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「新株予約権証券の上場制度の見直しについて」に寄せられたパブリック・コメントの結果について 

 

当取引所では、新株予約権証券の上場制度の見直しについて、その要綱を本年９月３日に公表し、１０月３日までの間、広く意見の募集を行い、

その結果、１７件のコメントが寄せられました。 

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する当取引所の考え方は以下のとおりです。 

 

番号 コメントの概要 コメントに対する考え方 

 １．新株予約権証券の上場基準の見直し  

１ ・ ライツ・オファリングの実施によって「株主が不利益を被っていることが懸

念」されるとのことだが、既存の増資にも希薄化の問題はあり、特に第三者

割当増資においては支配株主の異動に係る問題も指摘されていると理解して

いる。 

・ この点、貴取引所としてノンコミットメント型ライツ・オファリングの実施

に関して、第三者割当規制よりも更に厳格な基準を設ける必然性があると考

えた根拠またはその意図をご教示いただきたい。 

・ なお、他の増資と同様に希薄化による影響が懸念されるということであれば、

例えば第三者割当規制と平仄を合せ、希薄化率が 25%を超えるようなノンコ

ミットメント型ライツ・オファリングのみを対象とすることで足りるのでは

ないかと考えられるが、いかがか。また、同じく他の増資手法との比較の観

点からは、他の増資で見られないような経営成績及び財政状態に係る定量的

基準の導入は不要であるようにも考えられるがどのような必要性があるか。 

※ 第三者割当増資に係る規制は、取締役会の判断だけ

で、既存株主の持分を希薄化させまたは支配株主の

異動をもたらすことを防止するためのものであるの

に対して、今般のライツ・オファリングに係る規制

は、増資の合理性に対する責任ある評価が確保され

ないままに増資が成立することで、既存株主の持分

が希薄化されることを防止するためのものであっ

て、その目的は大きく異なります。 
※ こうした目的の違いに応じて、規制の態様や要件に

違いを設けております。 
※ 規制の態様についていえば、前者では、株主の納得

性を高めるために必要な一定の要件を充足しない場

合には、既上場株券の上場廃止などの措置を発動す

ることとして、増資自体を抑制するのに対し、後者

では、増資の合理性に対する責任ある判断を確保す

るために必要な一定の要件を充足しない場合には、

新株予約権証券の上場を認めないこととして、増資

の促進につながる上場市場の利用のみを抑制するも

のです。その結果、前者に比べて後者は、より緩や

かな規制の態様となっています。 
※ 要件についていえば、前者では第三者が払込みによ

２ ・ 公募増資や第三者割当増資ができないからライツ・オファリングを行うこと

をなぜ規制しないといけないのか。 

・ 株主自身が割り当てライツを行使するか決めるのだから、それ以上の手続き

を課す必要はない。 

・ ライツ・オファリングで株主に損害があるとはそもそもどういう事例がある

のか具体的に説明するべき。 
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る経済的リスクを全面的に負うため、増資の合理性

に対する責任ある評価が期待できるのに対し、後者

では払込みによる経済的リスクを全面的に負う主体

がおらず、利害関係の深い既存株主又は引受審査能

力のある証券会社の判断に委ねつつ、客観的にその

判断の適正性が保たれるような経営成績及び財務状

態であることを併せて求めることで、増資の合理性

に対する責任ある評価を期待しようとするものであ

り、その結果前者に比べて後者は、より厳格な要件

となっています。 
※ 上記のように、目的の違いに応じて合理的な方法を

選択することで、必要最小限の規制にとどめるよう

配慮しております。 
３ ・ 株主割当て増資そのものが規制されないのであれば、改定ルールによるノン

コミットメント型のライツ・オファリングに対応しないで株主割当て増資を

行う上場企業も想定される。この場合、当該企業の株主は流動性のないライ

ツ（新株予約権）を持つことになり、ノンコミットメント型ライツ・オファ

リングと比べ、既存株主は不利になるのではないか。 

※ ライツに流動性がないという点でこれまでと比べて

既存株主にとって不利になる部分があるのはご指摘

のとおりだと思います。 
※ 一方、今般の制度見直しは、増資の合理性に対する

責任ある評価が確保されないままに市場を利用した

増資が行われることによって既存株主が思わぬ不利

益を被ることを防ぐ趣旨のものであり、やむを得な

いものと考えます。 
４ ・ 「新株予約権証券（ノンコミットメント型ライツ・オファリングに係るもの

に限る。）」とある点について、ライツ・オファリングの類型としては、未行

使分の新株予約権について引受人がその一部のみの行使を約束するもの（パ

ーシャルコミットメント型）もあり得、コミットメント型と同様に引受証券

会社には有価証券届出書の記載内容等に対する金融商品取引法上の責任が生

じ得ると考えている。 

・ こうした類型のライツ・オファリングは、今般の規制の対象にはならないと

いう理解でよいか。 

※ 今般の制度見直しの趣旨は増資の合理性に対する責

任ある評価がなされることを確保することですが、

ここで問題としている責任は、（未行使分について払

込みを行うべき）引受契約上の経済的リスクであり、

金商法上の責任ではありません。 
※ ご指摘のような中間形態では、引受けがなされない

部分については経済的リスクを負った評価がなされ

ないため、コミットメント型として取り扱うべき特
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段の事由がない限り、ノンコミットメント型として

取り扱います。 
５ ・ 改定ルールによると、今後ノンコミットメント型ライツ・オファリングは、

株主総会決議か証券会社の審査が必要とされているが、上場企業にとって現

状より実務的にコスト増となる可能性がある。（株主総会対応、証券会社の審

査対応） 

・ また、証券会社の審査に対応する場合、上場企業の事前準備期間が今より長

くなることが考えられる。 

・ この事に関して、取引所としてどの様にお考えか。 

※ 確かに上場準備に係るコストも期間も増える部分が

あると考えられますが、合理性に対する責任ある評

価が確保されないままに上場市場を利用した増資が

行われることによって既存株主が思わぬ不利益を被

り続ければ、増資手法そのものが否定的に捉えられ

て実施が困難になりかねず、止むを得ないと考えま

す。 
６ ・ 証券会社が引受リスクを負わないノンコミットメント型ライツ・オファリン

グにおいて、「引受審査に『準じた』審査」を行う目的は専ら投資家保護であ

ると理解しているが、「引受審査に『準じた』審査」は、日本証券業協会の「有

価証券の引受け等に関する規則」に係る（通常の）引受審査と比較した場合、

審査の項目や深度、審査担当部署（独立した引受審査部門か否か）に相違は

あるか。相違があるとすればどのような違いを想定しているのか、理由も含

めて明確にしていただきたい。 

※ 日本証券業協会が定める「有価証券の引受け等に関

する規則」に規定される内容と同等の審査及び審査

体制の整備を求めます。 

７ ・ 証券会社の審査に関して、「取引参加者における上場適格性調査体制に関する

規則」に準じた審査体制の整備を求めている。一方、コミットメント型ライ

ツ・オファリングについては、証券会社の引受行為が生じる為、証券業協会

自主規制による引受審査態勢が求められている。 

・ 今回の改定ルールは、証券会社による同等の審査を求める目的のものか。 

８ ・ 「引受審査に準じる」審査とあるが、一般的にライツ・オファリングに係る

投資家の方が公募増資等に係る投資家よりも発行会社について有している情

報量や理解度が上回っているという状況の差異があり、さらに、ノンコミッ

トメント型においては、最終的に新株予約権の行使によって発行される株式

の数量が割当てを受けた株主・投資家等の判断や株式市場の動向等によって

大きく変動することから、審査の段階では希薄化の影響等が明らかではない

という特殊性があると理解している。したがって、ノンコミットメント型ラ

イツ・オファリングに関しては、既存の引受審査基準を一部修正した独自の

※ 発行会社について一定の情報を有していると考えら

れる既存株主に対して新株予約権を割り当てること

はコミットメント型ライツ・オファリングでも同じ

であり、日本証券業協会が定める「有価証券の引受

け等に関する規則」によれば、コミットメント型ラ

イツ・オファリングについても公募増資と同様の基

準での引受審査が既に行われているものと理解して

おります。 
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審査基準が検討されるべきと思われるがいかがか。 ※ ご指摘のとおり、ノンコミットメント型ライツ・オ

ファリングには発行数量が予め定まらず資金調達の

確実性がないという特徴があります。したがって、

実際に審査を行う際には、審査項目のひとつである

「調達した資金の使途の妥当性」において、そうし

た不確実な調達手法でも将来にわたって投資者の期

待に応えられるかの観点から慎重な確認を行うこと

が考えられます。 
９ ・ 増資の合理性ついての審査に関して、審査結果に係る説明を記載した書面を

提出することが求められているが、当該書面の提出期限はいつか。 

※ 上場申請時にご提出いただきます。なお、ライツ・

オファリングの上場に際しては、従来から事前相談

の実施をお願いしておりますが、当該相談の際にド

ラフト版をご提出いただければ、上場審査の一層の

円滑化が促進されると考えられます。 
１０ ・ 「経営成績及び財政状態に係る基準」を満たせずとも資金調達及びその後の

事業展開によって高い成長を実現し得るような会社は存在すると考えられる

が、そのような場合であってもノンコミットメント型であることのみを理由

に新株予約権の上場を承認しないことは、企業による円滑な資金調達の実施

を制限するおそれがあり、かかる制限が（審査を実施した証券会社が払込み

の責任を負わないため）審査の実効性が懸念されるという理由のみに基づい

て行われることは相当性を欠くようにも思われる。 

・ ついては、「経営成績及び財政状態に係る基準」を導入する場合であっても、

増資の合理性に係る評価手続きを経た場合は、当該基準の適用については例

外を許容することとしてはいかがか。 

※ ノンコミットメント型の場合には評価者が経済的リ

スクを負わないため（コミットメント型の場合と同

レベルの）責任ある評価手続きを確保できるわけで

はありませんので一律に上場させないことも考えら

れますが、最低限の水準を形式基準として定めて、

これを満たすものについては上場を認めることとし

ています。 
※ 形式基準を定めるにあたっては、新株予約権証券の

上場が過度に制約されることのないよう、過去の実

績に照らして通常であれば引受審査を通過できない

と考えられる水準をもって上場基準としていますの

で、例外は不要と考えます。 
※ 海外の上場ルールでも、香港のように、発行会社が

一定の業績水準を満たすことをノンコミットメント

型ライツ・オファリングの実施を認めるための形式

基準に含める例がございます。 

１１ ・ 今般策定された「エクイティ・ファイナンスのプリンシプル」でも追及され

る「企業価値の向上」とは、「勝者の成長」だけではなく「敗者の復活」によ

る企業価値の回復・成長軌道への復帰も含意されると考える。優れた事業モ

デルを有し社会的な意義のある企業が、金融危機などの外部環境の影響を受

け一時的に業績や財政状態の悪化に直面しながら、投資家の信認により資本

市場を活用して復活した例もある。復活の局面では公募や第三者割当が既存
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株主の利益に資するかたちで価格発見機能を発揮できない恐れもあり、株主

割当増資の進化形であるライツ・オファリングはその点で優れた手法である。

無論、市場競争力を恒久的に失い存在意義の消滅した企業は市場から退出さ

せることが望ましく、「救うべき敗者」の適切なスクリーニングが必要ことは

言うまでもないが、今回導入された数値基準では対象企業を過剰に排除する

可能性がある。欧米でより一般的なコミットメント型であれば数値基準は適

用されないが、未成熟な本邦市場では引受コストが障害となりノンコミット

メント型が主流となっている。ライツの上場の可否のみを定め、発行自体は

妨げるものでないことから事業再生への活用への一定の配慮はなされている

と拝察するものの、ライツの市場売却による換価は既存株主が希薄化を回避

する手段としては非常に重要である。なぜならば、既存株主がライツ・オフ

ァリングによる増資の合理性をポジティブに評価しても、資力がない場合や

リスク量を増やせない場合は行使ができず価値を実現できない。多くの株主

が行使をしなければ希薄化は回避できるが肝心の資金調達に支障を来してし

まう。さらに、大株主が、少数株主の失権の可能性を逆手にとって支配比率

を高めることが容易にでき得る。数値基準を満たしていなくても、例えば事

業再生 ADR における特定認証紛争解決事業者のような、「復活」の可能性に

つき客観的な立場で合理的に検証する能力を有する当事者が認めれば上場を

可能とするなど、数値基準という「ルール」が埋めきれない部分を、再生さ

せる価値のある企業には機会を与えるという「プリンシプル」で補完するこ

とが望ましいのではないかと思料する。 

・ ライツの市場価値が理論価値を大幅に下回る状況が裁定取引を可能たらし

め、結果としてノンコミットメント型ライツ・オファリングが「不公正ファ

イナンス」として悪用される温床となっている懸念があるとすれば、「エクイ

ティ・ファイナンスのプリンシプル」の「市場の公正性・信頼性への疑いを

生じさせない」という原則に照らし、その状況の改善を図ることに全く異論

はない。ここで、「優れた資本市場」のあるべき姿とは、新しい派生商品の登

場により裁定機会が生まれたとしても市場参加者が合理的に行動することに

よりそれが速やかに解消されることであり、一種の派生商品であるライツに

※ 経営成績に係る基準については、収益性を表す基準

としてのわかりやすさから、新規上場時と同様に、

経常損益を用いることとしています。また、合理的

な事業のリストラクチャリングの過程で一時的に赤

字となった会社を排除することのないよう、継続的

に（２期連続で）赤字となった場合のみ基準に抵触

することとしています。 
※ 今般の制度見直しは、債務超過の会社の増資を否定

するものではありませんし、経営不振の会社に市場

からの退出を求める趣旨でもありません。増資の合

理性に対する責任ある評価が確保されない場合に新

株予約権証券の上場を認めないとするものであり、

公募増資、第三者割当増資、株主割当増資は勿論、

新株予約権の発行自体についてもそれ自体を規制す

るものではございません。 
 
（ご参考） 
※ なお、今般の制度見直しに先立ってとりまとめられ

た当取引所の上場制度整備懇談会報告書「我が国に

おけるライツ・オファリングの定着に向けて」（平成

２６年７月２５日、１１頁）では、「このような基準

がノンコミットメント型ライツ・オファリングの上

場基準として適切に機能するかどうかは、今後の実

務の蓄積も踏まえて判断されるべきであり、将来、

必要があれば業績基準の内容は見直されるべき」と

指摘されております。 
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ついても、ライツの取引を禁止するのではなく、むしろその取引環境を整備

することにより裁定機会の解消を図ることが本来的な解決の方向性であると

考える。かつて先物市場が本邦に導入されて間もないころ裁定取引による相

場の変動について所謂「先物悪玉論」が展開されたが、その後の市場の成熟

で裁定機会が解消したことは良い例である。ライツ・オファリングでも大株

主に市場への貸株供給を促した案件では価値の乖離が少なかったという意見

や、一部の証券会社がライツ取引の手数料体系を見直したことにより取引高

が増大し価値の乖離が縮減しつつあるという声も耳にする。従って、望まし

くない主体がライツによる裁定取引を通して一般株主の集合的な利益の犠牲

の元に不当な利益を享受し得る問題を解決するために、ライツ自体の売買を

妨げることではなく、本来の問題点に着目し、市場整備により裁定機会の解

消を図りつつ、公正でない方法により利益を得ようとする発行会社や投資家

がもし存在するとすれば、それぞれ、上場廃止、証券会社における口座開設・

売買注文の拒否で対処することが望ましいのではないかと思料する。 

１２ ・ なぜ２年間でなぜ経常利益が基準になるのか。 

・ 債務超過の会社がエクイティを調達することは自然ではないのか。 

・ 業績を基準にすること自体、経営不振の会社は市場を退出しろと言うのか。 

１３ ・ 経営成績及び財政状態に係る基準について、「最近２年間において経常利益の

額が正である事業年度がないこと」とあるが、「最近２年間において」とは発

行決議から遡って２年以内に年度末を迎えた事業年度という理解でよいか。

その理解が正しいのであれば、「最近２事業年度において」としないのはなぜ

か。また、カウントの対象となる財務諸表は会計監査（金商法）終了前か後

か。 

 

※ 「最近２年間」の「最近」の計算については、新規

上場時における上場審査基準と同様に、上場申請日

の直前事業年度の末日を起算日としてさかのぼりま

す。 
※ ある期に経常赤字を計上した会社が次の期に再び経

常赤字を計上した場合は、監査済み財務諸表が掲載

された有価証券報告書の提出時に直近の事業年度の

末日に遡って「最近２年間において経常利益の額が
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１４ ・ 経営成績及び財政状態に係る基準を導入する場合、「最近２年間において経常

利益の額が正である事業年度」がある状態とは、ライツ・オファリングの発

行決議日から起算して2 年前の日から当該発行決議の日までの間に、経常利

益の額が正である事業年度の末日が含まれる状態を指すという認識でよい

か。 

・ より具体的には、ある期において経常黒字を計上した後に二期連続で経常赤

字を計上した場合、どのタイミング（経常赤字予想の公表、経常赤字予想事

業年度の終結、決算短信の公表、有価証券報告書の提出）から「最近２年間

において経常利益の額が正である事業年度」がないと見做されるか。逆に、

二期連続で経常赤字を計上したものの、次の期から黒字化が見込まれている

場合、どのタイミングから「最近２年間において経常利益の額が正である事

業年度」があると見做されるか。 

正である事業年度」がないものと取り扱います。こ

うした取扱いとした場合、二期連続経常赤字となる

ことが見込まれるときであっても有価証券報告書の

提出時期を遅らせることでその適用を回避すること

ができてしまうおそれがありますので、ご指摘を踏

まえ、「最近２年間において経常利益の額が正でな

い」と実質的に同視できると認められる場合には公

益及び投資者保護の観点から上場を認めないことを

上場審査等に関するガイドライン等で明確にいたし

ます（他の上場基準に関する取扱いについてもあわ

せて明確にいたします。）。 

１５ ・ 経営成績及び財政状態に係る基準について、IFRSやUS-GAAP等、J-GAAP以外

の会計基準を採用している会社の場合、①経常利益については代わりにどの

利益が対象となるのか、また、②債務超過については、資産と負債の差額が

マイナスの状況を指すことになるのか。 

※ IFRS 任意適用会社である場合又は米国式連結財務

諸表を米国証券取引委員会に登録している（連結財

務諸表規則第95条の規定の適用を受ける）場合の経

常利益は、経常利益に「相当する額」（税引前利益の

額を基礎として計算します。）を用います。 

※ IFRS 任意適用会社である場合又は米国式連結財務

諸表を米国証券取引委員会に登録している（連結財

務諸表規則第95条の規定の適用を受ける）場合の債

務超過については、連結貸借対照表又は四半期連結

貸借対照表（連結貸借対照表を作成すべき会社でな

い場合は貸借対照表又は四半期貸借対照表）に基づ

いて算定される純資産の額に相当する額（会計基準

の差異による影響額として当取引所が必要と認める

ものを除外した額）が負である場合を言います。 

 ２．その他  

１６ ・ 今回の見直し案に関連して、ライツ・オファリングについては、コミットメ

ント型への一本化への検討や発行時の条件として、「貸借銘柄」であることを

※ ご指摘いただいたのと同じ趣旨で、裁定取引のため

の貸株調達に係る制約が緩和される行使期間の初日
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必須条件とすることをご検討いただきたい。コミットメント型に限定するこ

とで権利行使の失念等により投資家が被る損失を防止でき、また、貸借銘柄

であれば、流動性が高く既上場の株式本体の価格下落に対しリスクヘッジを

とるという選択肢を投資家に提供することが可能となることから、本件の提

案をさせていただく。 

以降の日を新株予約権証券の上場日とする改正を行

います。 

※ 頂戴したご意見は今後の制度改正の際の参考とさせ

ていただきます。 

 

１７ ・ （再掲）今般策定された「エクイティ・ファイナンスのプリンシプル」でも

追及される「企業価値の向上」とは、「勝者の成長」だけではなく「敗者の復

活」による企業価値の回復・成長軌道への復帰も含意されると考える。優れ

た事業モデルを有し社会的な意義のある企業が、金融危機などの外部環境の

影響を受け一時的に業績や財政状態の悪化に直面しながら、投資家の信認に

より資本市場を活用して復活した例もある。復活の局面では公募や第三者割

当が既存株主の利益に資するかたちで価格発見機能を発揮できない恐れもあ

り、株主割当増資の進化形であるライツ・オファリングはその点で優れた手

法である。無論、市場競争力を恒久的に失い存在意義の消滅した企業は市場

から退出させることが望ましく、「救うべき敗者」の適切なスクリーニングが

必要ことは言うまでもないが、今回導入された数値基準では対象企業を過剰

に排除する可能性がある。欧米でより一般的なコミットメント型であれば数

値基準は適用されないが、未成熟な本邦市場では引受コストが障害となりノ

ンコミットメント型が主流となっている。ライツの上場の可否のみを定め、

発行自体は妨げるものでないことから事業再生への活用への一定の配慮はな

されていると拝察するものの、ライツの市場売却による換価は既存株主が希

薄化を回避する手段としては非常に重要である。なぜならば、既存株主がラ

イツ・オファリングによる増資の合理性をポジティブに評価しても、資力が

ない場合やリスク量を増やせない場合は行使ができず価値を実現できない。

多くの株主が行使をしなければ希薄化は回避できるが肝心の資金調達に支障

を来してしまう。さらに、大株主が、少数株主の失権の可能性を逆手にとっ

て支配比率を高めることが容易にでき得る。数値基準を満たしていなくても、

例えば事業再生 ADR における特定認証紛争解決事業者のような、「復活」の

可能性につき客観的な立場で合理的に検証する能力を有する当事者が認めれ
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ば上場を可能とするなど、数値基準という「ルール」が埋めきれない部分を、

再生させる価値のある企業には機会を与えるという「プリンシプル」で補完

することが望ましいのではないかと思料する。 

・ ライツの市場価値が理論価値を大幅に下回る状況が裁定取引を可能たらし

め、結果としてノンコミットメント型ライツ・オファリングが「不公正ファ

イナンス」として悪用される温床となっている懸念があるとすれば、「エクイ

ティ・ファイナンスのプリンシプル」の「市場の公正性・信頼性への疑いを

生じさせない」という原則に照らし、その状況の改善を図ることに全く異論

はない。ここで、「優れた資本市場」のあるべき姿とは、新しい派生商品の登

場により裁定機会が生まれたとしても市場参加者が合理的に行動することに

よりそれが速やかに解消されることであり、一種の派生商品であるライツに

ついても、ライツの取引を禁止するのではなく、むしろその取引環境を整備

することにより裁定機会の解消を図ることが本来的な解決の方向性であると

考える。かつて先物市場が本邦に導入されて間もないころ裁定取引による相

場の変動について所謂「先物悪玉論」が展開されたが、その後の市場の成熟

で裁定機会が解消したことは良い例である。ライツ・オファリングでも大株

主に市場への貸株供給を促した案件では価値の乖離が少なかったという意見

や、一部の証券会社がライツ取引の手数料体系を見直したことにより取引高

が増大し価値の乖離が縮減しつつあるという声も耳にする。従って、望まし

くない主体がライツによる裁定取引を通して一般株主の集合的な利益の犠牲

の元に不当な利益を享受し得る問題を解決するために、ライツ自体の売買を

妨げることではなく、本来の問題点に着目し、市場整備により裁定機会の解

消を図りつつ、公正でない方法により利益を得ようとする発行会社や投資家

がもし存在するとすれば、それぞれ、上場廃止、証券会社における口座開設・

売買注文の拒否で対処することが望ましいのではないかと思料する。 
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