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【報

告】

有価証券上場規程の具体的検討（５）
―適時開示―
甲南大学大学院法学研究科教授
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場規程 411 条の２）

討論

３．会社情報の開示（上場規程 402 条）
○伊藤

定刻になりましたので、10 月の日本取

○梅本

引所グループ金融商品取引法研究会を始めさせて

梅本です。よろしくお願いいたします。

まず、本日の報告で扱う範囲について説明させ

いただきます。

ていただきます。適時開示について総論的な話を

本日は、
「有価証券上場規程の具体的検討（５）

させていただいた後、有価証券上場規程（以下「上

―適時開示―」というテーマで梅本先生からご報

場規程」といい、同規程施行規則は以下「規程施

告をいただきます。

行規則」という）402 条の決定事実、発生事実等

よろしくお願いします。

の各開示項目を中心に検討を加えたいと思います。
なお、上場規程 403 条の子会社等の情報開示につ
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いては省略させていただきます。

も検討されたようですけれども、事例の積み重ね

開示項目につきましても、時間も限られていま

の中で制度化を図るということにしたそうです。

すから、アンダーラインを引いたものに限定して

と申しますのも、1974 年の要請が行われた時点で

コメントをさせていただきます。それから、近年

も、東証で開示された適時開示はわずか 50 件にす

改正されました決算短信と予想値の修正について

ぎなかったそうです。ですから、規則化する以前

も簡潔に触れたいと思います。

に実務の定着を図ることが先決だという判断があ
ったということだそうです。

Ⅰ．適時開示の総論

次いで 1990 年３月、「会社情報適時開示の手引

１．規制の沿革

き」が作成されて、上場会社各社に配付されたと

（１）取引所からの要請

のことです。これは、それまで蓄積された適時開

従来、適時開示は取引所から上場会社に対して

示の事例等を踏まえて、適時開示が要請される会

投資者の投資判断に影響を及ぼす事項の開示を要

社情報の目安、開示手順等を体系化したものでし

請する形をとっていました。規則化されていなか

て、現在の「会社情報適時開示ガイドブック」（以

ったのはもちろんのこと、厳密に言うと適時開示

下「ガイドブック」という）の前身に当たるもの

と言えるかどうかは若干疑問の残る制度でした。

だと言われています。また、1990 年という時期に

というのは、東証に対する通告を求めるにとどま

ついてですが、ほぼ同時期にインサイダー取引規

り、投資者への開示まで求めるものではなかった

制が成立していますから、会社情報適時開示の手

からです。投資者への情報開示という観点からは、

引きの作成にこの立法の動きが影響を与えたこと

東証がこれらの情報を一般に公表することが必要

も否定できないのではないかと思われます。

であると認めた場合に記者クラブで公表するよう
上場会社に要請するという個別の働きかけによる

（２）上場規則化

ものでしかありませんでした。

会社情報適時開示の手引きの作成後、実務では

これが大きく変わったきっかけは、1974 年６月

徐々に適時開示が定着してきましたが、上場規則

に東証が上場会社に宛てた「会社情報の適時開示

化されていなかったために、遵守しない会社が出

に関する要請について」という文書です。一般投

てきたほか、上場会社の側からも、社内手続を進

資者が投資判断を行うに当たって影響を受けるこ

める必要上、上場規則化してほしいという要望も

とが予想される重要な会社情報の開示を求めると

あったということです。

同時に、公表については、会社の代表者により新

そこで、1992 年２月の東証証券政策委員会答申

聞、放送、通信記者団等全国的な放送網を持つ組

を踏まえまして、2000 年９月に「上場有価証券の

織を通じて一般投資者に対し遅滞なく正確かつ公

発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」と

平に行うことを求めると同時に、公表前の会社情

して、適時開示は上場規則に根拠を置いた正式の

報が外部に漏洩したことを察知した場合は直ちに

制度となり、今日に至っています。

公表の措置を講じることを求めるなど、従来より
もかなり踏み込んだ内容になっています。

２．制度趣旨

この措置について、神崎克郎先生などは一定の

上場規程 402 条の定めを御覧になりましても、

評価をしつつも、プリンシプルベースの規制で具

金融商品取引法（以下「金商法」という）166 条

体的な開示項目が定められていないなど、まだ不

のインサイダー取引規制とかなり類似しているこ

十分だという批判を加えていらっしゃいました。

とがお分かりになります。重要事実の公表前の売

ただ、これを契機に、上場規則化すべきかどうか

買等が規制されているインサイダー取引規制にお
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いて、適時開示はこの公表の一つに当たるなど、

上場会社は、上場契約者におきまして上場規程

実際、適時開示規制とインサイダー取引規制は密

等を遵守することが求められています。しかしな

接に結びついています。本日の報告でも、必要に

がら、上場規程等の中にはガイドブックのガの字

応じてインサイダー取引規制との比較検討を行わ

もありません。それならガイドブックが上場会社

せていただきます。

を拘束する根拠は何かというお話だったかと思い

しかしながら、適時開示規制をインサイダー取

ます。

引規制的なものと捉えるのは一面的ではないかと

ガイドブックは原則として上場規程等をまとめ

思われます。本来的には、会社に生じた重要事実

たものと言えますけれども、より詳細に上場規程

ないし株価関連情報は、適時に開示させて市場の

等にはないような定めを置いているところも少な

適正な価格形成を図るべきであって、そういうも

くありません。例えば、上場規程 402 条に開示す

のとして適時開示も位置付けられるべきではない

べき決定事実や発生事実の細目の定めが置かれて

かと考えます。その意味では、上場規程 401 条に

いまして、開示内容につきましては規程施行規則

ありますように、「投資者への適時、適切な会社

402 条の２に定めが置かれていますけれども、こ

情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすも

れは全てに共通する抽象的な開示内容で、網羅的

のである」と言えるかと思われます。また、かか

なものではありません。１項１号で、決定事実に

る適時適切な情報開示は、取引所が「有価証券の

ついては決定した理由、発生事実は発生の経緯、

売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑に

２号でその概要、３号で今後の見通し、４号でそ

し、並びに投資者の保護に資するよう」市場を運

の他投資判断上重要と認める事項を開示せよとい

営する（金商法 110 条）うえでも不可欠なもので

うだけでありまして、個別具体的な開示事項はガ

あると考えられます。

イドブックを見ないと分からない形になっていま

他方、適時開示は株価に関連する情報を開示す

す。また、ガイドブックにあります開示に関する

るという点では、法定開示の臨時報告書制度に類

注意事項にも、重要な事柄が記載されています。

似しているとも言えます。両者が重複する点は少

株価を変動させる情報は多様でありまして、網

なくないですけれども、適時開示は直ちに内容を

羅的に規定を設けることは難しく、プリンシプル

開示することを求めるのに対して、臨時報告書は

ベースの規制を使わざるを得ない側面もあると思

遅滞なく開示することを求めるものです。大きな

われます。上場規程のプリンシプルベースの規制

災害などがあった場合、適時開示としては大体数

部分ですとか、極めて詳細な手続上の問題につき

日以内に被害の状況を公表して、数か月ほどして

まして、ガイドブックで詳細な定めを置くという

から臨時報告書で詳細な被害額等を開示するとい

考え方もあり得るとは思いますが、ことさらガイ

ったことが多いので、一応役割分担はできている

ドブックを上場規程の外に置く必要があるのかど

のかなと思います。

うか、これは疑問が残るところです。その理由と
しましては、上場規程の一部となれば――よく分

３．会社情報適時開示ガイドブックの規制根拠

からないのですけれども――、煩雑な改正手続が

次に、前回伊藤先生より問題提起のありました

必要となるので、柔軟に対応できるようにしたい

ガイドブックの規制上の根拠というところです。

ということなのか。あるいは、沿革のところで見

この分厚い本ですけれども、これは極めて詳細

ましたように、上場規程化される前からガイドブ

に定めが置かれていまして、本日の報告でも随所

ックで運用してきたので、それで足りるという理

で参照させていただきます。実務上も幅広く利用

解なのか、私も十分には分かりませんでした。後

されているのではないかと思われます。

ほどご議論いただくというよりも、東証の方にご
-4-

示唆いただいた方がいいかと思います。

TDnet で開示された後に行うことが上場規程 413
条の２で求められています。その場合には、イン

Ⅱ．各論的検討

サイダー取引防止のため、外部者が当該情報に不

１．適時開示概要

正にアクセスできないよう、アクセス制御を適切

（１）手続きの流れ

に講ずることなどが求められています（ガイドブ

①開示前に取引所に事前説明（上場規程 413 条)

ック 28 頁）。

開示前に取引所に事前説明することが上場規程
413 条に定められています。

③開示内容の中止、変更、訂正（上場規程 416 条）

ガイドブック（28 頁）によりますと、会社の側

既に開示した会社情報について中止や変更の事

から説明に出向くのではなくて、TDnet に開示資

情が生じた場合には「開示事項の中止・変更」と

料をオンライン登録した場合に、東証が上場会社

して、訂正すべき事情が生じた場合には「適時開

ごとに設定している「上場会社担当者」が、上場

示資料の追加、訂正又は説明」として、開示する

会社に対して通例 30 分以内に直接電話をして説

ことが義務付けられています（ガイドブック 29

明を求める形をとる、とのことです。取引所が開

頁）。

示内容を直接確認し、そこで必要があれば訂正等
の指示がされるのではないかと思われます。

（２）照会事項の報告・開示（上場規程 415 条）

なお、「事前説明」とは別に、ガイドブックに

上場会社に関する未公表の情報が新聞報道され

は「事前相談」を定めるものがあります。これも

たりインターネット上などでうわさが流布したり

上場規程に定めのないガイドブック固有のルール

している場合に、情報の真偽を確認する必要があ

です。例えば、「公表予定日の遅くとも 10 日前ま

り、そのために照会制度が設けられています。会

でに必ず東証まで事前相談を行うようにしてくだ

社情報に関し東証が必要と認めて照会を行った場

さい」などというものです。これらの多くは、複

合には、直ちに照会事項について正確に報告する

雑なルールが別途設けられているものがありまし

ことが義務付けられているということです。照会

て、例えば MSCB の発行ですとか、敵対的防衛策を

に係る事実につき開示することが必要かつ適当と

とる場合ですとか、開示のみならず、それらの別

東証が認める場合には、直ちにその内容を開示す

途定められている手続が遵守されるよう取引所と

ることが求められています。

して事前に対応し指導するものかなというふうに

また、この制度に関連しまして、業務規程にお

推察するのですけれども、これはよく分からなか

いて別途「売買停止制度」（業務規程 29 条）です

ったところです。

とか「注意喚起制度」（業務規程 30 条）というも
のが定められています。また、金商法上は、フェ

②会社情報の開示の方法（上場規程 414 条)

アディスクロージャー・ルールが関わる場合もあ

会社は TDnet により開示に係る資料を取引所に

るかもしれません。

送信しまして（２項）、TDnet を利用して情報を
開示します（１項、６項）。もちろん、TDnet に

（３）開示審査 (上場規程 412 条)

よらず資料等を送ることも認められていますが、

適時開示の適正性を確保するために必要かつ適

恐らくほぼ全ての会社が TDnet を利用していると

当と認めるときに、開示審査というものが行われ

思われます。

ています。

ちなみに、適時開示が求められる情報について

開示審査制度は、開示された情報に虚偽はない

会社が自社のウェブサイト等で開示する場合には、
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か、適切か、といったことをチェックするもので

して、開示すべき情報を開示していない場合には、

という適時開示全般に妥当するプリンシプルベー

照会制度などが利用されることになるのではない

スの規定と位置付けることができるのではないか

かと思われます。

と思われます。投資判断に影響を与える情報は多

以上が手続の流れです。

種多様ですが、金商法のインサイダー取引規制は
刑事罰規定でもあるため、罪刑法定主義の明確性

２．総則的な規定

の原則との関係で細目が定められています。適時

総則的な規定が二つありますので、それを先に

開示におきましては、このプリンシプルベースの

見ておきたいと思います。

規定で足りると考えることも不可能ではありませ
ん。しかし、細目を定めないプリンシプルベース

（１）誠実な業務遂行（上場規程 401 条)

では、規定の遵守を求められる上場会社の判断が

「上場会社は、投資者への適時、適切な会社情

難しくなりますし、規制が不明確なためにかえっ

報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすもの

て遵守されないおそれがあるということは、適時

であることを十分に認識し、常に投資者の視点に

開示の沿革で述べたとおりです。それゆえ、現在

立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹

のようなルールベースの規定を併用した上場規程

底するなど、誠実な業務遂行に努めなければなら

になっているものと思われます。

ない」というものです。

ただし、上場規程 402 条以下で個別的に定めら

これは第４章「上場管理」の第１節総則の規定

れている決定事実や発生事実などにはそれぞれバ

でありまして、本日扱います第２節「会社情報の

スケット条項が設けられていますので、本条を根

適時開示等」に加えて、第３節「上場後の手続」、

拠に開示が必要となる場面というのは、実際には

第４節「企業行動規範」などの総則的な定めとな

極めて限定的ではないかという気がします。

っています。会社情報の開示を中心とした誠実な
業務遂行に関する基本理念を説くものでありまし

３．会社情報の開示（上場規程 402 条）

て、何となく金商法で金融商品取引業者に求めて

（１）インサイダー取引規制との比較①～重要事

いる誠実公正義務に似たようなものかなという印

実の内容

象を持ちました。

インサイダー取引規制と適時開示規制は極めて
類似していると述べましたが、異なる点も少なく

（２）適時適切な会社情報の開示の実践（上場規

ありません。大筋では金商法のインサイダー取引

程 411 条の２）

規制と重要事実の範囲は同じですけれども、適時

第２節「会社情報の適時開示等」に適用される

開示規制の方がより広く詳細に定められています。

規定でありまして、上場規程 402 条などに定める

上場規程 402 条１号の決定事実について申し上

適時開示が最低限の要件、方法等を定めたもので

げますと、ａ～ｚは金商法や有価証券の取引等の

あることを明らかにしています。それゆえ上場会

規制に関する内閣府令（以下「取引規制府令」と

社は、会社に生じた情報の個別具体的な事情に照

いう）とほぼ同じですけれども、aa 以下は適時開

らして、投資者の投資判断に影響を与えると想定

示独自の定めとなっています。

される事情が存在する場合には、その内容の適時

また、金商法 166 条２項３号の売上高等の予想

開示を積極的に行うことが求められています（ガ

値に差異が生じた場合に関する規定については、

イドブック 26 頁）。

上場規程 402 条ではなく、予想値の修正等として

本条の性格としましては、投資判断に影響を与

上場規程 405 条に別途定めが置かれています。

えるような事態が生じた場合には迅速に開示せよ
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（２）インサイダー取引規制との比較②～軽微基

すなわち、「取締役会決議などの形式的な側面に

準の定め方

とらわれることなく、実態的に判断することが求

次に、軽微基準の定め方についても若干の違い

められ、上場会社自らの意思による決定事実につ

があります。

いては、会社の業務執行を実質的に決定する機関

まず、適時開示規制では、軽微基準を定めない

による決議・決定が行われた時点での開示が必要

場合も少なくありません。金商法のインサイダー

になります」とガイドブックでも説明しています

取引規制で軽微基準が定められていても、例えば

（27 頁）。

組織再編ですとか剰余金の配当、あるいは株式の

とはいえ、実務上は、株主総会決議事項及び取

分割などのように軽微基準が設けられていないも

締役会決議事項につきましては、取締役会決議後

のも少なくありません。

直ちに開示するのが一般的でありまして、これを

それから、軽微基準にも違うところがあります。

前倒しして開示している事例は、私は見たことが

金商法のインサイダー取引規制では、原則的に売

ありません（これに関連して、伊藤祐介「適時開

上高など上場会社単体の指標が基準になりますが、

示制度の概要について（前編）」（月刊監査役 673

適時開示規制では、連結売上高など連結の指標も

号 61 頁）参照）。株主総会決議事項についても、

併せて基準になっています。また、インサイダー

取締役会で総会に付議することを決定したときに

取引規制では売上高・総資産・純資産等に対する

開示するという点は要注意なところではないかと

比率で基準が示されていますが、適時開示規制で

思われます（ガイドブック 51 頁）。

はこれに経常利益ですとか当期利益に対する比率
が加わります。

（４）決定事実（上場規程 402 条１号）

投資判断に与える影響として、売上高などと並

次に、決定事実から各項目をかいつまんで見て

んで利益も重要であることや、連結ベースでの企

いきたいと思います。

業分析が一般的に用いられていることから、この
ような形をとっていると説明されますが、個人的

ａ…募集株式・募集新株予約権の発行等

には、適時開示規制の方が取引規制府令よりも合

募集株式発行、自己株式処分、募集新株予約権

理的なルールではないかと考えます。

の発行、自己新株予約権の処分、株式・新株予約
権の売出しを行うことを決定した場合に直ちにそ

（３）インサイダー取引規制との比較③～開示時

の内容を開示することが求められています。

期

敵対的買収防衛や MSCB、MS ワラントについては
発生事実につきましては、事実を認識した時点

別途特別な定めが置かれています。これは加藤先

で直ちに開示が求められるので大きな問題はあり

生が今年６月の本研究会で扱われたところですの

ません。問題になるのは決定事実の方です。

で、そちらに譲りたいと思います。

インサイダー取引規制では、ご案内のように判

開示事項は、公募増資か株主割当・第三者割当

例上（日本織物加工事件最高裁判決（最判平成 11

などの割当形態に応じて開示すべき項目が詳細に

年６月 10 日刑集 53 巻５号 415 頁））、「商法所

定められています。

定の決定権限のある機関には限られず、実質的に

第三者割当の場合には、原則 10 日前までに事前

会社の意思決定と同視されるような意思決定を行

相談することが求められています（ガイドブック

うことのできる機関」の決定がなされた段階で決

64 頁）。

定の時期を捉えています。適時開示規制も、基本

売出しにつきましては、大株主（大口新株予約

的には同じタイミングで決定時期を捉えています。
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権者）が保有する株式（新株予約権）を処分する

ものでありますから、厳密に言うと、決定事実と

程施行規則 401 条１項１号に定められています。

いうよりも発生事実に近いようにも思えます。し
かし、事前に会社が株主等と交渉したうえで行わ

ｅ…自己株式の取得

れるのが一般的ですし、上場会社が開示手続をと

業務執行を決定する機関が会社法 156 条１項等

ることは確かですので、ここに分類されているの

の規定による自己株式の取得を行うことについて

だと思います。

の決定をした場合に、開示が求められます。一般

売出しとやや類似したものとして、立会外分売

的には、取締役会で株主総会に議案を付議するこ

も適時開示の対象となっています。
（事務局補注：

とを決定した段階で開示されます（ガイドブック

立会外分売については、東証業務規程 46 条２項に

126 頁）。株主総会で決議が成立したこと自体は

おいて、取引所による分売要領発表前の取引参加

開示対象ではありません。また、会社法 165 条２

者の買付勧誘が原則として禁止されているところ、

項に基づく定款授権の自己株式取得につきまして

例外的に、発行体が報道機関に対して分売を公開

は、開示事項の an「定款の変更」に基づいて、取

し取引所に通知のうえその旨開示がなされれば、

締役会で株主総会に付議することを決定した時点

買付勧誘が認められるとされていることもあり、

で開示が求められまして、取締役会で枠決議の決

立会外分売の実施に係る証券会社及び上場会社の

定をした時点で開示がなされるという段取りにな

実務において、慣行的に開示が行われている。）

るのではないかと思われます。

本項目に該当する場合には、同時にｐ「業務提

また、自己株式の取得期間前に取得が終了した

携」や発生事実のｂ「主要株主・筆頭株主の異動」

場合にも適時開示が必要となると示されています

などに該当する場合もありますので、それらにつ

（ガイドブック 123 頁）。

いても開示することが求められます。

枠決議について開示すれば、個別の取得の決定

公募増資の場合には、開示項目の一つである払

については、インサイダー取引規制上適用除外（金

込金額は未定で、「払込金額の決定方法」として

商法 166 条６項４号の２）とされていることを踏

ブックビルディング方式によるとするのが通例で

まえ、適時開示規制においても開示は求めていな

あるため、募集株式の発行等の決定の開示がなさ

いと説明されています。たしかに会社法 156 条１

れた後も、引き続き「発行価格等の決定に関する

項は自己株式の取得の枠決議についての規定なの

お知らせ」があり、オーバーアロットメントが行

ですが、本当に個別の取得について開示しなくて

われた場合は「第三者割当増資における発行株式

もよいのかどうかにつきましては、個人的にはし

数の確定に関するお知らせ」などが適時開示され

っくり来ないところがありまして、考えがまとま

ます。

りませんので、もし議論があれば後ほど問題提起

次に、IPO につきましては、上場前に適時開示

いただければと思います。

はされません。ですから、該当する場合は上場後

個別の取得の決定も重要事実であることには変

にオーバーアロットメントの結果だけが突然開示

わりがないので、ガイドブックでは、取得後は速

されることが多いです。募集・売出し段階では市

やかに「取得対象株式の種類、株式の総数、取得

場で売買されていませんので、当然といえば当然

価額の総額」を適時開示することが求められてい

で、投資家は必要があれば有価証券届出書等で内

ます。しかしながら、事後開示については、特定

容を確認すればよいということではないかと思わ

の株主からの取得ですとか、ToSTNeT などによる

れます。

取得はともかく、信託方式や投資一任方式で市場

軽微基準については、募集株式の発行等による

取得する場合には、そのような開示をすることは

払込金額が１億円未満の場合には適用除外と、規

恐らく会社としても無理ではないかと思われます。
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この場合は、自己株券買付状況報告書（金商法 24

ｌ…会社分割

条の６）の法定開示におきまして定期的に処理状

ｉ～ｌの四つをまとめて「組織再編」とされて

況を示すほかないのではないかと思われます。

います。軽微基準はなく、簡易・略式の区別もな

自己株式の消却をする場合は別途開示が必要と

く、完全子会社との組織再編や休眠会社との組織

なると言われていまして、これはバスケット条項

再編等業績に与える影響が軽微なものについても

の対象となるのではないかと思われます。

開示せよとガイドブックには定められています
（168 頁）。これがどうしてなのか私にはよく分

ｆ…株式・新株予約権の無償割当て

かりませんで、この後にあります「事業譲渡等」

軽微基準は設けられておらず、ライツオファリ

には軽微基準がありますので、組織再編について

ングで使われる場合は、コミットメント型とノン

も何か軽微基準があってもいいのではないかと思

コミットメント型で開示事項が異なるという説明

うのですが、後ほどご教示賜れれば幸いです。

がありました。

開示時期は、株主総会決議が必要な組織再編で
あっても、例えば合併契約締結時点で開示が求め

ｇ…分割又は併合

られ（ガイドブック 179 頁）、合併契約を承認す

インサイダー取引規制（金商法 166 条２項１号

る議案を総会に付議することについては、開示は

へ）では分割のみですけれども、こちらでは分割

不要のようです。これについては、招集通知の議

に加え併合についても定めが置かれています。ま

案として開示されるということではないかと思わ

た、分割につきましては取引規制府令で軽微基準

れます（規程施行規則 420 条１項）。

が設けられていますけれども（取引規制府令 49 条
１項３号）、適時開示規制では設けられていませ

ｍ…事業譲渡等

ん。

一部譲渡の場合の軽微基準は、既に述べたとお

株式併合がスクイーズアウトで使われる場合に

り、インサイダー取引規制の基準に連結基準、利

は、対応した開示が別途必要となります。これは

益基準が加わるということです
（規程施行規則 401

飯田先生が以前ご報告されたところかと思います。

条２号）。事業の譲受けのほか、他の項目につき
ましてもおおむね同じような基準が用いられてい

ｈ…剰余金の配当

ます。

インサイダー取引規制（取引規制府令 49 条１項
４号）と異なり、剰余金の配当につきましても軽

ｏ…新製品等の企業化

微基準はありません。前期と変更がない場合も無

先ほどの事業譲渡等の軽微基準と同じく、「当

配とする場合も、全て開示対象とされています。

該企業化による連結売上高の増加見込額が直前連

剰余金の配当に類似するものとしてしばしば適

結会計年度の連結売上高の 10％に相当する額未満」

時開示されているものには、株主優待制度の創設

等の三つの要件を満たした場合には、開示は不要

や内容の変更、廃止がありますけれども、これも

とされています。

バスケット条項に基づいて開示対象となるのでは

これについては３点ありまして、一つ目は、影

ないかと思われます。

響が軽微なものは除くということですけれども、
石田先生がフェアディスクロージャー・ルールに

ｉ…株式交換

ついてご報告された折に、東証の方から、新製品

ｊ…株式移転

を宣伝する目的で適時開示をするような企業があ

ｋ…合併

って、こういうのは問題だというお話がありまし
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た。不適当なものは、恐らく前述の事前説明等に

開示が必要な場合は残りうると解すべきであり、

おいて排除することになるのではないかと思われ

これは新製品等の企業化についてだけではなく、

ます。

適時開示一般に言えることだと考えています。開

二つ目に、該当するか否かの判断ですけれども、
新製品の企業化というのはなかなか判断が難しい

示の根拠はバスケット条項になるのかなという気
はします。

場合が少なくないと思うのですけれども、「該当
しないことが明らかでない場合を除く」とあるの

ｐ…業務提携・業務提携の解消

で、明らかに影響が軽微な場合以外は開示が必要

軽微基準が設けられています
（規程施行規則 401

になるのではないかと思われます。

条４号）。

三つ目に、会社の売上等への影響と株価への影
響とは別ではないか、というちょっとした問題提

ｕ…上場廃止等

起です。重要な情報のみ開示させるために実務上

上場会社の申請による上場廃止の場合です。海

基準を求める必要があること、また、基準が客観

外の取引所等における預託証券の上場についても

的に明快なものでなければいけないということで、

開示が必要となります。

軽微基準が定められているということは十分に理
解できるところです。ただ、軽微基準の枠内であ

ｘ…公開買付け

っても、投資判断に重要な影響があるものがある

業務執行を決定する機関が公開買付けを行うこ

のではないかと思われます。

とについての決定をした場合に、開示が求められ

例えば、仮にＰ社の競争相手のＱ社が画期的な

ます。自社が公開買付けの対象となる場合は次の

新製品の販売を開始して売上げ等を伸ばしたとし

ｙに該当します。

ます。この場合、当該製品の市場規模が一定だと

公開買付けの適時開示が行われた数日後に公開

すると、Ｑ社の株価は上昇して、Ｐ社の株価は下

買付開始公告がなされるのが一般的です。他社株

落することが予想されます。このとき、Ｐ社がＱ

式に対するもの、自社株式に対するもののいずれ

社と同等あるいは同等以上の品質・性能を有する

も対象となります。軽微基準等は定められていま

新製品を販売することを決定したとします。公表

せんので、公開買付けが義務付けられる場合のみ

されれば恐らくＰ社の株価は反転上昇に転ずるこ

ならず、つい数か月前に伊藤忠がデサントに対し

とが予想されます。ここで軽微基準の要件を当て

て行った公開買付けのように、法律上公開買付け

はめると、Ｐ社の連結売上高や利益等は前期と比

の手続を義務付けられていない一部株式に対する

べて大きな影響は受けない可能性がある。競争相

公開買付けの場合にも、開示が必要だということ

手にマーケットシェアを奪われて本来売上高や利

です。

益が大幅に減少するだろうと皆が予想していたと

期間の延長、買付条件の変更を行う場合には、

ころ、そうはならなかったということで、軽微基

「開示事項の変更」として開示が必要となり、公

準を直接当てはめると開示は不要ということにな

開買付けが終了した場合にも、結果を開示する必

ります。しかしながら、Ｐ社の株価は売上げ・利

要があります（ガイドブック 186 頁）。

益の将来的な減少を予想して下落していたわけで

公開買付け後に二段階買収が行われる場合には、

すから、新製品の販売によって、たとえ売上高や

当該二段階目の行為について決定した時点で開示

収益が変わらなくても、売上等の減少を回避する

することが必要だということですが、近年は公開

という事実は株価上昇の材料になるはずです。そ

買付け時点で株式等売渡請求ないし株式併合によ

うであれば、軽微基準に該当する場合であっても

り完全子会社化する等の開示がされるのが一般的
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ではないかと思われます。

け付けないという特殊な内容だったので、投資判

MBO につきましては、既に飯田先生が担当され

断上重要な情報と言えました。もしかしたら東証

たところですので、そちらに譲りたいと思います。

の照会手続によるのかもしれませんが、事後に会
社は開示をしたのですけれども、委任状勧誘の扱

ｙ…公開買付け等に関する意見表明等

いについてはどうも徹底されていないように思わ

ｘは自社が公開買付けを行う場合の開示である

れます。近年、委任状勧誘を利用する機会が増え

のに対して、ｙは公開買付けの対象会社になった

てきていますので、委任状勧誘の開示についても

場合の開示です。

ガイドブック等に記載した方がよいのではないか

自社株券に対する公開買付けが行われることを

という気がしています。

知った場合にも、その旨を開示することが求めら
れます。公開買付者が上場会社であれば、相手方

ｚ…役員・従業員に対するストックオプションの

によりｘで適時開示がなされるのですけれども、

付与

公開買付者が非上場会社である場合には、公開買

有利発行に該当するものとして株主総会に付議

付者のプレスリリースを参考資料として自社の開

する場合には、取締役会で付議内容を決定した段

示資料に添付することが求められるということで

階で有利発行に該当する等の適時開示をして、総

す（ガイドブック 210 頁）。自社が公開買付けの

会後に取締役会が総会の委任に基づいて募集事項

対象となる場合の開示は、決定事実ではなく、発

を決定した場合には、その内容についても適時開

生事実に分類されるのではないかと思われます。

示することが求められるとガイドブックには書か

なお、公開買付けに関連しまして、支配権争奪

れていましたが（159 頁）、一般的には、ストッ

の手段として、近年委任状争奪戦が行われること

クオプションは新株予約権の有利発行としてでは

が少なくありません。結果次第では株価が変動す

なくて、取締役報酬として議案が上程されるので、

るものですから、投資者の投資判断に及ぼす影響

それを付議する場合に開示が必要になるのではな

は少なくないと考えられます。そのため、会社が

いかなという気がしました。

委任状勧誘を行う場合には適時開示の対象に含ま

それから、「その他のストックオプションと認

れると考えるべきです。

められるもの」とは、当該会社・子会社の役員・

他方、株主が委任状勧誘を行う場合につきまし

従業員以外、例えば関連会社の役員・従業員に付

ても、自社が公開買付けを受けた場合に準じて会

与される場合を意味するとガイドブックには書か

社が適時開示をすべきではないかと思われます。

れています。この場合には、ａの新株予約権の第

株主による委任状勧誘は、適時開示をする会社も

三者割当に該当する場合もありますので、そうい

ありますけれども、どちらかというと適時開示さ

う場合は適時開示がまた必要になるということで

れないことの方が多いようです。会社が適時開示

す。

することで当該事実が周知され、株主側に有利に
なるのを避けたいのだろうかと私などは邪推して

aa…代表取締役又は代表執行役の異動

いますけれども、実務的にはそうではないかと思

代表取締役等の退任等により、後任者が決定さ

われます。

れていなくともその時点で開示が必要となり、そ

2019 年６月の LIXIL グループの定時株主総会で

の後、後任者が決定された時点でも開示が必要に

は、会社は委任状勧誘を行ったのですけれども、

なります。

当初はその開示はなされていませんでした。しか

それから、CEO──最近この肩書を付ける会社が

もその委任状は、会社提案に賛成の委任状しか受

多いですけれども──が異動するとき、それが代
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表取締役等の異動に該当しない場合であっても、

を通じて当該事実が周知徹底されることを目的と

開示することが望ましいとされています。

するもの、あるいは商号変更で当該会社の同一性
が市場で誤解されるようなことがないよう周知徹

ab…人員削減等の合理化

底することにあるのかなというふうに思われます。

こちらも軽微基準が設けられていますが、連結
の売上高・経常利益・当期利益等における見込み

ad…単元株式数の変更等

の減少幅で軽微基準が設けられていまして（規程

2018 年 10 月に、上場会社の株式については単

施行規則 401 条 10 号）、一見するとおかしな定め

元株が 100 株に統一されたので、将来的にはこの

方であるように思われます。というのは、端的に

規定は削除されるのかなと思います。

人員の削減比率、人数の数値基準で軽微基準を定
めればいいように思えるのですけれども、そうし

an…定款の変更

ない理由の一つには、投資判断に対する影響を連

前述のように軽微基準が設けられていまして、

結の売上高・利益等で測るという上場規程の基本

定款変更の理由が次のいずれかに該当する場合に

姿勢があることに加えて、この「合理化」という

は開示は不要であるとされています（規程施行規

ものが人員の削減ばかりではなく、コスト削減を

則 401 条 12 号）。

目的とする施策一切、例えば給与・賞与のカット、

・法令の改正等に伴う記載表現のみの変更

有利子負債の圧縮、支店・営業店舗の統廃合など

・本店所在地の変更

が入る（ガイドブック 284 頁）ため、こういう定

・その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微な

め方になっているのかなと思いました。

ものとして取引所が認める理由

人員等の合理化が、「業務遂行の過程で生じた

影響が軽微であると取引所が認める定款変更の

損害」(退職金の計上見込額など)等の開示項目に

具体例としましては、公告の電子化、責任限定契

該当すること、「業績予想の修正等」の開示が必

約に関する事項の新設及び変更、役付取締役に関

要となることもあるということです（ガイドブッ

する事項の変更及び取締役の任期の短縮などがあ

ク 284 頁）。

ると、
ガイドブックで説明されています（311 頁）。
これでよいのか、もう少し広いのか狭いのかは、

ac…商号・名称の変更

必要があればご議論いただければと思います。

商号等の旧字体から新字体への変更なども広く
含まれるということです。ただし、英文表記や呼

aq…株式等売渡請求に係る承認又は不承認

称の変更は含まれません。商号は定款記載事項で

平成 26 年会社法改正によるもので、発生事実ｎ

すので、変更があれば an「定款の変更」としての

の２「特別支配株主による株式等売渡請求等」が

開示も必要となります。ただし、定款変更は後に

行われた後、この開示が行われることになります。

見ますように軽微基準が設けられており、些細な
定款変更は開示対象ではありません。

ar…いわゆるバスケット条項

商号変更で株価が変動するとは思えず、投資判

①該当事実の扱い

断上の重要性がどれほどあるかは疑わしいです。

会社が特定の情報が開示対象になるか否かにつ

かつてドットコムバブルで、社名にドットコムを

いて事前相談していれば、取引所が開示の要否や

付ければ株価が上がるということもありましたが、

開示すべき事項を指示することができます。会社

あれは極めて例外的な現象ではないかと思われま

が関連する資料を TDnet に登録した場合も、取引

す。この趣旨としましては、商号変更の適時開示

所側が説明すること等を通じて適切な開示が図ら
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れるのではないかと思われます。

損失に計上されるべきもの）が発生した場合であ

他方、これに該当する情報がありながら開示を

って、かつ軽微基準に該当しない場合には直ちに

怠っていた場合にはどのように対応するのかとい

その内容を開示することが求められるとして、規

うのは、一応問題になるかと思われます。既に当

程施行規則 402 条１号に軽微基準が定められてい

該情報がメディアやインターネットに流れている

ます。

のであれば、取引所が照会制度を利用して開示さ

決定事実で多く用いられている軽微基準と異な

せる（上場規程 415 条）という流れになるのかな

り、売上高基準が入っていませんが、これは損害

と思われます。

の評価の仕方ですので、純資産額や経常利益、当
期利益との比率で評価する必要はあっても、売上

②対象事項

高比率で損害の影響といったものを示すのはあま

抽象的に言うと、前述の軽微基準に該当しない

り意味がないからではないかと思われます。

決定事実が全てこれに該当するとされています

軽微基準に該当しても、バスケット条項（x）に

（ガイドブック 324 頁）。該当しないことが明ら

より開示が必要となる場合もあると思われまして、

かでない場合も含みますので、これに該当する範

これは日本商事事件を思い出せばお分かりになる

囲というのは極めて広いと思われます。ただ、軽

かと思います。

微基準に該当しない決定事実という説明でよいの

この事実の発生による影響の見込額と他の要因

か、ちょっと疑問に思うところもあります。

により生じる影響額とを合算すると業績に大きな

もちろん、ガイドブックは軽微基準に当たらな

影響が出ない場合でも、この事実の発生による影

い決定事実を開示せよというだけで、軽微基準に

響の見込額自体が基準に該当すれば開示が必要に

当たるものは開示しなくてもよいとは言っていま

なるとガイドブックでは説明されています（324

せんので、全くおかしいと言うつもりはありませ

頁）。最初どういうことかよく分からなかったの

ん。ただ、投資者の投資判断に影響があるか否か

ですが、恐らく当該事実だけを評価して軽微基準

は、株価関連情報であるか否かが問題でありまし

に当たるかどうかを考えよということではないか

て、当該会社の売上高等への影響が関係するのは

と考えました。

確かですけれども、それに限らないのではないか

開示事項は、「損害・損失の内容」「今後の見

ということです。しかし、これは先ほど新製品等

通し」ですけれども、「損害・損失の見込額の算

の企業化のところで述べたことと重複しますので、

定に時間を要する場合には、損害・損失の見込額

問題提起だけさせていただきたいと思います。

が現時点では不明である旨（概算額が分かる場合
はその額）を開示」すれば足りると書かれていま

（５）発生事実（上場規程 402 条２号）

す（ガイドブック 330 頁）。臨時報告書は適時開

ａ～ｃは金商法の発生事実とほぼ同じで、ｄ～

示よりも遅く、損害額が判明した時点で提出され

ｎは取引規制府令に挙がっているものです。ｎ-2

るので、それで知ればいいということでしょう。

～ｚは適時開示規制特有の定めです（会社法改正
を踏まえたもの等）。

ｂ…主要株主・筆頭株主の異動
主要株主とは、金商法 163 条１項に規定する、

ａ…災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生

自己又は他人名義で 10％以上の議決権を保有する

じた損害

株主をいうということです。

「災害に起因する損害」又は「業務遂行の過程

名義書換えの有無は問わず、新株発行を決定し

で生じた損害」（営業損失、営業外損失又は特別

たこと、主要株主から連絡を受けたことなどによ
- 13 -

って異動が確実と認められた時点、異動を確認し

所有株式数に変化がない場合であっても開示が必

た時点で開示をする必要があります。大量保有報

要となります。

告書で確認した場合にも適時開示が必要となりま
すが、報告された所有株式数と名義ベースでの所

ｎの２…特別支配株主による株式等売渡請求等

有株式数が異なる場合には、参考として名義ベー

当該決定の会社への会社の対応方針が記載事項

スの株数も記載せよというふうに言われています

とされており、承認・不承認の決定をした時点で

（ガイドブック 336 頁）。

決定事実 aq として開示が必要となることはお話
したとおりです。

ｃ…上場廃止の原因となる事実
上場廃止の原因となる事実は、上場規程第２編

ｏ…株式・新株予約券の発行差止請求

第６章に定める上場廃止基準をご参照ください。

ガイドブックの 379 頁では、当該仮処分を求め
る申立てがなされたことを知った場合にも開示が

ｄ…訴訟の提起又は判決等

必要とありますが、この場合は上記ｅ「仮処分命

財産上の請求に係る訴えが提起された場合、又

令の申立て又は決定等」という項目が別途ありま

は当該訴えについて判決があった場合、若しくは

すので、こちらで開示されるのか、あるいはｏの

当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判に

方で開示されるのか、ちょっと私には分かりませ

よらずに完結した場合に開示が求められます。

ん。いずれにせよ開示対象であるのは変わらない

この項目には、訴訟の目的の価額について軽微

ので、細かいことを言っても仕方がないのですけ

基準が定められています（規程施行規則 402 条２

れども。

号）。注意しなければいけないのは、訴訟の見通

ガイドブックでは、新株発行無効の訴えが提起

しがどのようなものであっても、訴訟の目的額等

された場合又は当該訴えについて判決があった場

が軽微基準に該当しないときには開示が必要とな

合も開示せよとされていますが、上場会社では考

るということでして、明らかに会社が勝つ場合で

えにくいのですけれども、新株発行不存在確認の

あっても開示せよということです。

訴えも当然これには入るのでしょう。項目として

訴えの提起には、下級審判決に対する上訴があ

は、「財産上の請求に係る訴え」ではないので、

った場合等も含むということでありまして、会社

これもバスケット条項に入るのかなというふうに

が原告となって訴えを提起する場合には開示は求

考えました。

められていません。訴訟を提起された場合だけで
す。

ｐ…株主による株主総会招集請求

財産上の請求に係る訴えが対象になるので、こ

開示事項は、請求者の概要、請求が行われた年

れに該当しない訴訟提起につきましては、必要に

月日、請求の内容（総会の目的事項、招集の理由）、

応じてバスケット条項での開示が求められるとい

当該請求への会社の対応方針、その他投資者が会

うことではないかと思われます。

社情報を適切に理解・判断するために必要な事項
です。

ｇ…親会社、支配株主の異動
ｂと重なる場合が少なくありませんが、ｇでは

ｑ…保有有価証券の含み損

親会社等の概要の記載が比較的詳細に求められて

保有有価証券の全部又は一部について、連結会

います。また、発行済株式数の増加により既存の

計年度又は四半期連結会計期間の末日における時

親会社の議決権比率が 50％を下回った場合など、

価額が帳簿価額を下回った場合には開示が求めら
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れます。この場合、規程施行規則 402 条９号で軽
微基準が設けられています。

ここでも発生事実などの軽微基準に該当する場
合が例示されていますけれども、決定事実で述べ

ｑは含み損についての開示ですが、保有有価証

たとおり、軽微基準に該当する場合であっても、

券の評価に関する適時開示については、評価損を

このｘに該当するものがあるのではないかという

計上した場合にａ「災害に起因する損害又は業務

問題提起だけさせていただきたいと思います。

執行の過程で生じた損害」に該当し、評価益を計
上した場合にｘ「その他上場会社の運営、業務若

３．決算短信等（上場規程 404 条）

しくは財産又は当該上場株券に関する重要な事実」

（１）決算短信の開示

に該当するなど、他の項目で開示が必要となりま

決算や四半期決算情報の速報版である決算短

す。

信・四半期決算短信について定めるものです。決
算の内容が定まったときには、直ちにその内容を

ｔ…公認会計士等の異動

開示することが義務付けられていますが、投資者

「公認会計士等の異動」とは、上場会社の公認

の投資判断に与える影響の重要性を踏まえて、決

会計士等が退任することや、会社の監査を担当し

算期末の経過後速やかに決算の取りまとめを行う

ていなかった公認会計士等が新たに監査担当に就

ことが望まれ、決算短信につきましては、遅くと

任することなどをいいます。監査法人内の業務執

も決算期末後 45 日以内の開示が適当で、30 日以

行社員の異動については、当該開示の対象には含

内の開示がより望ましいと要請されているところ

まれません。監査法人の合併で、解散する監査法

です（ガイドブック 405 頁）。50 日を超えた場合

人の監査証明等を受けている会社は開示が必要と

には、理由を開示する必要があるとされています。

なります。

従来は立会終了後に開示されることが多かった
ように思いますけれども、情報伝達の迅速化など

ｖ…監査報告書等に不適正意見等の記載

を踏まえて、立会時間中であるか否かを問わず、

開示事項として監査報告書等の内容が含まれま

迅速な開示が求められているところで、最近は立

すが、2020 年３月期からは意見の根拠も記載され

会時間中の開示もかなり頻繁に行われていること

るので、その内容も開示されます。

はご案内のとおりです。

ｗ…株式事務代行委託契約の解除通知の受領等

（２）2017 年の改定

株式事務を東証の定める代行機関に委託するこ

決算短信につきましては、2017 年に金融審議会

とを義務付けているため（上場規程 424 条）、委

ディスクロージャーワーキング・グループの報告

託しないことになった場合は上場廃止となります。

を受けまして簡素化されたところです。2017 年３
月期から決算短信等の簡素化が図られ、決算短

ｘ…その他上場会社の運営、業務若しくは財産又

信・四半期決算短信の開示の自由度を高めるとと

は当該上場株券等に関する重要な事実

もに、速報としての役割に特化するため、作成要

発生事実におけるバスケット条項がｘに定めら

領等を改定しました。取引所が定める短信の様式

れていまして、個別列挙している項目以外で上場

のうち、本体である短信のサマリー情報について

会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券

は、上場会社に対して課している使用義務を撤廃

等に関する重要な事実で投資者の投資判断に著し

して、付属資料である短信の添付資料と同様、短

い影響を及ぼすものについて開示を求めるもので

信作成の際の参考様式として、上場会社に対して

す。

その使用を要請することに改められました。
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さらに、監査・四半期レビューが不要なことの

きさよりも、アナリストなどの外部の市場の専門

明確化（ガイドブック 406 頁）、速報性に着目し

家の事前予想とのずれの大きさの方に大きく反応

た記載内容の削減、開示を要請している事項の限

するのが一般的です。つまり、重要性基準の範囲

定等による自由度の向上が実施されています。

内に収まるものであっても、事前の市場予想との
違いが大きければ株価は大きく反応するので、投

（３）将来予測情報の開示の要請

資者の投資判断に影響を及ぼす。そうであれば、

個別業績予想などの将来予測情報を開示するこ

軽微基準に当たる場合でも、場合によると開示義

とが要請されています。背景や前提条件など投資

務があるというふうに考えるべきではないかと思

者の理解を促す情報の開示が推奨されます。

われます。
最初、上場規程 411 条の２について、適用範囲

４．予想値の修正等（上場規程 405 条）

はほとんどないのではないかと述べましたけれど

（１）業績予想の修正（１項）

も、予想値の修正等については、バスケット条項

上場会社に属する企業集団の売上高、営業利益、

のようなものはありませんので、軽微基準に該当

経常利益又は純利益について公表された直近の予

する場合であっても、上場規程 411 条の２に基づ

想値（予想値がない場合には前年度の実績）と比

いて開示することになるのかな、という印象もあ

較して新たに算出した予想値又は決算において差

ります。

異が生じた場合には、開示が求められます。この

以上、報告を終わりたいと思います。どうもあ

開示義務には軽微基準が設けられていまして、新

りがとうございます。

たに算出された予想値等が売上高で上下 10％、営
業利益、経常利益、純利益で上下 30％の範囲内に

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

とどまっていれば開示は不要とされています（規
程施行規則 407 条各号）。

【討
○伊藤

論】
ありがとうございました。

（２）配当予想、配当予想の修正（２項、３項）

ご報告の内容についてまとめて議論させていた

剰余金の配当について予想値を算出した場合、

だければと思います。ご質問、ご意見をいただけ

公表された直近の予想値と比較して新たに算出し

ますでしょうか。

た予想値に差異が生じた場合には、その内容を開
示する必要があるとされています。

【インサイダー取引規制と適時開示規制のバスケ

１項の業績予想と異なり、配当予想の修正に軽

ット条項の解釈】

微基準は設けられていませんので、常に開示が必

○川口

本日のご報告では、インサイダー取引

要となります。

規制の重要事実との比較がなされていました。適

基準日が異なるものは別個の配当と扱われまし

時開示規制が導入されたとき、開示項目としては

て、例えば「中間配当５円、期末配当５円」を「中

インサイダー取引規制の重要事実と類似したもの

間配当取止め、期末配当 10 円」と変更する場合に

が定められました。これは、会社に重要情報があ

も適時開示は必要だと説明されています。

るからインサイダー取引が起こるので、それを開

業績予想や配当予想の修正についても、先ほど

示させればインサイダー取引を予防することがで

から再三述べています議論が妥当するように思わ

きるという趣旨であったかと思います。その後、

れます。市場の株価の動きを見れば分かりますよ

今日のご報告にもありましたように、適時開示の

うに、業績予想の修正は、会社予想の修正幅の大

項目がどんどん増えているわけです。
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他方で、当時から、適時開示規制とインサイダ

囲も同じと考えられていたのではないかと思いま

ー取引規制に共通のものとして包括条項、すなわ

す。その後、適時開示規制で開示事項が増えてい

ちバスケット条項があります。梅本先生は、適時

ますが、それにつれて、規定が同じまま、解釈に

開示規制で、このバスケット条項が広い範囲で適

より適用範囲が拡大されていることに、少し違和

用されるという話をされました。もっとも、条文

感があったということです。

自体を見ますと、インサイダー取引規制の包括条

○梅本

項と全く同じなのですね。「投資判断に著しい影

るのですけれども、もしかしたらほかの先生方か

響を及ぼすもの」と全く同じ用語を使っています。

ら違う意見があるかもしれません。

私の先ほどの回答はそういうことにな

同じ条文でありながら、適時開示規制の包括条項
の適用を拡大していくというのは、どのように説

【適時開示義務違反のペナルティー】

明がつくのでしょうか。

○舩津

○梅本

バスケット条項の解釈の仕方……。

どのようなペナルティーがあるのかという、前提

○川口

はい。インサイダー取引規制と全く同

を確認させていただきたいと思います。違反とい

じ条文を使っていながら、適時開示規制の範囲が

ってもどこまでが違反なのかというところもある

より広くなってきているという現状をどう考えた

とは思うのですけれども、それとの関係で、若干

らよいかということです。

話題がそれますけれども、ガイドブックどおりで

○梅本

ないということは違反になるのかどうかというこ

うまく答えられるかどうかは自信がな

上場規程 402 条等に違反した場合には

いのですけれども、インサイダー取引規制のバス

とを含めてご教示いただければと思います。

ケット条項は、規制当局が違反をした者に対する

○梅本

課徴金や刑事手続に移る際に用いられるものです

は、今年４、５月の本研究会で松井先生や伊藤先

ので、ここについては、事実上あまり広くは考え

生が報告されましたように、上場規程に関するエ

られないのかなというふうに考えています。

ンフォースメント、この総論的なところが妥当す

適時開示規制に違反した場合について

これに対して、適時開示規制のバスケット条項

るのではないかと思われまして、改善報告書です

は、重要事実が発生したかどうか微妙なときはと

とか、違約金ですとか、極端な場合は上場廃止と

りあえず開示しておこうということですので、事

いったサンクションがあるのではないかという気

実上たくさん開示されている。ただ、ご承知のよ

がいたします。

うに、関連情報かどうかというのは開示してみな

ガイドブックに違反した場合にどうなるのかで

いと分からないものが少なくないので、事実上広

すけれども、これはむしろ私が取引所の方にお聞

くなっていますけれども、理論的にはそこまで開

きしたいところです。実際に開示された場合を前

示しなくてもいいのではないかという場合も少な

提にして、例えば、会社が適時開示情報を TDnet

いのかなという気がします。

で登録しましたと。すると、東証の担当者から事

それで、お答えになるのか自信はないのですが

前説明を求める電話が入りました。そこで、こう

……。
○川口

いった事実の開示が必要ですよねということで、
法令と自主規制の規定が全く同じであ

ガイドブックに記載された内容を示されました。

ったときに、両者で解釈を変えてもよいかどうか

ところが、会社はそれとは全く違うようなものを

という話ですね。一般的には、解釈が異なるとし

TDnet に載せようとしたと。資料を送付して、取

て、それは、両者で規制の趣旨が違うからという

引所はそれをそのまま開示するのかどうなのかと

説明になるのでしょうかね。ただし、規制導入当

いうのは一つ問題になるのですけれども、それが

時は、列挙事項も同じで、おそらく包括条項の範

そのまま載った場合に、取引所がどういう対応を
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とるかということなのでしょうか。

うふうに認識しております。

そうであれば、まず開示審査にありますように、

したがいまして、例えば正式な処分として開示

上場規程 412 条で、投資判断上誤解を生ぜしめる

が不十分であるといったような改善報告書を求め

ものではないこと、適正性に欠けていないことと

るときに、ガイドブックどおりにやっていないか

いった項目に該当するので──いや、そもそも該

らという理由は当然のことながら申しません。

当するかどうかですね。上場規程にはどうやら違

ではどうするかというと、「手続の流れ」とし

反していないけれども、ガイドブックどおりの開

てご報告いただきましたように、基本的に上場会

示項目を遵守していない。そうした場合に、東証

社が適時開示をするときには、TDnet で正式に公

の側で、開示審査でこれはだめだろうと、改善報

表する前に、我々の方の上場会社担当者にドラフ

告書を出せということになるのかどうなのかとい

トを見せていただいて、必要であれば修正をお願

うことなのでしょうかね。

いするという手続をとっております。

いや、私は流れを整理することぐらいしかでき

したがいまして、例えば、明らかにこれは記載

ません。申しわけありません。

するべき、投資判断上重要な事項であるのに書い

○伊藤

手続とともに東証にお教えいただいた

ていないという場合には、追記あるいは修正をす

方がいいかもしれないですね。まずは、ガイドブ

るように上場会社担当者から要請します。そこに

ックどおりでない適時開示情報が載ることがあり

ついてはご報告の中にもあったように規則の条文

得るのかどうかということですね。

がありますので、もし我々として開示が必要だと

そして、適時開示情報として載る前に東証のチ

判断して、それについて記載が足りないという場

ェックが必ず入って、東証が許可しなければ適時

合には、それを根拠とした何らかの指摘あるいは

開示情報として載らないのであれば、たとえガイ

処分等の対象になり得るというふうに思っており

ドブックどおりでないとしても、東証の判断が既

ます。

に入っているのだから大丈夫だと考えてよいかど

それから、結局規則に書いてありますのは、ご

うか。

報告にもありましたように、重要と認める事項に

そのあたり、もしよろしければお教えいただけ

ついては書きなさいということですので、それが

ればと思うのですけれども。

実質的な判断としてどうなのかというところを事

○菊池（東証上場部統括課長） ※ 当該回の研究

後的に判断していく。それは場合によっては争い

会に傍聴者として出席

になるのかもしれませんけれども、そういったと

東京証券取引所上場部の菊池と申します。

ころを意識しながら判断をしているということか

どこまでご質問の趣旨に沿ったお答えができる

と思います。

かというところはやや自信がない部分もあります

お答えになりましたでしょうか。

が、ご報告の冒頭にありましたガイドブックとい

○伊藤

ありがとうございます。

うのはどういう位置付けなのだろうかというとこ
ろに関しましては、我々としましては、あくまで

【開示時期～インサイダー取引規制との比較】

も規則の枠内の規則の解説書といいますか、もっ

○前田

と分かりやすく言うと、上場会社の適時開示担当

較の話に戻らせていただきたいのですけれども、

者が実際に適時開示を行ううえで参照する実務上

開示の時期について、レジュメの６ページで、ガ

のマニュアル、あるいは東証からこういったとこ

イドブックでは適時開示規制とインサイダー取引

ろに気をつけて開示をしてくださいという要請事

規制との間で開示の時期は基本的に同じであると

項などを事細かに記載して取りまとめたものとい

いう立場がとられているというご説明がありまし
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先ほどのインサイダー取引規制との比

た。
しかし、インサイダー取引規制との関係では、

【インサイダー取引規制と適時開示規制のズレ】

例えば合併の場合で言いますと、具体的な会社と

○久保

合併の交渉を始めるということを社長が側近の役

ところで、ひょっとしたら川口先生のご質問のと

員と相談して決めたということでも、恐らくは合

ころでお答えになっているかもしれないので、確

併を行うことについての決定があったと従来は考

認ということになるのかもしれませんが、１ペー

えられてきたのではないかと思います。インサイ

ジから２ページで、適時開示規制の対象となる事

ダー取引規制の趣旨からすると、決定があった時

実とインサイダー取引規制の対象となる事実が違

期を早めにとらないと不公正な取引を抑えられな

うとあります。あるいは軽微基準についてもそれ

いことになると思うのですけれども、他方で適時

なりに異なる規定が設けられているというところ

開示規制の方は、余り早い未成熟な情報であって

で、今の前田先生のご発言の中にもあったのです

は、むしろ適正な価格形成を阻害してしまうとい

けれども、インサイダー取引規制が不公正な取引

う問題があると思うのですね。ですから、決定の

を防ぐためのものであるのに対して、適時開示規

時期は、適時開示規制の方は、インサイダー取引

制は適正な価格を形成させるためのものであるの

規制よりもずっと後でいいと考えるべきだと思う

で、こういうずれが発生しているのではないかと

のです。そして梅本先生のご報告では、実務では、

いうようなご説明がここにあるかと思うのです。

適時開示の方は取締役会決議後に開示するという

ただ、インサイダー取引規制の趣旨が、形成され

運用がなされているということであり、私はこの

るべき価格と現在の市場価格とのずれを利用して

運用は理論的にも正当化されるべきものではない

不公正な取引をすることを防止することだとする

かと思うのですけれども、いかがでしょうか。

と、適正な価格に影響が及ぶような事実であれば、

○梅本

全くおっしゃるとおりだと思います。

それはやはりインサイダー取引規制でも対象にす

○川口

でも、それでは、遅過ぎるような気も

べきではないかというような気もするのですね。

しますね。取締役会決議前でも、実質的に決定が

そうだとすると、にもかかわらず、なぜずれる

なされているのであれば、その段階で開示すべき

のだろうと。例えば分割と併合は似たような影響

なのではないでしょうか。その時期の判断が難し

を及ぼすかもしれないのに、片方は対象になって、

いというのは分かるのですが……。

片方は対象になっていない。それは適正な価格形

○志谷

成に影響が及ぶからだと考えているのだとすると、

流動的な情報ですから、どのあたりで

今の点と関連しますが、ちょっと違う

確実性があるかと言い出したら、まさに前田先生

なぜずれるのだろうという疑問が出てくると思う

のように考えるのかなと思いつつも、川口先生の

のですけれども、なぜインサイダー取引規制の方

ようなご見解もあるなということで、ちょっとど

が比較的狭いような形で規定をしていて、適時開

ちらかなと迷うところですけどね。

示規制の方がより広く規定をしているのだろうと

○前田

いうところについて、梅本先生のお考えをお聞か

開示するほどに熟した情報になってい

るかという観点からすると、適時開示規制の方は、

せ願えればと思います。

インサイダー取引規制の決定の時期よりは随分後

○梅本

ろかなという気がするのです。

との間にずれが生じる理由は幾つかあると思うの

○川口

その点は、私も同意します。

です。一つは、例えば東証の適時開示規制では、

○前田

その時期が取締役会決議の時点でいい

平成 26 年会社法改正を踏まえて、株式等売渡請求

のかということは、確かに議論のあり得るところ

などの細かな規定を入れていますけれども、イン

だと思います。

サイダー取引規制の方は、やはり取引規制府令と
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インサイダー取引規制と適時開示規制

いう法令である以上、遅れが生じてしまい、迅速・

う考え方もあるいはあり得るのかと思ったのです

柔軟に対応していないのかなと。だから、適時開

けれども、先ほどの議論の中で、やはり趣旨が多

示規制の方は新しいものをきちんと適切に取り込

少違うのだということになってくると、それで説

むような柔軟性があるけれども、インサイダー取

明できるのかどうかというのは、今私も余り整理

引規制の方は法令で規定されているということも

し切れていないので、議事録に残すためだけに発

ありそこまで追いついていないということです。

言しておきますけれども、どうなのだろうなとい

もう一つは、東証の市場設営者としての価格形

うところでちょっと悩みました。

成に対する敏感さというのがあるように感じます。

○舩津

インサイダー取引規制と適時開示規制

例えば、軽微基準の定め方についても、連結も入

をなぜ比べなければいけないのでしょうか。前田

れ、利益基準も入れ、洗練された規定になってい

先生のおっしゃったことだと思うのですけれども、

るのに対して、法令の方は、かなり古くさい感じ

取引してはいけないというルールと開示しなさい

の軽微基準しか定められていない。適時開示規制

というルールですので、むしろ自主規制か法令か

の方が明らかに合理性がある。こういった違いが

という話で比べるのであれば、臨時報告書と適時

あると思います。

開示を比べるべきであって、インサイダー取引規

恐らく先生のご質問はもう一つ別のところなの

制はちょっとまた違う世界というふうに考えた方

でしょうかね。私も分からなかったのは、組織再

が、そのレベルだと正しいのかなという気はしま

編について軽微基準が置かれていない理由は何な

すけれども。

のかというところがあるのかなと思います。これ

○久保

は私も分からなかったところです。

が及ぶから開示しなさいというのが適時開示規制

素朴な疑問として、価格に対して影響

さらに、例えば剰余金の配当について軽微基準

だとすると、その価格を利用して不公正な取引を

が設けられていないのは、配当というのは毎期変

やろうとするのであれば、インサイダー取引規制

わるのだと。昔は前期と同じような配当がずっと

でも押さえなければいけないのではないか、とい

続くことが多かったので、その辺で大きく違わな

う話です。

かったら、もうそのようなことはインサイダー情

ただ、今はインサイダー取引規制の方が狭いの

報にしなくていいだろうという議論はあり得たか

で、いや、法律はそこはあまり重要と考えていま

もしれないけれども、最近は割と柔軟に配当性向

せんという話なのか、といったことをちょっと考

を定めていて配当額が上がったり下がったりする

えたのですけれども。いずれにしても、もうちょ

こともあって、都度剰余金の配当についてチェッ

っと自分でも考えないといけないというところで

クしていこうということで適時開示規制では軽微

はあるというのは分かりました。ありがとうござ

基準は設けないというのは、それはそれでいいと

います。

思うのです。

○川口

今の点ですが、インサイダー取引規制

ただ、それ以外のものについてなぜ軽微基準が

の保護法益は、一般的に、証券市場に対する投資

設けられていないのかということについては、私

者の信頼の毀損を防止することにあると言われま

もちょっとよく分からないところです。

す。そこで、そこまで至らないものについては規

○久保

制の対象外と考えることもできますね。これに対

ありがとうございます。

最初に考えたのは、法律であることと自主規制

して、投資者の信頼を損なうまでには至らないも

であることの違いといいますか、法律はあくまで

のの、投資判断のための情報提供を広く行うべき

もミニマムスタンダードで、それよりもうちょっ

で、そのために、適時開示が要求されると考える

と厳しいものを取引所は導入しているのですとい

ことはできませんか。このように考えれば、両者
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に差があってもおかしくない、インサイダー取引

……。

規制の方が狭いということも説明がつくような気

○片木

がします。

的にはどこにも入っていないし、投資判断に重要

要するに、それは適時開示情報の項目

な影響を与えるわけではないと。むしろその会社
【支配権争奪過程における適時開示】

側の提案に支持を与えるような情報だという話で、

○片木

レジュメの 11 ページに LIXIL の例を出

適時開示情報とすることは不適切だというような

しておられますけれども、この株主総会は非常に

判断を行う余地があるのでしょうか、ということ

おもしろかったので、会社のリリースを全部フォ

です。

ローさせていただきました。非常に多くのリリー

○梅本

スを出しておられて、その中で適時開示情報とし

助言会社が会社側を支持しているという情報だけ

て出されたものもあれば、適時開示情報ではなか

を適時開示している、といったことでしょうか。

ったものもあり、いろいろとあるのかなと思われ

○片木

ます。

よしとして、株主提案の取締役をよしとしないの

LIXIL の例で言うと、ある議決権行使

会社がなぜ会社側提案の取締役候補を

株主提案権の行使は、適時開示情報の発生事実

かというのは、繰り返しいろいろな形で出してい

のところには入ってはいないのですけれども、様

るのですね。そして、例えば ISS からこういう情

式を見させていただく限り、恐らく適時開示情報

報が出ました、といった話も出しておられます。

として出されたのではないかなと思います。

仮にですけれども、ISS からこういう情報が出ま

それ以外に、例えばアメリカの投資助言会社が

したという話だけをぽっと適時開示情報として出

こういうふうな推奨をしてきましたとか、そうい

されたときには、非常に微妙なところがあると思

う話もいろいろと出しておられるのですね。これ

います。つまり、会社側の提案を支持させるのを

は適時開示情報には入れなかったのではないかな

サポートする情報になり得ると思うのですが。

と。様式がちょっと違うのでそう思うのですが。

○梅本

恐らく、会社側の支持をする情報をス

先ほど委任状はどうなのかという話をされまし

トップさせるのではなくて、グラスルイスが株主

たけれど、こういう支配権の争奪をめぐるような

提案を支持していたというのだったら、ISS が会

状況の中で会社の方がいろいろな情報を出してく

社を支持したという情報を開示するのなら、グラ

る。一応、理屈としては、適時開示の項目として

スルイスが株主提案を支持したという情報も開示

入っていないものであっても、会社としてこれが

しなければ中立性を確保できないでしょう、とい

投資判断上重要だと思ったときにはどんどん開示

う話ではないのですかね。

をしなさい、それに限るものではないのだから、

○片木

という書き方になっているわけです。先ほど製品

社側の提案の一部については支持しない、それか

の宣伝のために使われては困るという話もありま

ら株主の提案の一部については支持するというふ

したけれども、こういういわば支配権の争奪のよ

うな推奨を出しています。それについて会社側が

うな状況になったときに、会社側の支持を求める

開示情報の中で全部反論を出しているわけですね。

ために適時開示をやや濫用的に使うといいますか、

○梅本

乱発する場合には、東証としてストップをかける

てきちんと説明しなければいけないという理由で

という話になるのでしょうか。それとも、そこは

適時開示したわけですから、それそのものは、私

ある程度中立に出せという話になるのか、どうな

は批判されるべきではないとは思うのですけれど

のでしょう。

も。

○梅本

○片木

先生のおっしゃるストップというのは
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実は LIXIL の事案では、ISS の方は会

会社側が自ら提案しているものについ

そのあたりは、適時開示情報として一

応全て認められるという理解でいいですか。

をしていくことになると思っております。

○梅本

○伊藤

ありがとうございます。

いけないとは思わないです。

○加藤

今の東証の担当者の方によるご回答と

○伊藤

そこは東証に教えてもらった方がいい

片木先生が提起された意見に関連して、東証の担

ところがあると思います。そもそも会社がこれを

当者の方に質問したいことがあります。片木先生

適時開示しますよと言ってきたものについて、東

の問題提起は、適時開示ではないのだけれども、

証の側が、これは適時開示事項ではないので、適

プレスリリースとして会社のウェブサイトに掲載

時開示としての開示は行ってはいけませんという

されている情報の取扱いに関するものかと思いま

返事をされることがあり得るか。あるいは、その

す。例えば東証の実務として、プレスリリースと

情報だけでは不適切なので、適時開示するのであ

して公表されてはいるけれども、本来は TDnet に

れば、さらにこういう情報も一緒に開示しなさい

適時開示として公表した方が望ましいから、TDnet

という指示をされることがあり得るのか。そのあ

でも開示してくださいという、そういった要請を

たりについて、いかがでしょうか。

なされることはあるのでしょうか。

○菊池

○菊池

あります。

るを得ないのですが、よくある典型的なケースは、

○加藤

もう少し具体的に、委任状勧誘とか支

新商品の宣伝のようなお話で、こういった話は明

配権争奪の事案において、そのような要請をする

らかに適時開示としてプレスリリースするのは適

ことはあるという理解でいいですか。

切ではないだろうというものについては、TDnet

○菊池

そうですね。

の中に PR 情報というタグを付けて出すと、マスコ

○加藤

ありがとうございました。

ミ宛てには情報は流れるけれども、適時開示情報

○久保

今、PR 情報というか、本来であれば

としては流れないというような仕組みもあります

TDnet には載らないかもしれないけれども、重要

ので、そちらを使っていただくようにするですと

だから載せますというようなことがあるというご

か、あるいは、例えば代表取締役の異動というの

趣旨だったかと思うのですけれども、そうすると

は適時開示項目に入っているのですけれども、代

先ほどの片木先生の問題提起が重要になってきて、

表権のない取締役だけれども、当社にとっては重

TDnet に載せる情報のうち、会社というか現在の

要なので、これは公表したいというようなお話が

経営陣の方に有利な情報と不利な情報が出てくる

あったときには、やはり PR 情報を使っていただく

わけですね。現経営陣の側からすれば、現経営陣

ような誘導をしておりますので、そういう意味で

に有利な情報はたくさん TDnet に載せたいけれど

は、適時開示としては扱わないでくださいと言う

も、不利な情報はあまり載せたくないというよう

こともあります。

な行動に出る可能性があるわけですけれども、そ

私は、望ましいかどうかはともかく、

これもケース・バイ・ケースと言わざ

一方で、特に投資者の投資判断に影響を与える

のあたりは東証の方で審査されるのでしょうか。

かどうかというところでは、やはり各種メディア

不利な情報もあるでしょう、それも載せなさいと

での取り上げられ方によっては、その中身によっ

いうようなことがあるのかどうか、という点はい

ては、これは重要だという判断を否定することは

かがでしょうか。

できないことというのは多々あるかと思いますの

○菊池

で、そこは個別に判断して峻別しています。例え

そこは、我々としてもどこまで事実を把握できて

ば、株主提案に関する争いの中で単なる相手方の

いるかという点とも関係してきますので、明らか

誹謗中傷にすぎないというようなものであれば、

に記載すべきことを記載していなければ、そうい

当然それは差し控えていただくというふうな運用

った指摘をさせていただくことは十分に考えられ
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そこはなかなか難しいところですね。

ると思うのですけれども、全て網羅できているか

員が代表訴訟の対象になって訴えが提起されたと

というと、ちょっとそこまでは……。

いうことも、やなり重要ではないかと思います。

○久保

場合によってはバスケット条項に該当することは

ありがとうございます。

あると考えておいていいのでしょうか。
【ストックオプション及び株主による総会招集請

この辺、コーポレート・ガバナンスに関連する

求等の適時開示】

イベントのどれが開示事項で、どれが開示事項で

○伊藤

はないかというのが、それほどすっきりとは説明

11 ページに書かれているストックオプ

ションの付与ですけれども、上場規程の文言上は、

がつかないのではないかとも思うのですね。

ストックオプションの付与であれば、全て該当す

○梅本

るように書かれているわけですね。梅本先生のご

れども、これは支配権争奪の手段として行われる

報告は、有利発行の場合だけ適時開示すべしとい

ことが多いのではないかと思われます。LIXIL の

うガイドラインになっているというご趣旨なので

場合も代表取締役の解任議案ですとか、スターア

しょうか。

ジアグループが招集したさくら総合リート投資法

○梅本

まず、株主による総会招集請求ですけ

いえ、株主総会に付議する際は、有利

人の臨時投資主総会でも類似の議案が投資主から

発行の場合にはその付議段階で開示しなさい、ま

提案されましたが、恐らくその辺を念頭に置いた

た、基本的に取締役会会議でできるのであれば、

ものだと考えられます。ただ、それならば、株主

取締役会がそれについての決定をした場合に開示

提案権の方で適時開示させればいいのではないか

せよということで、有利発行に当たらない場合に

という考え方はあり得ると思います。

ついては別途開示が必要だという程度で、私の説

それから、株主代表訴訟ですけれども、比較的

明が舌足らずで、ミスリーディングな表現で失礼

多くの会社が、バスケット条項に当たるというこ

しました。

とで、株主代表訴訟が提起されたことについては

○伊藤

開示しているのではないかと思います。ただ、そ

なるほど。わかりました。

あと、16 ページに書かれている、株主による総

れは会社ではなくて代表取締役との関係なので、

会招集請求ですけれども、これはなぜ適時開示事

かなりあっさりした開示だったのではないかなと

項とされているのでしょう。少数株主が株主総会

記憶しております。

の招集を請求するだけで、投資判断に影響を及ぼ

○伊藤

ありがとうございます。

すのかがちょっと分からないのですね。こういう
ガバナンス関連の事項で開示事項になっているも

【委任状勧誘の適時開示と開示内容】

のの中には、例えば代表取締役の異動のようなか

○白井

なり重大な事項もあります。それに比べれば、少

レジュメの 11 ページで議論されている、会社又は

数株主による総会招集請求がなぜ開示事項になっ

株主による委任状勧誘に関する事項については、

ているのかがよく分からなかったりもします。他

いずれも投資者の投資判断に影響を及ぼす事項と

方で、ガバナンスに関連しそうな事項で言います

して適時開示対象に含まれるべきとする点につい

と、会社自身への訴訟提起は開示事項なのですけ

て、私も総論としてはなるほどと思ったのですけ

れども、役員について代表訴訟を起こされたとい

れども、具体的に規定を作るとなると、いろいろ

うことは、開示事項とは明示されていないのです

と考えないといけない問題が多いようにも思いま

ね。会社自身が訴えを起こされた場合は、損害賠

す。まず、①どのような段階で開示が要求される

償をさせられれば会社の財産が減りますから、直

のかという問題、例えば委任状勧誘までする場合

接的に株価に影響するかもしれませんけれど、役

に初めて開示は要求されるのか、それとも単に株
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話が戻ってしまって恐縮ですけれども、

主提案権を行使するだけであって委任状勧誘まで

ただ、おっしゃるように、どの程度の開示をす

はしない場合でも開示は要求されるのかといった

べかというのは、委任状勧誘の書面一式を開示す

問題がありそうです。また、開示が要求される場

べきなのか、それともそういった事実があるとい

合に、②具体的な開示内容としてどこまでの内容

うだけでいいのかというのは、私もちょっとアイ

の開示を求めるのかといった問題、例えば株主が

デアは持ち合わせておりません。

示した提案内容だけでよいのか、それとも提案の

○白井

ありがとうございます。

理由まで開示するのか、さらに会社側は提案につ

○志谷

ご議論されているポイントは、要する

いての反論をあわせて適時開示することが認めら

に、会社側と反対派との間のいわば情報戦でしょ

れるのかといった問題が考えられ、この②の問題

う。その情報戦をどこまで東証が定める枠内で仕

を考える上では、先ほどの久保先生のお話の中で

切るかという話かなと思います。そうすると、会

も出た情報の中立性をどう確保するのかといった

社に対しては上場規則があるので、まだ縛れると

課題にも取り組む必要がありそうです。このよう

しても、反対派をどこまで縛れるのか。仮に会社

に、考えないといけない問題が多いように思うの

はまじめにやっているけれども、反対派は自分た

ですけれども、委任状勧誘に関する事項を適時開

ちのウェブサイトで言いたい放題言っていると。

示すべきであるとした場合に、具体的にどのよう

そこはもう東証としてはどうしようもない話とい

な制度設計を考えられているのか、梅本先生のお

うことになったときに、その情報戦をどのように

考えをもう少し教えていただけるとありがたいで

公正に運営していくかというのは、この東証のル

す。

ールの中の話ではないのではないか。その意味で

○梅本

私も具体的なアイデアはないのですけ

ちょっと疑問に思っていたので、一言言わせてい

れども、公開買付けと似たようなもので、公開買

ただきました。

付けを実施する場合、会社側が行う場合も、公開
買付けを自社が受ける場合も開示対象にはなって

【公開買付けの法定開示と適時開示】

いるわけですね。そうであれば、委任状勧誘が実

○石田

施されるのであれば、同じように自社であれ他社

10 ページのご説明によると、業務執行を決定する

であれ、それについて開示すべきだろうと。

機関が決定した場合に開示が求められるというこ

公開買付けのことで、お聞きします。

LIXIL の場合は、たしか会社側は最初は委任状

とであるとすると、その時点と実際に公開買付け

勧誘の内容を開示していなくて、株主側から問題

を開始する日が異なるということはあり得るわけ

点を指摘されてから開示しました。具体的には、

で、特に気になるのは、友好的な場合でなくて、

会社側を支持する委任状しか受け付けないとして

敵対的な場合に株価を押し上げる要因になってし

いたことが問題視されました。支配権争奪の際に

まうのではないか。つまり、買付けコストがかな

は重要なポイントであるのに、あえて公開しなか

り上がってしまうような開示を要求されることに

ったのだと思うのですけれども、それについても

なるということなのでしょうか。その辺はどう考

きちんと開示すべきだろうと思うのです。

えたらよろしいのでしょうか。

支配権争いがある会社で委任状勧誘をやってい

○梅本

公開買付けは、公開買付開始公告から

るかどうかというのは重要情報で、LIXIL の事件

始まりますよね。

だと、株主側は最初から委任状勧誘はしないと公

○石田

表し、実際に委任状勧誘はなされなかった。会社

が行われるはずなのに、決定をすればさらに前も

側もこういった事実があるということぐらいは開

って TDnet での開示が要求されると。その辺が気

示すべきかなと。

になるのですが。
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ええ。ですので、そこで公衆縦覧開示

○梅本

実務上は最初に公開買付けを実施する

もしも個別の取得について適時開示を要求する

ことについての取締役会の決定があったという開

と、先ほどの公開買付けの議論にも少しありまし

示がなされてから、数日後に開始公告が打たれる。

たように、株価に変動が生じて会社が自己株式取

おっしゃる懸念は分からないではないのですけれ

得を行いにくくなってしまいますので、ここはや

ども、実際のマーケットの動きを見ると、開始公

むを得ないのかなという気はするのですね。

告の前後から買付価格付近まで株価は上がってい

梅本先生のおっしゃるように、会社が買う場合、

る気はしますので、適時開示があったから株価が

つまり会社の計算で取得するときはインサイダー

上がって公開買付けのコストが上がってしまうと

取引規制上適用除外にされていますけれども、役

言えるかどうかというのは微妙なところがあるの

員等が自分の計算で買うときは、やはり個別の取

かなという気はします。

得についての事実が公表されるまでは売買が禁止

ただ、開始公告があるのだから、そこで全て規

されますから、インサイダー取引規制上は問題は

律すべきだというご議論はあり得るのかもしれな

ないのですね。結局ここは、自己株式取得を円滑

いと思います。

に行うことができるように、適正な価格形成の方

○石田

は若干犠牲にしたということなのかなと私は理解

分かりました。ありがとうございます。

しているのですけれども。
【再び委任状勧誘について】

○梅本

○伊藤

先ほど委任状勧誘のところで白井先生

ども、ToSTNeT は別としまして、信託方式又は投

に追加でご発言があったような気もしたのですけ

資一任方式で取得する場合、普通は枠決議と一緒

れども。

に信託方式によること等についても情報開示され

○白井

志谷先生がご指摘くださった点と問題

具体的な流れで考えてみたのですけれ

ていますので、実際には問題にはならないと思う

意識としては近いのですけれども、委任状勧誘に

のですけれども、仮に枠決議を最初にやりました、

関する事項を適時開示すべきであるという点に関

その後で例えば半年後に信託方式で市場取得しよ

しては、情報の中立性の確保だとか反対派の濫用

うと決定したとします。これは枠決議ではなく個

的行為をいかに防ぐかといった点で、具体的な規

別の取得の決定ですが、その時点では開示しなく

定を用意する上で難しい問題もあり得るように思

てもいいのかというのが、何となくすっきりしな

いますので、もし具体的な制度設計を細かく詰め

いところです。

るのが難しいのであれば、あえて項目化せずにバ

○前田

スケット条項で対処するアプローチの方が、制度

の決定があれば、株価に影響があることは間違い

設計のあり方としてひょっとしたら合理的かもし

ないと思いますね。

れないとも思いました。

○梅本

いくら枠決議があっても、個別の取得

そうです。これがもし取得枠が未消化

のまま残り１か月しか残っていなくて、そこで、
【自己株式取得の枠決議と個別の取得】

突然、信託方式で取得すると言ったら、未消化枠

○前田

少し細かなところですけれども、７ペ

によっては株価は上がると思うのですね。ToSTNeT

ージの自己株式の取得に関して、枠決議の決定を

については、事前に開示すると株価が上がって、

した時点での開示は要求されているのだけれども、

一般投資家も入ってきて面倒だから、個別の取得

それに基づく個別の取得については適時開示の対

決定の開示はしなくてもいいということなのでは

象になっていないことについて、梅本先生は、そ

ないかと思うのですけれども、そうでない場合ま

れでいいのか疑問がなくはないというお話をされ

で個別の決定があったときに開示しなくてもいい

ました。

というのは、やはりすっきりしないところです。
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構わないという、そういった不平等さというのは
【敵対的買収と買収者の適時開示】

もしかしたらあるかもしれないですね。

○飯田

○飯田

公開買付けのところですけれども、先

早すぎる段階で買収者側の会社が適時

ほど石田先生がおっしゃった懸念は、例えば敵対

開示をさせられることになると、買収を阻害する

的買収を仕掛ける側が早い段階で開示させられる

効果があります。適時開示規制は当該会社の株主

のではないかということだったと思います。早す

のための情報開示という側面があるはずです。し

ぎる開示を避けるための対応としては、例えば買

かし、早すぎる開示は買収者である会社の企業価

収者側の取締役会決議は直前まで極力しないでお

値を損ない、かえって当該会社の株主の利益にそ

くという対応ができると思います。そういう対応

ぐわなくなります。一般論として、インサイダー

は許されると考えてよろしいでしょうか、という

取引規制における機関決定に関する最高裁のよう

のが一つ目の質問です。

な解釈を、適時開示規制の解釈にそのまま当ては

そして、同じ質問かもしれないのですが、買収

めるべきではないと考えるべきだと思いますし、

者側の公開買付けの決定について、適時開示が要

少なくとも公開買付けに関しては、機関決定のタ

求される趣旨をどう考えればよろしいでしょうか。

イミングを遅らせることで買収の意向についての

これは上場会社である公開買付者の株式の価値・

開示を遅らせることも認められると考えるべきだ

企業価値に関する重要な情報だから開示させると

と思います。

いう制度なのか、それとも対象会社側のことも考
えた制度なのかということについて、その位置付

【適時開示規制の軽微基準について】

けによっては一つ目の質問への回答も変わるのか

○若林

なという気もしたのですけれども、そのあたりに

のところで、軽微基準の要件を当てはめると開示

つき関連があるかということも併せて教えていた

は不要になるのだけれども、結局バスケット条項

だければと思います。

で開示が必要になるのではないかというご指摘が

○梅本

確かにおっしゃるように、公開買付け

なされていますが、非常に素朴な疑問ですけれど

を行う企業の投資家に対するものなのか、相手方

も、そもそも軽微基準は本当に必要なのかという

の対象企業に対するものなのかというのは、なか

のが今一つよく分からないところです。

９ページの「新製品等の企業化」の③

なか難しいところですけれども、対象企業の株価

インサイダー取引規制の場合は、罪刑法定主義

関連情報なので、決定があったときに開示させよ

の観点から明確性を要求し、形式犯的な構成にす

ということなのでしょう。

るために軽微基準のようなものが設けられたとい

すみません、残りの質問のポイントは何でした

う経緯があると思います。ただ、それも、日本の

っけ。
○飯田

インサイダー取引規制は非常に詳細だということ
最初は、要するに取締役会決議を遅ら

で批判されているところでありますし、そもそも、

せることで、敵対的買収の情報を先に開示すると

法律上の要件としてではなくて、例えばガイドラ

いうのを防ぐというのがそもそも許されますかと

イン的なものに落とした方がいいのではないかと

いう質問です。

いった指摘もあると思います。他方、適時開示規

○梅本

もし上場していないファンドと上場会

制の方は、インサイダー取引規制の要件に非常に

社が公開買付けで争う場合は、上場している会社

引き寄せて構成されているために、こういう形で

は、事前に開示しろと言われてしまうと、数日前

軽微基準が設けられていると思うのですけれども、

でも先に手の内がばれてしまう。ファンドは、上

何となく、こういう、余計な、と言いましょうか、

場していないわけだから、突然開始公告を打てば

解釈が必要となるのであれば、軽微基準のような
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ものを少なくとも適時開示規制の中に設けるよう

については開示してくださいという現行のルール

な形で規定するのは、どうもそぐわないのではな

を、私は根本から変更すべきだとは考えません。

いかという、そういう漠然とした感触を抱いてお

現行法で原則いいのかなというふうに思っており

りまして、その点につきどうなのかなということ

ます。

です。

○若林

ありがとうございました。

○伊藤

今の点ですけれども、適時開示のルー

それから、これに関連しまして、先ほど舩津先
生だったと思いますけれども、インサイダー取引

ルがインサイダー取引のルールと作り方が似てい

規制の方に引きずられ過ぎていて、むしろ臨時報

るのは、沿革によるものなのですね。ただ、現在

告書の開示の方との親和性あるいは連動性と言い

はもう沿革には縛られずにこのルールを理解して

ましょうか、そちらの方が重要ではないかという

いけばいいというだけの話なのではないかと思い

のは、私もそのとおりだと思っております。適時

ます。

開示をして、その中の情報を臨時報告書に載せる

ただ、そうは言いましても、梅本先生がおっし

ことで、金商法上の開示制度の上に乗せるという

ゃったように、何らかの基準を設けておかないと、

機能があると思いますので、インサイダー取引規

適時開示といいますのは、東証が要求して東証が

制も確かに重要なのですけれども、むしろやはり

審査を行ってさせる開示ですので、東証の事務量

臨時報告書の方との関係が非常に重要なのではな

からしても無理でしょうという話なのだろうと思

いかと思っております。

います。そのあたり、我々が議論するときに、適

それとの関係で、臨時報告書の提出事由を見ま

時開示というものと会社が任意に行う開示という

すと、確かに軽微基準的な要素も入っているとこ

のは、きちんと区別して考える方がいいのではな

ろがありますので、そういう観点からすると、適

いかなと思います。

時開示規制の方でも必要なのかなという気もしな

例えば上場規程 411 条の２が先ほど紹介されて

くもないのですけれども、ただ、どうも適時開示

いましたけれども、ここで言われている、会社が

規制の中で軽微基準のようなものを入れる必要性

より適時適切な会社情報の開示を怠ってはならな

が今一つ納得できないところがありまして、その

いという開示は、会社が東証の要求する適時開示

点につきご教授いただければと思います。よろし

よりも頻繁に、あるいはいろいろなことを、プレ

くお願いいたします。

スリリース等で自ら開示することを躊躇してはい

○梅本

軽微基準に当たっても開示しなければ

けないというルールです。このあたり、先ほどの

いけない、だから軽微基準なんて取っ払ってもい

委任状勧誘のところのご議論でも気になったので

いのではないのか、というお話かと思うのですけ

すけれど、東証が要求する適時開示と、会社が任

れども、私も、例に挙げたのはかなり特殊な事案

意に行う情報の開示は、区別すべきではないかな

ですけれども、通常は、やはり投資判断に影響が

と思うのですね。

大きいか、大きくないかという目安はあった方が

適時開示というのは、あくまで東証が要求して

いいのかなというのが個人的な感触です。

東証が審査するものですから、軽微基準をここま

というのは、情報開示が多ければ多いほどいい

で形式的に定めるかどうかは別として、何らかの

というわけではなくて、重要なものに絞って開示

基準は要るということなのではないかと思います。

するということも同時に重要なわけですから、軽

○川口

微基準は一応設けておいて、重要なものは開示せ

場合もバスケット条項の適用があり得ると繰り返

よとする。ただ、軽微基準の範囲内のものであっ

し述べられてきました。この点、確認なのですが、

ても、場合によると重要なものがあるから、それ

軽微基準に該当したら、通常は、バスケット条項
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本日の報告では、軽微基準に該当する

の適用もないと考えるのではないでしょうか。た

ゃるようにバスケット条項的なものがないので、

だし、インサイダー取引規制に関して、軽微基準

開示を求められても、会社は従わなくても構わな

の適用はあるが、それに加えて、何かプラスアル

いのかなという気もいたします。他方で、上場規

ファが認められるような場合、バスケット条項の

程 411 条の２でいけるような気もしないではない

適用があり得るというのが判例ですね。ここでも、

です。

同様に理解すれば良いでしょうか。

○伊藤

○梅本

私もそういう理解でおります。

考え方をとるのであれば、適時開示のルールはイ

○川口

分かりました。

ンサイダー取引のルールとは趣旨も全然違うもの

軽微基準の理解ですけれども、極端な

また、適時開示規制において、決算の予想値の

なので、軽微基準というものも、インサイダー取

修正のところに軽微基準がないということですけ

引のルールと同様に定めてはいるのだけれども、

れども、この点、あえて定めていないと考えるこ

東証としての一応の目安にすぎないという理解の

とはできませんか。すなわち、インサイダー取引

仕方もないではないと思います。インサイダー取

規制の場合は、決定事実、発生事実、決算の予想

引のルールならば刑罰と直結していますから、軽

値の変更が規定され、その後にバスケット条項が

微基準というものはかなり重く捉えていかなけれ

あります。そこでは、
「前３号に掲げるもの以外」

ばいけないのですけれども、適時開示のルールに

と規定されています。しかし、適時開示規制の場

おいて定められる軽微基準はそうではないという

合は、決定事実、発生事実のところに個別にバス

理解が不可能ではないようにも思うわけです。そ

ケット条項が規定されているのですよね。このよ

うしますと、軽微基準に該当しているけれどもバ

うな規定の仕方から、適時開示規制では、決算の

スケット条項で捉えるということも、そこまで無

予想値の変更にはあえて軽微基準が適用されない

理な話でもないようにも思いました。

という解釈は可能でしょうか。そうであれば、こ

それでは、そろそろ時間になりましたので、本

の場合、上場規程 411 条の２といった全体の一般

日の研究会を終わらせていただきたいと思います。

規定で拾うことは妥当ではないということになり

ありがとうございました。

そうですが。
○梅本

ここをあえて外しているというふうに

考えるのか、あるいは先ほどの上場規程 411 条の
２で拾うのかということですけれども、個人的に
は、市場の評価との差の方が大きいので、事によ
ると、この軽微基準に当たるものであっても、開
示すべきだと。実際、去年でしたか、伊藤忠商事
が軽微基準に当たるにもかかわらず、予想値の修
正について適時開示した例がありますように、や
はり会社としても、必要があれば適時開示規制で
軽微基準に当たるか当たらないかを問わず開示し
ているのかなという気はいたします。
ただ、任意でやる場合はともかく、これはやは
り市場との評価の違いは大きいから開示すべきだ
ろうと、例えば東証の側から会社に開示を求める
ことができるのかというと、これは先生がおっし
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