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有価証券上場規程の具体的検討（3）～MBO 等に関する規律 

日本取引所グループ金融商品取引法研究会 

2019 年 7 月 26 日 

東京大学 飯田秀総 

 

第１  はじめに 

・MBO＋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 

適時開示規則 「MBO 等」 

利益相反、情報の非対称性、対抗提案が事実上登場しにくい 

経済産業省「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）」 

 

・MBO 等の規律のエンフォースメント：規則を遵守するインセンティブはあるか 

 

第２ 対象会社の意見表明の適時開示 

１ 根拠条文となる規程・規則 

（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。 

 〔平成２１年８月２４日〕、一部改正〔平成２２年６月３０日〕 

 

（会社情報の開示） 

第４０２条 

上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合（施行規則で定める基準に該当するも

のその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、次のａからａｒまでに掲げる事項のい

ずれかを行うことについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを決定

した場合を含む。） 

･･･ 
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ｘ 法第２７条の２第１項に規定する株券等の同項に規定する公開買付け（同項本文の

規定の適用を受ける場合に限る。）又は法第２４条の６第１項に規定する上場株券等の法第

２７条の２２の２第１項に規定する公開買付け 

ｙ 当該上場会社が発行者である法第２７条の２第１項に規定する株券等に係る前ｘ前

段に規定する公開買付け若しくは当該株券等に係る施行令第３１条に規定する買集め行為

（以下このｙにおいて「公開買付け等」という。）に対抗するための買付けその他の有償の

譲受けの要請又は公開買付け等に関する意見の公表若しくは株主に対する表示 

 

東京証券取引所「2008 年度上場制度整備の対応について（平成 20 年 5 月 27 日）」 

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 

MBO への言及はなかった 

 

 

「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等に関する説

明を充実することなどが求められることになる」1 

 

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） 

(1) 上場規定に基づく開示義務 

一般ルール：上場会社の業務執行を決定する機関が、公開買付等に関する意見表明等を

決定した場合、直ちにその内容を開示しなければならない（上場規程 402 条 1 号 y）。 

MBO の場合：必要かつ十分に行うことが義務づけられる（上場規程 441 条）。 

支配株主その他施行規則で定める者による公開買付け：必要かつ十分な開示が義務づけ

られている（上場規程 441 条の 2 第 2 項）。 

 

MBO＋支配株主支配株主その他施行規則で定める者による公開買付け＝MBO 等 

 

支配株主その他施行規則で定める者 

 

上場規程施行規則 436 条の 3 

（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 

                                                   
1 伊藤昌夫「有価証券上場規程等の一部改正の概要――「二〇〇八年度上場制度整備の対

応について」に基づく改正――」商事法務 1878 号 28 頁 （2009）。 
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（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。） 

 

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 

施行規則で定める者＝上場規程施行規則 3 条の 2 

自己の計算において所有している議決権と次の各号に掲げる者が所有している議決権と

を合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めている主要株主（親会社を除く。）をいう。 

（１） 当該主要株主の近親者（二親等内の親族をいう。以下同じ。） 

（２） 当該主要株主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（会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体（外国におけるこれ

らに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）及び当該会社等の子会社 

 

親会社＝財務諸表規則８条３項2に規定する親会社をいう（上場規程 2 条 2 号） 

 

要するに、支配株主の定義は、基本的に過半数の議決権の有無が基準となる 

→40％程度を所有していても支配株主には該当しない 

 

(2) 開示に関する注意事項 

・公表予定日の 10 日前までの事前相談 

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 

 

・（一般）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、

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る 

←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

ずだから、この規律は合理的である。また、仮に二段階買収であっても、二段階目の内容

が不確定の場合であっても、この要請があることから、対象会社としては二段階目の内容

                                                   
2 財務諸表規則 8 条 3 項：「この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営

業又は事業の方針を決定する機関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思

決定機関」という。）を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をい

う。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合にお

ける当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。」 
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がどうなるかについて意識的に検討するという事実上の効果も期待でき、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。 

 

(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） 

【上場規程 421 条】 

（書類の提出等） 

第４２１条 

 上場会社は、施行規則で定めるところにより、当取引所に対して書類の提出等を行う

ものとする。 

２ 上場会社は、前項のほか、当取引所が正当な理由に基づき請求する書類を遅滞なく

提出するものとし、当該書類のうち当取引所が必要と認める書類について当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

 一部改正〔平成２０年４月１日〕 

 

【上場規程施行規則 417 条】 

上場会社は、規程第４０２条第１号に掲げる事項のうち次の各号に掲げる事項について

決議又は決定（取締役会で決議したこと（代表取締役の専決事項である場合にあっては、

代表取締役が所要の手続に従い決定したことをいい、監査等委員会設置会社にあっては、

取締役が決定したことを含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役が決定したこと

を含む。）をいう。以下この条及び次条において同じ。）を行った場合には、当該各号に定

めるところに従い、当取引所に書類の提出を行うものとする。ただし、規程第２編第４章

第２節の規定に基づき行う会社情報の開示により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場合であって、当取引所が適当と認めるとき

は、当該書類の提出を要しないものとする。 

（１４） 規程第４０２条第１号ｙに掲げる事項 

当該上場会社が発行者である株券等の公開買付けにより当該株券等が上場廃止となる見

込みがある場合又は公開買付者が当該上場会社の役員、当該上場会社の役員の依頼に基づ

き公開買付けを行う者であって当該上場会社の役員と利益を共通にする者若しくは当該上

場会社の支配株主である場合は、当事会社以外の者であって、企業価値又は株価の評価に

係る専門的知識及び経験を有するものが、買付け等の価格に関する見解を記載した書面 

作成後直ちに 

 ただし、上場外国会社である場合には、提出を要しないものとする。 
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・算定書自体の公衆縦覧義務はない 

∵施行規則上、公衆縦覧の対象となる場合は、「上場会社は、・・・書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとする。」（規則 417 条 6 号など）という文言で明示

されている。その文言が用いられていない条文は、公衆縦覧の対象外という意味だから3。 

 

・東証に提出すべき算定書の内容 

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らない 

具体的な過程＝具体的な算定方式、当該算定方式を採用した理由、各算定結果の数値な

ど 

算定の前提条件＝算定において前提とした重要な要素をいう。算定手法ごとに必要な項

目がリストアップされている。 

市場株価法の場合：①計算対象期間、②算定基準日、③算定基準日が算定書作成日当日

またはその前営業日でない場合には、当該日を基準日とした理由、④計算方法（終値単純

平均か加重平均かの別）、⑤その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

類似会社比較法の場合：①比較対象として選択した類似会社の名称および当該会社を選

択した理由、②マルチプルとして用いた指標（EV/EBITDA、PER、PBR など）、③その他

特殊な前提条件がある場合にはその内容 

DCF 法の場合：①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、②算定の前提とした財務予測の出所、③割

引率の具体的な数値（レンジ可）、④継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータの具

体的な数値（レンジ可）、⑤その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

 

② MBO 等に関する意見表明の適時開示について 

・MBO 等の場合には、必要かつ十分に行うこと 

 

・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。 

←この事実上の要請･期待は、あくまでも推奨事項であって、義務ではない。支配株主の

概念がやや狭めに規定されているから、＜漏れ＞を拾おうとする趣旨と推測される。 

 

(4) 開示事項および開示・記載上の注意 

①公開買付けの開始時の開示 

                                                   
3 佐川雄規「MBO 等に関する適時開示内容の見直し等の概要」商事法務 2006 号（2013）

83 頁注（16）。 
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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

適時開示しなければならない 

←公開買付けの公告または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る。つまり、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規律はないが、適時開示規則にはここを

規制する規律がある。 

 

②公開買付けに関する意見表明の決定時の開示 

＜意見の内容、根拠、理由＞ 

・基本的には意見表明報告書と同様 

 

・上乗せ事項 

意見表明報告書：MBO または支配会社による公開買付けの場合であって、利益相反を回

避する措置を講じているときは、その具体的内容を記載しなければならない（（記載上の注

意）（3）b~d） 

 

適時開示： 

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ければなら

ない。 

 

応募推奨意見の場合、買付け等の価格に関する判断の理由、及び、公正な手続を通じた

株主利益への配慮に関する説明を含め、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。 

 

算定結果の合理性を確認したうえで、買付価格と算定結果の比較による合理的な水準か

どうかという観点から説明する。 

 

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存在する

場合は、これを踏まえて記載する。 

たとえば、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。←この場合、対象者が参照した株価が割安

だったこととなるから、買付価格が不十分であっても高いプレミアムに見えてしまうので、

そのような問題があることを開示させることで、株主が誤解しないようにするものといえ

る。 
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取引の公表前短期間に業績の大幅な下方修正その他株価が大幅に下落する開示を行った

場合には、これを踏まえて判断の理由記載すること←この場合は、株価を意図的に下げて、

プレミアムを高いと見せかけるおそれがあるから、このような規律があると理解できる。 

 

＜算定に関する情報＞ 

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 

・その重要な利害関係がある算定機関に依頼する理由 

・弊害防止措置があるときはその内容 

 

・重要な利害関係の例 

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）から斡旋また

は紹介を受けた算定機関に依頼した場合 

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ある。 

 

←＜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。この規律は、実質的には Comply or Explain として機能する。一般論として、算

定機関の利益相反状況を開示した上で、株主の判断に委ねることは妥当。 

←MBO 等の特則は不要か？上記②と③のうち、特に当該算定機関が、当該 MBO の成否

に関して利害関係を有する場合は、当該算定機関に依頼した算定書を基礎に意見表明を行

うこと自体を禁止する、あるいはそのようなゆがみのおそれがないことを基礎づける事情

の開示を要求した方がいいのではないか？  

 

②算定の概要 

・具体的な算定方式、それを採用した理由、各方式の算定結果の数値（レンジ可）、算定

の重要な前提条件 

＝東証に対して提出する算定書が備えておくべき情報のほとんどが適時開示の対象 

 

・（一般） 

市場株価法：計算対象期間、算定基準日、算定基準日が算定書作成日当日またはその前

営業日でない場合には当該日を基準日とした理由 
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例：リーク報道、株価の大幅な変動がない場合で他の算定手法の算定基準日とあわせ

るときなど4 

DCF 法：算定の前提とした財務予測で大幅な増減益（30％が目安）を見込んでいるとき

は、前提とした財務予測の概要と増減益の要因など算定の前提条件 

 

・（MBO 等）：より詳細な開示 

市場株価法：算定基準日、計算対象期間、算定基準日が算定書作成日当日またはその前

営業日でない場合には当該日を基準日とした理由の開示＝一般の場合と同様 

＋ 

計算方法（終値単純平均か加重平均かの別） 

その他特殊な前提条件がある場合にはその内容 

 

類似会社比較法：（一般の場合にはそもそも開示事項ではない）＋ 

比較対象として選択した類似会社の名称および当該会社を選択した理由 

マルチプルとして用いた指標（EV/EBITDA、PER、PBR など） 

その他特殊な前提条件がある場合にはその内容 

 

DCF 法：一般の場合と比較して、圧倒的に開示事項が増える 

・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）の具体的な数値の記載をしなければならない。ただし、上場維持を前提とす

る場合を除く。 

←【開示の是非】このルールに対しては、理論的には、将来情報の開示・営業秘密の開

示という側面があるから、MBO の萎縮効果が懸念される。しかし、ノウハウの開示等と比

べれば、財務予測は所詮は将来予測に過ぎない情報であって、要保護性の程度は落ちる。

また、より詳細な開示がされているアメリカで、あれだけ証券訴訟が多いにもかかわらず、

MBO が萎縮したという話はあまり聞こえてこない。日本の現状からすれば、買収価格の公

正性を支えるものは主として株式価値算定書であるように思われるから、その信用性を確

保するためには、もっとも不正が行われやすい（そしてその影響の大きい）財務予測の開

示を要求するのは妥当である。 

←【例外の是非】他方、上場維持を前提とする場合が除外される理由は、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されている5。その意味が、こ

れらを開示すると、公開買付け後の市場価格に悪影響が生じるという意味であれば説得力

                                                   
4 佐川雄規「MBO 等に関する適時開示内容の見直し等の概要」商事法務 2006 号（2013）

78 頁。 
5 佐川雄規「MBO 等に関する適時開示内容の見直し等の概要」商事法務 2006 号（2013）

79 頁。 
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があり得るが、利益相反問題への対応という視点から見ると、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のか疑問がある。 

 

・財務予測の出所 

対象会社が作成した 

算定機関が修正した 

アナリストコンセンサスを使用したなど6 

 

・財務予測が当該取引の実施を前提とするものか否か 

←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を用いているはず。金商法

や会社法の立法論として、この適時開示規則と同様の事項の開示をそれぞれ求めるべき。 

 

・割引率の具体的な数値（レンジ可）、継続価値の算定手法及び算定に用いたパラメータ

の具体的な数値（レンジ可）、その他特殊な前提条件がある場合には、その内容 

←これらの開示も重要であるが、はたしてこれで十分か？割引率の計算過程は不要とさ

れている7が、疑問がある。たとえば、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8とされているが、端的に計算過程を開示させればよい。ここを開示させた方が、

割引率の算定において、不当な操作が行われることを予防できる。怪しげな項目を加算す

るなどの操作が行われていれば、一目瞭然となるはずだが、結論が開示されるだけではこ

れを予防する機能は弱くなってしまう。 

 

＜いわゆる二段階買収に関する事項＞ 

・適時開示ガイドブックは全部取得を例示して規定を起案 

 

・（一般）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、

および、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 

←最後の点は、公開買付けの強圧性に関する規律だが、この問題を Comply or Explain

では対応できないはずだから、この規定は疑問がある。原則禁止とした上で、例外的なケ

ースでは東証と相談の上で許可するなどとした方が好ましい。 

 

                                                   
6 佐川雄規「MBO 等に関する適時開示内容の見直し等の概要」商事法務 2006 号（2013）

79 頁。 
7 佐川雄規「MBO 等に関する適時開示内容の見直し等の概要」商事法務 2006 号（2013）

79 頁。 
8 佐川雄規「MBO 等に関する適時開示内容の見直し等の概要」商事法務 2006 号（2013）

79 頁。 
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・（MBO 等）二段目の行為に株式買取請求権または価格決定請求権が確保できないスキ

ームを採用する場合は、その理由を記載しなければならない。そして、MBO 等において大

多数の株式を取得した場合であっても二段目の株式の全部取得等の行為を実施しない場合

は、その理由を記載しなければならない。 

←Comply or Explain。しかし、後者の場合、キャッシュ・アウトを推奨する理論的な根

拠があるのかはやや疑問がある。 

 

＜公正性を担保するための措置＞ 

・（一般）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： 

上場廃止の TOB に応募推奨する場合 

MBO の場合 

意見表明の公正性を担保する必要があると判断される事情がある場合 

 

・（一般）公正性を担保するための措置の例 

算定機関の見解を取得したこと 

弁護士・アドバイザー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 

←【30 営業日】30 営業日で対抗的公開買付けが登場すると期待することは、あまり説得

力が無い。必ずしも利益相反問題が無い場面であるから、やや緩やかな規律となるのもや

むを得ない面はある。しかし、30 営業日という例示をすることで、この数字が一人歩きし

てしまわないかという懸念がある。30 営業日は、意見表明報告書おける延長請求の数字に

過ぎず、対抗的 TOB の機会を実質的に提供したといえるかどうかは、個別の案件ごとに異

なるはずだから、例示として具体的な数字を出す必要がそもそもあるのかには疑問がある。 

 

・（一般）特段の措置を講じていない場合は、その旨 

←Comply or explain 

 

・（MBO 等）公正性を担保するための措置 

算定書を取得したこと 

独立したアドバイスを得た場合にはその旨 

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 

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 
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←【取引保護条項】取引保護条項は使わない方が好ましいという規範を前提にしている

ようであるが、この規範が正しいとは言い切れない。なぜならば、事前のマーケットチェ

ックの結果として買収者を決める場合には、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が必要となることもあり得るからである。 

←【公開買付け期間の長短】30 営業日を確保することで対抗 TOB の機会を確保しても、

構造的に、対抗 TOB はかかりにくい。潜在的買収者に DD の機会を与えるなど、買収者間

の情報の不平等に対処する仕組みの導入を促す方向の規則（Comply or Explain）を検討す

べきではないか。 

 

なお、（７）の利益相反回避措置と（６）の公正性担保措置とを分けて規定することにも

疑問がある。なぜならば、両者をトータルで考える必要があるからである。 

 

＜利益相反を回避するための措置＞ 

・利益相反回避措置の開示が必要な場合： 

MBO 等の場合 

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 

 

・利益相反を回避するための措置の例 

利害関係のある取締役・監査役の関与の排除 

特別委員会の設置および諮問・交渉の委託など 

 

（MBO 等） 

・利害関係のある取締役・監査役の、利害関係の内容および意思決定過程への関与の有

無 

 

・取締役または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 

←MBO 後の役職員への就任は、いわゆる潜在的利益相反問題への対応。 

 

・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 

・特別委員会の構成に途中で変更があった場合には、その旨及びその理由 

←「取締役会から独立」？買収者からの独立性および当該ディールの成否からの独立性

を問題にすべき。 

←また、独立性を確保する、あるいは、投資者が独立性の有無を判断できるようにするに

は、各委員を選任したプロセスの開示があったほうが好ましい。 
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←さらに、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が求めら

れていないが、この項目を追加した方がいいように思われる。なぜならば、一般論として、

初期の段階から特別委員会が検討をコントロールしておく方が好ましいからである。一種

の Comply or Explain の提案である。 

 

・取締役会から特別委員会・独立役員に対し、意見表明に関する諮問をした場合には、

諮問の内容及び諮問に対する答申の内容 

・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 

←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過

ぎないという疑念を払拭できない。原則として、特別委員会に交渉の権限を与えるべきで

ある。特別委員会に交渉を委嘱しなかった場合には、委嘱しない理由の説明を開示させて

はどうか（comply or explain） 

 

・利害関係を有する取締役・監査役を除く取締役・監査役全員の承認を受けている場合

には、その旨。受けていない場合には、その理由。 

←特別利害関係者の議決権排除を超えて、全員一致を原則とするもの。なお、取締役と

監査役を並列的に位置づけてよいのかには疑問がある。1 円でも高い価格を獲得するという

役割は、取締役にはなじむが、監査役にはなじまない。 

 

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 

←公正性担保措置において、対抗的 TOB の機会の確保のため、買付期間を長くすること

と取引保護条項の合意を行わないという事項の開示が求められているが、本来的には、応

募契約がある場合にはその内容の開示を公正性担保措置の箇所で要求した方がよい（公開

買付届出書にも同じ問題がある）。応募契約は、買収者と大株主との間の合意であって、買

収者と対象者の間での合意ではないから、取引保護条項には含まれない。しかし、大株主

が対抗的 TOB に乗り換える際の違約金の定め方によっては、事実上、対抗的 TOB は登場

しようがないこともある。だから、応募契約の実務が広がった今日において、この点につ

いての開示もセットで要求しないと、実は公正性を担保するための措置の開示としてはか

えって誤解を招くおそれがある。 

 

その他の事項については、意見表明報告書と同等の内容を記載する 

５．公開買付者またはその特別関係者による利益供与の内容 

６．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

７．公開買付者に対する質問 

８．公開買付期間の延長請求 
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９．今後の見通し 

 

第３ MBO 後の再上場 

2016 年 12 月 2 日、「MBO 後の再上場時における上場審査について」 

上場審査等に関するガイドライン II6(6)「その他公益または投資者保護の観点から適当と

認められること。」に反映 

 

新規上場ガイドブック（市場第一部・第二部編）100 頁 

Ｑ６：MBO や EBO などにより非公開化を行い、再度、議決権種類株式を導入して上場

することは可能でしょうか。 

Ａ６：普通株式を上場している会社が MBO や EBO などにより非公開化を行い、再度、

議決権種類株式スキームを用いて上場申請を行う場合には、市場利用目的の健全性などを

踏まえ、投資者保護の観点からより慎重に確認を行います。 

なお、MBO により非公開化した会社の再上場申請の取扱いとして本章「５その他公益又

は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項（規程第 207 条第１項第５号）」の

「（５）その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること。（ガイドラインⅡ６．

（６））」をご参照ください。 

 

2 つの上場審査の視点 

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。 

←関連性があるからといって、再上場を認めるべきでないという理屈があるのかは疑問が

ある。たしかに、この視点の目的は、MBO の買収者が割安で買収して、再上場で高値で売

り抜けることを防ぐことに狙いがあり、その規制目的は合理的である。しかし、MBO によ

って直ちに経営改革を行い、短期間のうちに再上場したとしても、問題は無いはずである。

それを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

ティブに評価されるというのはあまり好ましいことではないように思われる。もちろん、

総合判断になるはずだから、ここだけを取り出して批判するのは公平ではないかもしれな

い。 

 

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。 

←両論併記的な指針についてどう取り扱うのか？9 指針の趣旨・精神の尊重 

                                                   
9 同様の問題は、買収者への融資契約において、「MBO 指針の趣旨の尊重」が表明保証

事項になっている場面でも生じるが、趣旨の尊重という方が両論併記型に対応しやすいだ

ろう。 
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・MBO 時の計画と MBO 後の進捗に乖離がある場合、再上場時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 

 

MBO 後の再上場の審査は、ケースバイケースの総合判断による。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）という方針は適切。 

 

MBO 時の適時開示規則に違反していた場合の取り扱いは？ 

もし違反があったとすると、次の二つの点で再上場が認められにくくなる方向にはたら

く。第 1 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、ネガ

ティブに評価される。第 2 は、一般的な上場基準の一つである、「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」という通常の実質審査基準への適合性の審査におい

てネガティブに評価される。 

 

第４ 上場廃止の一般論 

１ MBO の目的～上場コストの削減 

①東証に対して支払う金銭などの直接的なコストや、有価証券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 

24 条 1 項 3 号の有価証券報告書提出義務の免除の要件（24 条 1 項但書、施行令 4 条 1

項・2 項 3 号、開示府令 16 条 2 項・3 項 1 号）→株主数を 25 名未満にする 

外形基準の免除の基準＝300 名未満（24 条 1 項但書、施行令 3 条の 5 第 2 項） 

 

３ 上場廃止のみの場合 

少数株主をキャッシュ・アウトせずに、上場廃止申請をすることは可能か？ 

 

（上場廃止申請） 

第６０８条 

 上場会社がその発行する上場株券等の上場廃止を申請しようとするときは、当取引所

所定の「上場廃止申請書」を提出するものとする。 
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東証の実務：上場廃止する旨の株主総会決議だけで上場廃止をすることは認めない 

「株主総会決議のほかにも十分な株主保護措置を講ずる必要があるのではないか、そう

した配慮のないまま上場廃止申請されても受理できない」 

 

∵ 上場会社が自発的に上場廃止を行う場合（かつ他の取引所等での売買機会もない場

合）には一般株主から流通の場を奪うことになるから、事前に公開買付けを行うなど不特

定多数の株主に対して適切に売却等の機会を与えることが投資者保護上重要 

 

上場廃止→非流動性ディスカウント＝株価下落 

 

上場規程に明文の根拠があるか？ 

Pro-Market の規定の反対解釈 

【特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則】 

（上場廃止申請書） 

第１３０条 

 特例第１４３条の規定に基づき株券等の上場廃止を申請しようとする上場会社は、上

場廃止を希望する日の２０営業日前までに、当取引所に対して当取引所所定の「上場廃止

申請書」を提出しなければならない。この場合において、当取引所が同意する場合を除き、

上場廃止について株主総会の特別決議を経るものとする。 

 

【特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例】 

（上場廃止申請） 

第１４３条 

 上場会社がその発行する上場株券等の上場廃止を申請しようとするときは、施行規則

で定めるところにより、当取引所に当取引所所定の「上場廃止申請書」を提出するものと

する。 

２ 当取引所は、上場会社から「上場廃止申請書」を受理した場合、その旨及び上場廃

止日について公表するとともに、上場廃止申請に係る上場株券等を整理銘柄に指定するも

のとする。 

 

４ キャッシュ・アウトの上場廃止事由 

全部取得条項付種類株式の全部取得、株式等売渡請求、株式併合 

上場規程 601 条 1 項 18 号、18 号の 2、20 号 

（上場内国会社の上場廃止基準） 
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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。 

（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 

（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 

 

いつ上場廃止事由に該当することになるのか？ 

全部取得条項付種類株式の全部取得の場合 

【有価証券上場規程施行規則】 

601 条 

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 

（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。 

実務＝株主総会決議で承認された日の当日 

 

上場廃止となる日：全部取得の効力発生日の 2 営業日前 

（上場廃止日の取扱い） 

第６０４条 

 規程第６０９条に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定めるところによる。 

（６） 規程第６０１条第１項第１８号（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項第

３号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４条第１項第２号、同条第２項第１号、

規程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条の３第２号、規程第６０４条の４第１

項第２号又は規程第６０４条の５第２号による場合を含む。）に該当する上場株券等 

株式の取得がその効力を生ずる日の２日前（休業日を除外する。）の日 
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（６）の２ 規程第６０１条第１項第１８号の２（規程第６０２条第１項第１号、同条

第２項第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６０４条第１項第２号、同条第２項

第１号、規程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０４条の３第２号、規程第６０４条

の４第１項第２号又は規程第６０４条の５第２号による場合を含む。）に該当する上場株券

等 

 株式の取得がその効力を生ずる日の２日前（休業日を除外する。）の日 

 

株式等売渡請求の場合 

上場廃止事由に該当する日：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（施行規則 601 条 16 項） 

上場廃止となる日：効力発生日の 2 日前（施行規則 604 条 6 号の 2） 

 

株式併合の場合 

スケジュールについて上場規程に明示的な定めはない 

東証の実務：全部取得のケースと同様の取扱い・スケジュールで運用 

 

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 

全部取得条項付種類株式や株式併合の株主総会決議が裁判で取り消された場合、通説・

判例によれば、取消には遡及効があるため、会社法の効力としては、当該株主総会決議は

なかったこととなる。このことと、東証の上場廃止事由該当性はどのような関係に立つか。

取消判決には対世効（会社法 838 条）もあることから、東証の上場廃止決定にも影響を及

ぼさないか。 

 

＜上場廃止日までに決議取消判決が確定する場合＞ 

既に上場廃止の決定はなされているとはいえ、そのまま上場廃止とすることが適切か、

それとも上場廃止の決定も取り消して上場を維持することが適切かどうか、個別事情に照

らして慎重に判断する必要が生じることは考えられる 

 

東証の上場廃止決定の判断における上場廃止事由の有無に関しては、決議取消判決の遡

及効・対世効は無視 

第三者との関係では取消判決の遡及効を制限する解釈 

 

＜上場廃止日の後に決議取消判決が確定する場合＞ 
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現実的に、上場廃止になっているし、株主だったものにはおそらく対価の支払いなどの

一連の決済も行われているはず→取消判決確定と同時に上場が遡及的に復活させるのは非

現実的＝遡及効の制限が必要 

 

決済の巻き戻し→対象会社が上場を復活したいならば、再度、上場申請をする 

 

売渡株式等の取得の無効の訴え 

対世効はあるが（会社法 846 条の 7）、遡及効はない（会社法 846 条の 8） 

cf. 平成 26 年改正でキャッシュアウト目的の株式併合の規定を整備した際に、なぜ株式

併合無効の訴えを作らなかったのか？ 

 

第５ 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？ 

①ルールに違反すること自体に対する心理的な抵抗感（良心が痛む）がある 

 

②上場廃止後も企業は存続するので、＜上場規則を無視した MBO を行った会社＞という

評判の低下を避ける 

 

③上場契約違約金制度があるから（最大 9120 万円）？ 

 

④再上場時にサンクションがかかる可能性がある。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、出口戦

略が必要となる。その出口戦略は、再上場をするか、それとも M&A で企業を売却するかが

有力な方法である。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。 

 

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こともある。 

例：株式会社ＢＣＪ－３４による株式会社廣済堂に対する公開買付けの融資証明書（三

井住友銀行） 

（前提条件）「本公開買付に関する対象会社による意見表明に係る意思決定に関する金融

庁、証券取引等監視委員会、関東財務局若しくは金融商品取引所からの法令又は金融商品

取引所規則に違反する旨の指摘の不存在（解決済みのものを除く。）。但し、貸付人の与信

判断に重大な悪影響を及ぼすものに限る。」 

（期限の利益喪失事由）「本公開買付に関する対象会社による意見表明に係る意思決定に

関して、①行政機関又は金融商品取引所により違法である旨の指摘がなされた場合、又は

②行政機関又は金融商品取引所により正式な処分が下された場合（除外事由あり）」 
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Ⅲ 上場審査の内容 （有価証券上場規程第 207条関係） 

�

【上場審査の視点】�

①���と再上場の関連性�

・��� と再上場はそれぞれ独立した行為であり、両者の間に必ずしも高い関連性があるとは限

らない。�

� ⇒�上場審査では、主導者（経営者・株主）の同一性・連続性、���から再上場までの期間の

長短などを確認。�

�

②プレミアム配分の適切性・���実施の合理性�

・プレミアム配分の適切性や ���実施の合理性を一義的・客観的に判定することはできないも

のの、���時に株主の判断の前提となる手続きが公正に行われた上で ���が成立していれば、

大多数の株主が納得して取引に応じたものということができ、プレミアム配分の適切性や

���実施の合理性を問う必要性は低い。�

� ⇒�上場審査では、���時の手続きの ���指針への準拠性などを確認。�

�

・再上場時から見て、��� 時の計画と ��� 後の進捗との間にかい離がある場合であっても、再

上場時にその理由について合理的に説明することができるのであれば、プレミアム配分の適

切性や ���実施の合理性を問う必要性は低い。�

� ⇒�上場審査では、���時の計画と ���後の進捗との間のかい離についての説明が十分に説得

力のあるものかどうかなどを確認。�

�

【上場審査の運用】�

上場審査では、上記①及び②の視点に基づき確認を行い、���と再上場の関連性が高くない

か、プレミアム配分の適切性や ���実施の合理性が低くないかを審査します。�

そのうえで、再上場時のコーポレート・ガバナンスの体制や再上場に至るまでの経緯の説明・

開示などを勘案し、総合的に再上場の可否を判断することとします。�

�
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