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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義） （定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

第２条 この規程において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

（１）～（１８） （略） （１）～（１８） （略）

（１８）の２ 株主等基準日 有価証券報

告書に記載される大株主の状況又は大口

出資者の状況に係る基準日をいう。

（新設）

（１９）～（９６） （略） （１９）～（９６） （略）

（電磁的記録による書類等の提出）

第６条 上場有価証券の発行者等が当取引所

の規則に基づき行うべき書類等の提出につ

いては、当該書類等の内容を記録した電磁

的記録の提出によりこれを行うことができ

るものとする。ただし、当取引所が書面に

よる提出が必要と認める書類等について

は、この限りではない。

（法令に基づく電磁的記録）

第６条 法令に基づき電磁的記録が作成され

ている場合においては、原則として、上場

有価証券の発行者等が当取引所の規則に基

づき行うべき書類等の提出（法令に基づき

作成すべき書類等の写しの提出を含む。以

下この条において同じ。）については、当

該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録さ

れた内容を記載した書面の提出によりこれ

を行うものとする。

２ 前項の規定に基づき電磁的記録を提出し

た場合における当取引所の規則の適用につ

いては、文書をもって同項の書類等の提出

を行ったものとみなすほか、当取引所の規

則の適用においては、電磁的記録は当該電

磁的記録に相当する文書と、当該電磁的記

録に記録された事項は当該文書に記載され

た事項と、それぞれみなすものとする。

２ 前項の規定に基づき電磁的記録又は電磁

的記録に記録された内容を記載した書面を

提出した場合における当取引所の規則の適

用については文書をもって同項の書類等の

提出を行ったものとみなすほか、当取引所

の規則の適用においては、法令に基づき作

成された電磁的記録は当該電磁的記録に相

当する文書と、当該電磁的記録に記録され

た事項は当該文書に記載された事項と、そ

れぞれみなすものとする。

（テクニカル上場に係る上場審査）

第２０９条 （略）

（テクニカル上場に係る上場審査）

第２０９条 （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である会社についての前項第３号の規定

の適用については、同号中「上場後最初に

終了する事業年度の末日」とあるのは「上

場後最初に到来する株主等基準日」とす

る。

（新設）

（新規上場時の市場第一部銘柄への指定）

第２１０条 （略）

（新規上場時の市場第一部銘柄への指定）

第２１０条 （略）

２ （略） ２ （略）
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３ 当取引所は、市場第一部銘柄である上場

株券等（上場優先出資証券を除く。以下こ

の条において同じ。）を発行する上場会社

が、前２条の規定の適用を受ける場合に

は、次の各号の株券等の区分に従い、当該

各号に適合するものについては、市場第一

部銘柄に指定することができるものとす

る。

３ 当取引所は、市場第一部銘柄である上場

株券等（上場優先出資証券を除く。以下こ

の条において同じ。）を発行する上場会社

が、前２条の規定の適用を受ける場合に

は、次の各号の株券等の区分に従い、当該

各号に適合するものについては、市場第一

部銘柄に指定することができるものとす

る。

（１） （略） （１） （略）

（２） 外国株券等（重複上場の場合に限

る。）

当該外国株券等についての流通の状況

が、上場の時までに、第３１１条第４項

第１号に該当することが見込まれるもの

でないこと。

（２） 外国株券等（重複上場の場合に限

る。）

当該外国株券等についての流通の状況

が、上場の時までに、第３１１条第３項

第１号に該当することが見込まれるもの

でないこと。

４ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である上場会社についての前項第１号の

規定の適用については、同号中「上場後最

初に終了する事業年度の末日」とあるのは

「上場後最初に到来する株主等基準日」と

する。

（新設）

５ （略） ４ （略）

（テクニカル上場に係る上場審査）

第２１６条 （略）

（テクニカル上場に係る上場審査）

第２１６条 （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である会社についての前項第３号の規定

の適用については、同号中「上場後最初に

終了する事業年度の末日」とあるのは「上

場後最初に到来する株主等基準日」とす

る。

（新設）

（テクニカル上場に係る上場審査）

第２１６条の１０ （略）

（テクニカル上場に係る上場審査）

第２１６条の１０ （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である会社についての前項第１号の規定

の適用については、同号中「上場後最初に

終了する事業年度の末日」とあるのは「上

場後最初に到来する株主等基準日」とす

る。

（新設）

（指定替え基準）

第３１１条 （略）

（指定替え基準）

第３１１条 （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である上場会社についての前項第１号及

び第２号の規定の適用については、株主等

基準日における株主数、流通株式の数及び

（新設）
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流通株式の時価総額を事業年度の末日にお

ける株主数、流通株式の数及び流通株式の

時価総額とみなすものとする。

３ （略） ２ （略）

４ （略） ３ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準）

第６０１条 （略）

（上場内国会社の上場廃止基準）

第６０１条 （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である上場会社についての前項第１号及

び第２号の規定の適用については、株主等

基準日における株主数、流通株式の数、流

通株式の時価総額及び上場株券等の数を事

業年度の末日における株主数、流通株式の

数、流通株式の時価総額及び上場株券等の

数とみなすものとする。

（新設）

３ 発行者が同一である議決権付株式と無議

決権株式のいずれもが本則市場に上場して

いる場合において、当該議決権付株式が第

１項各号のいずれかの基準に該当したとき

（第１項第１８号に該当した場合のうち当

取引所が適当と認めるときを除く。）は、

当該無議決権株式についても上場を廃止す

る。

２ 発行者が同一である議決権付株式と無議

決権株式のいずれもが本則市場に上場して

いる場合において、当該議決権付株式が前

項各号のいずれかの基準に該当したとき

（前項第１８号に該当した場合のうち当取

引所が適当と認めるときを除く。）は、当

該無議決権株式についても上場を廃止す

る。

（上場内国会社の上場廃止基準）

第６０３条 （略）

（上場内国会社の上場廃止基準）

第６０３条 （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である上場会社についての前項第１号及

び第２号の規定の適用については、株主等

基準日における株主数、流通株式の数、流

通株式の時価総額及び上場株券等の数を事

業年度の末日における株主数、流通株式の

数、流通株式の時価総額及び上場株券等の

数とみなすものとする。

（新設）

３ 発行者が同一である議決権付株式と無議

決権株式のいずれもがマザーズに上場して

いる場合において、当該議決権付株式が第

１項各号のいずれかの基準に該当したとき

（第１項第６号において準用する第６０１

条第１項第１８号に該当した場合のうち当

取引所が適当と認めるときを除く。）は、

当該無議決権株式についても上場を廃止す

る。

２ 発行者が同一である議決権付株式と無議

決権株式のいずれもがマザーズに上場して

いる場合において、当該議決権付株式が前

項各号のいずれかの基準に該当したとき

（前項第６号において準用する第６０１条

第１項第１８号に該当した場合のうち当取

引所が適当と認めるときを除く。）は、当

該無議決権株式についても上場を廃止す

る。

（上場廃止基準）

第８０８条 （略）

（上場廃止基準）

第８０８条 （略）
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２ （略） ２ （略）

３ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である上場会社についての前項第１号及

び第２号の規定の適用については、株主等

基準日における優先株等の所有者数、流通

株式の数、流通株式の時価総額及び上場優

先株等の数を事業年度の末日における優先

株等の所有者数、流通株式の数、流通株式

の時価総額及び上場優先株等の数とみなす

ものとする。

（新設）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年３月３１日か

ら施行する。

２ 改正後の第３１１条、第６０１条、第６０

３条及び第８０８条の規定は、この改正規定

施行の日以後の日を事業年度の末日とするも

のから適用する。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（定義）

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任

意適用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託

受益証券」、「委託者指図型投資信託」、

「委託者非指図型投資信託」、「１単

位」、「親会社」、「親会社等」、「外

国」、「外国会社」、「外国株券」、「外

国株券等」、「外国株券等実質株主」、

「外国株信託受益証券」、「外国株預託証

券」、「外国株預託証券等」、「外国金融

商品取引所等」、「外国投資証券」、「外

国投資信託」、「外国投資法人」、「外国

持株会社」、「開示府令」、「会社」、

「株券等」、「株式事務代行機関」、「株

主等基準日」、「関係会社」、「監査証

明」、「監査証明に相当する証明」、「監

査証明府令」、「幹事取引参加者」、「関

連会社」、「企業グループ」、「企業集

団」、「議決権付株式」、「基準日等」、

「協同組織金融機関」、「金融商品取引業

者」、「交換社債券」、「公認会計士」、

「公認会計士等」、「公募」、「子会

社」、「子会社連動配当株」、「国際統一

基準金庫」、「国際統一基準行等」、「債

券」、「財務諸表等」、「財務書類」、

「自己株式」、「資産運用会社」、「指定

振替機関」、「支配株主」、「四半期財務

諸表等」、「四半期報告書」、「受益証

券」、「出資証券」、「上場ＥＴＮ信託受

益証券」、「上場外国会社」、「上場外国

株券」、「上場外国株券等」、「上場外国

株信託受益証券」、「上場外国株預託証券

等」、「上場会社」、「上場会社監査事務

所」、「上場株券等」、「上場議決権付株

式」、「上場交換社債券」、「上場債

券」、「上場市場選択申請者」、「上場転

換社債型新株予約権付社債券」、「上場内

国会社」、「上場内国株券」、「上場内国

株券等」、「上場無議決権株式」、「上場

有価証券」、「上場優先株等」、「上場優

先出資証券」、「新株予約権証券」、「新

規上場」、「新規上場申請者」、「人的分

割」、「数量制限付分売」、「施行令」、

「第三者割当」、「立会外分売」、「単元

株式数」、「中間財務諸表等」、「重複上

場」、「直前事業年度の末日等」、「テク

（定義）

第２条 この施行規則において「ＩＦＲＳ任

意適用会社」、「ＥＴＮ」、「ＥＴＮ信託

受益証券」、「委託者指図型投資信託」、

「委託者非指図型投資信託」、「１単

位」、「親会社」、「親会社等」、「外

国」、「外国会社」、「外国株券」、「外

国株券等」、「外国株券等実質株主」、

「外国株信託受益証券」、「外国株預託証

券」、「外国株預託証券等」、「外国金融

商品取引所等」、「外国投資証券」、「外

国投資信託」、「外国投資法人」、「外国

持株会社」、「開示府令」、「会社」、

「株券等」、「株式事務代行機関」、「関

係会社」、「監査証明」、「監査証明に相

当する証明」、「監査証明府令」、「幹事

取引参加者」、「関連会社」、「企業グル

ープ」、「企業集団」、「議決権付株

式」、「基準日等」、「協同組織金融機

関」、「金融商品取引業者」、「交換社債

券」、「公認会計士」、「公認会計士

等」、「公募」、「子会社」、「子会社連

動配当株」、「国際統一基準金庫」、「国

際統一基準行等」、「債券」、「財務諸表

等」、「財務書類」、「自己株式」、「資

産運用会社」、「指定振替機関」、「支配

株主」、「四半期財務諸表等」、「四半期

報告書」、「受益証券」、「出資証券」、

「上場ＥＴＮ信託受益証券」、「上場外国

会社」、「上場外国株券」、「上場外国株

券等」、「上場外国株信託受益証券」、

「上場外国株預託証券等」、「上場会

社」、「上場会社監査事務所」、「上場株

券等」、「上場議決権付株式」、「上場交

換社債券」、「上場債券」、「上場市場選

択申請者」、「上場転換社債型新株予約権

付社債券」、「上場内国会社」、「上場内

国株券」、「上場内国株券等」、「上場無

議決権株式」、「上場有価証券」、「上場

優先株等」、「上場優先出資証券」、「新

株予約権証券」、「新規上場」、「新規上

場申請者」、「人的分割」、「数量制限付

分売」、「施行令」、「第三者割当」、

「立会外分売」、「単元株式数」、「中間

財務諸表等」、「重複上場」、「直前事業

年度の末日等」、「テクニカル上場規
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ニカル上場規定」、「転換」、「転換社債

型新株予約権付社債券」、「投資運用

業」、「投資証券」、「投資信託」、「投

資信託委託会社」、「投資信託法」、「投

資信託法施行規則」、「投資信託法施行

令」、「投資法人」、「投資法人計算規

則」、「投資法人債券」、「特定事業会

社」、「特定有価証券開示府令」、「内閣

総理大臣等」、「内国会社」、「内国株

券」、「内国株券等」、「内部統制報告

書」、「買収防衛策」、「発行者」、「半

期報告書」、「非参加型優先株」、「振替

法」、「法」、「募集株式」、「募集株式

等」、「本国」、「本国等」、「無議決権

株式」、「有価証券」、「有価証券届出

書」、「有価証券報告書」、「有価証券報

告書等」、「優先株等」、「優先出資」、

「優先出資証券」、「優先出資法」、「預

託機関等」、「預託契約等」及び「流通株

式」とは、それぞれ規程第２条に規定する

ＩＦＲＳ任意適用会社、ＥＴＮ、ＥＴＮ信

託受益証券、委託者指図型投資信託、委託

者非指図型投資信託、１単位、親会社、親

会社等、外国、外国会社、外国株券、外国

株券等、外国株券等実質株主、外国株信託

受益証券、外国株預託証券、外国株預託証

券等、外国金融商品取引所等、外国投資証

券、外国投資信託、外国投資法人、外国持

株会社、開示府令、会社、株券等、株式事

務代行機関、株主等基準日、関係会社、監

査証明、監査証明に相当する証明、監査証

明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業

グループ、企業集団、議決権付株式、基準

日等、協同組織金融機関、金融商品取引業

者、交換社債券、公認会計士、公認会計士

等、公募、子会社、子会社連動配当株、国

際統一基準金庫、国際統一基準行等、債

券、財務諸表等、財務書類、自己株式、資

産運用会社、指定振替機関、支配株主、四

半期財務諸表等、四半期報告書、受益証

券、出資証券、上場ＥＴＮ信託受益証券、

上場外国会社、上場外国株券、上場外国株

券等、上場外国株信託受益証券、上場外国

株預託証券等、上場会社、上場会社監査事

務所、上場株券等、上場議決権付株式、上

場交換社債券、上場債券、上場市場選択申

請者、上場転換社債型新株予約権付社債

券、上場内国会社、上場内国株券、上場内

国株券等、上場無議決権株式、上場有価証

券、上場優先株等、上場優先出資証券、新

定」、「転換」、「転換社債型新株予約権

付社債券」、「投資運用業」、「投資証

券」、「投資信託」、「投資信託委託会

社」、「投資信託法」、「投資信託法施行

規則」、「投資信託法施行令」、「投資法

人」、「投資法人計算規則」、「投資法人

債券」、「特定事業会社」、「特定有価証

券開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内

国会社」、「内国株券」、「内国株券

等」、「内部統制報告書」、「買収防衛

策」、「発行者」、「半期報告書」、「非

参加型優先株」、「振替法」、「法」、

「募集株式」、「募集株式等」、「本

国」、「本国等」、「無議決権株式」、

「有価証券」、「有価証券届出書」、「有

価証券報告書」、「有価証券報告書等」、

「優先株等」、「優先出資」、「優先出資

証券」、「優先出資法」、「預託機関

等」、「預託契約等」及び「流通株式」と

は、それぞれ規程第２条に規定するＩＦＲ

Ｓ任意適用会社、ＥＴＮ、ＥＴＮ信託受益

証券、委託者指図型投資信託、委託者非指

図型投資信託、１単位、親会社、親会社

等、外国、外国会社、外国株券、外国株券

等、外国株券等実質株主、外国株信託受益

証券、外国株預託証券、外国株預託証券

等、外国金融商品取引所等、外国投資証

券、外国投資信託、外国投資法人、外国持

株会社、開示府令、会社、株券等、株式事

務代行機関、関係会社、監査証明、監査証

明に相当する証明、監査証明府令、幹事取

引参加者、関連会社、企業グループ、企業

集団、議決権付株式、基準日等、協同組織

金融機関、金融商品取引業者、交換社債

券、公認会計士、公認会計士等、公募、子

会社、子会社連動配当株、国際統一基準金

庫、国際統一基準行等、債券、財務諸表

等、財務書類、自己株式、資産運用会社、

指定振替機関、支配株主、四半期財務諸表

等、四半期報告書、受益証券、出資証券、

上場ＥＴＮ信託受益証券、上場外国会社、

上場外国株券、上場外国株券等、上場外国

株信託受益証券、上場外国株預託証券等、

上場会社、上場会社監査事務所、上場株券

等、上場議決権付株式、上場交換社債券、

上場債券、上場市場選択申請者、上場転換

社債型新株予約権付社債券、上場内国会

社、上場内国株券、上場内国株券等、上場

無議決権株式、上場有価証券、上場優先株

等、上場優先出資証券、新株予約権証券、
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株予約権証券、新規上場、新規上場申請

者、人的分割、数量制限付分売、施行令、

第三者割当、立会外分売、単元株式数、中

間財務諸表等、重複上場、直前事業年度の

末日等、テクニカル上場規定、転換、転換

社債型新株予約権付社債券、投資運用業、

投資証券、投資信託、投資信託委託会社、

投資信託法、投資信託法施行規則、投資信

託法施行令、投資法人、投資法人計算規

則、投資法人債券、特定事業会社、特定有

価証券開示府令、内閣総理大臣等、内国会

社、内国株券、内国株券等、内部統制報告

書、買収防衛策、発行者、半期報告書、非

参加型優先株、振替法、法、募集株式、募

集株式等、本国、本国等、無議決権株式、

有価証券、有価証券届出書、有価証券報告

書、有価証券報告書等、優先株等、優先出

資、優先出資証券、優先出資法、預託機関

等、預託契約等及び流通株式をいう。

新規上場、新規上場申請者、人的分割、数

量制限付分売、施行令、第三者割当、立会

外分売、単元株式数、中間財務諸表等、重

複上場、直前事業年度の末日等、テクニカ

ル上場規定、転換、転換社債型新株予約権

付社債券、投資運用業、投資証券、投資信

託、投資信託委託会社、投資信託法、投資

信託法施行規則、投資信託法施行令、投資

法人、投資法人計算規則、投資法人債券、

特定事業会社、特定有価証券開示府令、内

閣総理大臣等、内国会社、内国株券、内国

株券等、内部統制報告書、買収防衛策、発

行者、半期報告書、非参加型優先株、振替

法、法、募集株式、募集株式等、本国、本

国等、無議決権株式、有価証券、有価証券

届出書、有価証券報告書、有価証券報告書

等、優先株等、優先出資、優先出資証券、

優先出資法、預託機関等、預託契約等及び

流通株式をいう。

２・３ （略） ２・３ （略）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上

場申請書の添付書類）

第２０５条 （略）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上

場申請書の添付書類）

第２０５条 （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である会社についての前項第１号ａの

（ｃ）の規定の適用については、同（ｃ）

中「上場後最初に終了する事業年度の末

日」とあるのは、「上場後最初に到来する

株主等基準日」とする。

（新設）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上

場申請書の添付書類）

第２２０条 （略）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上

場申請書の添付書類）

第２２０条 （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である会社についての前項第１号ａの

（ｃ）の規定の適用については、同（ｃ）

中「上場後最初に終了する事業年度の末

日」とあるのは、「上場後最初に到来する

株主等基準日」とする。

（新設）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上

場申請書の添付書類）

第２２９条の４ （略）

（テクニカル上場の場合の有価証券新規上

場申請書の添付書類）

第２２９条の４ （略）

２ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準

日である会社についての前項第１号ａの

（ｃ）の規定の適用については、同（ｃ）

中「上場後最初に終了する事業年度の末

（新設）
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日」とあるのは、「上場後最初に到来する

株主等基準日」とする。

（指定替えの要件及び時期）

第３１１条 規程第３１１条第１項第１号に

規定する株主数及び同項第２号に規定する

流通株式の数の取扱い並びに市場第一部銘

柄が同項第１号又は第２号に該当する場合

の指定替えの時期は次の各号に定めるとこ

ろによる。

（指定替えの要件及び時期）

第３１１条 規程第３１１条第１項第１号に

規定する株主数及び同項第２号に規定する

流通株式の数の取扱い並びに市場第一部銘

柄が同項第１号又は第２号に該当する場合

の指定替えの時期は次の各号に定めるとこ

ろによる。

（１） 株主数及び流通株式の数の取扱い （１） 株主数及び流通株式の数の取扱い

ａ （略） ａ （略）

ａの２ 猶予期間内に株主等基準日を事

業年度の末日と異なる日に変更した銘

柄及び事業年度の末日と異なる日が株

主等基準日である銘柄についての前ａ

の規定の適用については、猶予期間の

最終日の属する事業年度に係る株主等

基準日における株主数及び流通株式の

数を猶予期間の最終日における株主数

及び流通株式の数とみなすものとす

る。

（新設）

ｂ～ｅ （略） ｂ～ｅ （略）

ｆ 規程第３１１条第１項第１号に規定

する株主数が２，０００人未満である

銘柄が、猶予期間内（猶予期間内に株

主等基準日を事業年度の末日と異なる

日に変更した銘柄にあっては、審査対

象事業年度の末日の翌日から猶予期間

の最終日の属する事業年度に係る株主

等基準日までの期間内をいい、事業年

度の末日と異なる日が株主等基準日で

ある銘柄にあっては、審査対象事業年

度に係る株主等基準日の翌日から猶予

期間の最終日の属する事業年度に係る

株主等基準日までの期間内をいう。次

ｇにおいて同じ。）において、次の

（ａ）又は（ｂ）に該当することとな

った場合には、２，０００人以上とな

ったものとして取り扱う。この場合に

おける審査は、上場会社が当取引所の

定める事項を記載した書類を提出した

ときに行うものとする。

ｆ 規程第３１１条第１項第１号に規定

する株主数が２，０００人未満である

銘柄が、猶予期間内において、次の

（ａ）又は（ｂ）に該当することとな

った場合には、２，０００人以上とな

ったものとして取り扱う。この場合に

おける審査は、上場会社が当取引所の

定める事項を記載した書類を提出した

ときに行うものとする。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

ｇ～ｉ （略） ｇ～ｉ （略）

ｊ 上場会社が猶予期間の最終日（猶予

期間内に株主等基準日を事業年度の末

日と異なる日に変更した上場会社及び

ｊ 上場会社が猶予期間の最終日の翌日

から当該猶予期間経過後３か月を経過

する日までの間に行った公募、売出し
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事業年度の末日と異なる日が株主等基

準日である上場会社にあっては、猶予

期間の最終日の属する事業年度に係る

株主等基準日）の翌日から当該猶予期

間経過後３か月を経過する日までの間

に行った公募、売出し又は数量制限付

分売の内容等を通知した場合であっ

て、上場会社が当該期間内に当該公募

若しくは売出しの内容又は数量制限付

分売の結果について証する書面を提出

したときは、規程第３１１条第１項第

１号に規定する株主数及び同項第２号

に規定する流通株式の数は、次の

（ａ）及び（ｂ）に定めるところによ

り取り扱うものとする。

又は数量制限付分売の内容等を通知し

た場合であって、上場会社が当該期間

内に当該公募若しくは売出しの内容又

は数量制限付分売の結果について証す

る書面を提出したときは、規程第３１

１条第１項第１号に規定する株主数及

び同項第２号に規定する流通株式の数

は、次の（ａ）及び（ｂ）に定めると

ころにより取り扱うものとする。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

（２） （略） （２） （略）

２ 規程第３１１条第１項第２号ｂに規定す

る流通株式の時価総額の取扱い及び市場第

一部銘柄が同号ｂに該当する場合の指定替

えの時期は次の各号に定めるところによ

る。

２ 規程第３１１条第１項第２号ｂに規定す

る流通株式の時価総額の取扱い及び市場第

一部銘柄が同号ｂに該当する場合の指定替

えの時期は次の各号に定めるところによ

る。

（１） 流通株式の時価総額の取扱い （１） 流通株式の時価総額の取扱い

ａ 規程第３１１条第１項第２号ｂに規

定する流通株式の時価総額が、上場会

社の事業年度の末日において、１０億

円未満である場合とは、上場会社の事

業年度の末日（同条第２項の適用を受

ける上場会社にあっては、株主等基準

日。以下このａにおいて同じ。）にお

ける当取引所の売買立会における当該

株券等の最終価格（当該最終価格がな

いときは、直近の最終価格）に、上場

会社の事業年度の末日における同号ａ

に規定する流通株式の数を乗じて得た

額が、１０億円未満である場合をい

う。

ａ 規程第３１１条第１項第２号ｂに規

定する流通株式の時価総額が、上場会

社の事業年度の末日において、１０億

円未満である場合とは、上場会社の事

業年度の末日における当取引所の売買

立会における当該株券等の最終価格

（当該最終価格がないときは、直近の

最終価格）に、上場会社の事業年度の

末日における同号ａに規定する流通株

式の数を乗じて得た額が、１０億円未

満である場合をいう。

ｂ （略） ｂ （略）

ｂの２ 猶予期間内に株主等基準日を事

業年度の末日と異なる日に変更した銘

柄及び事業年度の末日と異なる日が株

主等基準日である銘柄についての前ｂ

の規定の適用については、猶予期間の

最終日の属する事業年度に係る株主等

基準日における流通株式の時価総額を

猶予期間の最終日における流通株式の

時価総額とみなすものとする。

（新設）

ｃ 規程第３１１条第１項第２号ｂに規 ｃ 規程第３１１条第１項第２号ｂに規
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定する流通株式の時価総額が１０億円

未満である銘柄が、猶予期間内（猶予

期間内に株主等基準日を事業年度の末

日と異なる日に変更した銘柄にあって

は、審査対象事業年度の末日の翌日か

ら猶予期間の最終日の属する事業年度

に係る株主等基準日までの期間内をい

い、事業年度の末日と異なる日が株主

等基準日である銘柄にあっては、審査

対象事業年度に係る株主等基準日の翌

日から猶予期間の最終日の属する事業

年度に係る株主等基準日までの期間内

をいう。）において、次の（ａ）又は

（ｂ）に該当することとなった場合に

は、１０億円以上となったものとして

取り扱う。この場合における審査は、

上場会社が当取引所の定める事項を記

載した書類を提出したときに行うもの

とする。

定する流通株式の時価総額が１０億円

未満である銘柄が、猶予期間内におい

て、次の（ａ）又は（ｂ）に該当する

こととなった場合には、１０億円以上

となったものとして取り扱う。この場

合における審査は、上場会社が当取引

所の定める事項を記載した書類を提出

したときに行うものとする。

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略）

ｄ 上場会社が猶予期間の最終日（猶予

期間内に株主等基準日を事業年度の末

日と異なる日に変更した上場会社及び

事業年度の末日と異なる日が株主等基

準日である上場会社にあっては、猶予

期間の最終日の属する事業年度に係る

株主等基準日）の翌日から当該猶予期

間経過後３か月を経過する日までの間

に行った公募、売出し又は数量制限付

分売の内容等を通知した場合であっ

て、上場会社が当該期間内に当該公募

若しくは売出しの内容又は数量制限付

分売の結果について証する書面を提出

したときは、規程第３１１条第１項第

２号ｂに規定する流通株式の時価総額

は、次に定めるところにより取り扱う

ものとする。

当該公募若しくは売出し又は数量制

限付分売が行われた日における当取引

所の売買立会における当該株券等の最

終価格（当該最終価格がないときは、

直近の最終価格）に、上場会社が当取

引所に提出した「株券等の分布状況

表」に記載された流通株式の数に当該

公募若しくは売出し又は数量制限付分

売に係る株券等の数（当該株券等のう

ち明らかに流通株式とはならないと認

められる株券等の数を除く。）を加算

した数を乗じて得た額を猶予期間の最

終日における流通株式の時価総額とみ

ｄ 上場会社が猶予期間の最終日の後３

か月以内に行った公募、売出し又は数

量制限付分売の内容等を通知した場合

であって、上場会社が当該期間内に当

該公募若しくは売出しの内容又は数量

制限付分売の結果について証する書面

を提出したときは、規程第３１１条第

２号ｂに規定する流通株式の時価総額

は、次に定めるところにより取り扱う

ものとする。

当該公募若しくは売出し又は数量制

限付分売が行われた日における当取引

所の売買立会における当該株券等の最

終価格（当該最終価格がないときは、

直近の最終価格）に、上場会社が当取

引所に提出した「株券等の分布状況

表」に記載された流通株式の数に当該

公募若しくは売出し又は数量制限付分

売に係る株券等の数（当該株券等のう

ち明らかに流通株式とはならないと認

められる株券等の数を除く。）を加算

した数を乗じて得た額を猶予期間の最

終日における流通株式の時価総額とみ

なすものとする。
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なすものとする。

（２） （略） （２） （略）

３～５ （略） ３～５ （略）

（重複上場の外国会社の指定替えの要件及

び時期）

第３１２条 規程第３１１条第４項第１号に

規定する流通の状況の取扱い及び市場第一

部銘柄が同号に該当する場合の指定替えの

時期は次の各号に定めるところによる。

（重複上場の外国会社の指定替えの要件及

び時期）

第３１２条 規程第３１１条第３項第１号に

規定する流通の状況の取扱い及び市場第一

部銘柄が同号に該当する場合の指定替えの

時期は次の各号に定めるところによる。

（１） 流通の状況の取扱い

規程第３１１条第４項第１号に規定す

る流通の状況が十分に良好であるかどう

かの認定は、次のａからｃまでに従い行

うものとする。

（１） 流通の状況の取扱い

規程第３１１条第３項第１号に規定す

る流通の状況が十分に良好であるかどう

かの認定は、次のａからｃまでに従い行

うものとする。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 前ｂに従い外国金融商品取引所等に

おける当該銘柄についての流通の状況

が十分に良好であると認められない場

合は、規程第３１１条第４項第１号に

規定する流通の状況が十分に良好であ

ると認められないものとする。ただ

し、当取引所における流通の状況その

他の事由を勘案して、指定替えを行う

ことが適当でないと認められるとき

は、この限りでない。

ｃ 前ｂに従い外国金融商品取引所等に

おける当該銘柄についての流通の状況

が十分に良好であると認められない場

合は、規程第３１１条第３項第１号に

規定する流通の状況が十分に良好であ

ると認められないものとする。ただ

し、当取引所における流通の状況その

他の事由を勘案して、指定替えを行う

ことが適当でないと認められるとき

は、この限りでない。

（２） 指定替えの時期

外国株券等である市場第一部銘柄の流

通の状況が規程第３１１条第４項第１号

に該当した場合には、当該該当した月の

末日の翌月から起算して２か月目の月の

初日に指定替えを行う。

（２） 指定替えの時期

外国株券等である市場第一部銘柄の流

通の状況が規程第３１１条第３項第１号

に該当した場合には、当該該当した月の

末日の翌月から起算して２か月目の月の

初日に指定替えを行う。

２ 前条第４項第２号及び同条第５項第２号

の規定は、外国株券等である市場第一部銘

柄が規程第３１１条第４項第２号の規定に

基づき同条第１項第４号又は第５号に該当

した場合について、それぞれ準用する。

２ 前条第４項第２号及び同条第５項第２号

の規定は、外国株券等である市場第一部銘

柄が規程第３１１条第３項第２号の規定に

基づき同条第１項第４号又は第５号に該当

した場合について、それぞれ準用する。

（分布状況表の提出）

第４２３条 上場内国会社は、各事業年度の

末日現在における当取引所の定める様式に

よる「株券等の分布状況表」及び「上場優

先株等の分布状況表」を、事業年度経過後

２か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、

当取引所に提出するものとする。ただし、

事業年度の末日と異なる日が株主等基準日

である上場内国会社にあっては、株主等基

準日現在における「株券等の分布状況表」

（分布状況表の提出）

第４２３条 上場内国会社は、各事業年度の

末日現在における当取引所の定める様式に

よる「株券等の分布状況表」及び「上場優

先株等の分布状況表」を、事業年度経過後

２か月以内で分布状況の判明後遅滞なく、

当取引所に提出するものとする。
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及び「上場優先株等の分布状況表」を、株

主等基準日経過後２か月以内で分布状況の

判明後遅滞なく、当取引所に提出するもの

とする。

２ （略） ２ （略）

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０１条 規程第６０１条第１項第１号に

規定する株主数並びに同項第２号に規定す

る流通株式の数、流通株式の時価総額及び

上場株券等の数の取扱いは次の各号に定め

るところによる。

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い）

第６０１条 規程第６０１条第１項第１号に

規定する株主数並びに同項第２号に規定す

る流通株式の数、流通株式の時価総額及び

上場株券等の数の取扱いは次の各号に定め

るところによる。

（１） （略） （１） （略）

（１）の２ 猶予期間内に株主等基準日を

事業年度の末日と異なる日に変更した銘

柄及び事業年度の末日と異なる日が株主

等基準日である銘柄についての前号の規

定の適用については、猶予期間の最終日

の属する事業年度に係る株主等基準日に

おける株主数及び流通株式の数を猶予期

間の最終日における株主数及び流通株式

の数とみなすものとする。

（新設）

（２）～（１１） （略） （２）～（１１） （略）

（１２） 上場会社が審査対象事業年度の

末日（事業年度の末日と異なる日が株主

等基準日である上場会社にあっては、審

査対象事業年度に係る株主等基準日）

後、前号に定める日までに公募若しくは

売出し又は数量制限付分売を行うととも

に、当該日までに当該公募若しくは売出

しの内容又は数量制限付分売の結果につ

いて証する書面を当取引所に提出した場

合において、当該上場会社が当取引所に

提出した「株券等の分布状況表」に記載

された流通株式の数に当該公募若しくは

売出し又は数量制限付分売に係る株券等

の数（当該株券等のうち明らかに流通株

式とはならないと認められる株券等の数

を除く。）を加算した数が、審査対象事

業年度の末日における上場株券等の数に

当該公募に係る株券等の数を加算した数

の５％以上となったときは、規程第６０

１条第１項第２号ｃに該当しないものと

して取り扱う。

（１２） 上場会社が審査対象事業年度の

末日後、前号に定める日までに公募若し

くは売出し又は数量制限付分売を行うと

ともに、当該日までに当該公募若しくは

売出しの内容又は数量制限付分売の結果

について証する書面を当取引所に提出し

た場合において、当該上場会社が当取引

所に提出した「株券等の分布状況表」に

記載された流通株式の数に当該公募若し

くは売出し又は数量制限付分売に係る株

券等の数（当該株券等のうち明らかに流

通株式とはならないと認められる株券等

の数を除く。）を加算した数が、審査対

象事業年度の末日における上場株券等の

数に当該公募に係る株券等の数を加算し

た数の５％以上となったときは、規程第

６０１条第１項第２号ｃに該当しないも

のとして取り扱う。

２～１７ （略） ２～１７ （略）

（上場廃止日の取扱い）

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場

（上場廃止日の取扱い）

第６０４条 規程第６０９条に規定する上場
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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。

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。

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

（８）の２ 規程第６０１条第３項、規程

第６０３条第３項、規程第６０４条の２

第２項又は規程第６０４条の４第２項に

該当する無議決権株式

当該無議決権株式の発行者の発行する

上場議決権付株式の上場廃止日と同日。

ただし、当取引所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限りで

ない。

（８）の２ 規程第６０１条第２項、規程

第６０３条第２項、規程第６０４条の２

第２項又は規程第６０４条の４第２項に

該当する無議決権株式

当該無議決権株式の発行者の発行する

上場議決権付株式の上場廃止日と同日。

ただし、当取引所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限りで

ない。

（９）～（１０） （略） （９）～（１０） （略）

（整理銘柄の指定の取扱い）

第６０６条 当取引所は、上場株券等の上場

廃止が決定された場合には、規程第６１１

条の規定に基づき、当取引所が当該株券等

の上場廃止を決定した日から上場廃止日の

前日までの間、当該株券等を整理銘柄に指

定することができる。ただし、規程第２０

８条第２号若しくは第４号、規程第２１５

条第２号若しくは第４号、規程第２１６条

の９第２号若しくは第４号、第６０１条第

７項第２号ａ、第１３項第１号若しくは第

１５項第１号又は第６０４条第４号若しく

は第７号の規定の適用を受ける場合は、こ

の限りでない。

（整理銘柄の指定の取扱い）

第６０６条 当取引所は、上場株券等の上場

廃止が決定された場合には、規程第６１１

条の規定に基づき、当取引所が当該株券等

の上場廃止を決定した日から上場廃止日の

前日までの間、当該株券等を整理銘柄に指

定することができる。ただし、規程第２０

８条第２号若しくは第４号、規程第２１５

条第２号若しくは第４号、規程第２１６条

の９第２号若しくは第４号、第６０１条第

７項第２号ａ、第１２項第１号若しくは第

１４項第１号又は第６０４条第４号若しく

は第７号の規定の適用を受ける場合は、こ

の限りでない。

（上場廃止日の取扱い）

第９１７条 規程第９２２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

銘柄の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（上場廃止日の取扱い）

第９１７条 規程第９２２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

銘柄の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略）

（８） 規程第９５７条第１項において準

用する規程第６０８条に定める申請によ

り上場廃止となることが決定した銘柄

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定

した日の翌日から起算して１か月間を経

過した日。ただし、当取引所が速やかに

上場廃止すべきであると認めた場合は、

この限りでない。

（８） 規程第９４１条第１項において準

用する規程第６０８条に定める申請によ

り上場廃止となることが決定した銘柄

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定

した日の翌日から起算して１か月間を経

過した日。ただし、当取引所が速やかに

上場廃止すべきであると認めた場合は、

この限りでない。

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い）
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第９１８条 当取引所は、上場転換社債型新

株予約権付社債券が次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該上場転換社債型新株

予約権付社債券を規程第９２３条に規定す

る監理銘柄に指定することができる。この

場合において、第１号又は第７号に該当す

る場合は監理銘柄（審査中）に指定し、そ

れ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定

する。

第９１８条 当取引所は、上場転換社債型新

株予約権付社債券が次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該上場転換社債型新株

予約権付社債券を規程第９２３条に規定す

る監理銘柄に指定することができる。この

場合において、第１号又は第７号に該当す

る場合は監理銘柄（審査中）に指定し、そ

れ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定

する。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 規程第９２１条第２項第４号に該

当するおそれがあると当取引所が認める

場合（上場銘柄と引換えに交付される転

換社債型新株予約権付社債券が規程第９

２０条第３項第４号又は第６号の規定に

より速やかに上場される見込みのある場

合を除く。）

（５） 規程第９２１条第２項第４号に該

当するおそれがあると当取引所が認める

場合（上場銘柄と引換えに交付される転

換社債型新株予約権付社債券が規程第９

１５条第３項第４号又は第６号の規定に

より速やかに上場される見込みのある場

合を除く。）

（６）・（７） （略） （６）・（７） （略）

２ 当取引所は、規程第９５７条第１項にお

いて準用する規程第６０８条の規定により

上場廃止申請が行われた上場転換社債型新

株予約権付社債券を、監理銘柄へ指定する

ことができる。この場合においては、監理

銘柄（確認中）に指定する。

２ 当取引所は、規程第９４１条第１項にお

いて準用する規程第６０８条の規定により

上場廃止申請が行われた上場転換社債型新

株予約権付社債券を、監理銘柄へ指定する

ことができる。この場合においては、監理

銘柄（確認中）に指定する。

３・４ （略） ３・４ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年３月３１日か

ら施行する。

２ 改正後の第３１１条、第４２３条及び第６

０１条の規定は、この改正規定施行の日以後

の日を事業年度の末日とするものから適用す

る。
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（株券等に係る貸借銘柄の選定基準）

第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各

号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定

されているものを除きこれを貸借銘柄に選

定するものとする。

（株券等に係る貸借銘柄の選定基準）

第３条 制度信用銘柄である株券等が次の各

号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定

されているものを除きこれを貸借銘柄に選

定するものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上

場規程第２０８条第１項第１号から第４号

までのいずれか、同第２１５条第１号から

第４号までのいずれか又は同第２１６条の

９第１号から第４号までのいずれかの規定

の適用を受けて上場される株券等及び当該

株券等の発行者が発行している優先株等に

対する最初の選定審査においては、第１

号、第１号の２及び第２号に適合するとき

に、これを貸借銘柄に選定するものとする

（有価証券上場規程第２０８条第１項第１

号から第４号までのいずれか、同第２１５

条第１号から第４号までのいずれか又は同

第２１６条の９第１号から第４号までのい

ずれかの規定に定める行為の当事者の発行

する株券等が貸借銘柄である場合に限

る。）。ただし、当該株券等が外国株券等

であって、かつ、当該株券等の発行者が有

価証券上場規程第２０８条第１号、第２１

５条第１号若しくは第２１６条の９第１号

に定める存続会社の親会社又は同第２０８

条第３号、第２１５条第３号若しくは第２

１６条の９第３号に定める当該他の会社の

親会社である場合には、当該株券等に対す

る最初の選定審査においては、次の各号に

適合するときに、これを貸借銘柄に選定す

るものとする。

４ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上

場規程第２０８条第１項第１号から第４号ま

でのいずれか、同第２１５条第１号から第４

号までのいずれか又は同第２１６条の９第１

号から第４号までのいずれかの規定の適用を

受けて上場される株券等及び当該株券等の発

行者が発行している優先株等に対する最初の

選定審査においては、第１号及び第２号に適

合するときに、これを貸借銘柄に選定するも

のとする（有価証券上場規程第２０８条第１

項第１号から第４号までのいずれか、同第２

１５条第１号から第４号までのいずれか又は

同第２１６条の９第１号から第４号までのい

ずれかの規定に定める行為の当事者の発行す

る株券等が貸借銘柄である場合に限る。）。

ただし、当該株券等が外国株券等であって、

かつ、当該株券等の発行者が有価証券上場規

程第２０８条第１号、第２１５条第１号若し

くは第２１６条の９第１号に定める存続会社

の親会社又は同第２０８条第３号、第２１５

条第３号若しくは第２１６条の９第３号に定

める当該他の会社の親会社である場合には、

当該株券等に対する最初の選定審査において

は、次の各号に適合するときに、これを貸借

銘柄に選定するものとする。

（１） 第２条第１項第２号並びにこの条

第１項第８号、第１０号及び第１１号の

各号に適合する銘柄であるとき。

（１） 第２条第１項第２号並びにこの条

第１項第１号の２、第８号、第１０号及

び第１１号の各号に適合する銘柄である

とき。

（１）の２ 流通株式の数が、上場後最初

に終了する事業年度の末日までに第６条

第１項第１号の規定に該当しない見込み

のある銘柄であるとき。

（新設）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

５ （略） ５ （略）

６ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の

発行者でない上場会社が、貸借銘柄の発行

６ 第１項の規定にかかわらず、貸借銘柄の

発行者でない上場会社が、貸借銘柄の発行
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者である上場会社を吸収合併する場合又は

貸借銘柄の発行者である上場会社を完全子

会社とする株式交換を行う場合における当

該貸借銘柄の発行者でない上場会社の株券

等に対する合併又は株式交換の後最初の選

定審査においては、次の各号に適合すると

きに、これを貸借銘柄に選定するものとす

る。

者である上場会社を吸収合併する場合又は

貸借銘柄の発行者である上場会社を完全子

会社とする株式交換を行う場合における当

該貸借銘柄の発行者でない上場会社の株券

等に対する合併又は株式交換の後最初の選

定審査においては、次の各号に適合すると

きに、これを貸借銘柄に選定するものとす

る。

（１） 第２条第１項第２号及びこの条第

１項第６号から第１１号までの各号に適

合する銘柄であるとき。

（１） 第２条第１項第２号並びにこの条

第１項第１号の２及び第６号から第１１

号までの各号に適合する銘柄であると

き。

（１）の２ 流通株式の数が、合併又は株

式交換の後最初に終了する事業年度の末

日までに第６条第１項第１号の規定に該

当しない見込みのある銘柄であるとき。

（新設）

（２） （略） （２） （略）

７・８ （略） ７・８ （略）

９ 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日

である会社についての第４項第１号の２及び

第２号の規定の適用については、同項第１号

の２及び第２号中「上場後最初に終了する事

業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に

到来する株主等基準日」とし、第６項第１号

の２及び第２号の規定の適用については、同

項第１号の２及び第２号中「合併又は株式交

換の後最初に終了する事業年度の末日」とあ

るのは、「合併又は株式交換の後最初に到来

する株主等基準日」とする。

（新設）

（貸借銘柄である株券等に係る選定取消基準の

特例）

第７条 （略）

（貸借銘柄である株券等に係る選定取消基準

の特例）

第７条 （略）

２ 猶予期間内に株主等基準日を事業年度の末

日と異なる日に変更した銘柄及び事業年度の

末日と異なる日が株主等基準日である銘柄に

ついての前項の規定の適用については、猶予

期間の最終日の属する事業年度に係る株主等

基準日における株主数及び流通株式の数を猶

予期間の最終日における株主数及び流通株式

の数とみなすものとする。

（新設）

３ （略） ２ （略）

付  則

１ この改正規定は、平成３０年３月３１日か
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ら施行する。

２ 改正後の第７条、別表第１及び別表第７の

規定は、この改正規定施行の日以後の日を事

業年度の末日とするものから適用する。

別表第１（第３条第１項関係） 別表第１（第３条第１項関係）

読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定

読み替えられ

る字句

読み替える

字句

読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定

読み替えられ

る字句

読み替える

字句

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

第２１２条第１

項第４号

当該基準日等 審査対象事

業年度の末

日（事業年

度の末日と

異なる日が

株主等基準

日である場

合、審査対

象事業年度

に係る株主

等基準日）

第２１２条第１

項第４号

当該基準日等 審査対象事

業年度の末

日

第２１２条第１

項第４号及び第

８号

直前の基準日

等

審査対象事

業年度の末

日（事業年

度の末日と

異なる日が

株主等基準

日である場

合、審査対

象事業年度

に係る株主

等基準日）

第２１２条第１

項第４号及び第

８号

直前の基準日

等

審査対象事

業年度の末

日

第２１２条第１

項第５号

基準日等 審査対象事

業年度の末

第２１２条第１

項第５号

基準日等 審査対象事

業年度の末
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日（事業年

度の末日と

異なる日が

株主等基準

日である場

合、審査対

象事業年度

に係る株主

等基準日）

日

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

別表第７（第６条第１項関係） 別表第７（第６条第１項関係）

読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定

読み替えられ

る字句

読み替える

字句

読み替える有価

証券上場規程施

行規則の規定

読み替えられ

る字句

読み替える

字句

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

第２１２条第１

項第４号

直前の基準日

等

審査対象事

業年度の末

日（事業年

度の末日と

異なる日が

株主等基準

日である場

合、審査対

象事業年度

に係る株主

等基準日）

（新設）

当該基準日等 審査対象事

業年度の末

日（事業年

度の末日と

異なる日が

株主等基準

日である場

合、審査対
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象事業年度

に係る株主

等基準日）


