は法第２３条の１０に係る訂正命令をいう。）若しくは課徴金納付命令（法第１７２条
の２第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）又は法第１７２条の４第１項若しくは
第２項に係る命令をいう。）を受けた場合又は内閣総理大臣等若しくは証券取引等監視委員会に
より法第１９７条若しくは法第２０７条に係る告発が行われた場合、又はこれらの訂正届出書、
訂正発行登録書又は訂正報告書を提出した場合であって、その訂正した内容が重要と認められ
るものである場合をいう。 

 

（３１） 金融商品取引業者 法第２条第９項に規定する金融商品取引業者のうち、法第２８条
第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。 

 

（３２） 交換社債券 社債券（法第２条第１項第５号に掲げる有価証券又は同項第１７号に掲
げる有価証券のうち同項第５号の有価証券の性質を有するものをいう。以下この号において同
じ。）であって、社債券を保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の内国株券又は外国
株券により償還されるものをいう。 

 

（３３） 公認会計士 公認会計士又は公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）第１６条の
２第５項に規定する外国公認会計士をいう。 

 

（３４） 公認会計士等 公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者をいう。 

 

（３５） 公募 一般募集による株券等又は株券等に係る権利を表示する預託証券（法第２条第
１項第２０号に掲げる有価証券をいう。）の発行又は処分をいう。 

 

（３６） 子会社 財務諸表等規則第８条第３項に規定する子会社をいう。 

 

（３７） 子会社連動配当株 発行者がその連結子会社（連結財務諸表規則第２条第４号に規定
する連結子会社をいう。以下同じ。）の業績、配当等に応じて株主に剰余金配当を支払うことを
内容とする種類の株式をいう。 

 

（３７）の２ 国際統一基準金庫 信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第１４
条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本
の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２１号）第
１条第９号の３に規定する国際統一基準金庫をいう。 

 

（３７）の３ 国際統一基準行等 銀行法第１４条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資
産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年
金融庁告示第１９号）第１条第１０号の２に規定する国際統一基準行、農林中央金庫、国際統一
基準金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。 

 



 

- 5 - 

（３８） 債券 新株予約権付社債券（新株予約権を付した社債券をいう。以下同じ。）、交換社
債券及びＥＴＮを除く債券をいう。 

 

（３９） 財務諸表等 財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシ
ュ・フロー計算書及び附属明細表をいう。）及び連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算
書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
キャッシュ・フロー計算書並びに連結附属明細表をいう。）又は財務書類をいう。 

 

（４０） 財務書類 外国会社の財務計算に関する書類をいう。 

 

（４１） 自己株式 株券等の発行者が有する当該株券等をいう。 

 

（４１）の２ 資産運用会社 投資信託法第２条第１９号に規定する資産運用会社（当該資産運
用会社から投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。）
をいう。 

 

（４２） 指定振替機関 振替法第２条第２項に規定する振替機関であって施行規則で定める
者をいう。 

 

（４２）の２ 支配株主 親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として
施行規則で定める者をいう。 

 

（４３） 四半期財務諸表等 四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結包
括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書並びに四半期連結キャッシュ・フロー計
算書（連結財務諸表を作成すべき会社でない会社にあっては、四半期貸借対照表、四半期損益計
算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書とする。）（特定事業会社にあっては、中間財務諸表等
を含む。）をいう。 

 

（４３）の２ 四半期報告書 法第２４条の４の７第１項（法において準用する場合を含む。）
に規定する四半期報告書（同条第６項（法において準用する場合を含む。）の規定に基づいて当
該四半期報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。 

 

（４３）の３ 受益証券 投資信託法第２条第７項、信託法第１８５条第１項又は資産流動化法
第２条第１５号に規定する受益証券をいう。 

 

（４３）の４ 出資証券 法第２条第１項第６号に掲げる有価証券をいう。 

 

（４３）の５ 上場ＥＴＮ信託受益証券 当取引所に上場しているＥＴＮ信託受益証券をいう。 
 

（４４） 上場外国会社 上場外国株券等の発行者をいう。 

 

（４５） 上場外国株券 当取引所に上場している外国株券をいう。 

 

（４６） 上場外国株券等 上場外国株券又は上場外国株預託証券等をいう。 

 

（４７） 上場外国株信託受益証券 当取引所に上場している外国株信託受益証券をいう。 

 

（４８） 上場外国株預託証券 当取引所に上場している外国株預託証券をいう。 

 

（４９） 上場外国株預託証券等 上場外国株預託証券又は上場外国株信託受益証券をいう。 

 

（５０） 上場会社 上場株券等の発行者をいう。 

 

（５０）の２ 上場会社監査事務所 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に基
づき上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所をいう。 

 

（５１） 上場株券等 当取引所に上場している株券等をいう。 

 

（５１）の２ 上場議決権付株式 当取引所に上場している議決権付株式をいう。 
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（５２） 上場交換社債券 当取引所に上場している交換社債券をいう。 

 

（５３） 上場債券 当取引所に上場している債券をいう。 

 

（５３）の２ 上場市場選択申請者 マザーズにおける上場の継続又はマザーズから本則市場
への上場市場の変更のいずれかを選択する者をいう。 

 

（５４） 削除 

 

（５５） 上場転換社債型新株予約権付社債券 当取引所に上場している転換社債型新株予約
権付社債券をいう。 

 

（５６） 上場内国会社 上場内国株券等の発行者をいう。 

 

（５７） 上場内国株券 当取引所に上場している内国株券をいう。 

 

（５８） 上場内国株券等 上場内国株券又は上場優先出資証券をいう。 

 

（５８）の２ 上場無議決権株式 当取引所に上場している無議決権株式をいう。 

 

（５９） 上場有価証券 当取引所に上場している有価証券をいう。 

 

（６０） 上場優先株等 当取引所に上場している優先株等をいう。 

 

（６１） 上場優先出資証券 当取引所に上場している優先出資証券をいう。 

 

（６２） 新株予約権証券 法第２条第１項第９号に掲げる有価証券又は法第２条第１項第１
７号に掲げる有価証券のうち同項第９号に掲げる新株予約権証券の性質を有するものをいう。 

 

（６３） 新規上場 当取引所に上場されていない種類又は回号の有価証券の上場をいう。 

 

（６４） 新規上場申請者 当取引所に株券等が上場されていない発行者が、株券等の新規上場
を申請する場合の当該発行者をいう。 

 

（６４）の２ 信託法 信託法（平成１８年法律第１０８号）をいう。 

 

（６５） 人的分割 分割に際し、分割する会社の株主に承継会社又は新設会社の株式の全部又
は一部を交付する会社分割をいう。 

 

（６６） 数量制限付分売 立会外分売又は国内の他の金融商品取引所の規則によるこれに相
当するものであって、５０単位未満の範囲内で買付申込数量に限度を設けて行ったものをいう。 
 

（６７） 施行令 金融商品取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号）をいう。 

 

（６７）の２ 第三者割当 開示府令第１９条第２項第１号ヲに規定する第三者割当をいう。 

 

（６８） 立会外分売 業務規程第４２条に規定する立会外分売をいう。 

 

（６９） 単元株式数 会社法第２条第２０号に規定する単元株式数をいう。 

 

（７０） 中間財務諸表等 中間財務諸表（中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等
変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。）及び中間連結財務諸表（中間連結貸借
対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算
書、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。）をいう。 

 

（７１） 重複上場 外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることそ
の他これに準ずることとして施行規則で定めることをいう。 

 

（７２） 直前事業年度の末日等 直前事業年度の末日又は事業年度ごとに当該事業年度の開
始の日から起算して６か月を経過する日その他施行規則で定める日をいう。 
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（７３） テクニカル上場規定 第２０８条、第２１５条又は第２１６条の９の規定をいう。 

 

（７４） 転換 株式については会社がその発行する株式を取得するのと引換えに他の種類の
株式又は新株予約権を交付することをいい、新株予約権については会社がその発行する新株予
約権を取得するのと引換えに株式又は新株予約権を交付することをいう。 

 

（７５） 転換社債型新株予約権付社債券 新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際
してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。 

 

（７５）の２ 投資運用業 法第２８条第４項に規定する投資運用業をいう。 

 

（７５）の３ 投資証券 投資信託法第２条第１５項に規定する投資証券をいう。 

 

（７５）の４ 同時上場 当取引所への新規上場と同時期に外国金融商品取引所等（当取引所が
適当と認める外国金融商品取引所等に限る。）において上場又は継続的に取引される見込みのあ
ることその他これに準ずることとして施行規則で定めることをいう。 

 

（７５）の５ 投資信託 投資信託法第２条第３項に規定する投資信託をいう。 

 

（７５）の６ 投資信託委託会社 投資信託法第２条第１１項に規定する投資信託委託会社（当
該投資信託委託会社から委託者指図型投資信託の投資信託財産の運用指図に係る権限の全部又
は一部の委託を受けた者を含む。）をいう。 

 

（７５）の７ 投資信託法 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）
をいう。 

 

（７５）の８ 投資信託法施行規則 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成１２年
総理府令第１２９号）をいう。 

 

（７５）の９ 投資信託法施行令 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成１２年政令
第４８０号）をいう。 

 

（７５）の１０ 投資法人 投資信託法第２条第１２項に規定する投資法人をいう。 

 

（７５）の１１ 投資法人計算規則 投資法人の計算に関する規則（平成１８年内閣府令第４７
号）をいう。 

 

（７５）の１２ 投資法人債券 投資信託法第２条第１８項に規定する投資法人債券をいう。 

 

（７５）の１３ 特定事業会社 開示府令第１７条の１５第２項各号に掲げる事業を行う会社
をいう。 

 

（７５）の１４ 特定有価証券開示府令 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成
５年大蔵省令第２２号）をいう。 

 

（７６） 内閣総理大臣等 内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に属する権限を
委任された者（外国会社その他の外国の者にあっては、これらに相当する外国の行政庁を含む。）
をいう。 

 

（７７） 内国会社 内国株券等の発行者をいう。 

 

（７８） 内国株券 法第２条第１項第９号に掲げる株券（優先株等を除く。）をいう。 

 

（７９） 内国株券等 内国株券又は優先出資証券をいう。 

 

（７９）の２ 内部者取引 法第１６６条及び第１６７条の規定により禁止される取引をいう。 
 

（７９）の３ 内部者取引等 内部者取引及び法第１６７条の２の規定により禁止される行為
をいう。 
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（７９）の４ 内部統制報告書 法第２４条の４の４第１項（法において準用する場合を含む。）
に規定する内部統制報告書（同条第６項において読み替えて準用する法第２４条第８項（法にお
いて準用する場合を含む。）の規定に基づいて当該内部統制報告書に代わる書類を提出する外国
の者にあっては当該書類）をいう。 

 

（８０） 買収防衛策 上場会社が資金調達などの事業目的を主要な目的とせずに新株又は新
株予約権の発行を行うこと等により当該上場会社に対する買収（会社に影響力を行使しうる程
度の数の株式を取得する行為をいう。以下同じ。）の実現を困難にする方策のうち、経営者にと
って好ましくない者による買収が開始される前に導入されるものをいう。 

 

（８１） 発行者 法第２条第５項に規定する発行者をいう。 

 

（８１）の２ 半期報告書 法第２４条の５第１項（法において準用する場合を含む。）に規定
する半期報告書（同条第７項（法において準用する場合を含む。）の規定に基づいて当該半期報
告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。 

 

（８１）の３ 非参加型優先株 剰余金配当に関して優先的内容を有する種類の株式のうち、優
先配当金の支払いを受けた後、残余の分配可能額からの配当については受け取ることのできな
いものに係る株券をいう。 

 

（８２） 振替法 社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）をいう。 

 

（８３） 法 金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）をいう。 

 

（８４） 募集株式 会社法第１９９条第１項に規定する募集株式及び優先出資法に規定する
募集優先出資並びにこれらに相当する外国の法令の規定により割り当てる株式をいう。 

 

（８４）の２ 募集株式等 募集株式並びに会社法第２３８条第１項に規定する募集新株予約
権（処分する自己新株予約権を含む。）及びこれに相当する外国の法令の規定により割り当てる
新株予約権をいう。 

 

（８５） 本国 外国会社その他の外国の者の属する国又は地域として施行規則で定める国又
は地域をいう。 

 

（８６） 本国等 本国及び外国会社その他の外国の者が発行者である有価証券が上場又は継
続的に取引されている外国金融商品取引所等の所在する国又は地域をいう。 

 

（８７） 無議決権株式 内国株券のうち、取締役の選解任その他の重要な事項について株主総
会における議決権が制限されている株式に係るものをいう。 

 

（８８） 有価証券 法第２条第１項に規定する有価証券をいう。 

 

（８８）の２ 有価証券届出書 法第５条第１項（法において準用する場合を含む。）に規定す
る届出書（同条第６項（法において準用する場合を含む。）の規定に基づいて当該届出書に代わ
る書類を提出する外国の者にあっては、当該書類及びその補足書類）及びその添付書類並びにこ
れらの書類の訂正届出書をいう。 

 

（８８）の３ 有価証券報告書 法第２４条第１項（法において準用する場合を含む。）に規定
する有価証券報告書（同条第８項（法において準用する場合を含む。）の規定に基づいて当該有
価証券報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。 

 

（８９） 有価証券報告書等 有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれら
の書類の添付書類及びこれらの書類に係る参照書類、有価証券報告書及びその添付書類、半期報
告書、四半期報告書並びに目論見書をいう。 

 

（９０） 優先株等 非参加型優先株又は子会社連動配当株をいう。 

 

（９１） 優先出資 優先出資法に規定する優先出資をいう。 
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（９２） 優先出資証券 優先出資法に規定する優先出資証券をいう。 

 

（９３） 優先出資法 協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年法律第４４号）を
いう。 

 

（９４） 預託機関等 外国株預託証券については当該外国株預託証券に係る預託機関をいい、
外国株信託受益証券については当該外国株信託受益証券に係る受託者（信託法第２条第５項に
規定する受託者をいう。）をいい、外国ＥＴＦ信託受益証券（第１００１条第３号に規定する外
国ＥＴＦ信託受益証券をいう。以下この条において同じ。）及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益
証券（第１００１条第５号に規定する外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券をいう。以下この条に
おいて同じ。）については当該外国ＥＴＦ信託受益証券又は当該外国商品現物型ＥＴＦ信託受益
証券に係る受託者をいい、外国インフラファンド信託受益証券（第１２０１条第２号の４に規定
する外国インフラファンド信託受益証券をいう。以下この条において同じ。）については当該外
国インフラファンド信託受益証券に係る受託者をいう。 

 

（９５） 預託契約等 外国株預託証券については当該外国株預託証券に係る預託契約をいい、
外国株信託受益証券については当該外国株信託受益証券に係る信託契約をいい、外国ＥＴＦ信
託受益証券及び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券については当該外国ＥＴＦ信託受益証券又
は当該外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に係る信託契約をいい、外国インフラファンド信託
受益証券については当該外国インフラファンド信託受益証券に係る信託契約をいう。 

 

（９６） 流通株式 新規上場申請に係る有価証券又は上場有価証券のうち、当該有価証券の数
の１０％以上を所有する者が所有する有価証券その他の流通性の乏しい有価証券として施行規
則で定めるものを除いたものをいう。 

  一部改正〔平成２０年２月６日、平成２０年３月７日、平成２０年４月１日、平成２０年７月
７日、平成２０年１２月１２日、平成２１年１月５日、平成２１年８月２４日、平成２１年１２
月３０日、平成２２年６月３０日、平成２２年７月１日、平成２３年３月３１日、平成２３年４
月１日、平成２４年４月１日、平成２５年３月３１日、平成２５年７月１６日、平成２６年４月
１日、平成２６年５月３１日、平成２７年４月３０日、平成３０年３月３１日〕 

 

 

 

 

第４節 企業行動規範 
第１款 遵守すべき事項  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

（第三者割当に係る遵守事項） 

第４３２条  上場会社は、第三者割当による募集株式等の割当てを行う場合（施行規則で定める議決権の比
率が２５％以上となる場合に限る。）又は当該割当て及び当該割当てに係る募集株式等の転換又
は行使により支配株主が異動する見込みがある場合は、次の各号に掲げる手続のいずれかを行
うものとする。ただし、当該割当ての緊急性が極めて高いものとして施行規則で定める場合はこ
の限りでない。 

 

（１） 経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の
入手 

 

（２） 当該割当てに係る株主総会決議などによる株主の意思確認 

  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（株式分割等） 

第４３３条  上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのあ
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る株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行わな
いものとする。この場合において、単元株式数の変更と同時に行うことにより、株主総会におけ
る議決権を失う株主が生じない株式併合は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益
の侵害をもたらすおそれのある株式併合には含まないものとする。 

  一部改正〔平成２０年７月７日、平成２１年８月２４日、平成２６年７月１日〕 

 

 

 

 

（ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項） 

第４３４条  上場会社は、ＭＳＣＢ等を発行する場合には、ＭＳＣＢ等を買い受けようとする者によるＭＳ
ＣＢ等の転換又は行使を制限するよう施行規則で定める措置を講じるものとする。 

 

２ 前項の規定は、施行規則で定める場合には適用しない。 

 

３ 第４１０条第３項の規定は、前２項の規定を適用する場合について準用する。 

  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（書面による議決権行使等） 

第４３５条  上場内国株券の発行者は、株主総会を招集する場合には、会社法第２９８条第１項第３号に掲
げる事項を定めなければならない。ただし、株主（同項第２号に掲げる事項の全部につき議決権
を行使することができない株主を除く。）の全部に対して法の規定に基づき株主総会の通知に際
して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘してい
る場合は、この限りでない。 

  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備） 

第４３６条  上場外国会社（その発行する上場外国株券等が当取引所を主たる市場とする上場外国会社に
限る。）は、株主総会の招集をする場合には、指図書（外国株券等実質株主が議決権行使の指示
を行うための書面をいう。）及び外国株券等実質株主が議決権行使の指示を行うために十分な内
容を記載した参考書類（議決権行使の指示について参考となるべき事項を記載した書類をいう。）
を、当該株主総会の日の２週間前までに、外国株券等実質株主に対して発送しなければならない。 
  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（独立役員の確保） 

第４３６条の２  上場内国株券の発行者は、一般株主保護のため、独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそ
れのない社外取締役（会社法第２条第１５号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則
（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）
又は社外監査役（会社法第２条第１６号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第２条
第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）をいう。以下同じ。）を１名以上確保し
なければならない。 

 

２ 独立役員の確保に関し、必要な事項については、施行規則で定める。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、ＪＡＳＤＡＱの上場内国会社のうち、内訳区分がグロースであ
る会社（以下「グロース上場内国会社」という。）は、上場後最初に終了する事業年度に係る定
時株主総会の日までに独立役員を１名以上確保するものとする。 

  追加〔平成２１年１２月３０日〕、一部改正〔平成２２年６月３０日、平成２５年７月１６日〕 
 

 

 

 

（コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明） 

第４３６条の３  上場内国株券の発行者は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を実施するか、
実施しない場合にはその理由を第４１９条に規定する報告書において説明するものとする。こ
の場合において、「実施するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要となる各
原則の範囲については、次の各号に掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に定めるところによ
る。 

 

（１） 本則市場の上場会社 

  基本原則・原則・補充原則 

 

（２） マザーズ及びＪＡＳＤＡＱの上場 

  会社 

  基本原則 

  追加〔平成２７年６月１日〕 

 

 

 

 

（上場内国会社の機関） 

第４３７条  上場内国株券の発行者は、次の各号に掲げる機関を置くものとする。 

 

（１） 取締役会 

 

（２） 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等（会社法第２条第１２号に規定する指名委員
会等をいう。） 

 

（３） 会計監査人 

 

２ 前項の規定にかかわらず、グロース上場内国会社は、上場日から１年を経過した日以後最初
に終了する事業年度に係る定時株主総会の日までに同項各号に掲げる機関を置くものとする。 

  一部改正〔平成２１年８月２４日、平成２５年７月１６日、平成２７年５月１日〕 

 

 

 

 

（公認会計士等） 

第４３８条  上場内国株券の発行者は、当該発行者の会計監査人を、有価証券報告書又は四半期報告書に記
載される財務諸表等又は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任するも
のとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、グロース上場内国会社は、上場日から起算して１年を経過する日
以後最初に終了する事業年度に係る定時株主総会の日までに当該グロース上場内国会社の会計
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監査人を同項の公認会計士等として選任するものとする。 

  一部改正〔平成２０年４月１日、平成２１年８月２４日、平成２５年７月１６日〕 

 

 

 

 

（業務の適正を確保するために必要な体制整備） 

第４３９条  上場内国会社は、当該上場内国会社の取締役、執行役又は理事の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他上場内国会社の業務並びに当該上場内国会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（会社法第３６２
条第４項第６号、同法第３９９条の１３第１項第１号ハ若しくは同法第４１６条第１項第１号
ホに規定する体制の整備又はこれらに相当する体制の整備をいう。）を決定するとともに、当該
体制を適切に構築し運用するものとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、グロース上場内国会社は、上場日から起算して１年を経過する日
以後最初に終了する事業年度に係る定時株主総会の日までに同項に定める体制の整備を決定し、
当該体制を適切に構築及び運用するものとする。 

  一部改正〔平成２０年２月６日、平成２１年８月２４日、平成２４年５月１０日、平成２５年
７月１６日、平成２７年５月１日〕 

 

 

 

 

（買収防衛策の導入に係る遵守事項） 

第４４０条  上場会社は、買収防衛策を導入（買収防衛策としての新株又は新株予約権の発行決議を行う等
買収防衛策の具体的内容を決定することをいう。）する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守す
るものとする。 

 

（１） 開示の十分性 

  買収防衛策に関して必要かつ十分な適時開示を行うこと。 

 

（２） 透明性 

  買収防衛策の発動（買収防衛策の内容を実行することにより、買収の実現を困難にすることを
いう。以下同じ。）及び廃止（買収防衛策として発行された新株又は新株予約権を消却する等導
入された買収防衛策を取り止めることをいう。）の条件が経営者の恣意的な判断に依存するもの
でないこと。 

 

（３） 流通市場への影響 

  株式の価格形成を著しく不安定にする要因その他投資者に不測の損害を与える要因を含む買
収防衛策でないこと。 

 

（４） 株主の権利の尊重 

  株主の権利内容及びその行使に配慮した内容の買収防衛策であること。 

  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（ＭＢＯの開示に係る遵守事項） 

第４４１条  上場会社が、公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買付け（公開買付者が公開買付対
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象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって公開買付対象者の役員と利益を共通に
する者である公開買付けを含む。）に関して、第４０２条第１号ｙに定める意見の公表又は株主
に対する表示を行う場合の適時開示は、必要かつ十分に行うものとする。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕、一部改正〔平成２２年６月３０日〕 

 

 

 

 

（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項） 

第４４１条の２  支配株主を有する上場会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する事項の決定が
当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主との間に利害
関係を有しない者による意見の入手を行うものとする。 

 

（１） 当該上場会社の業務執行を決定する機関が、第４０２条第１号ａ（第三者割当による募
集株式等の割当てを行う場合に限る。）、ｅ、ｉからｍまで、ｏからｓまで、ｗからｚまで又はａ
ｐからａｒまでに掲げる事項（支配株主その他施行規則で定める者が関連するものに限る。）の
いずれかを行うことについての決定をする場合（同条の規定に基づきその内容の開示を要する
場合に限る。） 

 

（２） 当該上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、第４０３条第１号ａからｅまで、
ｇからｋまで、ｎ、ｏ又はｓに掲げる事項（支配株主その他施行規則で定める者が関連するもの
に限る。）のいずれかを行うことについての決定をする場合（同条の規定に基づきその内容の開
示を要する場合に限る。） 

 

２ 上場会社は、前項各号に掲げる場合には、必要かつ十分な適時開示を行うものとする。 

  追加〔平成２２年６月３０日、平成２７年５月１日〕 

 

 

 

 

（上場会社監査事務所等による監査） 

第４４１条の３  上場内国株券の発行者は、上場会社監査事務所（日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登
録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所を含む。）の監査を受けるものと
する。 

  追加〔平成２３年３月３１日〕 

 

 

 

 

（内部者取引の禁止） 

第４４２条  上場会社は、当該上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業員に対し、当該上場会社の計
算における内部者取引を行わせてはならない。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（反社会的勢力の排除） 

第４４３条  上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係
を有しないものとする。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 



 

- 14 - 

 

 

 

 

（流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止） 

第４４４条  上場会社は、第４３２条から前条までの規定を遵守するほか、流通市場の機能又は株主の権利
を毀損すると当取引所が認める行為を行わないものとする。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

第２款 望まれる事項  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

（望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等） 

第４４５条  上場内国株券の発行者は、上場内国株券の投資単位が５万円以上５０万円未満となるよう、当
該水準への移行及びその維持に努めるものとする。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（売買単位の統一に向けた努力） 

第４４５条の２  上場内国株券の発行者は、上場内国株券の単元株式数を１００株とするよう努めるものとす
る。 

  追加〔平成２４年４月１日〕 

 

 

 

 

（コーポレートガバナンス・コードの尊重） 

第４４５条の３  上場会社は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重してコーポレート・
ガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。 

  追加〔平成２１年１２月３０日〕、一部改正〔平成２４年４月１日、平成２７年６月１日〕 

 

 

 

 

（取締役である独立役員の確保） 

第４４５条の４  上場内国株券の発行者は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めな
ければならない。 

  追加〔平成２４年５月１０日〕、一部改正〔平成２６年２月１０日〕 

 

 

 

 

（独立役員が機能するための環境整備） 

第４４５条の５  上場内国株券の発行者は、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備するよう努



 

- 15 - 

めるものとする。 

  追加〔平成２４年５月１０日〕 

 

 

 

 

（独立役員等に関する情報の提供） 

第４４５条の６  上場内国株券の発行者は、独立役員に関する情報及び会社法施行規則第２条第３項第５号に
規定する社外役員の独立性に関する情報を株主総会における議決権行使に資する方法により株
主に提供するよう努めるものとする。 

  追加〔平成２４年５月１０日〕 

 

 

 

 

（議決権行使を容易にするための環境整備） 

第４４６条  上場内国株券の発行者は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として
施行規則で定める事項を行うよう努めるものとする。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（無議決権株式の株主への交付書類） 

第４４７条  上場無議決権株式の発行者は、議決権付株式の株主に対して株主向け書類（議決権行使書面及
び委任状を除く。）を交付した場合、速やかにこれを当該上場無議決権株式の株主にも交付する
よう努めるものとする。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

第４４８条  削除 

  追加〔平成２１年８月２４日〕、一部改正〔平成２３年３月３１日〕 

 

 

 

 

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整備） 

第４４９条  上場会社は、その役員、代理人、使用人その他の従業者による内部者取引等の未然防止に向け
て必要な体制の整備を行うよう努めるものとする。 

  一部改正〔平成２１年８月２４日、平成２６年４月１日〕 

 

 

 

 

（反社会的勢力排除に向けた体制整備等） 

第４５０条  上場会社は、反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備及び個々の企業行動
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に対する反社会的勢力の介入防止に努めるものとする。 

  追加〔平成２０年２月６日〕、一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

   

 

 

 

（会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備） 

第４５１条  上場内国会社は、会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケー
ションを行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修への参加その他会計基準等の
内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整
備を行うよう努めるものとする。 

  追加〔平成２１年１２月３０日〕 

 

 

 

 

（決算内容に関する補足説明資料の公平な提供） 

第４５２条  上場会社は、第４０４条の規定に基づき開示した決算の内容について補足説明資料を作成し
投資者へ提供する場合には、公平に行うよう努めるものとする。 

  追加〔平成２２年６月３０日〕 

 

 

 

 

第５章 実効性の確保 
第１節 特設注意市場銘柄 
  

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除） 

第５０１条  当取引所は、次の各号に掲げる場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について
改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社が発行者である上場株券等を特設注意市場
銘柄に指定することができる。 

 

（１） 上場会社が第６０１条第１項第９号の２、第１２号、第１９号又は第２０号（第６０２
条第１項第１号、同条第２項第３号、第６０３条第１項第６号、第６０４条第１項第２号、同条
第２項第１号、第６０４条の２第１項第３号、第６０４条の３第２号、第６０４条の４第１項第
２号又は第６０４条の５第２号による場合を含む。）に該当するおそれがあると当取引所が認め
た後、当該各号に該当しないと当取引所が認めた場合 

 

（２） 次のａ又はｂに該当する場合 

  ａ 上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合 

  ｂ 上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財務諸表等に添付される四半
期レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は
「意見の表明をしない」旨が、四半期レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表
明をしない」旨（特定事業会社の場合にあっては、「中間財務諸表等が有用な情報を表示してい
ない意見」又は「意見の表明をしない」旨を含む。）が記載された場合。ただし、「意見の表明を
しない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、
上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。 

 

（３） 上場会社が第４章第２節の規定に違反したと当取引所が認めた場合 
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（４） 上場会社が第４章第４節第１款の規定に違反したと当取引所が認めた場合 

 

（５） 次条第３項（第５０３条第７項において準用する場合を含む。）の規定により改善報告
書を提出した上場会社において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと当
取引所が認めた場合 

 

２ 前項の規定により特設注意市場銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社
は、当該指定から１年経過後速やかに、内部管理体制の状況等について記載した施行規則で定め
る書面（以下「内部管理体制確認書」という。）の提出を行わなければならない。 

 

３ 当取引所は、前項の規定により提出された内部管理体制確認書の内容及び第８項の規定に
より報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。 

 

４ 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に
定めるとおり上場株券等を取り扱うものとする。 

 

（１）内部管理体制等に問題があると認められない場合 

  特設注意市場銘柄の指定の解除 

 

（２）内部管理体制等に問題があると当取引所が認める場合（第６０１条第１項第１１号の２ｃ
に規定する上場会社の内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める
場合を除く。） 

  特設注意市場銘柄の指定の継続 

 

５ 前項第２号の規定により特設注意市場銘柄の指定が継続された上場株券等の発行者である
上場会社は、第１項の指定から１年６か月経過後速やかに、内部管理体制確認書の再提出を行わ
なければならない。 

 

６ 当取引所は、前項の規定により再提出された内部管理体制確認書の内容及び第８項の規定
により報告された内容等に基づき内部管理体制等の審査を行う。 

 

７ 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、内部管理体制等に問題があると認められない場合
は、特設注意市場銘柄の指定の解除を行う。 

 

８ 第１項の規定により特設注意市場銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、
当該上場会社の内部管理体制等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに
照会事項について正確に報告するものとする。 

  一部改正〔平成２０年７月７日、平成２１年８月２４日、平成２５年７月１６日、平成２５年
８月９日〕 

 

 

 

 

第２節 改善報告書 
  

（適時開示等に係る改善報告書の提出） 

第５０２条  当取引所は、次の各号に掲げる場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場
会社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書（以下「改善報告書」という。）の提出
を求めることができる。 

 

（１） 上場会社が第４章第２節の規定に違反したと当取引所が認める場合 

 

（２） 上場会社が第４章第４節第１款の規定に違反したと当取引所が認める場合 

 

２ 当取引所は、前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認
める場合には、当該上場会社に対してその変更を要請し、当該改善報告書の再提出を求めること
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ができる。 

 

３ 上場会社は、前２項の規定により改善報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改善
報告書の提出を行わなければならない。 

 

４ 当取引所は、上場会社が前項の規定により改善報告書を当取引所に提出した場合は、当該改
善報告書（第２項の規定によりその内容が明らかに不十分であると認められた改善報告書を除
く。）を公衆の縦覧に供するものとする。 

  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（改善状況報告書等の提出） 

第５０３条  前条第３項（第７項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定により
改善報告書を提出した上場会社は、当該改善報告書の提出から６か月経過後速やかに、改善措置
の実施状況及び運用状況を記載した報告書（以下「改善状況報告書」という。）の提出を行わな
ければならない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、当取引所は、前条第３項の規定により改善報告書を提出した上場
会社に対して、当該改善報告書の提出から５年を経過するまでの間、当該上場会社の改善措置の
実施状況及び運用状況に関し当取引所が必要と認めるときは、改善状況報告書の提出を求める
ことができる。 

 

３ 上場会社は、前項の規定により改善状況報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改
善状況報告書の提出を行わなければならない。 

 

４ 当取引所は、上場会社が第１項又は前項の規定により改善状況報告書を当取引所に提出し
た場合は、当該改善状況報告書を公衆の縦覧に供するものとする。 

 

５ 前条第３項の規定により改善報告書を提出した上場会社は、当該発行者の改善措置の実施
状況及び運用状況に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項につ
いて正確に報告するものとする。 

 

６ 当取引所は、次の各号に掲げる場合には、当該上場会社に対して改善報告書の提出を求める
ことができる。 

 

（１） 第１項又は第３項に規定する改善状況報告書を速やかに提出しない場合において、当取
引所が相当の期間を設けて定める提出期限までに提出しないとき。 

 

（２） 第１項又は第３項の規定により提出された改善状況報告書の内容が明らかに不十分で
あると当取引所が認める場合 

 

（３） 前項の規定に基づく報告を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認
めるとき。 

 

７ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の改善報告書について準用する。 

 

 

 

 

（書類の提出等に係る改善報告書の提出） 

第５０４条  当取引所は、上場会社が第３章第１節、第４２１条、第４２１条の２第２項、第４２１条の３
第２項若しくは同条第３項の規定に基づく書類の提出等又は第４２１条の２第１項若しくは第
４２１条の４の規定に基づく説明会等の開催を適正に行わなかった場合において、改善の必要
性が高いと認めるときは、当該上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができる。 
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２ 第５０２条第２項及び第３項の規定は、前項の改善報告書について準用する。 

 

３ 第５０２条第４項の規定は、第４２１条の３（第４項を除く。）の規定に基づく書類の提出
等又は第４２１条の４の規定に基づく説明会等の開催を適正に行わなかった場合について準用
する。 

  一部改正〔平成２０年４月１日、平成２１年１１月９日、平成２３年３月３１日、平成２５年
７月１６日〕 

 

 

 

 

（確約等に係る改善報告書の提出） 

第５０５条  当取引所は、上場会社が、第４２２条の規定に基づく募集株式の譲渡の報告及びその確約等を
適正に行わなかった場合には、当該上場会社に対して、改善報告書の提出を求めることができる。 
 

２ 当取引所は、上場会社が前項の規定により同項の報告書を当取引所に提出した場合におい
て当取引所が必要かつ適当であると認めるときは、当該報告書を公衆の縦覧に供することがで
きる。 

 

 

 

第３節・第４節 削除  一部改正〔平成２６年５月３１日〕 

 

第５０６条・第５０７条 削除  一部改正〔平成２１年８月２４日、平成２６年５月３１日〕 

 

 

 

 

第５節 公表  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

（公表措置） 

第５０８条  当取引所は、次の各号に掲げる場合であって、当取引所が必要と認めるときは、その旨を公表
することができる。 

 

（１） 上場会社が第４章第２節の規定に違反したと当取引所が認める場合 

 

（１）の２ 上場会社が第４２７条の２第１項の規定に違反したと当取引所が認める場合 

 

（１）の３ 上場会社が第４２１条の３（第４項を除く。）又は第４２１条の４の規定に違反し
たと当取引所が認める場合 

 

（２） 上場会社が第４章第４節第１款の規定に違反したと当取引所が認める場合 

 

（３） 上場会社が会社法第３３１条、第３３５条、第３３７条又は第４００条の規定に違反し
た場合 

 

２ 第４３５条から第４３９条までの規定のいずれかに違反した場合又は前項第３号に該当し
た場合は、上場会社は、直ちに当取引所に報告するものとする。 

  一部改正〔平成２０年２月６日、平成２１年８月２４日、平成２４年４月１日、平成２５年７
月１６日〕 
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第６節 上場契約違約金  追加〔平成２０年７月７日〕 

 

（上場契約違約金） 

第５０９条  当取引所は、次の各号に掲げる場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及
び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるときは、当該上場会社に対して、上場契約違約金
の支払いを求めることができる。この場合には、当取引所はその旨を公表するものとする。 

 

（１） 上場会社が第４章第２節の規定に違反したと当取引所が認める場合 

 

（２） 上場会社が第４章第４節第１款の規定に違反したと当取引所が認める場合 

 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと当
取引所が認める場合 

 

２ 上場会社は、前項の規定により上場契約違約金の支払いを求められた場合は、施行規則で定
めるところにより、当該上場契約違約金を支払わなければならない。 

  追加〔平成２０年７月７日〕、一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

第６章 上場廃止 
第１節 本則市場の上場廃止基準 
  

（上場内国会社の上場廃止基準） 

第６０１条  本則市場の上場内国株券等が次の各号のいずれかに該当する場合には、その上場を廃止する
ものとする。この場合における当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

 

（１） 株主数 

  株主数が、上場会社の事業年度の末日において４００人未満である場合において、１年以内に
４００人以上とならないとき。ただし、施行規則で定める場合はこの限りでない。 

 

（２） 流通株式 

  次のａからｃまでのいずれかに該当する場合。ただし、施行規則で定める場合はこの限りでな
い。 

  ａ 流通株式の数が、上場会社の事業年度の末日において２，０００単位未満である場合にお
いて、１年以内に２，０００単位以上とならないとき。 

  ｂ 流通株式の時価総額が、上場会社の事業年度の末日において５億円未満である場合にお
いて、１年以内に５億円以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、
当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所がその都度定めるとこ
ろによる。 

  ｃ 流通株式の数が上場会社の事業年度の末日において上場株券等の数の５％未満である場
合であって、上場会社が施行規則で定める日までに当取引所の定める公募、売出し又は数量制限
付分売予定書を当取引所に提出しないとき。 

 

（３） 売買高 

  次のａ又はｂに該当する場合。ただし、ａ又はｂに該当後３か月以内に、施行規則で定めると
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ころにより公募、売出し又は立会外分売を行う場合は、この限りでない。 

  ａ 毎年の１２月末日以前１年間における上場株券等の月平均売買高が１０単位未満である
場合 

  ｂ 毎月の末日以前３か月間に売買が成立していない場合 

 

（４） 時価総額 

  次のａ又はｂに該当する場合。 

  ａ 時価総額が１０億円未満である場合において、９か月（事業の現状、今後の展開、事業計
画の改善その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を３か月以内に当取引所に提出し
ない場合にあっては、３か月）以内に１０億円以上とならないとき。ただし、市況全般が急激に
悪化した場合において、当取引所がこの基準によることが適当でないと認めたときは、当取引所
がその都度定めるところによる。 

  ｂ 当該株券等に係る時価総額が上場株券等の数に２を乗じて得た数値未満である場合にお
いて、３か月以内に当該数値以上とならないとき。 

 

（５） 債務超過 

  上場会社がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過
の状態でなくならなかったとき。ただし、当該上場会社が法律の規定に基づく再生手続若しくは
更生手続、産競法第２条第１６項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続
が実施された場合における産競法第５２条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による
場合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライ
ン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の
状態でなくなることを計画している場合（当取引所が適当と認める場合に限る。）には、２年以
内に債務超過の状態でなくならなかったとき。 

 

（６） 銀行取引の停止 

  上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが
確実となった場合 

 

（７） 破産手続、再生手続又は更生手続 

  上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに
至った場合又はこれに準ずる状態になった場合。この場合において、施行規則で定める再建計画
の開示を行った場合には、当該再建計画を開示した日の翌日から起算して１か月間の時価総額
が１０億円以上とならないとき。 

 

（８） 事業活動の停止 

  上場会社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になった場合 

 

（９） 不適当な合併等 

  次のａ又はｂに掲げる場合において、当該ａ又はｂに該当すると当取引所が認めた場合 

  ａ 上場会社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとして施行規則で定める行為（以
下このａにおいて「吸収合併等」という。）を行った場合 

  当該上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合において、当該上場会社（吸
収合併等の前においては、当事者である非上場会社として施行規則で定める者をいう。）が３年
以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。 

  ｂ 会社が第２０８条第１号、第３号又は第５号の適用を受けて上場した場合（新設合併、株
式移転又は新設分割をする場合における当事者がすべて上場会社である場合を除く。） 
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  当該会社について第２０８条第１号、第３号又は第５号に定める上場会社が実質的な存続会
社でないと当取引所が認めた場合において、当該会社（第２０８条第１号、第３号又は第５号に
該当する前においては、審査対象である非上場会社として施行規則で定める者をいう。）が３年
以内に施行規則で定める基準に適合しないとき。 

 

（９）の２ 支配株主との取引の健全性の毀損 

  第三者割当により支配株主が異動した場合において、３年以内に支配株主との取引に関する
健全性が著しく毀損されていると当取引所が認めるとき 

 

（１０） 有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延 

  ２人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は四半
期レビュー報告書（公認会計士又は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係
る監査報告書又は四半期レビュー報告書を含む。）を添付した有価証券報告書又は四半期報告書
を、法第２４条第１項又は法第２４条の４の７第１項に定める期間の経過後１か月以内（施行規
則で定める場合にあっては、施行規則で定める期間内）に、内閣総理大臣等に提出しなかった場
合 

 

（１１） 虚偽記載又は不適正意見等 

  第５０１条第１項第２号に該当する場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序
を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるとき 

 

（１１）の２ 特設注意市場銘柄等 

  次のａからｅまでに掲げる場合の区分に従い、当該ａからｅまでに定める場合に該当すると
き 

  ａ 第５０１条第１項各号に掲げる場合であって、かつ、上場会社の内部管理体制等について
改善の必要性が高いと当取引所が認めるとき 

  当該内部管理体制等について改善の見込みがないと当取引所が認める場合 

  ｂ 第５０１条第１項の規定により特設注意市場銘柄へ指定された場合であって、同条第２
項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき 

  上場会社の内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 

  ｃ 第５０１条第２項の規定により内部管理体制確認書が提出された場合 

  上場会社の内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合（上場会
社の内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合に限る。） 

  ｄ 第５０１条第４項第２号の規定により特設注意市場銘柄の指定が継続された場合であっ
て、同条第５項の規定に基づく内部管理体制確認書の提出前であるとき 

  上場会社の内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 

  ｅ 第５０１条第５項の規定により内部管理体制確認書が再提出された場合 

  上場会社の内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合 

 

（１２） 上場契約違反等 

  上場会社が上場契約に関する重大な違反を行ったとして施行規則で定める場合、第２０４条
第１項、第２１１条第１項、第３０１条第３項、第３０７条第２項若しくは第３１２条第３項の
規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合又は上場契
約の当事者でなくなることとなった場合 
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（１３） 株式事務代行機関への委託 

  上場会社（第２０５条第８号ただし書に該当する上場会社を除く。）が株式事務を当取引所の
承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確
実となった場合 

 

（１４） 株式の譲渡制限 

  上場会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。ただし、施行規則で
定める特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であって、かつ、その内容
が当取引所の市場における売買を阻害しないものと認められるときは、この限りでない。 

 

（１５） 完全子会社化 

  上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 

 

（１６） 指定振替機関における取扱い 

  当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

 

（１７） 株主の権利の不当な制限 

  株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして施行規則で定める場合 

 

（１８） 全部取得 

  上場会社が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

 

（１８）の２ 株式等売渡請求による取得 

  特別支配株主が上場会社の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

 

（１９） 反社会的勢力の関与 

  上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有している
事実が判明した場合において、その実態が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を著
しく毀損したと当取引所が認めるとき 

 

（２０） その他 

  前各号のほか、公益又は投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場
合 

 

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である上場会社についての前項第１号及び第２
号の規定の適用については、株主等基準日における株主数、流通株式の数、流通株式の時価総額
及び上場株券等の数を事業年度の末日における株主数、流通株式の数、流通株式の時価総額及び
上場株券等の数とみなすものとする。 

 

３ 発行者が同一である議決権付株式と無議決権株式のいずれもが本則市場に上場している場
合において、当該議決権付株式が第１項各号のいずれかの基準に該当したとき（第１項第１８号
に該当した場合のうち当取引所が適当と認めるときを除く。）は、当該無議決権株式についても
上場を廃止する。 

  一部改正〔平成２０年４月１日、平成２０年７月７日、平成２１年１月５日、平成２１年８月
２４日、平成２２年６月３０日、平成２４年３月９日、平成２５年８月９日、平成２６年３月３
１日、平成２７年５月１日、平成３０年３月３１日〕 
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有価証券上場規程施行規則（東京証券取引所）抜粋 
  平成１９年１１月１日 
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第１編 総則 
  

（目的） 

第１条  この施行規則は、有価証券上場規程（以下「規程」という。）に基づき、当取引所が定める事
項並びに規程の解釈及び運用に関し、必要な事項を定める。 

 

 

 

 

（定義） 

第２条  この施行規則において「ＩＦＲＳ任意適用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託受益証券」、「委託者
指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「１単位」、「親会社」、「親会社等」、「外国」、「外
国会社」、「外国株券」、「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外国株信託受益証券」、「外国株
預託証券」、「外国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、「外国投資証券」、「外国投資信託」、
「外国投資法人」、「外国持株会社」、「開示府令」、「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、「株
主等基準日」、「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取
引参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、「協同組
織金融機関」、「金融商品取引業者」、「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、「公募」、
「子会社」、「子会社連動配当株」、「国際統一基準金庫」、「国際統一基準行等」、「債券」、「財務諸
表等」、「財務書類」、「自己株式」、「資産運用会社」、「指定振替機関」、「支配株主」、「四半期財務



- 3 - 

諸表等」、「四半期報告書」、「受益証券」、「出資証券」、「上場ＥＴＮ信託受益証券」、「上場外国会
社」、「上場外国株券」、「上場外国株券等」、「上場外国株信託受益証券」、「上場外国株預託証券等」、
「上場会社」、「上場会社監査事務所」、「上場株券等」、「上場議決権付株式」、「上場交換社債券」、
「上場債券」、「上場市場選択申請者」、「上場転換社債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、
「上場内国株券」、「上場内国株券等」、「上場無議決権株式」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、
「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、「新規上場」、「新規上場申請者」、「人的分割」、「数量
制限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、「立会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表等」、「重
複上場」、「直前事業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、「転換」、「転換社債型新株予約権付
社債券」、「投資運用業」、「投資証券」、「投資信託」、「投資信託委託会社」、「投資信託法」、「投資
信託法施行規則」、「投資信託法施行令」、「投資法人」、「投資法人計算規則」、「投資法人債券」、
「特定事業会社」、「特定有価証券開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内国会社」、「内国株券」、「内
国株券等」、「内部統制報告書」、「買収防衛策」、「発行者」、「半期報告書」、「非参加型優先株」、
「振替法」、「法」、「募集株式」、「募集株式等」、「本国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有価証券」、
「有価証券届出書」、「有価証券報告書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、「優先出資」、「優先
出資証券」、「優先出資法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び「流通株式」とは、それぞれ規程
第２条に規定するＩＦＲＳ任意適用会社、ＥＴＮ、ＥＴＮ信託受益証券、委託者指図型投資信託、
委託者非指図型投資信託、１単位、親会社、親会社等、外国、外国会社、外国株券、外国株券等、
外国株券等実質株主、外国株信託受益証券、外国株預託証券、外国株預託証券等、外国金融商品
取引所等、外国投資証券、外国投資信託、外国投資法人、外国持株会社、開示府令、会社、株券
等、株式事務代行機関、株主等基準日、関係会社、監査証明、監査証明に相当する証明、監査証
明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グループ、企業集団、議決権付株式、基準日等、協同
組織金融機関、金融商品取引業者、交換社債券、公認会計士、公認会計士等、公募、子会社、子
会社連動配当株、国際統一基準金庫、国際統一基準行等、債券、財務諸表等、財務書類、自己株
式、資産運用会社、指定振替機関、支配株主、四半期財務諸表等、四半期報告書、受益証券、出
資証券、上場ＥＴＮ信託受益証券、上場外国会社、上場外国株券、上場外国株券等、上場外国株
信託受益証券、上場外国株預託証券等、上場会社、上場会社監査事務所、上場株券等、上場議決
権付株式、上場交換社債券、上場債券、上場市場選択申請者、上場転換社債型新株予約権付社債
券、上場内国会社、上場内国株券、上場内国株券等、上場無議決権株式、上場有価証券、上場優
先株等、上場優先出資証券、新株予約権証券、新規上場、新規上場申請者、人的分割、数量制限
付分売、施行令、第三者割当、立会外分売、単元株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前事業
年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、転換社債型新株予約権付社債券、投資運用業、投資
証券、投資信託、投資信託委託会社、投資信託法、投資信託法施行規則、投資信託法施行令、投
資法人、投資法人計算規則、投資法人債券、特定事業会社、特定有価証券開示府令、内閣総理大
臣等、内国会社、内国株券、内国株券等、内部統制報告書、買収防衛策、発行者、半期報告書、
非参加型優先株、振替法、法、募集株式、募集株式等、本国、本国等、無議決権株式、有価証券、
有価証券届出書、有価証券報告書、有価証券報告書等、優先株等、優先出資、優先出資証券、優
先出資法、預託機関等、預託契約等及び流通株式をいう。 

 

２ この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 

（１） 一部指定の予備申請 規程第３０７条の２第１項に規定する一部指定の予備申請をい
う。 

 

（２） 一部指定日 規程第３０７条第６項に規定する一部指定日をいう。 

 

（３） ＭＳＣＢ等 規程第４１０条第１項に規定するＭＳＣＢ等をいう。 

 

（４） 外国社債券 規程第９０４条第２項に規定する外国社債券をいう。 

 

（５） 改善報告書 規程第５０２条第１項に規定する改善報告書をいう。 

 

（５）の２ 買取決定等 規程第７０７条第１項に規定する買取決定等をいう。 

 

（６） 株主数 規程第２０５条第１号に規定する株主数をいう。 

 

（７） 交換対象株券 規程第９２９条第１項第２号ｅに規定する交換対象株券をいう。 

 

（８） 交換対象株券等 規程第９２９条第１項第３号ａに規定する交換対象株券等をいう。 

 

（９） 子会社等 規程第４０２条第１号ｑに規定する子会社等をいう。 
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（１０） 固定資産 規程第４０２条第１号ｒに規定する固定資産をいう。 

 

（１０）の２ 再生支援決定 規程第７０７条第１項に規定する再生支援決定をいう。 

 

（１１） 財務諸表 規程第２条第３９号に規定する財務諸表をいう。 

 

（１２） 財務諸表等規則 規程第２条第２号に規定する財務諸表等規則をいう。 

 

（１２）の２ ＣＢ等 規程第４１０条第１項に規定するＣＢ等をいう。 

 

（１３） 四半期レビュー 規程第２０４条第６項に規定する四半期レビューをいう。 

 

（１４） 四半期レビュー概要書 規程第２０４条第７項に規定する四半期レビュー概要書を
いう。 

 

（１４）の２ 四半期レビュー報告書 規程第２０４条第６項に規定する四半期レビュー報告
書をいう。 

 

（１４）の３ 指名委員会等 規程第４３７条第１項第２号に規定する指名委員会等をいう。 

 

（１５） 社債券 規程第９０４条第１項に規定する社債券をいう。 

 

（１５）の２ 受託有価証券 規程第２条第１０号に規定する受託有価証券をいう。 

 

（１５）の３ 主要株主 規程第４０２条第２号ｂに規定する主要株主をいう。 

 

（１５）の４ 上場市場の変更予備申請 規程第３１２条の２第１項に規定する上場市場の変
更予備申請をいう。 

 

（１６） 上場社債券 規程第９１２条第１項第２号ａの（ａ）に規定する上場社債券をいう。 
 

（１７） 上場優先証券 規程第８１６条第１号ｂの（ｃ）に規定する上場優先証券をいう。 

 

（１８） 新株予約権付社債券 規程第２条第３８号に規定する新株予約権付社債券をいう。 

 

（１８）の２ 信用格付業者 規程第９２９条第１項第１号ｃに規定する信用格付業者をいう。 
 

（１８）の３ 第三者割当等 規程第２１７条に規定する第三者割当等をいう。 

 

（１９） 対象親法人 規程第８１３条第１項に規定する対象親法人をいう。 

 

（２０） 対象子会社 規程第８０３条第５項に規定する対象子会社をいう。 

 

（２０）の２ 地域経済活性化支援機構 規程第７０７条第１項に規定する地域経済活性化支
援機構をいう。 

 

（２１） ＴＤｎｅｔ 規程第４１４条第１項に規定するＴＤｎｅｔをいう。 

 

（２１）の２ 特定関係法人 規程第９２９条第１項第１号ｃに規定する特定関係法人をいう。 
 

（２１）の３ 独立役員 規程第４３６条の２第１項に規定する独立役員をいう。 

 

（２１）の４ 取引規制府令 規程第４０２条第２号ｂに規定する取引規制府令をいう。 

 

（２２） 内部管理体制確認書 規程第５０１条第２項に規定する内部管理体制確認書をいう。 
 

（２３） 買収 規程第２条第８０号に規定する買収をいう。 

 

（２３）の２ 被支援会社 規程第７０７条第１項に規定する被支援会社をいう。 
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（２４） 普通出資者総会 規程第２０１条第２項に規定する普通出資者総会をいう。 

 

（２５） 保証者 規程第９０４条第２項第２号ａに規定する保証者をいう。 

 

（２６） 保証付外国社債券 規程第９０４条第２項第２号に規定する保証付外国社債券をい
う。 

 

（２７） 民営化外国会社 規程第２０６条第３項に規定する民営化外国会社をいう。 

 

（２８） 優先出資者総会 規程第２０１条第２項に規定する優先出資者総会をいう。 

 

（２９） 優先証券 規程第８１３条第１項に規定する優先証券をいう。 

 

（３０） 預託証券 規程第２条第３５号に規定する預託証券をいう。 

 

（３１） 予備申請 規程第２０２条第１項に規定する予備申請をいう。 

 

（３２） 連結子会社 規程第２条第３７号に規定する連結子会社をいう。 

 

（３３） 連動子会社 規程第４０３条第３号に規定する連動子会社をいう。 

 

（３４） 連結財務諸表 規程第２条第３９号に規定する連結財務諸表をいう。 

 

（３５） 連結財務諸表規則 規程第２条第２７号に規定する連結財務諸表規則をいう。 

 

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
 

（１） 外国会社届出書等 金融商品取引業等に関する内閣府令（平成１９年内閣府令第５２号）
第１１７条第１項第２５号に規定する外国会社届出書等をいう。 

 

（２） 外国証券業者 法第５８条に規定する外国証券業者をいう。 

 

（３） 合併主体会社 合併当事会社（新規上場申請者又は上場会社の子会社が合併を行ってい
る場合には、合併当事会社（新規上場申請者又は上場会社の子会社を除く。）及び新規上場申請
者又は上場会社）のうち、事業規模の最も大なる会社をいう。この場合において、「事業規模」
の大小は、総資産額、純資産の額、売上高及び利益の額等を勘案して決定する。 

 

（３）の２ 株式交換主体会社 株式交換当事会社（新規上場申請者の子会社が株式交換を行っ
ている場合には、株式交換当事会社（新規上場申請者の子会社を除く。）及び新規上場申請者）
のうち、事業規模の最も大なる会社をいう。この場合において、「事業規模」の大小は、総資産
額、純資産の額、売上高及び利益の額等を勘案して決定する。 

 

（３）の３ 監査等委員会設置会社 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置
会社をいう。 

 

（４） 競争入札による公募等 第２編第２章第４節に定めるところにより行う競争入札の方
法による上場前の公募等をいう。 

 

（５） 許認可等 許可、認可、免許若しくは登録又は販売代理店契約若しくは生産委託契約を
いう。 

 

（６） 拒否権付種類株式 会社法第１０８条第１項第８号に掲げる事項についての定めがあ
る種類の株式をいう。 

 

（６）の２ 金融商品取引業者等 金融商品取引業者又は外国証券業者をいう。 

 

（７） 継続開示会社 開示府令第１条第２８号に規定する継続開示会社をいう。 

 

（８） 権利確定日 剰余金の配当又は株式分割、株式無償割当て若しくは株式併合に係る権利
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を受ける者を確定するための基準日をいう。 

 

（９） 公開価格 上場前の公募等の価格（競争入札による公募等を行う場合にあっては、競争
入札による公募等を除く上場前の公募等の価格）をいう。 

 

（１０） 子会社化 他の会社を子会社とすることをいう。 

 

（１１） 自己株式取得決議 自己株式の取得に係る会社法第１５６条第１項（同法第１６５条
第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは優先出資法又はこれらに相当す
る外国の法令の規定による決議をいう。 

 

（１２） 自己株式消却決議 自己株式の消却に係る会社法第１７８条第２項若しくは優先出
資法又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議（監査等委員会設置会社にあっては、取
締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）をいう。 

 

（１３） 自己株式処分等決議 自己株式の処分に係る会社法第１９９条第１項の規定による
決議（監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあって
は、執行役の決定を含む。）若しくは会社法第７４９条第１項第２号、第７５８条第４号若しく
は第７６８条第１項第２号に規定する金銭等として自己株式を交付する場合における会社法第
７９５条第１項の規定による決議（会社法第７９６条第１項又は第３項の規定により当該決議
を要しない場合にあっては、吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約の内容についての取
締役会決議（監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社に
あっては、執行役の決定を含む。）を含む。）又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議
をいう。 

 

（１３）の２ 四半期連結損益計算書等 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算
書、又は四半期連結損益及び包括利益計算書をいう。 

 

（１３）の３ 指名委員会等設置会社 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会
社をいう。 

 

（１４） 上場前の公募等 上場申請日から上場日の前日までの期間における内国株券等の公
募又は売出しをいう。 

 

（１５） 総合取引参加者 取引参加者規程第２条第２項に規定する総合取引参加者をいう。 

 

（１６） 相互会社 保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定する相互会社をいう。 

 

（１７） 特別利害関係者 開示府令第１条第３１号イに規定する特別利害関係者をいう。 

 

（１８） 取締役選任権付種類株式 会社法第１０８条第１項第９号に掲げる事項（取締役に関
するものに限る。）についての定めがある種類の株式をいう。 

 

（１８）の２ 比較情報 財務諸表等規則第６条、連結財務諸表規則第８条の３、四半期財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成１９年内閣府令第６３号）（以下「四半期財
務諸表等規則」という。）第４条の３、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する
規則（平成１９年内閣府令第６４号）（以下「四半期連結財務諸表規則」という。）第５条の３、
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和５２年大蔵省令第３８号）第３条
の２及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成１１年大蔵省令第２４
号）第４条の２に規定する比較情報をいう。 

 

（１９） 非子会社化 他の会社の親会社でなくなることをいう。 

 

（２０） 非取引参加者金融商品取引業者 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引業者を
いう。 

 

（２０）の２ 非取引参加者金融商品取引業者等 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引
業者等をいう。 

 

（２１） 複数の子会社の結合財務情報に関する書類 複数の子会社の連結損益計算書等若し



- 7 - 

くは損益計算書又は四半期連結損益計算書等若しくは四半期損益計算書を結合した損益計算書
をいい、新規上場申請者が上場申請日の属する事業年度の初日以後持株会社になった場合には、
当該複数の子会社の連結貸借対照表又は貸借対照表を結合した貸借対照表を含む。 

 

（２２） ブック・ビルディング 第２編第２章第４節に定めるところにより行う上場前の公募
等に係る投資者の需要状況の調査をいう。 

 

（２３） 持株会社 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４
号）第９条第４項第１号に規定する持株会社のうち国内の会社その他これに準ずるものとして
当取引所が適当と認める国内の会社をいう。 

 

（２４） 元引受契約等 元引受契約又は募集若しくは売出しの取扱いを行うこととなる契約
（当取引所の取引参加者が元引受契約を締結する場合には、元引受契約に限る。）をいう。 

 

（２５） 元引受取引参加者 公募又は売出しに関し元引受契約を締結する金融商品取引業者
等である当取引所の取引参加者をいう。 

 

（２５）の２ 臨時報告書 法第２４条の５第４項（法において準用する場合を含む。）に規定
する臨時報告書（同条第１５項（法において準用する場合を含む。）の規定に基づいて当該臨時
報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。 

 

（２６） 連結会社 連結財務諸表規則第２条第５号に規定する連結会社をいう。 

 

（２７） 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第２条第１号に規定する連結財務諸表提
出会社をいう。 

 

（２８） 連結損益計算書等 連結損益計算書及び連結包括利益計算書、又は連結損益及び包括
利益計算書をいう。 

  一部改正〔平成２０年２月６日、平成２０年４月１日、平成２０年７月７日、平成２１年１月
５日、平成２１年２月９日、平成２１年８月２４日、平成２１年１１月９日、平成２１年１２月
３０日、平成２２年１月４日、平成２２年６月３０日、平成２３年１月１日、平成２３年３月３
１日、平成２３年４月１日、平成２４年３月９日、平成２４年４月１日、平成２５年３月２８日、
平成２５年３月３１日、平成２５年７月１６日、平成２５年８月９日、平成２６年４月１日、平
成２６年１０月３１日、平成２７年５月１日、平成３０年３月３１日〕 

 

 

 

 

第３節 企業行動規範 
  

（第三者割当に係る遵守事項の取扱い） 

第４３５条の２  規程第４３２条に規定する施行規則で定める議決権の比率とは、次の算式により算出した値
をいう。 

  算式 

  （Ａ÷Ｂ）×１００（％） 

  算式の符号 

  Ａ 当該第三者割当により割り当てられる募集株式等に係る議決権の数（当該募集株式等の
転換又は行使により交付される株式に係る議決権の数を含む。） 

  Ｂ 当該第三者割当に係る募集事項の決定前における発行済株式に係る議決権の総数 

 

２ 前項の規定にかかわらず、当該第三者割当の払込金額の算定方法及び割当ての態様等を勘
案して当取引所が前項に定める算式により算出した値によることが適当でないと認めた場合の
規程第４３２条に規定する施行規則で定める議決権の比率については、当取引所がその都度定
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めるところによるものとする。 

 

３ 規程第４３２条に規定する当該割当ての緊急性が極めて高いものとして施行規則で定める
場合とは、資金繰りが急速に悪化していることなどにより同条各号に掲げる手続のいずれも行
うことが困難であると当取引所が認めた場合をいう。 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項の取扱い） 

第４３６条  規程第４３４条第１項に規定する施行規則で定める措置とは、上場会社がＭＳＣＢ等を買い
受けようとする者（以下この条において「買受人」という。）と締結する契約（以下この条にお
いて「買取契約」という。）において、新株予約権等の転換又は行使をしようとする日を含む暦
月において当該転換又は行使により取得することとなる株券等の数（以下この条において「行使
数量」という。）が当該ＭＳＣＢ等の発行の払込日時点における上場株券等の数の１０％を超え
る場合には、当該１０％を超える部分に係る新株予約権等の転換又は行使（以下この条において
「制限超過行使」という。）を行うことができない旨その他の第４項に規定する内容を定めるこ
とをいう。 

 

２ 第１項に規定する行使数量について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところ
により計算するものとする。 

 

（１） 当該ＭＳＣＢ等を複数の者が保有している場合 当該複数の者による新株予約権等の
行使数量を合算する。 

 

（２） 当該ＭＳＣＢ等以外に当該上場会社が発行する別のＭＳＣＢ等で新株予約権等を転換
又は行使することができる期間（以下この条において「行使可能期間」という。）が重複するも
の（以下この条において「別回号ＭＳＣＢ等」という。）がある場合 当該ＭＳＣＢ等と当該別
回号ＭＳＣＢ等の新株予約権等の行使数量を合算する。 

 

３ 第１項に規定する上場株券等の数について、次の各号に該当する場合は当該各号に定める
ところにより取り扱うものとする。 

 

（１） 当該ＭＳＣＢ等の発行の払込日後において株式の分割、併合又は無償割当てが行われた
場合 上場株券等の数に公正かつ合理的な調整を行う。 

 

（２） 当該上場会社が当該ＭＳＣＢ等を発行する際に別回号ＭＳＣＢ等がある場合 当該別
回号ＭＳＣＢ等に係る第１項及び前号の規定に基づく上場株券等の数とする。 

 

４ 第１項に規定する買取契約において定める内容は、次の各号に掲げる内容をいう。 

 

（１） 上場会社は、ＭＳＣＢ等を保有する者による制限超過行使を行わせないこと。 

 

（２） 買受人は、制限超過行使を行わないことに同意し、新株予約権等の転換又は行使に当た
っては、あらかじめ、上場会社に対し、当該新株予約権等の行使が制限超過行使に該当しないか
について確認を行うこと。 

 

（３） 買受人は、当該ＭＳＣＢ等を転売する場合には、あらかじめ転売先となる者に対して、
上場会社との間で前２号の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも前２号
の内容を約させること。 

 

（４） 上場会社は、前号の転売先となる者との間で、第１号及び第２号の内容及び転売先とな
る者がさらに第三者に転売する場合にも第１号及び第２号の内容を約すること。 

 

５ 第１項に規定する買取契約には、次の各号に掲げる期間又は場合において制限超過行使を
行うことができる旨を定めることができる。 

 



- 9 - 

（１） 対象株券等が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等（以下この条において「合
併等」という。）が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等
がなされないことが公表された時までの間 

 

（２） 上場会社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又
は中止されることが公表された時までの間 

 

（３） 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄、監理ポスト、整理銘柄又は整理ポ
ストに指定された時から当該指定が解除されるまでの間 

 

（４） 新株予約権等の行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象
株券等の終値以上の場合 

 

（５） 新株予約権等の行使可能期間の最終２か月間（ＭＳＣＢ等の発行時の行使可能期間が２
年以上の場合に限る。） 

 

６ 規程第４３４条第２項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げるすべての
要件を満たす場合その他当取引所が適当と認める場合をいう。 

 

（１） 業務提携又は資本提携のためにＭＳＣＢ等を発行すること。 

 

（２） 上場会社と買受人との間で対象株券等（新株予約権等の転換又は行使により交付される
株券等をいう。以下この条において同じ。）について取得後６か月以上の保有が約され、その旨
が公表されること。 

 

（３） 当該買受人が、当該保有を約した期間中において当該対象株券等に係る株券等貸借取引
を行わないこと。 

 

（４） 当該買受人が、当該買受け（買受けを行うことを決定している場合を含む。）後から当
該保有を約した期間が終了するまで当該対象株券等に係る店頭デリバティブ取引を行わないこ
と。 

  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（独立役員の確保に関する取扱い） 

第４３６条の２  規程第４３６条の２第２項に規定する独立役員の確保については、次の各号に定めるところ
による。 

 

（１） 上場内国株券の発行者は、独立役員に関して記載した当取引所所定の「独立役員届出書」
を当取引所に提出するものとする。 

 

（２） 上場内国株券の発行者は、前号に規定する「独立役員届出書」を当取引所が公衆の縦覧
に供することに同意するものとする。 

 

２ 上場内国株券の発行者は、前項に規定する「独立役員届出書」の内容に変更が生じる場合に
は、原則として、変更が生じる日の２週間前までに変更内容を反映した「独立役員届出書」を当
取引所に提出するものとする。この場合において、当該上場内国株券の発行者は、当該変更内容
を反映した「独立役員届出書」を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

  追加〔平成２１年１２月３０日〕 

 

 

 

 

（支配株主との重要な取引等に関する取扱い） 

第４３６条の３ 
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 規程第４４１条の２に規定する施行規則で定める者とは、次の各号に掲げる者をいう。 

 

（１） 上場会社と同一の親会社をもつ会社等（当該上場会社及びその子会社等を除く。） 

 

（２） 上場会社の親会社の役員及びその近親者 

 

（３） 上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）の近親者 

 

（４） 上場会社の支配株主（当該上場会社の親会社を除く。）及び前号に掲げる者が議決権の
過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社（当該上場会社及び
その子会社等を除く。） 

  追加〔平成２２年６月３０日〕 

 

 

 

 

（反社会的勢力の関与） 

第４３６条の４  規程第４４３条に規定する上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則
で定める関係とは、次の各号に掲げる関係をいう。 

 

（１） 次のａからｄまでに掲げる者のいずれかが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者（以
下この項において「暴力団等反社会的勢力」という。）である関係 

  ａ 上場会社 

  ｂ 上場会社の親会社等 

  ｃ 上場会社の子会社 

  ｄ 上場会社の役員（取締役、会計参与、監査役、執行役（理事及び監事その他これらに準ず
るものを含む。）をいう。） 

 

（２） 前号のほか暴力団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係 

  追加〔平成２１年８月２４日〕、一部改正〔平成２１年１２月３０日、平成２２年６月３０日〕 
 

 

 

 

（議決権行使を容易にするための環境整備の取扱い） 

第４３７条  規程第４４６条に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる事項をいう。 

 

（１） 定時株主総会を開催する他の上場会社が著しく多い日と同一の日を、定時株主総会の日
と定めないこと。 

 

（２） 株主総会の招集の通知を会社法第２９９条第１項に規定する期日よりも早期に発送す
ること。 

 

（３） 株主総会の招集の通知及び会社法第３０１条第１項に規定する株主総会参考書類又は
施行令第３６条の２に規定する参考書類（以下この条において「招集通知等」という。）を、招
集通知等の発送後速やかに電磁的方法により投資者が提供を受けることができる状態に置くこ
と。 

 

（４） 招集通知等を要約したものの英訳を作成し、投資者が提供を受けることができる状態に
置くこと。 

 

（５） 株主（当該株主が他人のために株式を有する者である場合には、当該株主に対して議決
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権の行使に係る指図権その他これに相当する権利を有する実質的な株主を含む。次号において
同じ。）が電磁的方法により議決権（議決権の行使に係る指図権その他これに相当する権利を含
む。次号において同じ。）の行使を行うことができる状態に置くこと。 

 

（６） その他株主の株主総会における議決権の行使を容易にするための環境整備に向けた事
項 

  一部改正〔平成２０年２月６日、平成２１年８月２４日、平成２２年６月３０日〕 

 

 

 

 

第５章 実効性の確保 
第１節 特設注意市場銘柄 
  

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除の取扱い） 

第５０１条  規程第５０１条第２項に規定する施行規則で定める書面とは、第２０４条第１項第４号に規
定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの部）」に準じた書面（規程第５０１条第３
項又は第６項の審査において「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの部）」に準じた書面
の提出を要しないと当取引所が認めた場合にあっては、当取引所がその都度定める書面）をいう。 
  一部改正〔平成２１年１月５日、平成２５年７月１６日、平成２５年８月９日〕 

 

 

 

 

第２節・第３節 削除 
第５０２条・第５０３条 削除  一部改正〔平成２１年８月２４日、平成２６年５月３１日〕 

 

 

 

 

第４節 上場契約違約金  追加〔平成２０年７月７日〕 

 

（上場契約違約金の取扱い） 

第５０４条  規程第５０９条第２項に規定する上場契約違約金については、次の各号に定めるところによ
るものとする。 

 

（１） 上場契約違約金の金額は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額とする。 
 

 

市場区分等 市場第一部 市場第二部 マザーズ 外国株券等（当取引所を主たる市場とする会社
及びＪＡＳＤＡＱの上場会社を除く。）  

上場時価総額  

５０億円以下 １，９２０万円 １，４４０万円 ９６０万円 ２４０万円  

５０億円を超え２５０億円以下 ３，３６０万円 ２，８８０万円 ２，４００万円 ４８０万円  

２５０億円を超え５００億円以下 ４，８００万円 ４，３２０万円 ３，８４０万円 ９６０万円  

５００億円を超え２，５００億円以下 ６，２４０万円 ５，７６０万円 ５，２８０万円 １，２
００万円  

２，５００億円を超え５，０００億円以下 ７，６８０万円 ７，２００万円 ６，７２０万円 １，
４４０万円  

５，０００億円を超えるもの ９，１２０万円 ８，６４０万円 ８，１６０万円 １，６８０万円  
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市場区分等 ＪＡＳＤＡＱ  

上場時価総額  

１，０００億円以下 ２，０００万円  

 

１，０００億円を超えるもの ２，４００万円  

  注．上場時価総額は次の各号に定めるところにより計算する。 

  ａ 内国株券等 

  上場契約違約金の徴求を決定した日の直前に到来する１２月の売買立会の最終日における最
終価格（当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買の成立した直近の日の
売買立会における最終価格）と毎年１２月末日の上場内国株券等の数を用いて計算する。ただし、
上場契約違約金の徴求を決定した日が上場後最初に到来する１２月の売買立会の最終日より前
の場合は、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。なお、株式分割、株式無
償割当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引所が定めるところによる。 

  ｂ 外国株券等 

  上場契約違約金の徴求を決定した日の直前に到来する各上場外国会社の事業年度の末日の売
買立会における最終価格（当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、当該日に
おける基準値段）と当該日の上場外国株券等の数を用いて計算する。ただし、上場契約違約金の
徴求を決定した日が上場後最初に到来する事業年度の末日より前の場合は、上場日における上
場時価総額を用いて計算するものとする。 

 

（２） 上場会社は、前号の金額を当取引所が上場契約違約金の支払いを求めた日の属する月の
翌月末日までに支払うものとする。 

 

（３） 上場契約違約金の支払いは、本邦通貨によるものとする。 

 

（４） 当取引所は、上場会社が上場契約違約金を支払期日までに支払わない場合には、当該上
場会社に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を１００円につき１日４銭の割
合によって請求できるものとする。 

  追加〔平成２０年７月７日〕、一部改正〔平成２５年８月９日〕 

   

 

 

第６章 上場廃止 
第１節 上場廃止基準 
  

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０１条  規程第６０１条第１項第１号に規定する株主数並びに同項第２号に規定する流通株式の数、
流通株式の時価総額及び上場株券等の数の取扱いは次の各号に定めるところによる。 

 

（１） 規程第６０１条第１項第１号に規定する１年以内に４００人以上とならないとき又は
同項第２号ａに規定する１年以内に２，０００単位以上とならないときとは、審査対象事業年度
の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が上場会社の事業年度の
末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期
間（以下この項において「猶予期間」という。）内において４００人以上とならないとき又は２，
０００単位以上とならないときをいう。 

 

（１）の２ 猶予期間内に株主等基準日を事業年度の末日と異なる日に変更した銘柄及び事業
年度の末日と異なる日が株主等基準日である銘柄についての前号の規定の適用については、猶
予期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日における株主数及び流通株式の数を猶予
期間の最終日における株主数及び流通株式の数とみなすものとする。 
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（２） 規程第６０１条第１項第１号に規定する株主数並びに同項第２号に規定する流通株式
の数及び上場株券等の数は、上場会社から提出される有価証券報告書又は第４２３条第１項の
規定により上場会社から提出される「株券等の分布状況表」の記載によるものとする。 

 

（２）の２ 上場会社が株式分割、株式無償割当て（上場株券等に係る株式と同一の種類の株式
が割り当てられるものに限る。）、株式併合又は単元株式数の変更を行った場合において、当取引
所が適当と認めるときは、当該株式分割、株式無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更によ
る影響を考慮して株主数、流通株式の数及び上場株券等の数を算定する。 

 

（３） 第２１２条第１項第１号の規定は、上場会社が自己株式処分等決議を行った場合につい
て準用する。 

 

（４） 第２１２条第１項第２号の規定は、上場会社が自己株式消却決議を行った場合について
準用する。 

 

（５） 第３１１条第１項第１号ｊの規定は、規程第６０１条第１項第１号に規定する株主数及
び同項第２号に規定する流通株式の数について準用する。 

 

（６） 第２１２条第１項第３号及び第３１１条第１項第１号ｅの規定は、規程第６０１条第１
項第１号に規定する株主数の算定について準用する。 

 

（７） 第３１１条第１項第１号ｆの規定は、規程第６０１条第１項第１号に規定する株主数が
４００人未満である銘柄の株主数の猶予期間内の取扱いについて準用する。この場合において、
「２，０００人」とあるのは「４００人」と読み替える。 

 

（８） 第３１１条第１項第１号ｈ及びⅰの規定は、規程第６０１条第１項第１号に規定する株
主数が４００人未満である銘柄の株主数の猶予期間後の取扱いについて準用する。この場合に
おいて、「２，０００人」とあるのは「４００人」と読み替える。 

 

（９） 第３１１条第１項第１号ｇの規定は、規程第６０１条第１項第２号ａに規定する流通株
式の数が２，０００単位未満である銘柄の流通株式の数の猶予期間内の取扱いについて準用す
る。この場合において、「１万単位」とあるのは「２，０００単位」と読み替える。 

 

（１０） 第３１１条第２項第１号の規定は、規程第６０１条第１項第２号ｂに規定する流通株
式の時価総額について準用する。この場合において、「１０億円」とあるのは「５億円」と読み
替える。 

 

（１１） 規程第６０１条第１項第２号ｃに規定する施行規則で定める日とは、上場会社が有価
証券報告書を提出した日又は法第２４条第１項に定める期間の末日のうちいずれか早い日をい
う。 

 

（１２） 上場会社が審査対象事業年度の末日（事業年度の末日と異なる日が株主等基準日であ
る上場会社にあっては、審査対象事業年度に係る株主等基準日）後、前号に定める日までに公募
若しくは売出し又は数量制限付分売を行うとともに、当該日までに当該公募若しくは売出しの
内容又は数量制限付分売の結果について証する書面を当取引所に提出した場合において、当該
上場会社が当取引所に提出した「株券等の分布状況表」に記載された流通株式の数に当該公募若
しくは売出し又は数量制限付分売に係る株券等の数（当該株券等のうち明らかに流通株式とは
ならないと認められる株券等の数を除く。）を加算した数が、審査対象事業年度の末日における
上場株券等の数に当該公募に係る株券等の数を加算した数の５％以上となったときは、規程第
６０１条第１項第２号ｃに該当しないものとして取り扱う。 

 

２ 規程第６０１条第１項第３号に規定する売買高の取扱いは次の各号に定めるところによる。 
 

（１） 規程第６０１条第１項第３号ａの規定は、上場日から起算して１年を経過する日より前
については、適用しない。 

 

（注） 「上場日から起算して１年」の計算に当たり、上場日が休業日のため月の初日でなかっ
た場合には、当該月の初日に上場されたものとみなして計算する。 

 

（２） 規程第６０１条第１項第３号に規定する毎年の１２月末日以前１年間における上場株
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券等の月平均売買高とは、当該期間における当該銘柄（当該銘柄に係る新たに発行された株券等
を含む。）の市場内売買の売買高合計の月割高をいう。 

 

（３） 毎年の１２月末日以前１年以内に１単位当たりの株券等の数が変更されている場合に
は、当該変更前については当該変更前の１単位当たりの株券等の数、当該変更後については当該
変更後の１単位当たりの株券等の数に基づき、売買高を算定する。 

 

（４） 規程第６０１条第１項第３号ただし書に規定する公募、売出し又は立会外分売の取扱い
については、次のａからｅまでに定めるところによる。 

  ａ 第２１２条第１項第６号ａ及びｃの規定は、公募又は売出しの取扱いについて準用する。 
  ｂ 公募又は売出しは、上場内国株券等が規程第６０１条第１項第３号ａ又はｂに該当した
と当取引所が認めた日から起算して３か月以内に、不特定多数の者に５単位以下の範囲におい
て１単位ごとに、均一の価額で行うものとする。この場合には、申込期間の最初の日をもって公
募又は売出しを行ったものとして取り扱う。 

  ｃ 立会外分売は、上場内国株券等が規程第６０１条第１項第３号ａ又はｂに該当したと当
取引所が認めた日から起算して３か月以内に５単位以下の範囲内で買付申込数量に限度を設け
て行う。 

  ｄ 公募、売出し又は立会外分売のために必要とする株券等の数は、５００単位以上で、その
都度当取引所が定める株券等の数とする。 

  ｅ 公募、売出し又は立会外分売を行う場合は、当該上場内国株券等について、規程第６０１
条第１項第３号ａ又はｂに該当したときから公募、売出し又は立会外分売を行う日の属する月
の末日までの間は、同ｂを適用しない。 

 

（５） 上場株券等が規程第６０１条第１項第３号ａ又はｂに該当する場合において、当該上場
会社から前号の公募、売出し又は立会外分売を行わない旨の報告を書面で受けたときは、同号に
該当するものとして取り扱う。 

 

３ 規程第６０１条第１項第４号に規定する時価総額の取扱いは次の各号に定めるところによ
る。 

 

（１） 第３１１条第４項第１号ａからｃまでの規定は、規程第６０１条第１項第４号ａの場合
について準用する。この場合において、「２０億円」とあるのは「１０億円」と読み替える。 

 

（２） 規程第６０１条第１項第４号ｂに規定する当該株券等に係る時価総額が上場株券等の
数に２を乗じて得た数値未満である場合とは、月間平均上場時価総額又は月末上場時価総額が
その算定の対象となる月の月間平均上場株式数（当取引所の売買立会における当該株券等の日々
の上場株券等の数（上場会社が株式分割、株式無償割当て（上場株券等に係る株式と同一の種類
の株式を割り当てるものに限る。）又は株式併合を行う場合には、権利確定日の２日前（休業日
を除外する。）の日（権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の３日前（休業日を除外
する。）の日）において、当該株式分割、株式無償割当て又は株式併合により増減する株券等の
数を加減する。以下この項において同じ。）の平均をいう。以下この項において同じ。）に２を乗
じて得た数値未満である場合をいう。 

 

（３） 規程第６０１条第１項第４号ｂに規定する３か月以内に当該数値以上とならないとき
とは、前号に該当した月の末日の翌日から起算して３か月を経過する日までの期間内において、
当該株券等に係る毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が当該月の月間平均上場
株式数に２を乗じて得た数値以上とならないときをいう。 

 

（４） 上場日の属する月の時価総額については、規程第６０１条第１項第４号の基準に係る審
査対象としない。 

 

（５） 上場会社は、当取引所が規程第６０１条第１項第４号に係る該当性の判断に必要と認め
る場合には、審査対象となる各月における日々の上場株券等の数を記載した書面を翌月初まで
に当取引所に提出しなければならない。 
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４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務超過の取扱いは次の各号に定めるところによ
る。 

 

（１） 規程第６０１条第１項第５号に規定する債務超過の状態とは、第３１１条第５項第１号
ａに規定する連結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額が負である場合をいい、上場会
社が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は同号ａに規定する貸借対照表に基づいて算定
される純資産の額が負である場合をいう。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社である場合
又は連結財務諸表規則第９４条若しくは同規則第９５条の規定の適用を受ける場合は、当該連
結貸借対照表に基づいて算定される純資産の額（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社で
ない場合は当該貸借対照表に基づいて算定される純資産の額）に相当する額（会計基準の差異に
よる影響額（当取引所が必要と認めるものに限る。）を除外した額をいう。）が負である場合をい
う。 

 

（２） 純資産の額が、公認会計士又は監査法人の監査意見により影響を受ける場合には、正当
な理由に基づく企業会計の基準の変更によるものと認められている場合を除き、当該監査意見
に基づいて修正したのちの純資産の額を審査対象とする。 

 

（３） 規程第６０１条第１項第５号に規定する１年以内に債務超過の状態でなくならなかっ
たときとは、同号に規定する債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年
を経過する日（当該１年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１
年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期
間」という。）において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。 

 

（４） 規程第６０１条第１項第５号ただし書に規定する当取引所が適当と認める場合に適合
するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度（上場会社が連結財務諸表を作
成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を規程第４０４条の定めるところに
より開示するまでの間において、再建計画（規程第６０１条第１項第５号ただし書に定める１年
以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む。）を公表している上場会社を対象とし、上
場会社が提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書類に基づき行う。 

  ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに規定する書
面 

  （ａ） 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 

  当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証
する書面 

  （ｂ） 産競法第２条第１６項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続
が実施された場合における産競法第５２条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による
場合も含む。）を行う場合 

  当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面 

  （ｃ） 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基
づく整理を行う場合 

  当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が
記載した書面 

  ｂ 規程第６０１条第１項第５号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるた
めの計画の前提となった重要な事項等が、規程第４０２条第１号ａｊに規定する公認会計士等
により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

 

（５） 規程第６０１条第１項第５号ただし書に規定する１年以内とは、猶予期間の最終日の翌
日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が上場会社の事業年度の末日に当た
らないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。 
 

（６） 規程第６０１条第１項第５号ただし書に規定する２年以内とは、審査対象事業年度の末
日の翌日から起算して２年を経過する日（猶予期間の最終日の翌日から起算して１年を経過す
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る日が上場会社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日後最初に到来す
る事業年度の末日）までの期間をいう。 

 

５ 規程第６０１条第１項第６号に規定する停止されることが確実となった場合とは、上場会
社が発行した手形等が不渡りとなり、当該上場会社から銀行取引停止が確実となった旨の報告
を書面で受けた場合をいう。 

 

６ 規程第６０１条第１項第７号に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の取扱いは次の
各号に定めるところによる。 

 

（１） 規程第６０１条第１項第７号に規定する上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手
続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合とは、上場会社が、法律に規定する破
産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必
要と判断した場合をいう。 

 

（２） 規程第６０１条第１項第７号に規定するこれに準ずる状態になった場合とは、次のａか
らｃまでに掲げる場合その他上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更
生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと当取引所が認めた場合をいうものと
し、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に同号前段に該当するも
のとして取り扱う。 

  ａ 上場会社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的と
しない法律に基づかない整理を行う場合 

  当該上場会社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

  ｂ 上場会社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活
動の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合で
あって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付
議することの取締役会の決議を行った場合 

  当該上場会社から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報
告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると
当取引所が認めた日） 

  ｃ 上場会社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の
引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又
は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の１００分の１０に
相当する額以上である場合に限る。） 

  当該上場会社から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

 

（３） 規程第６０１条第１項第７号後段に規定する施行規則で定める再建計画とは次のａか
らｃまでに該当するものをいう。 

  ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当す
ること。 

  （ａ） 上場会社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 

  当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるもので
あること。 

  （ｂ） 上場会社が前号ｃに規定する合意を行った場合 

  当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

  ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。 

  （ａ） 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。 
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  （ｂ） 前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意が
なされていること及びそれを証する内容 

  ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の
観点から適当でないと認められるものでないこと。 

 

（４） 規程第６０１条第１項第７号後段に規定する時価総額が１０億円以上とならないとき
とは、次のａ又はｂに掲げる額が１０億円以上でないときをいう。 

  ａ 規程第６０１条第１項第７号後段に規定する１か月間の平均時価総額（当取引所の売買
立会における当該株券等の日々の最終価格に、その日の上場株券等の数（第３１１条第４項第１
号に定める上場株券等の数をいう。以下この項において同じ。）を乗じて得た額の平均（複数の
種類の株券等を上場している場合は、当該株券等の種類ごとに算定した額を合算する。）に、当
該上場会社が発行するその他のすべての株式（国内の金融商品取引所に上場されているもの又
は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。）に係る時
価総額の平均（当取引所が定めるところにより算定する。）を加えた額をいう。） 

  ｂ 当該１か月間の最終日の時価総額（当該最終日における当取引所の売買立会における当
該株券等の最終価格（当該最終価格がないときは、直近の最終価格）に、当該最終日における上
場株券等の数を乗じて得た額（複数の株券等を上場している場合は、当該株券等の種類ごとに算
定した額を合算する。）に、当該上場会社が発行するその他のすべての株式（国内の金融商品取
引所に上場されているもの又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引され
ているものに限る。）に係る時価総額（当取引所が定めるところにより算定する。）を加えた額を
いう。） 

 

（５） 第３１１条第４項第１号ｂの規定は、規程第６０１条第１項第７号に規定する時価総額
の算定について準用する。 

 

（６） 上場会社は、当取引所が規程第６０１条第１項第７号後段に規定する時価総額が１０億
円以上とならないかどうかの判断に必要と認める場合には、審査対象となる１か月間における
日々の上場株券等の数を記載した書面を当該１か月間の最終日の翌日までに当取引所に提出し
なければならない。 

 

７ 規程第６０１条第１項第８号に規定する事業活動の停止の取扱いは次の各号に定めるとこ
ろによる。 

 

（１） 規程第６０１条第１項第８号に規定する事業活動を停止した場合とは、上場会社及びそ
の連結子会社の事業活動が停止されたと当取引所が認めた場合（天災地変等により一時的に事
業活動が停止されたと当取引所が認めた場合を除く。）をいう。 

 

（２） 規程第６０１条第１項第８号に規定するこれに準ずる状態になった場合とは、次のａか
らｃまでに掲げる場合その他上場会社が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と
当取引所が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまで
に掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

  ａ 上場会社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して上場会社の株主に対してその
株券等に代わる財産の全部又は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場
合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日 

  （ａ） 当取引所の上場株券等 

  （ｂ） 規程第２０８条第１号（マザーズの上場会社である場合には規程第２１５条第１号、
ＪＡＳＤＡＱの上場会社である場合には規程第２１６条の９第１号）の規定の適用を受け、速や
かに上場される見込みのある株券等 

  ｂ 上場会社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当該上場会社から当
該合併に関する株主総会（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた
日（当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（監査等
委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の
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決定を含む。）についての書面による報告を受けた日） 

  ｃ 上場会社が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（前項第２号ｂの
規定の適用を受ける場合を除く。）は、当該上場会社から当該解散の原因となる事由が発生した
旨の書面による報告を受けた日 

 

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する不適当な合併等の取扱いは次の各号に定めるとこ
ろによる。 

 

（１） 規程第６０１条第１項第９号ａに規定するこれに類するものとして施行規則で定める
行為とは、次のａからｈまでに掲げる行為をいう。 

  ａ 非上場会社を完全子会社とする株式交換 

  ｂ 会社分割による非上場会社からの事業の承継 

  ｃ 非上場会社からの事業の譲受け 

  ｄ 会社分割による他の者への事業の承継 

  ｅ 他の者への事業の譲渡 

  ｆ 非上場会社との業務上の提携 

  ｇ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て 

  ｈ その他非上場会社の吸収合併又はａから前ｇまでと同等の効果をもたらすと認められる
行為 

 

（２） 次のａからｅまでのいずれかに該当する場合は、規程第６０１条第１項第９号ａ及びｂ
に規定する上場会社が実質的な存続会社でないと当取引所が認めた場合には該当しないものと
して取り扱う。 

  ａ 当該上場会社がその連結子会社との間で吸収合併等（非上場会社の吸収合併又は前号ａ
からｈまでに掲げる行為をいい、規程第２０８条第１号、第３号又は第５号に規定する行為を含
む。以下このａにおいて同じ。）を行う場合であって、当該連結子会社が、当該吸収合併等を行
うことについて当該上場会社の業務執行を決定する機関が決定した日（以下この号において「行
為決定日」という。）以前３年間において、非上場会社（連結子会社を除く。以下この号におい
て同じ。）との間の合併、株式交換若しくは前号ｂからｇまでに掲げる行為若しくは非上場会社
との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていな
いこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定していないこと。 

  ｂ 当該上場会社が非上場会社の吸収合併又は非上場会社を完全子会社とする株式交換（非
上場会社との間の規程第２０８条第１号又は第３号に規定する行為を含む。）その他これらと同
等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、次の（ａ）から（ｄ）までのいずれ
にも該当すること。 

  （ａ） 行為決定日以前３年間に当該非上場会社（その関係会社を含む。）との間で合併、株
式交換若しくは前号ｂからｇまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転そ
の他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについ
てその業務執行を決定する機関が決定していないこと。 

  （ｂ） 当該非上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社（以下このｂにおいて「非上
場会社連結会社」という。）に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資
産額（当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の
末日における総資産額）が上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社（以下このｂ及び次
のｃにおいて「連結会社」という。）に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表にお
ける総資産額（上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の末日
における総資産額）未満であること。 
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 （ｃ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の売上高（当該非上場会社が連結財務諸表提
出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の売上高）が連結会社の直前連結会計年度
の売上高（上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上場会社の直前事業年度の売上高）
未満であること。 

  （ｄ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額（当該非上場会社が連結
財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、当該非上
場会社がＩＦＲＳ任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。）
が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額（上場会社が連結財務諸表提出会社でない
場合は、上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社である
場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。）未満であること。 

  ｃ 非上場会社から会社分割による事業の承継又は非上場会社から事業の譲受けその他これ
らと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、次の（ａ）から（ｄ）までの
いずれにも該当すること。 

  （ａ） 行為決定日以前３年間に当該非上場会社（その関係会社を含む。）との間で合併、株
式交換若しくは前号ｂからｇまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転そ
の他これらと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについ
てその業務執行を決定する機関が決定していないこと。 

  （ｂ） 事業の承継又は譲受けの対象となった資産の額が連結会社に係る直前連結会計年度の
末日における連結財務諸表における総資産額（上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、
上場会社の直前事業年度の末日における総資産額）未満であること。 

  （ｃ） 事業の承継又は譲受けの対象となった部門等における売上高に相当すると認められる
額が連結会社の直前連結会計年度の売上高（上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、上
場会社の直前事業年度の売上高）未満であること。 

  （ｄ） 事業の承継又は譲受けの対象となった部門等における経常利益金額に相当すると認め
られる額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額（上場会社が連結財務諸表提出会
社でない場合は、上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、上場会社がＩＦＲＳ任意適用会
社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とする。）未満であること。 

  ｄ 会社分割による他の者への事業の承継（次のｅに規定する場合を除く。）、他の者への事業
の譲渡、非上場会社との業務上の提携、第三者割当による株式又は優先出資の割当てその他これ
らと同等の効果をもたらすと認められる行為を行う場合において、行為決定日以前３年間に当
該行為の当事者（その関係会社を含む。）との間で合併、株式交換若しくは前号ｂからｇまでに
掲げる行為又は当該当事者との共同による株式移転その他これらと同等の効果をもたらすと認
められる行為を行っていないこと又は行うことについてその業務執行を決定する機関が決定し
ていないこと。 

  ｅ 当該上場会社が非上場会社との間で規程第２０８条第５号に規定する行為（吸収分割に
限る。）を行う場合において、次の（ａ）から（ｄ）までのいずれにも該当すること。 

  （ａ） 行為決定日以前３年間に当該非上場会社（その関係会社を含む。）との間で合併、株
式交換若しくは前号ｂからｇまでに掲げる行為又は当該非上場会社との共同による株式移転そ
の他これと同等の効果をもたらすと認められる行為を行っていないこと又は行うことについて
その業務執行を決定する機関が決定していないこと。 

  （ｂ） 当該非上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社（以下このｅにおいて「非上
場会社連結会社」という。）に係る直前連結会計年度の末日における連結財務諸表における総資
産額（当該非上場会社が連結財務諸表提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の
末日における総資産額）が当該上場会社からの事業の承継の対象となった資産の額未満である
こと。 

  （ｃ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の売上高（当該非上場会社が連結財務諸表提
出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の売上高）が当該上場会社からの事業の承
継の対象となった部門等における売上高に相当すると認められる額未満であること。 
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 （ｄ） 非上場会社連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額（当該非上場会社が連結
財務諸表等提出会社でない場合は、当該非上場会社の直前事業年度の経常利益金額とし、当該非
上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社である場合は、親会社の所有者に帰属する当期利益金額とす
る。）が当該上場会社からの事業の承継の対象となった部門等における経常利益金額に相当する
と認められる額未満であること。 

 

（３） 規程第６０１条第１項第９号ａに規定する当事者である非上場会社として施行規則で
定める者は、非上場会社の吸収合併又は非上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合に
おける当該非上場会社をいう。 

 

（４） 規程第６０１条第１項第９号ｂに規定する審査対象である非上場会社として施行規則
で定める者とは、次のａからｄまでに掲げる場合における非上場会社をいう。 

  ａ 非上場会社又は非上場会社の子会社と合併する場合（当該非上場会社が規程第２０８条
第１号の規定の適用を受ける場合に限る。） 

  ｂ 非上場会社若しくは非上場会社の子会社の完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態
となる場合（当該非上場会社が規程第２０８条第３号の規定の適用を受ける場合に限る。）（ｃに
掲げる場合を除く。） 

  ｃ 他の会社の完全子会社となる場合（非上場会社と共同で株式移転を行う場合（これと同等
の効果をもたらすと認められる行為を行う場合を含む。）に限る。）又はこれに準ずる状態になる
場合（当該他の会社が規程第２０８条第３号の規定の適用を受ける場合に限る。） 

  ｄ 非上場会社と会社分割を行う場合（当該非上場会社が規程第２０８条第５号の規定の適
用を受ける場合に限る。） 

 

（５） 規程第６０１条第１項第９号に規定する３年以内とは、上場会社が同号ａ又はｂに掲げ
る場合に該当した日以後最初に終了する事業年度の末日から３年を経過する日（当該３年を経
過する日が当該上場会社の事業年度の末日に当たらない場合は、当該３年を経過する日の直前
に終了する事業年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期間」という。）をいうも
のとする。 

 

（６） 規程第６０１条第１項第９号に規定する施行規則で定める基準とは、規程第２０５条、
規程第２０６条及び規程第２０７条第１項（マザーズの上場会社である場合には規程第２１２
条、規程第２１３条及び規程第２１４条第１項、ＪＡＳＤＡＱの上場会社である場合には、規程
第２１６条の３、規程第２１６条の４、規程第２１６条の５第１項、規程第２１６条の６、規程
第２１６条の７及び規程第２１６条の８第１項）に準じた基準をいうものとする。 

 

（７） 上場会社が規程第６０５条第２項の申請を行うことができる期限は、猶予期間が終了し
た後最初の有価証券報告書の提出日から起算して８日目（休業日を除外する。）の日とする。 

 

９ 規程第６０１条第１項第９号の２に規定する支配株主との取引の健全性の毀損の取扱いは
次の各号に定めるところによる。 

 

（１） 規程第６０１条第１項第９号の２に規定する第三者割当により支配株主が異動した場
合とは、当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により交付された募集株式等の
転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合をいう。 

 

（２） 規程第６０１条第１項第９号の２に規定する３年以内とは、上場会社が同号に規定する
第三者割当により支配株主が異動した場合に該当した日が属する事業年度の末日の翌日から起
算して３年を経過する日までの期間をいうものとする。 

 

（３） 規程第６０１条第１項第９号の２に規定する第三者割当により支配株主が異動した場
合に該当した上場会社は、原則として、該当した日が属する事業年度の末日を経過した後及び当
該末日の翌日から起算して１年を経過するごとに（前号に定める期間に限る。）、各事業年度にお
ける支配株主（当該割当てにより交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動
する見込みがある場合における募集株式等の割当てを受けた者及び当該募集株式等の譲渡が行
われた場合における当該募集株式等の譲渡を行った者を含む。以下この項において同じ。）との
取引状況等について記載した書面の提出を速やかに行わなければならない。 



- 21 - 

 

（４） 規程第６０１条第１項第９号の２に規定する第三者割当により支配株主が異動した場
合に該当した上場会社は、支配株主との取引状況等に関し当取引所が必要と認めて照会を行っ
た場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。 

 

（５） 規程第６０１条第１項第９号の２に規定する支配株主との取引に関する健全性が著し
く毀損されていると当取引所が認めるときに該当するかどうかの審査は、第３号に規定する書
面及び前号に規定する報告の内容に基づき行う。 

 

１０ 規程第６０１条第１項第１０号に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ
る場合をいい、同項第１０号に規定する施行規則で定める期間とは、次の各号に掲げる場合の区
分に従い、当該各号に定める期間をいう。 

 

（１） 開示府令第１５条の２第３項、第１５条の２の２第４項、第１７条の４第４項又は第１
７条の１５の２第４項に規定する承認を得た場合 

  当該承認を得た期間の経過後８日目（休業日を除外する。）の日まで 

 

（２） 天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合（前号に該当
する場合を除く。） 

  法第２４条第１項又は法第２４条の４の７第１項に定める期間の経過後３か月以内 

 

１１ 規程第６０１条第１項第１２号に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げ
る場合をいう。 

 

（１） 上場会社が、規程第５０２条第３項（規程第５０３条第７項において準用する場合を含
む。）の規定により提出を行わなければならない改善報告書又は規程第６０６条第２項に規定す
る書面の提出を速やかに行わない場合において、当取引所が相当の期間を設けて新たに提出期
限を定め、次のａからｃまでに掲げる事項を書面により当該上場会社に対して通知したにもか
かわらず、なお当該同意する旨の書面又は当該改善報告書を当該提出期限までに提出しないと
き 

  ａ 規程第５０２条第３項（規程第５０３条第７項において準用する場合を含む。）に規定す
る改善報告書又は規程第６０６条第２項に規定する書面を提出しない場合には、規程第６０１
条第１項第１２号に該当することとなること。 

  ｂ 請求理由 

  ｃ 提出期限 

 

（２） 前号のほか、当取引所が、規程第５０２条第１項又は規程第５０３条第６項の規定によ
り改善報告書の提出を求めたにもかかわらず、会社情報の開示の状況等が改善される見込みが
ないと認める場合 

 

（３） 前各号のほか、上場会社が上場契約について重大な違反を行ったと当取引所が認める場
合 

 

１２ 規程第６０１条第１項第１４号に規定する株式の譲渡制限の取扱いは、次の各号に定め
るところによる。 

 

（１） 第２１２条第１０項の規定は、規程第６０１条第１項第１４号の場合について準用する。 
 

（２） 株式の譲渡につき制限を行う場合において、当該上場会社から譲渡制限に関する株主総
会決議についての書面による報告を受けたときは、規程第６０１条第１項第１４号に該当する
ものとして取り扱う。 

 

１３ 規程第６０１条第１項第１５号に該当する日は、次の各号に定めるところによる。 

 

（１） 株式交換又は株式移転に際して上場会社の株主に対してその株券等に代わる財産の全
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部又は一部として次のａ又はｂに該当する株券等を交付する場合は、原則として、株式交換又は
株式移転がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日 

  ａ 当取引所の上場株券等 

  ｂ 規程第２０８条第３号（マザーズの上場会社である場合には規程第２１５条第３号、ＪＡ
ＳＤＡＱの上場会社である場合には規程第２１６条の９第３号）の規定の適用を受け、速やかに
上場される見込みのある株券等 

 

（２） 前号以外の場合は、当該上場会社から当該株式交換又は株式移転に関する株主総会決議
についての書面による報告を受けた日（当該株式交換について株主総会の決議による承認を要
しない場合には、取締役会の決議（監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指
名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面による報告を受けた日） 

 

１４ 規程第６０１条第１項第１７号に規定する施行規則で定める場合とは、上場会社が次の
各号のいずれかに掲げる行為を行っていると当取引所が認めた場合その他株主の権利内容及び
その行使が不当に制限されていると当取引所が認めた場合をいう。 

 

（１） 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て
等の形で発行する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価
より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買
収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り
当てておく場合を除く。） 

 

（２） ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、
なお廃止（規程第４４０条第２号に規定する廃止をいう。）又は不発動とすることができないも
のの導入 

 

（３） 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株
主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である上
場会社の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当
該上場会社以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が当該上場会
社に対する買収の実現を困難にする方策であると当取引所が認めるときは、当該上場会社が重
要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行す
るものとして取り扱う。）。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所
が認める場合は、この限りでない。 

 

（４） 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締
役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又
は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、
この限りでない。 

 

（５） 上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総
会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の
経済的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決
定（株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと当取引所が認めるものに限る。） 

 

（６） 第４３５条の２に規定する議決権の比率が３００％を超える第三者割当に係る決議又
は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少ないと当取引所が認める場合は、
この限りでない。 

 

（７） 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果を
もたらす行為に係る決議又は決定（株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと当取引
所が認めるものに限る。） 

 

１５ 規程第６０１条第１項第１８号に該当する日は、次の各号に定めるところによる。 

 

（１） 株式の取得と引換えに他の株式が交付される場合であって、規程第３０３条の規定の適
用を受け、当該株式に係る株券等が速やかに上場される見込みのあるときは、原則として、株式
の取得がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日 
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（２） 前号以外の場合は、上場会社から、株式の全部を取得することが確定した旨の書面によ
る報告を受けた日 

 

１６ 規程第６０１条第１項第１８号の２に該当する日は、上場会社から、株式等売渡請求に関
して承認した旨の書面による報告を受けた日とする。 

 

１７ 第４３６条の４の規定は、規程第６０１条第１項第１９号に規定する上場会社が反社会
的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係について準用する。 

  一部改正〔平成２０年２月６日、平成２０年４月１日、平成２０年７月７日、平成２１年１月
５日、平成２１年８月２４日、平成２１年１１月１６日、平成２１年１２月３０日、平成２２年
６月３０日、平成２３年３月３１日、平成２３年６月１日、平成２３年１０月３１日、平成２４
年３月９日、平成２４年４月１日、平成２４年１０月１日、平成２５年７月１６日、平成２５年
８月９日、平成２６年３月３１日、平成２７年５月１日、平成２８年４月１日、平成３０年３月
３１日〕 
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上場管理等に関するガイドライン（東京証券取引所）（抜粋） 
  平成１９年１１月１日  上場関係 

 

 

Ⅰ 総則 
（目的等） 

 

１．このガイドラインは、有価証券上場規程（以下「規程」という。）に基づき、上場管理等に

関して必要な事項を定める。 

 

 

 

２．上場管理等に関する業務の遂行にあたっては、原則としてこのガイドラインによることとし、

取引所金融商品市場が有価証券の売買を公正かつ円滑にし、及び投資者の保護に資するよう運

営されるべきものであることを十分に踏まえ、個々の事案に応じた適切な業務運営に努めるも

のとする。  一部改正〔平成２６年３月２４日〕 

 

 

 

（用語の意義） 

 

３．このガイドラインにおいて使用する有価証券の上場等に係る用語の意義は、規程及び有価証

券上場規程施行規則（以下「施行規則」という。）に定めるところによる。 

 

 

 

 

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 
（特設注意市場銘柄の指定等） 

 

１．規程第５０１条第１項の規定に基づく特設注意市場銘柄の指定は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる場合においては、当該（１）から（５）までに定める事項その他の事情を総合的に勘

案して行う。 

（１） 規程第５０１条第１項第１号に掲げる場合 

  当取引所が規程第６０１条第１項第９号の２、第１２号、第１９号又は第２０号（第６０２条
から第６０４条の５までによる場合を含む。）に該当するおそれがあると認めた事象の内容、経

緯、原因及びその情状 

 

（２） 規程第５０１条第１項第２号に掲げる場合 

  次のａ及びｂに定める事項 

  ａ 有価証券報告書等における虚偽記載又は不適正意見等に係る期間、金額、態様及び株価へ
の影響 

  ｂ 有価証券報告書等における虚偽記載又は不適正意見等の原因となった行為、会社関係者
の関与状況及び内部管理体制等の整備・運用の状況 

 

（３） 規程第５０１条第１項第３号に掲げる場合 

  次のａからｃまでに定める事項 

  ａ 適時開示等された情報についての投資判断情報としての重要性 

  ｂ 上場会社が規程第４章第２節の規定に違反した経緯、原因及びその情状 



- 2 - 

  ｃ 過去における規程第４章第２節の規定の遵守状況等 

 

（４） 規程第５０１条第１項第４号に掲げる場合 

  次のａ及びｂに定める事項 

  ａ 上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に違反した経緯、原因及びその情状 

  ｂ 過去における規程第４章第４節第１款の規定の遵守状況等 

 

（５） 規程第５０１条第１項第５号に掲げる場合 

  次のａ及びｂに定める事項 

  ａ 当取引所が規程第５０２条第１項若しくは第２項（第５０３条第７項において準用する
場合を含む。）又は第５０３条第６項の規定により改善報告書の提出を求めた事象の内容、経緯、

原因及びその情状 

  ｂ 規程第５０２条第３項（第５０３条第７項において準用する場合を含む。）の規定により
提出された改善報告書に記載された改善措置の実施状況及び運用状況 

  一部改正〔平成２０年７月７日、平成２１年８月２４日、平成２５年７月１６日、平成２５年
８月９日〕 

 

 

 

 

２．規程第５０１条第３項及び第６項に規定する内部管理体制等の審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる事項その他の事情を総合的に勘案して行う。 

（１） 内部監査又は監査役による監査など、業務執行に対する監査の体制の状況及び当該監査
の実施の状況 

 

（２） 経営管理組織又は社内諸規則の整備などの内部管理体制の状況 

 

（３） 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報の管理状況及び当該会社情報に係る適時
開示体制の状況 

 

（４） 規程第４章第４節第１款の規定の遵守を確保するための体制の状況 

 

（５） 有価証券報告書の作成その他会計に関する社内組織の整備及び運用の状況 

 

（６） 法令等の遵守状況 

 

（７） 特設注意市場銘柄の指定後における規程第２編第４章の規定の遵守状況 

  一部改正〔平成２１年８月２４日、平成２５年８月９日〕 

 

 

 

 

（改善報告書の徴求） 

 

３．規程第５０２条第１項の規定に基づく改善報告書の徴求の要否の判断は、次の（１）及び（２）

に掲げる場合においては、当該（１）及び（２）に定める事項その他の事情を総合的に勘案して

行う。 

（１） 規程第５０２条第１項第１号に掲げる場合 

  ａ 適時開示等された情報についての投資判断情報としての重要性 
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 ｂ 上場会社が規程第４章第２節の規定に違反した経緯、原因及びその情状 

  ｃ 過去における規程第４章第２節の規定の遵守状況等 

 

（２） 規程第５０２条第１項第２号に掲げる場合 

  ａ 上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に違反した経緯、原因及びその情状 

  ｂ 過去における規程第４章第４節第１款の規定の遵守状況等 

  一部改正〔平成２１年８月２４日〕 

   

 

 

（適時開示違反に対する措置） 

 

４．上場会社が規程第４章第２節の規定に違反した場合における規程第５０８条第１項の規定

に基づく公表及び規程第５０９条の規定に基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、次の

（１）から（３）までに掲げる事項その他の事情を総合的に勘案して行う。 

（１） 適時開示等された情報についての投資判断情報としての重要性 

 

（２） 上場会社が規程第４章第２節の規定に違反した経緯、原因及びその情状 

 

（３） 当該違反に対して当取引所が行う処分その他の措置の実施状況 

  追加〔平成２１年８月２４日〕 

 

 

 

 

（企業行動規範違反に対する措置） 

 

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に違反した場合における規程第５０８条第１項

の規定に基づく公表及び規程第５０９条の規定に基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、

次の（１）から（８）までに掲げる区分に従い、当該（１）から（８）までに掲げる事項のほか、

違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及びその情状並びに当該違反に対して当取引所が行

う処分その他の措置の実施状況その他の事情を総合的に勘案して行う。 

（１） 規程第４３２条の規定 

  規程第４３２条各号に規定する手続の実施状況及び当該手続の内容 

 

（２） 規程第４３３条の規定 

  株式分割等の比率、株式分割等実施後の投資単位その他の株式分割等の態様等 

 

（３） 規程第４３４条の規定 

  ＭＳＣＢ等の行使条件、発行数量及び当該発行に伴う株式の希薄化の規模、月間の行使数量に
関し講じられる措置の内容 

 

（３）の２ 規程第４３６条の２の規定 

  施行規則第４３６条の２の規定に基づき上場内国株券の発行者が独立役員として届け出る者
が、次のａからｄまでのいずれかに該当している場合におけるその状況 

  ａ 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先
若しくはその業務執行者 

  ｂ 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計
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専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に

所属する者をいう。） 

  ｃ 最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者 

  （ａ） ａ又はｂに掲げる者 

  （ｂ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立
役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） 

  （ｃ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者 

  ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 

  （ａ） ａから前ｃまでに掲げる者 

  （ｂ） 当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参
与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。） 

  （ｃ） 当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあって
は、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） 

  （ｄ） 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立
役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） 

  （ｅ） 当該会社の兄弟会社の業務執行者 

  （ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として
指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者 

 

（３）の３ 規程第４３９条の規定 

  会社の業務並びに当該会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要な体制の整備状況及び運用状況並びに金融商品市場に対する投資者の信頼の毀損の状況 

 

（４） 規程第４４０条の規定 

  買収防衛策の内容、その開示状況 

 

（５） 規程第４４１条の規定 

  規程第４４１条に規定する公開買付けに関して行う意見の公表又は株主に対する表示につい
ての開示における公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置の開示状況 

 

（６） 規程第４４２条の規定 

  内部者取引の未然防止に向けて必要な情報管理体制の整備状況 

 

（７） 規程第４４３条の規定 

  反社会的勢力による関与を防止するための社内体制の整備状況 

 

（８） 規程第４４４条の規定 

  流通市場の機能又は株主の権利の毀損の状況 

  追加〔平成２１年８月２４日〕、一部改正〔平成２１年１２月３０日、平成２４年５月１０日、
平成２７年５月１日〕 



 

独立役員の確保に係る実務上の留意事項（2015 年 6 月改訂版） 

1 

 

【独立役員の確保に係る実務上の留意事項】 

 

Ⅰ．独立役員の確保に係る実務上の留意事項について 
１．制度の趣旨・独立役員とは 

上場会社は、一般株主保護のため、独立役員を 1名以上確保しなければならない旨を、上場規程の企

業行動規範（第４章第４節）のうち実効性確保手段の対象となる「遵守すべき事項」として規定してい

ます。独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。 

独立役員制度は、一般株主保護の観点から、経営陣から独立した役員を１名以上確保することを上場

会社に義務づけるものです。 

※ コーポレートガバナンス・コードでは上場会社は「独立社外取締役を少なくとも２名以上選任す

べきである」（原則４－８）としていますが、これは上場会社に２名以上の独立社外取締役の選

任を義務づけるものではありません。「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法の下、「実施

しない理由」を説明することにより、当該原則を実施しないことも想定されているものです。２

名以上の独立社外取締役の選任を行わない場合には、その理由の説明が求められることになりま

す。 

※ 独立役員の法的な地位、責任範囲は会社法上の社外取締役、社外監査役と異なることはなく、そ

の権限と責任、選任方法、任期等は、会社法の範囲内で定められるものである点が変わるもので

はありません。 

 

 

２．独立役員の確保に係る企業行動規範 

 

上場会社は、一般株主保護のため、独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役

（会社法第２条第１５号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２

号）第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）又は社外監査役（同条第１６号に

規定する社外監査役であって、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者を

いう。）をいう。以下同じ。）を１名以上確保することが義務づけられています。 

 

【上場規程第４３６条の２】 

【上場規程第４４５条の４】 

 

上場会社は、独立役員に関して記載した東証所定の「独立役員届出書」を東証に提出することが義務

づけられています。 

また、「独立役員届出書」の内容に変更が生じる場合には、原則として、変更が生じる日の２週間前

までに変更内容を反映した「独立役員届出書」を東証に提出することが義務づけられています。 

 

【施行規則第４３６条の２】 

 

上場会社は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を１名以上確保することが義務づけ

られています。加えて、上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めな

ければならないものとされています。 

また、独立役員の確保に係る企業行動規範の遵守状況を確認するため、東証への「独立役員届出書」

の提出を求めており、「独立役員届出書」は、公衆縦覧に供することとしています。届出の詳細につい

 

上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めなければなりません。 

 



 

独立役員の確保に係る実務上の留意事項（2015 年 6 月改訂版） 

2 

 

ては、「Ⅱ．独立役員届出書の提出に係る留意事項について」を参照してください。 

なお、独立役員の確保の状況については、コーポレート・ガバナンス報告書における記載事項にもな

ります。詳細は「第５編〔５〕コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を参照してください。 

 

※ 要件に合致する社外役員が複数名存在する場合 

企業行動規範上の義務は、１名以上の独立役員の確保です。要件に合致する社外役員が複数名存

在する場合であっても、その全員を独立役員として届け出なければならないものではありません。 

なお、要件に合致する社外役員が複数名存在する場合に、その全員が独立役員として届け出られ

ていないときは、全ての社外役員について属性情報を独立役員届出書に記載する必要があります（詳

細は「６．社外役員に関する記載」を参照してください。）。 

※ 独立役員を指定する際の手続 

独立役員を指定する場合の決定方法は、取締役会決議に限らず、上場会社の任意で定めることが

できます。なお、独立役員の指定にあたっては、書面その他の方法により独立役員となることに関す

る本人の同意を得たうえで、「独立役員届出書」に記載された内容の確認等を行ってください。 

 

１名以上の独立役員の確保及びその適切な届出が行われない場合は、企業行動規範に違反したものと

して、公表措置、上場契約違約金の徴求、改善報告書・改善状況報告書の徴求、特設注意市場銘柄への

指定など所定の措置を講ずることがあります。実効性確保手段の適用の要否は、独立役員が不在となっ

た事情や、今後の方針等を総合的に勘案し、ケースバイケースの判断を行うことになります。例えば、

独立役員が急病等のやむを得ない事情により不在となった場合には、基本的には、一時的に独立役員が

不在となることをもって直ちに公表措置等を行うという判断とはならないと考えられます。 

 

 

３．独立性に関する判断について  
（１）概要 

「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者」であるか否かは上場会社において実質的に判断する

必要がありますが、例えば、独立役員として届け出ようとする者が、経営陣から著しいコントロールを

受け得る者である場合や、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合には、一般株

主との利益相反が生じるおそれがあり、独立役員の要件である「一般株主と利益相反の生じるおそれが

ない者」には該当しない可能性が高いと考えられます。 

 

※ 東証は、下記（２）のとおり、「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２において、

類型的に一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合を規定しています（以下、同項各号に定

める事由を「独立性基準」といいます。）が、独立性基準に抵触しない場合であっても、上場会社

における実質的な判断の結果「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」とはいえない場合に

は、独立役員の要件を満たさない点に留意が必要です。  
（２）独立性基準について 

東証は、「上場管理等に関するガイドライン」において、東証が一般株主と利益相反の生じるおそれ

があると判断する場合の判断要素（独立性基準）を規定しており、独立性基準に抵触する場合には、独

立役員として届け出ることができません。 

既に独立役員に指定している者が事後的に独立性基準に抵触した場合には、直ちに独立役員届出書

（その者について独立役員の指定を解除したもの）を再提出してください。 

 

※ 独立性基準の抵触の有無に係る判断は、上場会社単体で考えることで差し支えありません。ただ

し、独立性基準に抵触しない場合であっても、「一般株主と利益相反が生ずるおそれがない」とは
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いえない場合は、独立役員の要件を満たさない点に留意が必要です。例えば、上場会社が持株会

社形態であるような場合において、社外取締役・社外監査役が重要な事業子会社の「主要な取引

先」の業務執行者であるような場合においては、その者を独立役員として届け出ようとする場合、

「独立性基準」に抵触しないことが想定されますが、その者が一般株主と利益相反の生じるおそ

れがない者に該当するのかは、別個の検討が必要と考えられます。 

※ コーポレートガバナンス・コードでは、「取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏ま

え、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性

判断基準を策定・開示すべきである」（原則４－９）としています。この原則を実施する上場会社

は、独立性基準を踏まえて、自社（グループ）の独立性判断基準を策定し、独立役員届出書や

コーポレート・ガバナンス報告書等において開示してください。 

 

独立性基準の詳細は、以下のとおりです（上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２）。 

 

Ａ．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

Ｂ．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

※ 「主要な取引先」に該当するか否かについては、会社法施行規則第２条第３項第１９号ロに掲げ

る「当該株式会社の主要な取引先である者（法人以外の団体を含む。）」に準じて上場会社が判断す

るものとします。 

「主要な取引先」とは、上場会社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と

同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当該取引先との取引による売

上高等が上場会社の売上高等の相当部分を占めている相手や、当該株式会社の事業活動に欠くこと

のできないような商品・役務の提供を行っている相手、いわゆるメインバンクなどが考えられます。 

なお、メインバンクに該当する銀行であれば必ず「主要な取引先」に該当するというわけでは

なく、メインバンクであっても、借入れ等の取引自体が僅少である場合など、「主要な取引先」に

該当しないケースはあり得るものと考えられます。 

※ 「上場会社を主要な取引先とする者」の判断にあたっては、独立役員として届出が行われる者の

兼務先（業務執行者としての兼務先）である企業に、直接照会を行う等の方法で、合理的な範囲で

確認していただくことを想定しています。「上場会社を主要な取引先とする者」の典型的な例とし

ては、上場会社との取引による売上高等が当該取引先の売上高等の相当部分を占めている、いわゆ

る下請企業などが考えられます。 

※ なお、役員選任議案に係る株主総会参考書類等の記載事項と取扱いの齟齬の無いように（例えば、

株主総会参考書類では「主要な取引先」として取り扱われているにもかかわらず、独立役員届出書

では「主要な取引先」とされていないということの無いように）、留意が必要です。 

※ 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執

行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。 

 「顧問」や「相談役」については、法令上の一般的な定義が存在しないため、その実態に照らし

て「業務執行取締役又は使用人」に該当するか否かを判断することが必要となります（これは、会

社法施行規則の解釈に係る問題であるため、法律専門家等にも確認することが適当です。）。なお、

その者の経歴如何によっては、属性情報の開示を要する「業務執行者であった者」には該当する可

能性があるので留意が必要です。 

 

Ｃ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は

法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を

いう。） 

※ 「多額の金銭その他の財産」に該当するか否かについては、会社法施行規則第７４条第４項第６

号ニ又は同第７６条第４項第６号二の「多額の金銭その他の財産（これらの者の取締役、会計参与、

監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。）」に準じて上場会社が判断するも
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のとします。 

※ 本項に該当し得る場合としては、顧問弁護士等が考えられますが、顧問弁護士であれば必ず「多

額の金銭その他の財産を得ている」者に該当するというわけではありません。 

※ 金商法に基づく会計監査による監査報酬が「多額の金銭その他の財産」にあたるかどうかの判断

にあたっては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」において、依頼人からの報酬

への依存度の高さにより監査人の独立性に関して脅威が生ずる可能性があるとされている（当該適

用指針第２２０項以下）ことを踏まえ、当該適用指針への該当状況等を参考にすることが考えられ

ます。 

 

Ｄ．最近において次の（Ａ）から（Ｄ）までのいずれかに該当していた者 

（Ａ） Ａ、Ｂ又はＣに掲げる者 

（Ｂ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 

（Ｃ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｄ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

※ 「最近において次の（Ａ）から（Ｄ）までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在、

（Ａ）から（Ｄ）までに掲げる事由に該当している者と同視できるような場合をいい、例えば、当

該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点に

おいて、（Ａ）から（Ｄ）までのいずれかに該当していた場合等が含まれます。１年以上前に

（Ａ）から（Ｄ）までに該当していた場合には、「最近において…該当していた」に該当しないこ

とが通常と考えられます。 

※ 「親会社」とは、財表規則第８条第３項に規定する親会社をいいます。 

※ 「兄弟会社」とは、上場会社と同一の親会社を有する他の会社をいいます。 

 

Ｅ．次の（Ａ）から（Ｈ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 

（Ａ） Ａから前Ｄまでに掲げる者 

（Ｂ） 上場会社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含

む。以下同じ。）（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｃ） 上場会社の子会社の業務執行者 

（Ｄ） 上場会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として

指定する場合に限る。） 

（Ｅ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 

（Ｆ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

（Ｇ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

（Ｈ） 最近において前（Ｂ）～（Ｄ）又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として

指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者 

※ 「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第７４条第４項第６号ホ等に準じ

て上場会社が判断するものとします。具体的に「重要」な者として想定されるのは、Ａ又はＢの業

務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、Ｃの所属する者については各監査

法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含みま

す。）を想定しています。 

※ 「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消さ

れている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。 
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４．属性情報の記載 

 

上場会社は、独立役員として指定する者が次のａからｌまでのいずれかに該当する場合は、該当状況

及びそれぞれの概要を記載してください。 

 

ａ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者 

ｂ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった者

（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

ｃ． 過去に上場会社の親会社の業務執行者であった者又は業務執行者でない取締役であった者 

ｄ． 過去に上場会社の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限

る。） 

ｅ． 過去に上場会社の兄弟会社の業務執行者であった者 

ｆ． 過去に上場会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者 

ｇ． 過去に上場会社の主要な取引先の業務執行者であった者 

ｈ． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家

又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者 

ｉ． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等（業務執

行者又は過去に業務執行者であった者をいう。）をいう。） 

ｊ． 上場会社の取引先又はその出身者（ｆ．ｇ．又はｈ．に該当する場合を除く。） 

ｋ． 社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 

ｌ． 上場会社が寄付を行っている先又はその出身者 

 

※ ａからｉまでに掲げる者（重要でない者を除く。）については、その近親者も同様の取扱いとして

います。 

 

【施行規則第４１５条第１項第６号】 

 

これは、独立役員の属性情報として、事実関係の記載を求めるものです。「独立性基準」と異なり、

このａからｌに該当する社外役員であっても、それだけで直ちに独立性が否定されることにはなりませ

ん。 

なお、属性情報の記載は、独立役員届出書だけでなく、コーポレート・ガバナンス報告書においても

必要となります。詳細は、「第５編〔５〕コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照くださ

い。 

 

 

（１）属性情報のａからｉについて 
① ａからｉの各項目への該当性の判断について 

・ 「親会社」「兄弟会社」「業務執行者」「主要な取引先」「上場会社を主要な取引先とする者」「多

額の金銭その他の財産」「重要でない」「近親者」などの解釈については、「３．（２）独立性基準に

ついて」を参照してください。 

・ 「過去」とは、過去１０年間に限定するものではありませんので、ご注意ください。 

・ 過去の該当状況については、独立役員届出書への記載を前提として行われた調査の結果、把握で

きるレベルでの記載とし、合理的に可能な範囲の確認を想定しています。 

 例えば、「過去の主要株主」や、「過去の主要な取引先」についての確認が必要になるわけではな

く、独立役員として指定する者が「現在の主要株主である会社に過去所属していた者」や、「現在

の主要な取引先である会社に過去勤務していた者」である場合に、その内容について開示していた

だくことを想定しています。 
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・ ａ及びｂについては、過去１０年以内に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者は、会

社法上の社外取締役又は社外監査役としての社外性が認められないため、独立役員として指定でき

ません。したがって、属性情報の記載が必要となるのは、過去１０年以前にそうした関係があった

場合を想定しています。 

 また、ｃからｈについて、最近において業務執行者であった者（及びその近親者）は、独立性基

準（ａ及びｂについては社外性要件）に抵触するため、独立役員として指定できません。 

 

② ａからｉの個別の属性情報に関する記載上の注意点 

ａ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者であった者 

ｂ． 過去に上場会社又はその子会社の業務執行者でない取締役であった者又は会計参与であった

者（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。） 

ｃ． 過去に上場会社の親会社の業務執行者であった者又は業務執行者でない取締役であった者 

ｄ． 過去に上場会社の親会社の監査役であった者（社外監査役を独立役員として指定する場合に

限る。） 

ｅ． 過去に上場会社の兄弟会社の業務執行者であった者 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 過去に業務執行者であった関係を株主・投資者が適切に認識できる程度の記載を想定しています。

例えば、業務執行者であった時期、年数、当時の地位及び業務内容、並びに業務執行者を退任した

後も関係が継続している場合にはその概要（例えば、非業務執行の顧問として在籍していること）

等を記載することが考えられます。 

 

ｆ． 過去に上場会社を主要な取引先とする者の業務執行者であった者 

ｇ． 過去に上場会社の主要な取引先の業務執行者であった者 

ｈ． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門

家又は法律専門家（法人、組合等の団体であるものに限る。）に過去に所属していた者 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 過去に業務執行者であった関係（又は所属していた関係）を株主・投資者が適切に認識できる程

度の記載を想定しています。例えば、取引先の会社名（又は団体名）、取引関係（又は金銭等の受

領関係）の内容、規模、当該取引関係（又は金銭等の受領関係）が上場会社又は取引先（又は団

体）に与える影響の大きさについての評価に加え、取引先の業務執行者であった（又は団体に所属

していた）時期、年数、当時の地位及び業務内容、並びに業務執行者を退任した後も関係が継続し

ている場合にはその概要（例えば、非業務執行の顧問として在籍していること）等を記載すること

が考えられます。なお、当該者の独立性を適切に認識しうる記載であれば足り、具体的な金額の記

載をすること自体は必須ではありません。 

 

ｉ． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者等（業務

執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。）をいう。） 

〔概要として記載する内容について〕 

・ 主要株主としての関係を株主・投資者が適切に認識できる程度の記載を想定しています。例えば、

当該主要株主の議決権保有比率、上場会社の経営に影響を与える事実関係（役員派遣等）の有無、

主要株主の業務執行者等である場合には、業務執行者としての関係の概要（主要株主における地位

や業務内容等）等を記載することが考えられます。 
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（２）属性情報のｊからｌについて 
① ｊからｌの各項目への該当性の判断について 

・ 「取引」、「相互就任」、「寄付」の関係の記載については、それが独立役員届出書の記載事項と

なっていることを前提として行われた調査の結果、把握できるレベルでの記載を求めるものです。

記載にあたっては、合理的に可能な範囲での確認を行えば足りることとします。例えば、「出身

者」にあたるかどうかを判断するための確認の内容としては、通常は、有価証券報告書の｢役員の

状況｣の略歴に記載する程度の所属先を確認すればよいと考えられます。 

・ 「現在」における、上場会社と、独立役員本人及び独立役員の出身元の会社等との間の関係が記

載の対象となります。ここで「現在」とは、直近事業年度の開始日から当事業年度の独立役員届出

書を提出するまでの期間をいい、この期間における関係の有無の確認を行えば足りることとします。

ただし、これより前の期間についても含めて記載することを妨げるものではありません。 

・ 上場会社単体における関係が記載の対象であり、上場会社単体での関係の有無の確認を行えば足

りることとします。取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付を行っている先についても、

単体で判断することで足りることとします。ただし、連結ベースでの関係も含めて記載することを

妨げるものではありません。 

・ 「出身者」とは、現在を含む直近１０年間（当該社外役員候補者が、株主総会で社外役員に就任

されるときを起算点とします。）において業務執行者であった場合をいい、独立役員候補者が直近

１０年間において所属していた先について確認を行えば足りることとします。ただし、直近１０年

間よりも過去の職歴も含めて記載することを妨げるものではありません。 

 

②ｊからｌの属性情報の記載に共通する取扱い 

・ 属性情報の概要については、独立性に影響を与えるおそれがなく、概要を記載するまでもないと

上場会社が判断した場合には、概要の記載に代えて、概要を記載するまでもないと判断した理由を

記載することができます。 

※ 概要を記載するか、これに代えて理由の記載を行うかは上場会社の判断に委ねられています。

概要に代えて記載する理由としては、例えば、①取引の概要については、一般消費者としての

通常の取引であるといった理由、②相互就任の概要については合併等によって意図せず社外役

員が相互就任する形となっているといった理由、③寄付の概要については寄付金額が僅少であ

るといった理由が考えられます（これらに限定されるものではありません。）。これらの場合で

も、属性情報に係る関係が存在するということ自体は記載（チェック欄を使用）する必要があ

ります。 

 

・ 上場会社が、取引又は寄付について、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないもの

と判断する軽微基準（例えば、取引高が「●●万円未満」など）を定め、当該軽微基準の概要を記

載している場合には、軽微基準の範囲内である場合については、その存在自体の記載を省略するこ

とも考えられます。 

なお、このような「軽微基準」は、「独立性に与える影響が「ない」と判断されるかどうか」を

示す基準である必要があり、「独立性に与える影響が「少ない」かどうか」という程度問題ではな

いと考えられます。そのため、例えば、「取引」についても「主要な取引先」における該当性の判

断の水準とは異なる点にご留意ください。 
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５．事前相談について 
 

上場会社は、独立役員として届け出ようとする者が、独立性基準のいずれかに抵触するおそれがある

場合等には、事前相談を行っていただくことも可能です。 

 

 

事前相談にあたっては、原則として、提出予定の「独立役員届出書」の案をあらかじめ用意してくだ

さい。また、ご相談にあたっては、十分な時間的余裕をもって事前相談を行ってください。 

 

※ 「独立役員届出書」の内容に変更が生じる日の２週間前までに、変更内容を反映した「独立役員届

出書」を東証に提出することとなっています（施行規則第４３６条の２第２項参照）ので、事前相談

は早めに行うよう留意してください。 

 

 

６．社外役員に関する記載 

 

上場会社は、独立役員に指定しない社外役員についても、独立役員と同様に、独立性基準への該当状

況や属性情報に関する記載を行うことが必要となります。 

 

 

独立役員に指定する社外役員だけでなく、独立役員に指定しない社外役員の情報も含めた、全ての社

外役員の情報の記載が必要です。全ての社外役員の氏名を明記したうえで、そのうち、独立役員に指定

する社外役員には、その旨の印を付してください。具体的には、独立性基準及び属性情報の該当の有無

のチェックと、該当状況についての説明が必要となります。 

独立役員届出書における具体的な記載方法については、「Ⅱ．独立役員届出書の提出に係る留意事項

について」を参照してください。 

 

 

 

自社の社外役員のうち、独立役員として指定しうる社外役員の全員を独立役員として指定している旨

を、明記した場合には、独立役員に指定されていない社外役員についての独立性基準への該当状況及び

属性情報の記載を、省略することができます。 

 

独立役員届出書の様式においては、「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」と

いうチェックボックスを設けています。このチェックボックスをチェックした場合には、独立役員とし

て指定されていない社外役員については、上場会社が、独立役員の資格を充たす者ではないと判断した

ことが明らかになるため、当該社外役員について、「役員の属性」の項目について記載を行う必要はあ

りません。 

例えば、社外役員が５名選任されている上場会社において、そのうち３名が独立役員の資格を充たし

ており、残りの２名は独立役員の資格を充たしていないときに、同社が、独立役員として指定しうる３

名全員を独立役員として指定していて、かつ、そのことを独立役員届出書のチェックボックスにおいて

明示した場合には、それ以外の２名の社外役員については、独立性基準への該当状況や属性情報の記載

を行う必要はありません。 
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７．独立役員届出書の更新 

独立役員届出書の更新を行う場合の取扱いは、以下のとおりです。 

 

〔株主総会前における提出〕 

○株主総会において独立役員・社外役員の構成が変わることが予定されている場合や、属性情報の記載内容

に変更がある場合（※１）には、その２週間前までに独立役員届出書を提出してください。実務上、株

主総会の招集通知を株主に発送するタイミングに併せて届け出ていただくことを想定しています。招集

通知の株主への発送に先立ってＴＤｎｅｔを通じて当取引所に招集通知等の電子ファイルを提出する場

合（施行規則第４２０条第１項、コーポレートガバナンス・コード 補充原則１－２②参照）には、独立

役員届出書もこれと同時に提出することが考えられます。 

 

〔期中における提出〕 

○期中において、独立役員届出書の内容に変更がある場合（※２・※３）には、原則として変更が生ずる日

の２週間前までに独立役員届出書を提出してください。 

 

※１ 「再任」の場合でも、定時株主総会の前のタイミングにおいて、取引関係等の記載の更新の要否を確

認し、記載内容に変更がある場合には、変更後の独立役員届出書を提出してください。 

 

※２ 期中において独立役員届出書の再提出が必要となるのは、以下の場合です（これらに該当しない場合

でも、上場会社が任意で記載内容の見直しを行うことは可能です。）。この場合には、以下に掲げる再

提出に係る者についてのみ記載内容の更新を行えばよく、それ以外の者に関しては、記載内容の更新

を行う必要はありません。 

・独立役員を新たに指定する場合 

・独立役員を指定解除する場合（社外役員の辞任による場合のみならず、社外役員としての地位に変動

はなく独立役員の指定のみを解除する場合も含みます。） 

 

 

※３ 以下の場合は、その時点において独立役員届出書の再提出は不要であり、その後の株主総会において

社外役員の選任議案（再任を含む。）が付議されることに伴い独立役員届出書を提出する際に、変更内

容を反映してください。 

・属性情報の有無について変更がある場合（例えば、当初提出した独立役員届出書においては、取引関

係はないとしていたが、期中において取引関係が生じた場合や、取引関係がある先の業務執行者に就

任した場合など。） 

・属性情報の概要について変更がある場合（例えば、当初提出した独立役員届出書において記載してい

た取引の金額等が、期中において変動した場合など。） 

・独立役員に指定していない社外役員が独立性基準に該当することとなった場合 
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② Excelファイルへの入力 

ダウンロードした独立役員届出書のフォーマットを用い、「１．独立役員届出書の様式及び記載上の注意事

項」を参考に、必要事項を記載してください。 

 

※１ フォーマット内の「２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項」及び「３．独立役員の属性・選

任理由の説明」において必要な行の数は、各上場会社の社外役員の人数によって異なります。各社の

必要に応じて、Excel ファイル上、非表示となっている行を表示させることなどによって調整してくだ

さい。なお、調整の結果、１ページに収まらない場合は、２ページ以上とすることも可能です。 

※２ 独立役員届出書は、最終的に PDF ファイルとして提出することとなりますので、入力した文字が、

PDFファイル化した際にも表示されるように、Excelファイルの「行の高さ」などを適宜、調整してく

ださい。 

 

③ ファイル名の設定 

独立役員届出書フォーマットの Excel ファイルのファイル名が、PDF ファイルに変換された際に右上に

ヘッダーとして表示されるように設定されております。ファイル名は、「会社名_独立役員届出書.xls」又は

「会社名_独立役員届出書.xlsx」としてください。 

 

④ Excelファイルの PDFファイルへの変換 

必要事項を記載した独立役員届出書の Excel ファイルを、お手持ちの変換ソフトで PDF ファイルに変換し

てください。PDF ファイルに変換する際に、独立役員届出書が複数のページにわたることとなっても差し支

えありません。各上場会社において、独立役員届出書の見易さやバランスを考慮して、適宜、調整してくださ

い。 

 

 

⑤ 独立役員届出書の提出 

独立役員届出書の PDF ファイルは、「ＴＤｎｅｔオンライン登録サイト」において「縦覧書類を作成・提

出する」から「独立役員届出書」を選択し、PDF ファイルを登録してください。ご登録の際の表題、公開項

目、開示指定日時については、以下のとおりとしてください。 

 

【 表  題 】 独立役員届出書 

【公 開  項 目】 独立役員届出書 

【開示指定日時】 平日の 17時 00分 

 

※１ システム処理の関係上、夜間、休日に登録された書類は提出が完了せず、再提出が必要となることが

あります。このため、夜間・休日の登録はご遠慮ください。（定款や株主総会招集通知など、現在ＴＤ

ｎｅｔで提出いただいている他の書類とは異なりますので、ご留意ください）。 

※２ 開示指定日時は当日の 17 時 00 分のみご指定いただけます（17 時 00 分の指定が難しい場合には、

東証の担当者にご相談ください）。翌日以降の 17時 00分を指定して登録することはできませんのでご

了承ください。 

※３ 書類を登録いただいた後、東証の担当者が内容の確認を行い、ご連絡させていただくことがあります。

そのため、実際の提出時刻が指定時刻（17時 00分）より前後する場合がありますのでご了承ください。 

※４ ＴＤｎｅｔに登録されたファイルについては、当取引所の担当者の提出完了のための処理の後、翌日

の午前１時頃（株主総会招集通知と同様です）に東証ウェブサイトに掲載されます。 
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