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○伊藤  それでは、定刻になりましたので、７

月の日本取引所グループ金融商品取引法研究会を

始めさせていただきます。 

 本日は、「有価証券上場規程の具体的検討（３）

―MBO 等に関する規律―」というテーマで飯田先

生からご報告をいただきます。よろしくお願いし

ます。 

○飯田  それでは、お手元のレジュメに沿いま

して報告したいと思います。 

 

Ⅰ．はじめに 

本報告では、有価証券上場規程（以下「上場規

程」といい、同規程施行規則は以下「規程施行規

則」という）における MBO 等に関する規律の概要

を紹介したいと思います。 

なお、本報告では、MBO のみならず、支配・従

属会社間の二段階買収のキャッシュ・アウトの規

律も含まれることになります。なぜならば、適時

開示規則等において両者がまとめて「MBO 等」と

規定されているからです。また、理論的にも利益

相反の問題は共通してありますし、情報の非対称

性の問題があること、それから対抗提案が事実上

登場しにくいといった共通点がありますので、こ

れらを統一的に取り上げるということにも理論的

な根拠はあるだろうと思われます。 

MBO 指針の改訂版である経済産業省の公正な

M&A の在り方に関する研究会（以下「公正研」と

いう）の「公正な M&A の在り方に関する指針－企

業価値の向上と株主利益の確保に向けて－」（2019

年６月 28日）でも両者が取り扱われています。 

いずれにしましても、本報告では、そのうちの

特に MBO にフォーカスを当てて――しかもその対
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象となるのはもっぱら開示の話ですけれども――

その内容について検討したいと思います。 

MBO 等に関する上場規程については、会社法及

び金融商品取引法（以下「金商法」という）と同

じくらいの実際上の重要性があるように思われま

す。もっとも、MBO の局面で上場規程のルールが

現実的な影響力を持っているということは、ある

意味では不思議なことです。というのも、上場規

程に違反した場合の最大のサンクションとして上

場廃止があるわけですけれども、MBOにおいては、

当事者は上場廃止を希望しているわけです。です

から、上場廃止がサンクションとして事実上機能

しないのではないかとも思えるわけです。 

そこで、MBO 等に関する上場規程のエンフォー

スメントというか、なぜ多くのケースでこれが遵

守されているのかということについて最後のほう

で検討したいと思います。 

 

Ⅱ．対象会社の意見表明の適時開示 

１．根拠条文となる上場規程・規則 

 MBO 等に関する上場規程においては、対象会社

に対するルールがあるだけです。ですから、MBO

等を行う買収者についてのルール等は存在しませ

ん。これはある意味当然でして、東証が規律でき

るのは上場会社に対してであるということだろう

と思われます。 

 具体的には、レジュメにありますとおり上場規

程 441 条でして、MBO に関して対象会社が意見を

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わなければいけないというル

ールです。 

上場規程 441 条ですけれども、条文をご覧いた

だきますとわかるとおり、２パターンのケースが

カバーされています。一つは、公開買付者が対象

会社の役員であるケースです。括弧書きにあるの

が、例えば社長がファンドと組んで買収目的会社

を設立して行うようなケースにおける公開買付け

ということになります。 

この上場規程 441条は、東証の「2008年度上場

制度整備の対応について」（平成 20年５月 27日）

に基づく改正の一環として新設されたものです。 

その「2008 年度上場制度整備の対応について」

では、コーポレート・ガバナンスの強化により国

際的に遜色のない株主の権利保護を目標に設定し、

特に少数株主の権利保護について強化するという

方針が示されていました。もっとも、具体的に MBO

に関する規律を強化するといったことまでは記載

されておらず、MBO に対する言及などもありませ

んでした。ただ、その後、この「2008年度上場制

度整備の対応について」に基づく上場制度の整備

などが行われまして、上場規程が 2009年に改正さ

れて、この上場規程 441 条が導入されたという流

れになります。 

同条は、必要かつ十分な適時開示を要求するだ

けです。どういう開示が必要かつ十分なものなの

かということについては、具体的には、会社情報

適時開示ガイドブックで具体的な内容が記載され

ているという形になります。その関係箇所は、資

料１のとおりです。 

その 2009年改正のときは、この改正の趣旨とし

て、従前から東証が要請している対価の公正性や

株主との利益相反回避措置などに関する説明を充

実することなどが求められることになるという説

明がされていまして、従来の東証の運用が明確化

されたという関係にあります。 

その後改正があったようでして、細かい改正の

経緯は追っていないのですけれども、レジュメ５

ページの注３で紹介していますタイミング、2013

年頃に重要な改正がありました。それは、算定書

の提出など具体的な DCF 等の内容についての開示

についてです。このような改正を経て、現在のル

ールはどうなっているかを今日は主に見ていきた

いと思います。 

 

２．ガイドブック（会社情報適時開示ガイドブッ

ク 2018年８月版） 

 ガイドブックを見ますと、資料１にあるとおり

ですけれども、一般の公開買付けにおける意見表
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明の場合が一般原則として記載され、その特則と

して、MBO 等の場合はこうしなさいという規定が

点在しています。ですので、以下でも、一般的な

ルールも概観しつつ、特に MBO 等の場合の特則が

ある場合には、そこを重点的に紹介することにし

たいと思います。 

 

（１）上場規程に基づく開示義務 

 一般的なルールとしまして、上場会社の業務執

行を決定する機関が、公開買付け等に関する意見

表明等を決定した場合には、直ちにその内容を開

示しなければいけません（上場規程 402条１号ｙ）。

特則として、MBO の場合には必要かつ十分に行う

ことが義務付けられる（上場規程 441 条）。こう

いうパターンの規定が今後も続きます。 

 それから、同じような特則としまして、支配株

主その他施行規則で定める者による公開買付けに

ついても、MBO と同様に、必要かつ十分な開示が

義務付けられています（上場規程 441 条の２第２

項）。 

ガイドブックによりますと、MBO と支配株主そ

の他施行規則で定める者による公開買付けをまと

めて「MBO 等」と呼ぶことになっていまして、基

本的に統一的なルールが定められています。 

定義として「支配株主その他施行規則で定める

者」というのは、条文として引用していますけれ

ども、大まかに言って、支配株主というのは、基

本的に過半数の議決権の有無を基準とするという

ことになります。ですから、40％程度を所有して

いても、ここでいう支配株主には該当しないとい

うことがあるということで、現在のルールは規律

範囲がやや狭めの設定になっているという側面が

あるかとは思います。 

 

（２）開示に関する注意事項 

 まず、事前相談が必要だという規定があります。

公表予定日の 10 日前までの事前相談が必要なの

は次の三つの場合です。 

 

①MBO等に関して意見表明を行う場合 

②上場廃止となることが見込まれる公開買付け

に関して応募することを勧める旨の意見表明を

行う場合（二段階買収の予定がある場合を含む） 

③その他開示上特に考慮を要する事情があると

判断される場合 

 

次に、一般的な規定として、公開買付け後の二

段階買収については、公開買付けに関する意見表

明の時点で――要するに一段階目の時点で――で

きる限り二段階目の行為に係る内容を開示するこ

とが求められています。 

レジュメに矢印を書いているのは私のコメント

でして、多くの二段階買収は、公開買付けの時点

で二段階目の内容についても決定しているはずで

すから、この規律はまさに合理的と思われます。

また、二段階買収であっても、二段階目の内容が

不確定であるということもあり得るわけですけれ

ども、この要請がありますので、対象会社として

は二段階目の内容がどうなるかについて意識的に

検討するようになるといった事実上の効果も期待

できると思われます。そうであれば、公開買付け

の強圧性の原因たる、二段階目がどうなるかわか

らないという不安を取り除くことにも一定の意味

があると思われます。 

 

（３）その他の注意事項 

①算定書の提出（MBO 等の場合、上場廃止が見込

まれる場合） 

これは要するに、第三者算定機関の算定書を対

象会社が取得することが義務付けられて、それを

東証に提出することも義務付けられているという

ことです。この規律の根拠条文は上場規程 421 条

でして、先ほどの必要かつ十分に適時開示せよと

いうのとは違う条文です。ここで注意すべきこと

は、したがってこのルールは公表を予定している

ものではないということです。 

上場規程 421 条により提出される書類の中には、

公衆縦覧に付されるものと付されないものがある
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ことになっていまして、公衆縦覧に付されるもの

については、条文上その趣旨が明確に規定されて

います。しかし、この算定書についてはその文言

は使われていませんので、これについては開示の

対象にはなりません。ですので、算定書それ自体

は、東証には出すけれども、公衆縦覧対象にはな

りません。 

東証に提出すべき算定書の内容については、 

具体的なルールがあります。すなわち、算定書に

は具体的な過程及び算定の前提条件が記載されて

いなければなりません。ですから、結論だけが載

っているようなものを出すのでは不十分だという

ことです。 

具体的な過程とは、具体的な算定方式、それを

採用した理由、算定結果の数値などをいうとされ

ています。算定の前提条件とは、算定において前

提とした重要な要素でして、具体的には、算定手

法ごとに必要な項目がリストアップされています。 

この算定書は、結論から言って、東証が確認す

るだけということではあるのですけれども、後に

見ますように、実質的には、適時開示事項でもほ

とんどこれらの内容がカバーされますが、それは

後でご紹介します。 

 

②MBO等に関する意見表明の適時開示について 

まず、必要かつ十分に行うことというのが繰り

返されていますが、それのみならず、「MBO 等に

は該当しないものの、これに準じる公開買付け（例

えば上場会社の 40％以上の議決権を有する者によ

る公開買付けなど）に関する意見表明を行う場合

には、MBO 等の場合と同様に充実した開示を行う

ことが考えられます」と書いてあります。 

これは恐らく事実上の要請で、推奨事項だと思

われますが、いずれにしろ支配株主の概念がやや

狭めに規定されていることから、その漏れを拾お

うとする趣旨ではないかと思われます。 

 

（４）開示事項及び開示・記載上の注意 

①公開買付けの開始時の開示 

まず、自社に対して公開買付けが行われる場合、

対象者は、公開買付けの発表等があった旨を適時

開示しなさいということになっています。 

この規律は、公開買付公告とか、公開買付届出

書の提出があった場合のみならず、それ以外の方

法によって公開買付けを行う旨の発表があった場

合にも適用されます。ですから、金商法では、公

開買付開始公告前には対象者の行為を規制する明

文の規律はないわけですけれども、適時開示規則

ではここを規律することになります。それは単に

こういうことがあったということを発表するだけ

ですから、全く妥当・必要な開示だと思われます。 

 

②公開買付けに関する意見表明の決定時の開示 

これが開示に関して最も重要な箇所ということ

になります。 

＜意見の内容、根拠、理由＞ 

第一に、公開買付けに関する意見等を書きなさ

いということになります。基本的には、意見表明

報告書と同様の記載がされることが想定されてい

ます。ただ、幾つか上乗せ事項がありますので、

金商法では必ずしも要求されていないことが東証

の適時開示規則の中では要求されることになりま

す。 

すなわち、対象者が賛否・中立を表明している

場合には、MBO 等の実施による上場会社の企業価

値の向上に関する判断の内容を含め、その理由を

わかりやすく具体的に記載しなさいと書いてあり

ます。ここで注目すべき点は、公開買付け自体に

対する賛否や中立という意見表明の判断基準とし

て、対価の高低だけではなくて、企業価値の向上

に焦点を置くことが前提となっていることです。 

これは単なる投資家保護を超えて、社会的に意

義のある MBO 等であることを、上場廃止しようと

する会社ではありますけれども、東証も、公共的

な観点からと言えばいいのでしょうか、確保しよ

うとしているといえます。 

それから、応募推奨意見の場合ですけれども、

買付け等の価格に関する判断の理由、それから公
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正な手続を通じた株主利益への配慮に関する説明

を含めて、株主に対して当該 MBO 等に応募するこ

とを勧めるに至った考え方について記載しなけれ

ばならないと書いてあります。 

ここでいう判断の理由については、算定結果の

合理性を確認したうえで、算定結果と比較して買

付価格が合理的な水準かどうかという観点から説

明するというのが例示されています。 

また、算定の前提条件において考慮されていな

い事象がある場合や特殊な前提条件がある場合は、

これを踏まえて記載せよということも例示されて

います。 

例えば、算定結果が市場株価法を用いている場

合で、公開買付けに関する意見表明と同時に業績

予想の大幅な上方修正を行う場合です。この場合

には、対象者が参照した株価、あるいは算定結果

の株価が割安だったことになります。ですから、

買付価格が不十分であっても、周りはその価格を

参照していますから、見かけ上は高いプレミアム

に見えるということがあり得ますから、そのよう

な問題があることを開示させることによって、株

主が誤解しないようにするものと思われます。 

その逆パターンもあるということですけれども、

省略します。 

 

＜算定に関する情報＞ 

株式価値算定書などを取得した場合の規律があ

りまして、一般論としては、取得していない場合

はその旨を記載すればよいことになっているので

すけれども、MBO 等の場合には、先ほど見たとお

り算定書の取得が義務付けられていますから、そ

れについて事細かに開示することが求められると

いうことになりますが、これも幾つか重要な点が

あるかと思います。 

 

①算定機関の名称並びに上場会社及び公開買付者

との関係 

重要な利害関係がある場合は、その関係の内容

の開示が必要であるということになります。そし

て、その重要な利害関係がある算定機関に依頼す

る理由を開示せよということになります。さらに、

弊害防止措置があるときはその内容を開示しなけ

ればいけません。 

ここでいう重要な利害関係の例としては、次の

四つが挙げられています。①算定機関が関連当事

者に該当する場合、②公開買付者（その株主、役

員、フィナンシャルアドバイザー等を含む）から

斡旋又は紹介を受けた算定機関に対象会社側が依

頼している場合、③算定機関が上場会社・公開買

付者の双方から依頼を受ける場合、④算定機関の

関係会社から当事会社が投融資を受けている場合

など、です。 

ここでは恐らく、本来的には算定機関に重要な

利害関係がない方が好ましいという規範を前提に

していると思われます。つまり、この開示規制と

いうのは、実質的には Comply or Explain として

機能するものと思われます。一般論として、算定

機関の利益相反状況を開示したうえで株主の判断

に委ねるということは、まさに妥当な規律だと思

われます。 

このルールについて、特に MBO 等の特則はあり

ません。ですので、この規律のみということにな

るわけですけれども、少しだけ私見を申し上げま

すと、公開買付者自体の利益相反関係が典型的に

見られる MBO 等の場合には、特に②とか③のよう

な場面というのは、かなり問題があるのではない

かと思われるわけです。つまり、買収側から紹介

を受けるとか、買収者と共通で選定した算定機関

が出してくる算定書というのは、類型的にはかな

り歪むおそれが高い、あるいはアメリカなどの経

験から言えば、少なくともそういうおそれはある

ということになるかと思われます。 

ですから、こういうのはむしろ禁止するとか、

あるいはせめてそれが必要であるということを積

極的に基礎付ける事項を開示させるとか、何らか

の規律の強化が必要なのではないかというような

疑問があります。 
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②算定の概要 

先ほど見ました算定書で求められているような

こととほぼ同様のことが開示する事項です。 

一般の場面と MBO 等の場面に分かれるわけです

けれども、MBO 等の場面の方がより詳細な開示が

求められることになります。 

市場株価法、類似会社比較法、DCF 法の三つが

例示されています。 

類似会社比較法を例にとりますと、一般の場合、

つまり MBO 等ではない場合は、そもそも類似会社

比較法についての言及はないわけですけれども、

類似会社比較法を使った算定書を受け取っている

とき、MBO 等の場合には、比較対象として選択し

た類似会社の名称及び当該会社を選択した理由の

開示が求められます。要するに、類似会社比較法

においてはどういう意味で類似しているのかがま

さにこの結論を左右し、そこをかなり恣意的にや

ろうと思えばできてしまうわけですから、それが

開示されるのは重要です。それから、マルチプル

として用いた指標（EV/EBITDA、PER、PBR など）

が重要であるのは言うまでもありません。 

DCF 法の算定書については、かなり詳細な事項

が求められます。まず、算定の前提とした財務予

測（売上高、営業利益、EBITDA、フリー・キャッ

シュ・フローを含む）の具体的な数値、例えば典

型的には４、５年開示されている例が多いと思い

ますけれども、その具体的な数値を記載しなけれ

ばいけません。ただし、上場維持を前提とする場

合を除くと書いてあります。 

まず、開示の是非ですけれども、DCF 法の将来

の財務予測については、少なくとも金商法上はこ

の開示を求める記述はないわけですから、東証の

上乗せ規制ということになります。したがって、

これの是非が問題になると思うのですけれども、

理論的には、将来情報の開示という側面と営業秘

密の開示という側面があるわけですから、これが

余りにも厳しいと、MBO の萎縮効果が懸念されま

す。 

しかし、営業秘密といっても、ノウハウの開示

等と比べれば、所詮は財務予測にすぎないわけで

して、要保護性の程度は落ちるのではないかと思

われます。また、将来情報ということですけれど

も、より詳細な開示がされているアメリカで MBO

が萎縮しているという話も余り聞こえてこないの

で、それほど懸念することはないのではないかと

思います。 

また、むしろ日本の現状からしますと、買取価

格あるいは買収価格の公正性を支えるのは主とし

て株式価値算定書であることが多いように思われ、

他方で DCF の財務予測は不正が行われやすく、そ

してその影響も大きいところですから、それにつ

いて開示を要求するのは、まさに妥当な記述だと

思われます。 

但書の例外の話ですけれども、これは上場維持

を前提とする場合ですから、MBO の場合というよ

りは、支配・従属会社間の公開買付けなどが前提

に置かれているのだと思いますけれども、こうい

う例外があることの理由としては、少数株主とし

て株式を保有し続けることが可能であること等を

考慮したという説明がされているところです（注

５）。その意味するところが、これらの情報を開

示すると、公開買付け後の市場価格に悪影響が生

じるということであれば、非常に説得的な理由な

のですけれども、他方で利益相反問題への対応と

いう観点から見ますと、上場廃止の場合と上場維

持の場合とで差をつける必要性があるかについて

は疑問です。 

それから、財務予測の出所も開示せよとありま

す。また、より重要なこととして、財務予測が当

該取引の実施を前提とするものか否かということ

も開示することになります。 

実例としては、ほとんどが取引の実施を前提と

しないもの、つまりスタンドアローンの企業価値

評価をしているわけです。ですから、シナジー効

果を分配しなければいけないとか、あるべきシナ

ジーの分配ということが会社法の方では一般的に

必要と言われていますけれども、この算定書の実

務とは大分違うわけです。ですから、算定書のレ
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ンジ内に入っているというだけでいいのかとか、

そういう問題が本来的には会社法の方であるはず

ですけれども、いずれにしても、どういう前提で

数字を出しているのかを開示させるのは、まさに

株主の誤解を防ぐ意味でも重要だと思われます。 

それから、DCF 法のときの割り算の分母の方で

すけれども、割引率の具体的な数値なども開示す

ることになります。 

この割り算の話は結果を大きく左右しがちだと

いうこともありますので、これらの開示を要求す

るのは非常に重要だと思います。しかし、果たし

てこれで十分かというところは、やや疑問の余地

もあるように思います。 

例えば、小規模リスクプレミアムなどは「特殊

な前提条件」に該当するので、そういうものを入

れているときには開示せよと説明されていますが、

他方で割引率の計算過程については開示不要とさ

れています。しかし、ここは端的に計算過程、ど

ういう項目を考慮して割引率を出したのかという

程度の意味の計算過程で、要するに回帰分析とい

うようなものは要らないということですけれども、

もう少し細かい項目の開示程度は要求してもいい

のではないかという気がします。 

 

＜いわゆる二段階買収に関する事項＞ 

ガイドブックでは、全部取得のケースが例示さ

れています。 

一般的な規律として、二段階目の株式の全部取

得の予定時期、完全に買収される手段及びその対

価、及び一段目の買付価格と二段目の対価に差が

ある場合はその内容及び差額を設ける理由が開示

事項になります。 

最後の点は、恐らく公開買付けの強圧性に関す

る規律だと思いますけれども、この問題を Comply 

or Explainで対応するというのは難しいのではな

かということで、これはむしろ原則禁止にして、

例外的な特殊な事情があるときには東証と相談の

うえで許可するという制度にした方がより妥当な

のではないかと思われます。 

MBO 等の場合の特則として、二段階目の行為に

買取請求権等が確保できないスキームは使うべき

でないという趣旨のものがあるわけですけれども、

これは平成 26 年会社法改正後は余り問題になら

ないのではないかと思われますので、省略します。 

 

＜公正性を担保するための措置＞ 

一般的なルールが大分長くありまして、その後

MBO等の特則があります。一般的なルールとして、

公正性を担保するための措置についての開示が要

求される場合には、その措置の例として、算定機

関の見解を取得したこと、弁護士等の独立したア

ドバイスを取得したこと、公開買付期間を 30営業

日以上に設定することにより、対抗的 TOB の機会

を提供すること、取引保護条項の合意を行わない

こと、フェアネスオピニオンを取得することなど

が例示されています。 

例えば 30営業日で対抗的 TOBが登場すると期待

することができる場面もあるでしょうけれども、

そうでない場面もあるはずですので、余り説得力

がないように私には思われるところです。ただ、

これは一般的な規律で、必ずしも利益相反問題は

ないという場面ですから、それはそれで構わない

という気もします。それについては後でもう少し

述べます。 

それから、取引保護条項の場合の話ですけれど

も、これは MBO 等の場合の特則ということになり

ます。すなわち、MBO 等の場合の公正性担保措置

の例示は、先ほどの一般的な場面と違いまして、

まず算定書を取得したことということですから、

これは先ほど申し上げたとおり義務化されている

ことになります。それから、独立したアドバイス

を得た場合にはその旨という点は同じですが、取

引保護条項の合意をした場合には、その内容及び

その理由、それから、公開買付期間が短期間に設

定されている場合において、公開買付期間の延長

請求を行わない場合はその理由ということになり

ます。 

取引保護条項は使わない方が好ましいという規



 
- 9 - 

範を、この規律は前提にしていると思われます。

一般論としては正しいのだろうと思いますけれど

も、常に正しいかというと、そうとも言い切れな

いわけです。なぜかといえば、例えば事前のマー

ケットチェック、事前のオークションをやった、

その結果として買収者を決めるという場面におい

ては、事前のマーケットチェックを実質的に機能

させるために取引保護条項をセットで約束してお

くことがむしろ有益であるということもあり得る

わけです。しかし、そういう細かい話はガイドブ

ックにわざわざ書くようなことでもないのかもし

れません。 

それから、公開買付期間の長短ということです

けれども、特に MBOの場面においては、例えば 30

営業日を確保するというだけで果たして対抗的

TOB の機会を確保したと実質的に言えるのかにつ

いては、かなり疑問があるように思われます。対

抗的 TOB を日本でも時々見かけますけれども、類

型的にこの場面においては対抗的 TOB はしにくい

ということです。例えば、潜在的買収者にデュー

ディリジェンスの機会を与えるとか、買収者間の

情報の不平等といったものに対処する仕組みの導

入を促すような方向の開示、Comply or Explain

的な開示ルールを導入することも一考に値するの

ではないかと思われます。 

それから、次の「利益相反を回避するための措

置」ということで、ガイドブックでは項目が（６）

公正性担保措置と（７）利益相反回避措置に分か

れて規定されていますが、実質的には両者をトー

タルで考える必要がありますので、余り分けて考

える必要はないのではないかというのが、レジュ

メのなお書きのところです。 

ただ、実際の最近の MBO の適時開示を見ていま

すと、ここはまとめて書かれていますので、これ

はあえて申し上げる必要もないのかもしれません。 

 

＜利益相反を回避するための措置＞ 

利益相反を回避するための措置として求められ

る開示は次のとおりです。 

まず、MBO 等の場合の措置というのは、例えば

利害関係のある取締役・監査役の関与の排除、そ

れから特別委員会の設置及び諮問・交渉の委託な

どです。 

今申し上げたのは一般的なルールでして、利益

相反回避措置の開示が必要な場合は、MBO 等の場

合と、意見表明に関し利益相反を回避する必要が

あると判断される事情がある場合ということにな

ります。 

それに加えて、レジュメ 11 ページの下半分に書

いていることが、MBO等の特則としてあります。 

MBO 等の場合は、次の内容を含める必要があり

ます。すなわち、利害関係のある取締役・監査役

の利害関係の内容及び意思決定過程への関与の有

無です。それから、取締役・監査役が公開買付者

との間で公開買付後の役職員への就任等に関して

合意している場合には、その内容です。これは、

いわゆる潜在的利益相反問題への対応ということ

になります。 

それから、取締役会から独立した特別委員会を

設置した場合には、その概要を開示することにな

ります。また、特別委員会の構成に途中で変更が

あった場合も実務上よく見かけますけれども、何

かあったということが疑われますので、その旨及

びその理由も開示せよということになっています。 

ここで、「取締役会から独立した」と書いてい

るのですが、これは取締役会からの独立を問題に

する話ではなくて、買収者からの独立性及び当該

ディールの成否からの独立性を問題にすべきだと

思います。 

それから、独立性を確保する、あるいは投資者

に独立性があるかどうかを評価できるようにする

ために、各委員を選任したプロセスの開示があっ

た方がよいのではないかと思われます。 

さらには、これは公正研の指針の発想でもあり

ますけれども、今は、特別委員会を設置した時期

と、当該取引の検討を開始した時期の開示などが

求められていないわけですけれども、この項目な

ども一考に値するのではないかと思われます。な
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ぜかといえば、一般論として、初期の段階から特

別委員会がその検討過程をコントロールしておく

方が好ましいからです。 

それから、取締役会から特別委員会等に対して

意見表明に関する諮問をした場合には、諮問の内

容等を開示せよということになっています。 

また、特別委員会に対し公開買付者との間で交

渉を行うことを委嘱した場合には、その旨を開示

せよということになります。 

この点についても、基本的に特別委員会が交渉

の責任者となっていなければ、特別委員会はお飾

りにすぎないという疑念を払拭できないのではな

いかという懸念があるように思われます。ですか

ら、原則として特別委員会に交渉の権限を与える

ということを原則として、特別委員会に交渉を委

嘱しない場合には、委嘱しない理由の説明を開示

するという Comply or Explain 的な発想を入れて

みてはどうかという感想を、ガイドブックを読ん

でいて持ちました。 

 

④公開買付者と自社株主・取締役等との間におけ

る公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する

事項 

これは、応募契約のことが書かれるのが一般的

だと思います。ほかの契約があるときにはそれも

書かれますけれども、この文脈では応募契約の話

が重要だと思います。これは応募契約があるとい

うことを書けということなのでしょうけれども、

実質的には、ほかの対抗的 TOB が来たときに乗り

換えるということをする場合に、その応募契約違

反に際して何らかの違約金が発生するのかどうか

ということが一番問題であると思います。つまり、

取引保護条項はありませんとか、対抗的 TOB がで

きるように 30 営業日を確保しましたと言ってお

きながら、ここの④のところで、応募契約があっ

て違約金は非常に高額ですということが書いてあ

りますと、対抗的 TOB は現実には起き得ないとい

うことになってくるわけです。 

ただ、違約金条項の有無については、フォーマ

ットがあるわけではないので、それについて書い

ている例も多々あるわけですけれども、その有無

それ自体について、そもそも開示事項にした方が

よいのではないかと思われます。 

また、この話は、前述のように公正性ないしは

利益相反回避措置と一体として評価すべきもので

すから、この④の話は、②、③の話と欄としては

続いて出てくるわけですけれども、そこの相互参

照というのがより重要なのではないかという気が

します。この話は実は公開買付規制の方で対処す

べき話のような気もしますけれども、同じ問題が

東証の開示規則にもあるように思われます。 

 

以上が開示に関する規律でありまして、会社法

や金商法で求められているものよりもかなり上乗

せ規制が含まれているということがご理解いただ

けたのではないかと思います。 

冒頭で申し上げたとおり、このような規律を守

るインセンティブはどの辺にあるのだろうという

のが今日の報告の二つ目の問題意識でありまして、

それに関連するのは第３と第５の話ですので、そ

の二点からお話しして、もし時間が余れば、第４

の点を少し取り上げることにしたいと思います。 

 

Ⅲ．MBO後の再上場 

MBO 後の再上場が、実はこの規律を遵守すると

きのインセンティブの一つになるのだろうと思い

ます。資料２は上場審査等に関するガイドライン

です。 

MBO後の再上場に関して、東証では、2016年 12

月２日に「MBO 後の再上場時における上場審査に

ついて」という文書を発出しています。その内容

が資料２に反映されているということになってい

ます。Q&A などがあります。上場審査の視点は二

つということになります。これは資料２をご覧い

ただければと思います。 

 

①MBOと再上場の関連性 

上場審査では、主導者（経営者・株主）の同一
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性・連続性、MBO から再上場までの期間の長短な

どを確認するとされています。 

関連性のある再上場は認められにくいというこ

とになるのだろうと思います。ただ、若干疑問を

呈しますと、関連性があるということだけで再上

場を認めるべきでないという方向の議論に果たし

て理屈があるのかというと、やや疑問があるよう

にも思われます。確かに、ここでは、MBO の買収

者が割安で買収し、高値で再上場して売り抜ける

ことを防ぐことに狙いがあるのは明らかでありま

して、その規制目的は非常に合理的です。ただ、

MBO によって直ちに経営改革を行って、短期間の

うちに再上場したとしても、何ら問題がないわけ

です。ですから、これを上場審査の際に見抜けな

い可能性があるからといって、非上場の期間が短

いということだけでネガティブに評価すべきでは

ないと思われます。ただ、これは総合判断だと思

いますので、ここだけを取り出して批判するのは

フェアではないことではあります。 

 

②プレミアム配分の適切性・MBO実施の合理性 

具体的には、MBO 時の手続の MBO 指針への準拠

性などを確認するとされています。 

これは、10 年前の MBO 指針の話ですけれども、

MBO 指針はいわゆるベストプラクティスを例示す

るもので、ベストプラクティスをとっていないと

再上場をしにくくするというわけですから、やや

厳しいという側面もあるわけですけれども、私と

しては、これは非常に好ましい規律ではないかと

思われます。 

ただ、改定後の公正研の指針は両論併記がかな

り目立つわけです。原則としてこういうのは望ま

しいけれども、そうでない場面もあるだろうとい

うタイプの記述が目立つわけです。そうだとしま

すと、これに準拠しているかどうかというのはな

かなか一概には評価しにくいのではないかと思わ

れます。その意味では、今後は MBO の当事者が、

例えば改定後の指針の精神をよく理解して、実質

的にその精神を生かして取引を行ったかと、ちょ

っと精神論ですけれども、そのような形になるの

ではないかと思われます。 

MBO 時の計画、こういうことをするので上場廃

止にするのですという計画を発表してやるのが一

般的ですけれども、その後の実際の進捗に乖離が

あるケースも少なくないと言われています。その

ような場合であっても、一律に拒否するというこ

とではなくて、再上場の審査のときにその理由を

合理的に説明できるのであれば問題視しないとい

うことです。 

いずれにしましても、MBO 後の再上場というの

はケースバイケースの総合判断によるということ

になるわけですから、形式的な制限はしない（MBO

後、一定期間は再上場を認めないといったルール

はない）という方針はまさに適切なものと思われ

ます。 

以上が概要ですけれども、では、先ほど見た MBO

のときの適時開示規則違反があった場合に、果た

してそのことは再上場審査でどのように評価され

るのかということであります。もし違反があった

場合には、次の２点で再上場が認められにくくな

る要素として働くということです。 

１点目は、MBO 実施時のプレミアムの適切性、

MBO 実施の合理性の審査の中で開示違反があった

ということはネガティブに評価されるということ。

２点目は、一般的な上場審査基準の一つであると

ころの「企業内容等の開示を適正に行うことがで

きる状況にあること」という審査項目についても

ネガティブに反映されるということです。ですか

ら、再上場を考えているケースにおいては、適時

開示規則を守るインセンティブは非常に強いとい

うことになろうかと思います。 

 

Ⅳ．MBO による上場廃止の局面で、上場規則を守

るインセンティブはあるか？ 

上場規則を守るインセンティブはあるのかとい

うことについて、思いつきを雑多に５点並べてい

ます。 

①ルールに違反すること自体に対する心理的な
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抵抗感（良心が痛むということ）があるのかもし

れません。 

②上場廃止後も企業は存続するので、上場規則

あるいは東証の指導を無視して MBO を行った会社、

といった評判の低下を避けるために、上場規則を

守るインセンティブがあるかもしれません。 

③上場契約違約金制度があるから（最大 9,120

万円）ということもあるかもしれないわけですけ

れども、果たしてこれに実効性があるのかという

と、よくわからないところがあります。 

④再上場時にサンクションがかかる可能性があ

るということです。特にファンドが参画して行う

MBO や、LBOファイナンスによって資金調達をした

MBO であれば、ある程度のところで exitするのが

一般的だと思われます。その出口戦略としては、

再上場か、M&A かというのが大きな二つの選択肢

だと思うのですけれども、そのうちの一つの再上

場を行う可能性がある場合には、東証の規則に従

うインセンティブがあると思われます。逆に言う

と、親子会社の M&A などで、親会社の現金で買収

します、でも子会社は言うことを聞きませんでし

たというケースにおいては、親会社として何もで

きないということがあり得るわけですから、そう

いう場面においてどうなのかというのは若干気に

なりますけれども、いずれにしろ、そういう場面

でも恐らく親会社がきちんとその後も関係を持つ

ということから、守らせるということになるのだ

ろうと思います。 

それはさておきまして、MBO の話で特に典型的

なのが次の⑤で、これが実質的には一番重要なの

かもしれません。すなわち、⑤公開買付けの資金

を融資する銀行等が、融資の前提条件や期限の利

益喪失事由に上場規則の遵守を入れているケース

が、数件見ただけですけれども、多いように思わ

れます。 

例えば、レジュメに記載のケースであれば、前

提条件と期限の利益喪失事由において、取引所の

ルールに違反したとか、そういう指摘がないこと

を前提に融資しますということになっており、こ

れを守らないとそもそも公開買付けはできないと

いうことになりますから、買収者側、そして取引

所の規則を守るのは対象会社ではあるのですけれ

ども、そこは MBO ですから友好的にやっています

ので、そこについては協力的に遵守するというの

が一般的な現象なのではないかと思われます。 

 

Ⅴ．上場廃止の一般論 

１．MBOの目的～上場コストの削減 

MBO の目的の一般論の話から入るわけですけれ

ども、様々な目的があるわけですが、その一つの

理由として、上場コストの削減というのが掲げら

れるのが一般的だと思います。その上場コストの

削減という中にもいろいろな意味があると思いま

すけれども、大きく次の二つに分けられると思い

ます。 

①東証に対して支払う金銭などの直接的なコス

トや、上場規程の遵守など東証から受ける指導

に従わなければいけないことなどから生じる間

接的なコスト 

②有価証券報告書を提出することなど金商法上

の継続開示規制に服することに関する直接・間

接のコスト 

 

２．有価証券報告書提出義務の免除を得る場合 

有価証券報告書の提出義務を免れるというのが

一般的には重要な話だと思いますから、そのため

には一定の要件を充たす必要があります。普通は

上場会社であれば新株発行等を過去にしています

ので、金商法 24条１項３号ルートでの提出義務が

及んでいますから、そちらの免除の要件も充たす

必要があるということになると思います。ですか

ら、株主数を 25名未満にする必要があるというこ

とになりまして、これは普通はキャッシュ・アウ

トをするということになるわけです。 

 

３．上場廃止のみの場合 

他方で、上場廃止だけすればよくて、有価証券

報告書は継続的に出してもいいという会社は、論
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理的にはあり得ないわけではないわけです。そう

いうような上場廃止はするけれどもキャッシュ・

アウトはしないということは、そもそも認められ

るのかということです。 

上場規程を見ますと、608 条で、上場廃止申請

書を提出すれば上場廃止できるかのように読める

わけですけれども、東証の実務では、上場廃止す

る旨の株主総会決議をするだけで上場廃止するこ

とは認めていないというふうに教えていただきま

した。担当の方によりますと、上場廃止する旨の

株主総会決議をするだけで上場廃止できますかと

いう問い合わせがあった場合には、レジュメ 15ペ

ージに記載のような回答をするということです。

要するに、株主保護の措置を十分に講ずる必要が

あるのではないか、そういう配慮をせずに上場廃

止申請をしても受理しないということだそうです。 

その理由は、上場会社が自発的に上場廃止を行

って、かつほかの取引所などでも売買機会がない、

流通市場がないということになりますと、これは

一般株主から流通の場を奪うことになるわけです。

ですから、事前に公開買付けを行うなど不特定多

数の株主に売却機会を与えるというのが重要だと

いうことです。 

確かに、上場廃止をいきなり公表することにな

りますと、非流動性ディスカウントを前提にした

株価が形成されるということになるはずですから、

株価は突如下落することになるはずです。それは

まさに投資者に不測の損害を与えるおそれが高い

わけですから、この運用というのはまさに正当な

取扱い、妥当な取扱いと言ってよいと思います。 

ただ、上場規程に明文の根拠があるのかという

のはよくわからないところです。解釈論としては、

プロ向け市場である TOKYO PRO Market の場合は、

上場廃止する旨の株主総会決議があるだけで上場

廃止申請を認めるという規定が、レジュメ 15ペー

ジに記載のとおりあるわけですが、それについて

は本則市場のところには規定がないので、その反

対解釈をするということなのかもしれません。い

ずれにしても、ここはもう少し明示的に規定して

おいた方がわかりやすいということかと思います。 

 

４．キャッシュ・アウトの上場廃止事由 

キャッシュ・アウトするというのは一般の実務

ですが、その手法は、過去は全部取得条項付種類

株式の全部取得、現在であれば、株式等売渡請求

又は株式併合ということになります。対応する規

定が上場規程 601 条１項 18 号、18 号の２、20 号

です。 

具体的にいつの時点で上場廃止事由に該当する

ことになるのかということについては、規程施行

規則 601 条で規定されています。全部取得条項付

種類株式の全部取得については、規程施行規則 601

条 15項２号によるということです。 

すなわち、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に

上場廃止基準に該当したこととなります。実際に

は、株主総会決議で承認された日となるのが実務

ということです。この時点で上場廃止が決定され

るということです。 

上場廃止事由の存在を判定する日と実際に上場

廃止となる日は区別されていまして、全部取得の

場合は効力発生日の２営業日前に上場廃止となる

ということが規程施行規則 604 条６号に出てきま

す。 

株式等売渡請求の場合については、以上の話に

ついて 18 号と言っていたのを 18 号の２という形

で読み替えていただきますと、全く同じ話という

ことになります。違うのは、総会決議ではなくて

承認の日になるということですけれども、その点

を除けば、スケジュールは全部取得の場合と同じ

ということになります。 

株式併合の場合については、実は明文の規定が

ないそうでありまして、上場規程 601条１項 20号

の一般規定を使って処理しているという整理だと

伺っています。ただ、運用としては、全部取得の

ケースと全く同様の取扱い・スケジュールで運用

しているということです。 
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５．株主総会決議の取消・売渡株式等の取得の無

効と上場廃止 

株式併合についての株主総会決議があったけれ

ども、後で取消判決が出たとか、あるいは売渡し

の無効判決が出たとか、そういった場面ではどう

なるのかということを少しだけ検討したいと思い

ます。 

株式併合を例にとりますけれども、実際には、

いわゆるアムスク事件で全部取得条項付種類株式

の株主総会決議が取り消されたことがあると思い

ますけれども、そういう場合に果たして上場廃止

の判断はどういう影響を受けるのか、あるいは受

けないのかという話です。 

通説・判例によれば、決議取消判決には遡及効

がありますから、会社法上の議論としては、当該

株主総会決議はなかったことになるわけです。そ

のことと東証の上場廃止事由該当性はどのような

関係に立つのだろうかという問題です。取消判決

には対世効（会社法 838 条）もあるということも

考えますと、東証の上場廃止決定にも影響を及ぼ

さないのだろうかということです。 

論理的には、判決のタイミングで二つの場合に

分けることができまして、一つ目は、判決が非常

に早く出て、上場廃止日までに取消判決が確定す

る場合ですけれども、これは非現実的ですから省

略しまして、二つ目の、上場廃止日の後に決議取

消判決が確定する場合が検討対象になるかと思い

ます。 

この場合、もう既に上場廃止になって、株主に

対しては現金が渡っているというようなことにな

った後で、忘れた頃に取消判決が出るわけです。

ですから、非常に困難な状況に陥るわけですけれ

ども、取消判決には遡及効があると言ってみたと

ころで、取消判決確定と同時に上場が遡及的に復

活するなどというのは非現実的ということになる

と思います。そうだとしますと、遡及効の制限を

しておくのが妥当な結論なわけでして、それにつ

いては、これは会社法の問題なのか、それとは別

の問題として東証の上場廃止の判断においては余

り遡及効云々の議論は及ばないと考えるのか、ど

ういう処理にせよ、いずれにせよ、取消判決があ

ったからといって上場廃止事由がなかったという

判断をすべきではないという結論は言えるのだろ

うと思います。 

ただ、そうであれば、端的に遡及効を制限する

ような規定を用意しておいてもらえれば本当はよ

かったわけです。平成 26 年改正では、キャッシ

ュ・アウト目的の株式併合の規律を整備したわけ

ですけれども、事前・事後備置期間などは６か月

間という規律になっているにもかかわらず、無効

の訴えはないので、要するに取消訴訟の３か月を

超えたところの残りの３か月分の開示の趣旨は何

だろうかと、そういういろいろな議論があるわけ

です。いずれにしましても、ここはやや気持ち悪

いところはあるのですけれども、結論としては、

復活することはないということになると思います。 

ただ、会社がその後決済の巻き戻しをしまして

株主数が増えたということになったとき、しかも

その後もう MBO はさすがにできないということに

なったときには、やはり上場を復活したいと考え

ることもあり得ると思います。そういう場合には、

再申請するのではないかということでして、この

あたりの処理の仕方については、これもまた東証

の方に教えていただいたところをベースに報告し

ています。 

いずれにせよ、上場の復活はないとしても、遡

及的にその株主総会決議がなかったということに

なると、東証の上場廃止の決定は、上場廃止事由

がないのに行われたこととなって、業務規程に違

反した上場廃止の決定をしたのではないかという

ことになって、金商法 127 条の問題が生じるので

はないかという疑問はあり得るように思います。 

私からの報告は以上とさせていただきます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○伊藤  どこからでも結構ですので、ご質問、
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ご意見をいただければと思います。 

 

【上場規則を守るインセンティブ、取引保護条項】 

○白井  飯田先生、ご報告ありがとうございま

す。大変勉強になりました。 

二点ございまして、一点が意見で、一点が質問

ということになります。 

まず、意見の方からですが、レジュメの項目第

５の MBO の場面における上場規則を守るインセン

ティブの有無に関する分析ですけれども、飯田先

生がご指摘くださった五つの点、特に第５点目が

実務上効いているのではないかというご指摘は、

私も同感です。そのうえで、飯田先生が挙げられ

たそれぞれの点が遵守させるインセンティブにな

っているというところは私も同感ですけれども、

ひょっとしたらそれ以外にも、遵守のインセンテ

ィブを与える可能性がある要因と考えられそうな

ものとして、価格決定とか買取請求の場面では手

続の公正さが裁判における重要な争点になるわけ

ですけれども、手続の公正さを判断するうえで上

場規則の遵守というのが考慮要素の一つになる可

能性があるのかもしれないと思いました。つまり、

MBO の場面であっても上場規則を適切に遵守する

ことで、後の価格決定のリスクを多少なりとも下

げることができると考える余地があるのであれば、

それが遵守のインセンティブになるのではないか

ということです。 

さらには、取締役・役員の責任の文脈でも、MBO

の場面では善管注意義務の一環として適正情報開

示義務があるというのが、近年、日本でも判例法

理として確立しつつあるように思いますので、適

正情報開示義務という観点からも、上場規則を遵

守しない、そして求められている開示をしないと

いうのはマイナスに評価される可能性が十分にあ

りますから、そのことを踏まえますと、取締役・

役員の責任という観点からも、一定程度は遵守さ

せるインセンティブがあるのかもしれません。 

もちろん、飯田先生の分析が、今回は金商法上

の議論のみで整理して、会社法上の観点はあえて

除いたということであれば、すみません、蛇足と

いうことになるのですけれども、個人的には、以

上述べたような会社法の観点からのインセンティ

ブ付けというのがあるのかもしれないと思った次

第です。 

次に、質問の方ですが、レジュメの 10ページで、

取引保護条項の合意をした場合にはその内容及び

理由を開示するというルールについて、飯田先生

は、このルールは取引保護条項を使わない方が望

ましいという規範を前提としているのではないか

と分析されたうえで、それに対する批判として、

取引保護条項の中にも企業価値とか株主利益とい

った観点から望ましいものもあるので、使わない

方が望ましいと一概に決めつけることができるの

だろうかとご指摘されているように拝読いたしま

した。取引保護条項の中には望ましいものもあれ

ば望ましくないものもあるという部分は、私も同

感ですけれども、そもそも締結された取引保護条

項の内容と理由を開示するという以上のルールが、

使わない方が好ましいという規範を前提とするも

のであると果たして言えるのだろうかと、やや疑

問に思いました。 

つまり、飯田先生が書かれているように、取引

保護条項の中には望ましいものも確かにあるので

すが、一方で、強力な取引保護条項が締結された

場合には弊害が生じ得ることもまた事実で、対抗

提案を完全に排除してしまったり、株主の判断機

会を奪ったりするといった問題が生じ得るわけで

す。その点を考慮しますと、仮に飯田先生のお立

場、これは私も同じ立場なのですけれども、取引

保護条項の中には望ましいものもあるし、望まし

くないものもあるという立場に立ったとしても、

むしろそうであるからこそ、望ましくない取引保

護条項の可及的排除の観点から、取引保護条項の

内容と理由を開示するという規制は正当化する余

地もあるように思います。そのように考えますと、

使わない方が好ましいという価値判断に一方的に

立ったルールであるという評価が妥当かどうかと

いう点で若干疑問に思いましたので、質問させて
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いただければと思います。 

○飯田  上場規則を遵守するインセンティブの

話は、全く白井先生の意見が正しいのではないか

と思いますけれども、議論の余地はあるのだろう

と思います。要するに、東証の上場規則は法律よ

りかなり上乗せの規制ですから、それに従わない

ことが、例えば価格決定の手続の公正性の評価で

どこまでネガティブに評価されるのか。従ってい

れば加点事由になるのは明らかだと思うのですけ

れども、従わなかったときにどこまでネガティブ

に評価されるのか。従わないというのは現実的に

はあまり想定しにくいのですけれども、例えば DCF

の算定書で余り明確なことを書いていない場合と

いうものはあるかもしれません。いずれにせよ議

論の余地はあると思いますけれども、私は白井先

生の指摘に全く賛成ですから、ご指摘内容をレジ

ュメで⑥として記載すべきだったなと思います。 

それから、ご質問の点については、確かにそう

ですね。ちょっと Comply or Explain の発想だけ

で整理しようとし過ぎていたのはそのとおりです

ので、これは端的にその内容と理由を開示せよと

いうことで、いい面もあれば悪い面もあるという

ことから見ればそういうことになるのかなと思い

ます。そこは白井先生の意見に全く賛成です。 

ただ、何となくこういう書き方をしたのは、金

商法の公開買付届出書の開示とか、あるいは公正

研の指針とかもそうかもしれませんけれども、割

と取引保護条項は、当然によくないものではない

かということを前提に議論されていることが少な

くないのかしらという気もしまして、そこをちょ

っと言いたかったというだけでありまして、実質

的には白井先生の意見と全く同じだと思っており

ます。 

○白井  ありがとうございます。 

○伊藤  ほかにいかがでしょうか。 

○白井  それでは、もう一つ、同じく取引保護

条項のところで、取引保護条項の開示ルールは私

も適切であると思うのですけれども、そもそも取

引保護条項という言葉がどこまでのものを含むの

かというのがよくわからないこともありまして、

ご質問させていただければと思います。 

飯田先生から事前に送っていただいたガイドブ

ックの 215 ページでは、「上場会社による対抗者

との接触等を過度に制限するような内容の合意等」

を「いわゆる取引保護条項」と規定する部分があ

るのですけれども、一応「等」という言葉があり

ますので、接触を過度に制限するノートークとか

ノーショップのような条項だけではなくて、解約

金条項なども含まれ得るのではないかとは思うの

ですが、それではそれを超えて、どこまでのもの

を含んでいると読むべきなのかというところを教

えていただければと思います。 

そのような質問をする理由ですけれども、最近

読んだアメリカの論文（Fernan Restrepo & Guhan 

Subramanian, The New Look of Deal Protection, 

69 Stan. L. Rev. 1013 (2017)）の中で、近年の

アメリカの取引保護条項の実務は、合併契約の中

に取引保護条項を盛り込むだけではなくて、合併

契約とは別のサイドアグリーメントを結んで、そ

のサイドアグリーメントの中で実質的に取引保護

条項と同等の機能を果たすようなものを盛り込む

ケースが散見されるようなのですが、後者の条項

は、機能としては前者と変わらないにもかかわら

ず、ほとんど開示されないという問題があるとい

うことが指摘されていました。このあたりのこと

が、取引保護条項に関する近年のアメリカの問題

意識の一つとして位置付けられるのかもしれませ

ん。 

例えば、合併契約の締結とあわせて買収者が対

象会社に対して多額の貸付けをし、貸付契約にお

いて、仮に合併が完了しなかった場合には貸付債

権は対象会社の株式に転換するというような条項

を付けておく。そうすると、結局のところ、貸付

契約を通じてストック・ロックアップと同じこと

が実質的にできてしまうのですけれども、合併契

約とは別の契約であるので、形式的には取引保護

条項に関する規制が及ばないかもしれないという

ような議論がアメリカであるようです。あくまで
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海外の話ですけれども、そうした問題意識も踏ま

えますと、日本では開示対象になっている取引保

護条項というのはどの範囲のものであると考えら

れるのか、実質的に取引保護条項の機能を果たす

ものを広く含むという解釈は可能なのだろうかと

いうことについて、ご感想等を教えていただけれ

ばと思います。 

○飯田  ガイドブックはどういう法的な根拠が

あってこういうことが書いてあるのか実はよくわ

からないのですけれども、これを読む限りは、そ

のようなものは入っていないのではないかという

気がします。つまり、ノートークとか、その程度

はカバーするのでしょうけれども、サイドアグリ

ーメントで実質的に取引保護条項的に機能するも

のをカバーしているのかは必ずしも明らかではあ

りません。特に「接触等を過度に制限するような」

というフレーズがあるので、解約金も本当に入っ

ているのかどうかも、このフレーズからはよくわ

からないと思います。 

ただ、解釈としては、いずれにしろ公正性を担

保するための措置なので、そういう実質的に学術

的な意味での取引保護条項があるにもかかわらず、

それを開示していない場合、このガイドブックの

趣旨に反しているのかどうか、よくわからないと

ころもありますが、その他の場面では非常にネガ

ティブに評価されるのは明らかだと思います。 

いずれにせよこのフレーズだけでは、そういう

先端的なサイドアグリーメントによる取引保護条

項というのは、まだ想定はされていないのではな

いかなという気はします。 

○白井  ありがとうございます。 

 

【上場廃止と株式併合の株主総会決議の取消、株

主総会決議のみによる上場廃止】 

○前田  最後にご報告くださいました株式併合

決議が取り消された場合の上場廃止の扱いについ

て、私も飯田先生がおっしゃったように、一旦上

場廃止となってしまえば、株式併合決議が取り消

されたからといっても、上場を遡及的に復活させ

るのは非現実的であって、再度上場申請をさせる

という形をとらざるを得ないのではないかと思い

ます。 

 ただ、このことは、決議取消に限らず、決議無

効の場合も同じに考えていいのでしょうか。つま

り、上場廃止になった後で判決によって無効が確

認されるという場合があり得ると思うのですけれ

ども、決議無効の場合は、初めから当然に決議は

ないのですね。それでもやはり一旦上場廃止にな

ってしまったら、上場廃止は覆らないと、同じよ

うに考えていいのか、やや細かなところなのです

けれども、お考えをお聞かせいただければ幸いで

す。 

○飯田  非常に悩ましいのですけれども、例え

ば株式併合についての株主総会決議があったとい

うのが、東証の規則でいうところの上場廃止基準、

上場規程 601条１項 20号に該当するというような

整理になるわけですから、それが総会決議はなか

ったということになると、本来的には上場廃止事

由は存在しないにもかかわらず、東証は上場廃止

を決定したということになるので、理屈だけで考

えますと、それは株主総会決議の有効性は問わず

に、外形的にそういう株主総会決議というものが

存在すれば上場廃止事由に該当するのですという

テクニカルな解釈をすれば、東証の判断は全く正

当だと言い切れると思います。しかし、ある程度

そういう決議の有効なものがなされたというのが

当然前提になっているということだとしますと、

決議の無効とか、あるいは取消しの場合は遡及効

があるとか、決議が不存在という場面においては、

これは実は上場廃止事由はなかったということに

どうしてもならざるを得ないのではないかという

気がしています。 

ですので、法律論をせずに、レジュメの 18ペー

ジで現実的に無理ですと書くだけにとどめました

のは、そこもありまして、外形的に株主総会決議

らしきものがあって、それらしい議事録などが提

出されて、それを東証が確認したという手続を踏

んだのであれば、それはまさに上場廃止事由の判
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断としては適法だったというふうな解釈をうまく

ひねり出すのが必要なのではないかという感触で

す。先生にもし何かご意見があれば、ぜひ教えて

いただければと思います。 

○前田  ありがとうございます。今飯田先生の

話をお聞きして、本来は上場規程でそういうこと

を定めておくのがいいのではないかと思いました。

つまり、瑕疵はあっても株主総会決議をした以上、

上場廃止は覆らないということを、上場規程で定

めておくことはできると思うのですね。いやしく

も株式併合決議をした以上は、上場廃止との関係

ではもう後から覆りませんよと定めておく。現行

の上場規程のままですと、確かに飯田先生のおっ

しゃったように、上場が復活しない理屈を考える

のはなかなか難しいように感じました。 

それから、飯田先生のご報告の中で、平成 26年

改正では株式併合無効の訴えの制度が設けられな

かったことが指摘されましたけれども、当時の議

論では、もし株式併合無効の訴えの制度を設けて

遡及効を否定してしまいますと、締め出された株

主の救済にならないと考えられたからではなかっ

たかと思います。 

つまり、遡及効を否定してしまいますと、まと

めた端数分の株式売却は有効だと解さざるを得な

くなって、もとの株主は株式を回復できない。結

局のところ、株式併合無効の訴えの制度を設けて

無効判決が確定しますと、将来に向かって、その

状況から反対の比率で株式分割をやるのと同じよ

うな処理をせざるを得なくなって、本来株式併合

を無効にするのは株主を救済するためであるにも

かかわらず、何も株主の救済にならないというこ

とで、無効の訴えの制度をやむを得ず断念したと

いうことではなかったかと思います。 

○飯田  ありがとうございました。 

○伊藤  上場廃止事由の該当性ですが、今の規

定を前提にした解釈であれば、再々議論に挙がっ

ているように、会社法上の決議の効力と上場廃止

事由の該当性は全く関係ないと解釈するしかない

と思いますし、上場規程でルールをつくった方が

いいと思います。 

ここは、会社法上の考慮を一切遮断しないと、

かなり困るのではないかと私は思っています。と

いいますのは、会社法には決議の効力の遡及効を

否定するルールはありますけれども、その場合も

将来効はあるのですね。会社法上の行為が無効に

なれば、遡及効を否定するルールがあるなら、遡

及的には無効にならないけれども、将来的には無

効にするというルールのはずなのですね。 

売渡株式の取得の無効についても、将来的には

無効にしますので、そういう考慮を上場廃止事由

該当性の方に持ち込まないようにする必要がある

かと思います。 

○飯田  なるほど。遮断すべきということで、

このことに関しては全くそうすべきだなという気

がします。 

しかし、将来効は、上場廃止事由の該当性を判

断した時点での判断の適切性というか適法性とい

うか、根拠があるかという観点で考えると、将来

効だけというか、遡及効がなければ、過去の東証

の判断はその時点では正しかったということにな

るのではないかなという気がしていまして……。 

○伊藤  いえ、それは、判決が確定したとき以

降、正しくなくなるということになるのではない

でしょうか、遡及効を否定する場合は。 

○飯田  上場廃止の決定というのがある時点で

なされたら、そこで完結しているのではないかな

と思うのです。 

○伊藤  ええ、もちろん。 

○飯田  そうすると、その後になって、ここか

ら先はその根拠の上場廃止事由はありませんでし

たよということになったとしても、そこは過去の

上場廃止の決定には影響を及ぼさないのではない

のかなという気がします。が、あまりこれは議論

を詰めるべき論点なのかという……。 

○伊藤  ええ、結論については特に争いはない

です。 

○北村  確認と質問が一点ずつです。 

一点は、レジュメの 17ページの下から２行目に
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「遡及効の制限が必要」と書かれている部分です。

これは、上場規則で遡及効を制限する何らかの手

当てをすべきということでしょうか。例えば株主

総会決議がいったん行われれば、それに従って上

場廃止を決定すればよく、決議取消しは上場廃止

の効力に影響しないという意味の遡及効の制限な

のか。あるいは会社法上の手当てが必要であると

いう趣旨のことをおっしゃっているのか、どちら

なのでしょうか。 

もう一点は、15ページの「上場規程に明文の根

拠があるか？」というところです。14ページから

15 ページにかけて、東証の実務では、上場廃止す

る旨の株主総会決議だけでは上場廃止を認めない

と述べられています。ただ、会社法上、上場廃止

というのは重要な業務執行であり、機関決定とし

ては取締役会決議で行うことができ、ただ、それ

を決議してしまうと、取締役の善管注意義務違反

が問題となる、ということだろうと思います。そ

れを前提に「上場規程に明文の根拠があるか？」

という問題提起に対し「PRO-Marketの規定の反対

解釈」とありますが、反対解釈をしたらどうなる

のかというのがよくわからなかったので、お教え

いただければと思います。 

○飯田  遡及効の話ですけれども、ここで書い

てあることは、要するにさかのぼって上場廃止事

由はなかったことになるという結論を避けるため

には、遡及効を制限する必要があるということを

書いただけですので、そのルートとして、先ほど

来の議論のように、上場廃止事由の該当性のとこ

ろでは、会社法の世界と切り離されたものとして

考えるというルートにしておけば、差し当たりは

影響の少ない、広がりの少ない議論になって、余

り異論のないところかなという気がしています。 

ただ、一般論として、株主総会決議の遡及効で、

特に第三者との関係で、取引の安全について表見

法理の規定を適用して安全を図りますとか、その

ような議論をしてきたわけですけれども、昔の学

説のようにここは本来的にはもう少し議論する余

地のあるところではないかなという意味も含んで

おりますが、少なくとも会社法上どう解釈すべき

かということについては、留保というふうに回答

させていただければと思います。 

それから、上場廃止の申請の話ですけれども、

要 す る に 反 対 解 釈 と 書 い た の は 、 TOKYO 

PRO-Marketであれば、株主総会特別決議を経れば

上場廃止申請できると書かれてある。その裏返し

として、それが書かれていない場面においては、

それはできない。上場廃止申請の、上場規程 608

条が親の規定であって、その特則のところに、本

則市場の場面とプロ向け市場の場面があって、

TOKYO PRO-Marketの方にはそういうことが総会で

できると書いてあるのだったら、それを書いてな

い本則市場の方ではそれはできないということが

含意されていると読み込めばいいのかもしれない

ということです。けれども、そこまでして、東証

の実務を擁護する必要があるのかというのはちょ

っとわからないところです。 

ただ、結論としては、要するに総会決議だけで

は受け付けないという処理の方が好ましいような

気がするので、そういう価値判断先行型の議論を

しております（笑）。 

○伊藤  今の北村先生の二つ目のご質問ですけ

れども、今おっしゃったような反対解釈はやはり

無理があって、端的に上場規程にルールはないと

捉えるべきではないかと考えます。 

上場廃止をすれば、株主の利益が害されること

は確かでして、だからこそ株主総会の決議のみな

らず、株主保護のために必要な措置はやはりとら

れる必要があると思います。大事なのは売却機会

の確保でしょう。ただ、そういう考慮は、会社法

上の株主保護であるとか、あるいは金商法上の投

資者保護という考慮でして、本来は会社法ないし

金商法に適切なルールが設けられなければならな

い事柄ではないかと思います。 

しかし、現状そのようなルールが会社法にも金

商法にも明示的には存在しないわけですね。そう

いう状態で会社からの上場廃止をこのように制限

しようと思えば、これは上場契約にきちんと書い
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ておくか、上場規程にその旨を定める必要がある

のではないかと思います。 

これは、上場会社側からの上場契約の解除を制

限するという話ですので、取引所の担当者がこれ

は受け付けないことにしていますと言うだけで済

ませてよいのかはかなり疑問なのですけれど。 

○飯田  全くおっしゃるとおりだと私も思って

おります。そもそも抽象的には完全に上場会社と

東証の間の契約なわけですから、それをやめたい

と言っているときに、契約のどこにも根拠がなさ

そうなことを理由に解約を制限することはできな

いのではないかということについては、全く伊藤

先生のご議論に賛成です。 

会社法に書くとか、金商法に上場の是非につい

て書くというのが書いてあれば、そちらに委ねる

ということになるのですけれども、そうでない現

状においては、結局のところ、上場規程のところ

で、及び取締役の義務などのところで、考えざる

を得ないのだろうと思います。 

そういう意味で、先ほどの繰り返しですけれど

も、価値判断先行的に言えば、無理な解釈をして

妥当な結論を導こうとしているというふうにご理

解いただければと思います。 

 

【公開買付価格の公正性の開示と買付け価格の変

更】 

○梅本  大ざっぱな話で恐縮ですけれども、今

日のご議論だと、上場規程で、算出根拠ですとか、

算出機関についてですとか、結局のところ、公開

買付価格の正当性というか、これが公正な価格だ

よといったことをきちんと説明しろということだ

ったのではないかと思います。 

また、金商法上もそういったことが求められる

と思うのですけれども、ただ、あまり企業価値の

見地からこういう価格が公正だということを言っ

てしまうと、最近ありますように、対抗的な TOB

が出てきたときどう説明するのだろうと疑問に思

うのです。対抗相手が高値で TOB 価格を提示する

と、あとから自らも TOB 価格を引き上げたりしま

すが、そうすると、最初提示していた額は何だと。

最初はこれが公正だと言っていたのに、対抗者が

出てきたら、またこれよりも高い買付価格を出す

というのは何かおかしくないのかなという気がし

ないではない。このあたりはどう考えればいいで

すか。対抗的な TOB が出てきた後に、買付価格を

引き上げるに当たって、その価格も公正な価格だ

という説明をする必要があるのか、いや、それは

また別の段階になるので、そこはもう自由にやっ

てくれという話なのか、どうなのでしょうか。 

○飯田  確かにそうですね。100 円が公正だと

言っておいて、後で対抗馬が来たから 120 円が今

度は公正ですと言うのは、いかにも二枚舌な感じ

はします。けれども、結局、公正性は幅のある概

念で、最低限 100 円以上であれば公正だとかとい

うふうな整理をしておけばいいのかなという気が

します。 

先生がおっしゃったことは、むしろ、価格が公

正だから応募すべきだとかといった意見を表明さ

せるということは、そもそもオークション状況が

予定されている公開買付けの場面では、制度の本

質的なものと矛盾するというご意見でしょうか。 

○梅本  DCF みたいなものを使って、企業価値

からしてこれが公正な価格だと言うと、あれ、最

初言っていたのと違うではないかという話になり

ます。市場価格にこの程度のプレミアムを乗せる

ので応募してよと言うのならば、相手が出てきた

場合には、またこれにも若干上乗せというのは、

何となくわかるような気がするのですけれども、

企業価値、これが公正な価値だと言いながら、な

ぜ上げるのという素朴な疑問を常々感じているの

です。全く法律的な話ではなくて恐縮です。それ

は私の感覚がおかしいと言われれば、そうかもし

れないです。 

○飯田  でも、DCF でレンジで出していて、も

ともと最高値でオファーしなければいけないとい

う規範があるわけではないので、DCF のレンジの

中のある程度買収者もそれなりの利益が得られる

価格で最初オファーを出して、対抗オファーが来
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たので、ぎりぎり利益を出せるところまでは上乗

せできますよということですから、必ずしも DCF

を使ったからといって、矛盾するとか、おかしい

というふうに私は感じません。 

○梅本  瑣末な話ですが、レンジを超えて相手

方がオファーしてきた場合、それを上回って価格

を提示するという場合があると、やはり何か差し

障りはありますかね。 

○飯田  そういうときは確かに買収者側の振る

舞い方──そもそも買収者が DCF のレンジを出す

かというのもありますが、仮に出していたとして、

――としては、やはり事情が変わったので DCF を

取り直しまして、高い評価をしてもらって買収す

るというのがよくあるケースではないかなという

気はします。 

いずれにしても、買収者としても赤字を出すよ

うな買収は普通しないと思うので、そうだとする

と、よほどのケースではそういう対応をするので

はないかなと。それはそれで、別に問題視するよ

うなことではないような印象を持っております。 

○梅本  ありがとうございます。 

 

【上場規則による少数株主保護の実効性】 

○黒沼  MBO 等に関する上場規則のうち企業行

動規範と言えるのは、株価算定書を出せというも

のだけで、あとは開示ルールになっているわけで

すね。また、MBO の場合には、どうせ上場廃止に

なってしまうから、これを守るインセンティブは

余り大きくないと考えられる。そうした場合に、

少数株主を保護するために上場規則でルール付け

ていくことは有効なのか。今後それを広げていく

べきなのか。そのあたりをどうお考えなのか、お

聞かせいただければと思います。 

○飯田  取引所はここの MBO の場面の規律を非

常に厳しくしていますが、それを守るインセンテ

ィブがあるのかというのがそもそもの疑問だった

のです。ただ、他方で、先ほど白井先生との議論

でもあったように、こういう実務が積み重なるこ

とで、ほかの会社法上の制度での評価とか、公正

性の評価とか、そういうところに影響を与えてく

るというかなり間接的な形ですけれども、長い目

で見れば有意義なものなのかなという気はします。 

ただ、本質的には、この話というのは、いずれ

も会社法ないしは金商法で――特に開示に関して

は――書いておいてしかるべき話がほとんどだと

思います。算定書の提出については、会社法上の

議論なのではないかなという気がしております。 

○黒沼  例えば公開買付けの際に、少数株主の

過半数が応募しなければ次の段階に進まないとい

うような条件を付けて、それを守らせるというの

は、少数株主の保護にとって意味のあることだと

思うのです。ただ、それは買付側のルールですか

ら、対象会社のルールにはしにくいのです。 

ですが、例えばそういう条件が付いていないよ

うな、そういうことを買付者に約束させられなか

ったような場合には、ちょっと暴論ですけれども、

たとえ MBO が行われて全部取得されても上場廃止

にしないというルールをつくっておけば、その会

社は東証にお金を払い続けなければならないし、

上場会社はディスクロージャーの義務があります

から、開示費用も節約できないわけです。そうす

れば、公開買付者に対する行為規範も入れられる

のではないかと思うのですが、ちょっと突拍子も

ない考え方ですかね。 

○飯田  株主一人であっても上場し続けるとい

うケースですね。論理的にはあり得ます。そこま

で東証で規律を頑張る必要があるのかというとこ

ろが問題でして、確かに、ほかの規律が非常に緩

やかであって、しかし東証としては、少数株主保

護はもっと充実する必要があるという経営判断と

いうか、自主規制法人の判断としてそういう判断

をすれば、そういうことはあっても、別に論理的

にはおかしくない話だとは思います。 

しかし、現状でそこまでやる必要はあるかとい

うのは、私はそこまで必要ないのではないかなと、

もう少し緩やかなものでも大分実効性を持ってい

るのではないかと思っています。 
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【支配株主】 

○片木  細かな点ですが、２ページから３ペー

ジにかけての用語のところを教えていただいてい

いですか。 

支配株主の定義が３ページに出ていて、これは

上場規程２条 42 号の２だろうと思うのですが、

「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」、すな

わち親会社プラスこの規則で定める者とある。そ

の親会社というのは、上場規程２条２号の定義で、

財務諸表規則８条３項に規定する親会社というこ

とで、同規則８条３項、具体的には８条４項１号・

２号・３号で、50％の場合、40％の場合、40％未

満の場合という三つを会社法施行規則と同じよう

に規定しているかと思うのですけれど。それで、

過半数を大体原則としているのだというご理解の

ようですが、そこについて教えていただけません

か。 

○飯田  確かに 40％でも親会社基準を充たす場

合もありますけれども、ここで申し上げたかった

のは、例えば 35％とかで実質的に支配株主である

場合――それを支配株主と評価するかは疑問もあ

り得ますけれども、理論的には支配権を握ってい

るという場面であれば――それは恐らく取りこぼ

すのではないかということです。東証のルールの

基本的な発想は過半数基準なのですけれども、実

質基準も入れているところがありますから、先生

がおっしゃるとおりで、レジュメとしてはややミ

スリードで誤解を招く記述があります。が、例え

ば 38％で従属会社を買収するというときには、こ

れは恐らく MBO 等の定義の対象外になるのだと思

うのですけれども、果たしてそれでいいのかとい

う問題はあり得るかしらというのが報告の趣旨で

した。 

 

【算定書の審査、開示】 

○加藤  取引所がどこまで MBO 等の問題に関与

するべきかという話について、金商法には、主に

買付者側の規制であるという限界が存在するよう

に思います。ですから、取引所が MBO 等の問題に

関与することの意義として一番重要なのは、対象

会社側の行動を実効的に規制することが可能にな

るという点ではないかという気がします。 

具体例を挙げると、東証による MBO 等を対象と

した規制の中に、対象会社側が入手した算定書を

東証に提出することが含まれていることは、非常

に重要であると考えています。算定書の存在は、

対象会社が買収者を相手方として実質的な交渉を

行うことを可能にする手段としての意味もあると

思います。ただ、算定書の原本を適時開示といっ

た形で一般に開示することを求めるのではなく、

東証への提出を義務付けることに留まっているの

で、規制の実効性を別に検討する余地があると思

います。 

例えば東証が算定書を突き返した例はあるので

しょうか。仮に東証が算定書の割引率の算定の仕

方などについて実質的な審査を行っているのであ

れば、算定書の東証への提出義務にはそれなりの

意味があるように思います。もし内部事情を飯田

先生がご存じであれば、教えていただきたいので

すが。 

○飯田  知りませんけれども（笑）。まあ、実

質審査までしていなくても、こういう項目の載っ

たものを取得しなさいよということを義務付ける

こと自体にも意味があるのではないかという気は

します。 

私の意見では、これは本来的には意見表明報告

書の添付書類とかにして、しかしそれは開示しな

いとか、そういうぐらいのレベルの話であって、

本来的には金商法で解決し、また、その場合は金

融庁がまた実質審査するのかという問題はありま

すけれども、実質的にパネルのようにやるのかと

か、そういう論点はあるとは思います。他方で、

例えば割引率で怪しげな計算をしていることが発

覚した、つまり東証は気がついたというときにど

う対応されているのかというのは、確かに興味深

い問題だと思います。 

○加藤  ありがとうございました。 
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○洲崎  レジュメ７ページの算定機関の利害関

係に関する話ですけれども、重要な利害関係の例

として①から④まで挙がっています。②と③は、

公開買付者が算定機関の決定に関与している場合

かと思うのですけれども、MBO の場合は、会社が

算定機関に依頼する場合でも、事実上は会社の経

営陣イコール公開買付者なので、会社が依頼する

場合だと、利害関係はその時点であるといえます。

だから、MBO の場合は、利害関係がありそうだと

いうことを前提にして、その後の実際の算定のと

ころで非常に詳しい開示をさせているのかなと思

ったのです。 

そのような理解からしますと、７ページの下３

分の１あたりにある「←MBO等の特則は不要か？」

というところで、「上記②と③のうち」として、

②と③に限定して、算定機関が MBO の成否に関し

て利害関係を有する場合を取り上げておられるの

ですが、MBO の場合は、別に②・③ではなく、対

象会社が算定機関を選定して依頼する場合でも、

特別委員会にその選定をさせるのでない限りは、

基本的に利害関係が非常に強くあるのではないか

なと思ったのですけれども、いかがでしょうか。 

○飯田  全くおっしゃるとおりです。私の想定

では、当然特別委員会が算定機関に依頼していて

という場面を想定しても、なお②、③というのは

本当にだめなのではないかと、そのような気持ち

でいましたが、おっしゃるとおり、そのような前

提はどこにも書いてありません。ですから、特別

委員会ではない人が、要するに対象会社の普通の

取締役会のレベルで①から④のような重要な利害

関係があるようなケースの人に算定機関を依頼す

るというのは、本来的にはやはり、特に MBO 等の

ときにはおよそ好ましくないと思ってはおります。

ですから、そういう意味では、この←のところは

不十分な記載だったと思います。 

○洲崎  ありがとうございます。 

 

【会社情報適時開示ガイドブックの法的な根拠】 

○志谷  先ほど飯田先生がご報告の中で少し触

れられたのですが、それは会社情報適時開示ガイ

ドブックであるとか、あるいはほかにも、ご報告

の中に上場審査等に関するガイドラインとかいう

のがあるのですけれども、それらの法的な根拠、

つまり、なぜこれは守らなければいけないのかと

いうことについて、もし何かお考えがあるようで

あれば、もう少し教えていただきますとありがた

いのですが、いかがでしょうか。 

○飯田  関係性は、恐らく開示規則の詳細を会

社情報適時開示ガイドブックで定めているとか、

あるいは上場審査基準の詳細を上場審査等に関す

るガイドラインのようなもので書いてあるという

関係だったのではないかと思います。 

ですから、いずれにしろ、ある種行政解釈とい

うか当局解釈が示されているという関係性なのだ

ろうと思います。 

○志谷  上場会社と取引所との間には上場契約

があるわけですね。私は文言を直接存じ上げない

のですけれども、その上場契約の、ひょっとする

と包括的に取引所が定めるルールについては、守

りなさいよというような趣旨の文言が入っている

のかどうかということを、取引所の方で教えてい

ただけましたらありがたいのですが、いかがです

か。 

○飯田  入っているそうです。 

○志谷  それがまあ根拠だということなのでし

ょうか。 

○飯田  適時開示の一般論については、10月の

会でご議論いただくのがよろしいのではないでし

ょうか（笑）。 

○伊藤  去年の 12 月の研究会のご報告によれ

ば、取引所が定める上場規程等を遵守することは

上場契約で約束されていたかと思います。 

ただ、志谷先生のご質問に関連して気になると

ころが、会社情報適時開示ガイドブックは、例え

ば上場管理等に関するガイドラインとはやはり違

うのではないかということです。上場管理等に関

するガイドラインというのは、取引所がそのよう

な業務を遂行するときに、自分でこういうのに従
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いますよと言って約束しているものですけれども、

ガイドブックというのは、東証ホームページの説

明によれば、上場会社の実務担当者向けのマニュ

アルとして利用されることを目的につくられてい

るもので、適時開示や企業行動規範に係る実務上

の取扱いを体系的に取りまとめたものとされてい

るだけです。 

つまりこれは、本来は上場会社向けのマニュア

ルにすぎないもので、これが取引所の自主規制の

根拠になるのかというのは、怪しいと思うのです。

私は、こういう MBO等についての重要なルールは、

やはり、上場規程であるとか規程施行規則に定め

られるべきではないかと思うのですが。 

○飯田  明確化という観点からは、それがいい

のだと思います。ちなみに、東証の規則集の 1014

ページに、株券上場契約書がございます。その１

項目のところを読みますと、「取引所が現に制定

している、及び将来制定又は改正することのある

業務規程、有価証券上場規程、そのほかの規則及

びこれらの取扱いに関する規定のうち、上場株券

等に適用のある全ての規定を遵守する」というの

が上場契約書の１項に入っておりますから、ガイ

ドブックも含めて、これらの取扱いに入るのでは

ないかというふうに思われますから、これでいい

のではないですかね。 

○伊藤  いやいや、私はそれではよくないと思

います。だって、規定ではないですから、ガイド

ブックは。 

○飯田  取扱い……。 

○伊藤  しかし、上場契約書の文言からしても、

取扱いを単に記しているものであればよいのでは

なく、取扱いに関する規定でなければいけないと

思います。上場管理等に関するガイドラインは、

取扱いに関する規定と位置付けられますけれども、

ガイドブックは、取引所の説明によれば、上場会

社の担当者向けのマニュアルにすぎないものです。

それを規定だと言うのはおかしいように思います。 

そういうことをやっていると、上場会社の管理

が不透明になるのではないか、ということを私は

言いたいのです。 

○飯田  確かに、例えばガイドブックはそもそ

も書籍でしか売っていないとか、不透明だという

のは全く同感でして、私もこれを準備するのに非

常に苦労したわけです。初めてこれを購入して開

いたので、伊藤先生のご意見に全く同感で、これ

はぜひ規則化するのが本来あるべき姿であるとい

うことは、全くおっしゃるとおりだと思います。 

 

【MBO後の再上場】 

○松尾  13 ページの「MBO 後の再上場」に関し

て書いておられるところで、再上場を認めないこ

とが抑止力的に働いている、MBO 時の規則遵守を

促すとお書きになっています。再上場を認めるか

否かの審査の視点として、主導者の同一性・連続

性というのがあります。これは同じ会社が再上場

する場合には、MBO 時に規則に違反していたりす

ると、再上場は認められにくくなるということだ

と理解しています。そうすると、例えば再上場直

前ぐらいの段階で別のファンドにそれなりの値段

で売って、そのファンドが再上場申請すると通り

やすいということにならないでしょうか。だとす

れば、規制の目的として書いておられる、MBO の

買収者が割安で買収して再上場で高値で売り抜け

るのを防ぐということは、潜脱されてしまうよう

にも思います。 

○飯田  ちょっとご質問の趣旨を聞き漏らして

しまったのですが、要するに、MBO のときのファ

ンドが M&A とかで株式を譲渡して、そのファンド

が上場申請を主導したときに、それがこの審査基

準ではすり抜けられるのではないかということで

しょうか。 

○松尾  そういうことです。すり抜けやすくな

るという理解でいいのですかね。 

○飯田  そうですね、きっとそうなのでしょう

ね。主導者の同一性とか連続性という観点からい

くと、同一性がなくなるという意味では、上場し

やすくなるという方向に働くのだろうと思います。 

ですから、やはりこれは、あまり個別の項目を
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取り出すというより、全体的な評価なのではない

かなと想像するところではありますけれども。 

○松尾  そうすると割安で買収して高値で売り

抜けることを防止するというのは、今のように審

査をすり抜けられるとすると、再上場して得られ

るときと同じぐらいの価格で第三者に売って、と

いうことも可能になるかなと。 

ここで書いておられる、割安で買収して高値で

売り抜けることを防ぐというのは、どういうケー

スを具体的に想定されているのか……。 

○飯田  これは単に、要するにフェアバリュー

から見て割安で買収して、何もせずに時期が来た

ら高値で、フェアバリューで IPO して、そのさや

を抜くという何の価値も生まない MBO みたいなも

のはこれで防げるのではないかということです。 

○松尾  そうすると、必ずしも積極的に買収時

の価格を低く抑えようとしたというようなことま

では含んでいない。MBO 時に規則違反していなく

ても、市場の評価がかなり低いときに買収して、

時期が来て評価が戻れば売ると、こういうケース

を想定されているということですね。 

○飯田  それも含むということですね。 

○松尾  これも規制することは合理的である、

こういうルールを設けておけばそういうことがし

にくくなるだろうということなのですね。 

○飯田  そういうことです。 

○松尾  ありがとうございます。 

 

【特別委員会】 

○石田  レジュメの 11 ページから 12 ページに

かけて特別委員会のことに触れられていまして、

メンバーの選出のプロセスの開示があった方がよ

いというのは、私もそう思いますが、12ページの

頭のところで、特別委員会に交渉権限を与えるべ

きだというようなご提案をなされています。そう

すると、この特別委員になった者というのは、会

社にとって最もよい条件を取り出してくるような

メンバーを想定されているのかなと。そうだとす

ると、会社の利害関係のない取締役以外に、例え

ばどういう方を想定されているのでしょうか。も

う少し具体的なメンバー像をご説明いただけたら

ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○飯田  私のイメージでは、独立社外取締役が

主たる想定する者です。そういう人がいないとい

うことであれば、外部の M&A 交渉プロフェッショ

ナルみたいな人たちを呼んでくればいいのではな

いかという話です。そういうつてがないとか、そ

もそもそのようなことをするまでもなくいい値段

ですということであれば、諮問型でもいいと思う

のですけれども、そういう理由を開示すればいい

ということを想定しています。 

○石田  ありがとうございます。 

○伊藤  それでは、今日の研究会を終わらせて

いただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 


