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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） 

第２条 この特例において、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。 

（定義） 

第２条 この特例において、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）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 削除 （６） 関連当事者取引 上場会社が第１

１０条第６項の規定に従い財務書類を作

成する際に用いた会計基準において、開

示することが要求される関連当事者との

間の取引をいう。 

（７）～（４８） （略） （７）～（４８） （略） 

  

（電磁的記録による書類等の提出） 

第６条 新規上場申請に係る有価証券の発行

者、上場有価証券の発行者その他の当取引

所の規則に基づき書類等の提出及び開示等

を行う者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、新規

上場申請に係る有価証券の発行者、上場有

価証券の発行者その他の当取引所の規則に

基づき書類等の提出及び開示等を行う者が

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。 

  

 

第１２６条 削除 

（関連当事者取引の開示） 

第１２６条 上場会社は、関連当事者取引を

行った場合には、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。 

  

（Ｊ―Ａｄｖｉｓｅｒ資格の取得審査） 

第３０４条 前条に規定する審査は、次の各

号に掲げる基準により行うものとする。 

（Ｊ―Ａｄｖｉｓｅｒ資格の取得審査） 

第３０４条 前条に規定する審査は、次の各

号に掲げる基準により行うものとする。 
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（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４）  財務の状況が健全であって、か

つ、当該財務の状況がウェブサイトに公

表されていること 

（４） 財務の状況が健全であること 

（５）～（１２） （略） （５）～（１２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成３０年５月３１日か

ら施行する。 
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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「運用会

社」、「MSCB 等」、「株券等」、「株式事

務代行機関」、「監査報告書等」、「国際

会計基準」、「コーポレート・ファイナン

ス助言業務」、「債券」、「J―Ad v i s e

r」、「J―QS」、「指定振替機関」、「四

半期報告書」、「受託者」、「上場外国会

社」、「上場会社」、「上場株券等」、

「上場債券」、「上場内国会社」、「上場

有価証券」、「新規上場申請者」、「第三

者割当」、「担当会社」、「担当 J―Advis

e r」、「担当上場会社」、「特定証券情

報」、「特定証券情報(補完)」、「特定上

場有価証券」、「特定投資家」、「特定投

資家向け売付け勧誘等」、「特定投資家向

け取得勧誘」、「特定取引所金融商品市

場」、「特定有価証券」、「特別利害関係

者等」、「取引所府令」、「日本会計基

準」、「発行者情報」、「半期報告書」、

「非上場逆さ合併」、「プログラム上

場」、「プログラム情報」、「米国会計基

準」、「法」、「募集株式」、「有価証

券」、「有価証券届出書」、「有価証券報

告書」及び「流動性プロバイダー」とは、

それぞれ特例第 2 条に規定する運用会社、M

SCB 等、株券等、株式事務代行機関、監査

報告書等、国際会計基準、コーポレート・

ファイナンス助言業務、債券、J―Advise

r、J―QS、指定振替機関、四半期報告書、

受託者、上場外国会社、上場会社、上場株

券等、上場債券、上場内国会社、上場有価

証券、新規上場申請者、第三者割当、担当

会社、担当 J―Adviser、担当上場会社、特

定証券情報、特定証券情報(補完)、特定上

場有価証券、特定投資家、特定投資家向け

売付け勧誘等、特定投資家向け取得勧誘、

特定取引所金融商品市場、特定有価証券、

特別利害関係者等、取引所府令、日本会計

基準、発行者情報、半期報告書、非上場逆

さ合併、プログラム上場、プログラム情

報、米国会計基準、法、募集株式、有価証

券、有価証券届出書、有価証券報告書及び

流動性プロバイダーをいう。 

（定義） 

第２条  この施行規則において「運用会

社」、「MSCB 等」、「株券等」、「株式事

務代行機関」、「監査報告書等」、「関連

当事者取引」、「国際会計基準」、「コー

ポレート・ファイナンス助言業務」、「債

券」、「J―Adviser」、「J―QS」、「指

定振替機関」、「四半期報告書」、「受託

者」、「上場外国会社」、「上場会社」、

「上場株券等」、「上場債券」、「上場内

国会社」、「上場有価証券」、「新規上場

申請者」、「第三者割当」、「担当会

社」、「担当 J―Adviser」、「担当上場会

社」、「特定証券情報」、「特定証券情報

(補完)」、「特定上場有価証券」、「特定

投資家」、「特定投資家向け売付け勧誘

等」、「特定投資家向け取得勧誘」、「特

定取引所金融商品市場」、「特定有価証

券」、「特別利害関係者等」、「取引所府

令」、「日本会計基準」、「発行者情

報」、「半期報告書」、「非上場逆さ合

併」、「プログラム上場」、「プログラム

情報」、「米国会計基準」、「法」、「募

集株式」、「有価証券」、「有価証券届出

書」、「有価証券報告書」及び「流動性プ

ロバイダー」とは、それぞれ特例第 2 条に

規定する運用会社、MSCB 等、株券等、株式

事務代行機関、監査報告書等、関連当事者

取引、国際会計基準、コーポレート・ファ

イナンス助言業務、債券、J―Adviser、J―

Q S、指定振替機関、四半期報告書、受託

者、上場外国会社、上場会社、上場株券

等、上場債券、上場内国会社、上場有価証

券、新規上場申請者、第三者割当、担当会

社、担当 J―Adviser、担当上場会社、特定

証券情報、特定証券情報(補完)、特定上場

有価証券、特定投資家、特定投資家向け売

付け勧誘等、特定投資家向け取得勧誘、特

定取引所金融商品市場、特定有価証券、特

別利害関係者等、取引所府令、日本会計基

準、発行者情報、半期報告書、非上場逆さ

合併、プログラム上場、プログラム情報、

米国会計基準、法、募集株式、有価証券、

有価証券届出書、有価証券報告書及び流動

性プロバイダーをいう。 
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第１１５条 削除 

（関連当事者取引の開示等） 

第１１５条 特例第１２６条に基づく関連当

事者取引の開示は、特例第１１８条、特例

第１１９条、特例第１２４条及び特例第１

２５条に規定する基準に従い行わなければ

ならない。 

 ２ 特例第１２６条の規定に基づき開示すべ

き関連当事者取引の内容は、次の各号に掲

げる内容とする。 

 （１） 関連当事者取引を行った経緯 

 （２） 関連当事者取引の概要 

 （３） 関連当事者取引に関する今後の見

通し 

 （４） その他当取引所が投資判断上重要

と認める事項 

 ３ 上場会社は、公正かつ合理的である場合

に限り関連当事者取引を行うものとし、関

連当事者取引を行った場合には、直ちにそ

の内容を担当Ｊ―Ａｄｖｉｓｅｒに報告し

なければならない。 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成３０年５月３１日か

ら施行する。 

 

  

別記第３号様式 別記第３号様式 

特定証券情報 特定証券情報 

【表紙】 【表紙】 

【公表書類】特定証券情報 【公表書類】特定証券情報 

【公表日】 年 月 日 【公表日】 年 月 日 

【発行者の名称】（２） 【発行者の名称】（２） 

【代表者の役職氏名】（３） 【代表者の役職氏名】（３） 

【本店の所在の場所】 【本店の所在の場所】 

【電話番号】 【電話番号】 

【事務連絡者氏名】 【事務連絡者氏名】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】（４） 【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】（４） 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏

名】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏

名】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場

所】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場

所】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの財務状況が公表

されるウェブサイトのアドレス】 

 

【電話番号】 【電話番号】 

【有価証券の種類】（５） 【有価証券の種類】（５） 
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【有価証券の発行価額又は売付け価額の総

額】（６） 

【有価証券の発行価額又は売付け価額の総

額】（６） 

【取引所金融商品市場等に関する事項】

（７） 

【取引所金融商品市場等に関する事項】

（７） 

【安定操作に関する事項】（８） 【安定操作に関する事項】（８） 

【公表されるホームページのアドレス】

（９） 

【公表されるホームページのアドレス】

（９） 

【投資者に対する注意事項】（１０） 【投資者に対する注意事項】（１０） 

１～４ （略） １～４ （略） 

  

第一部 （略） 第一部 （略） 

  

第二部 【企業情報】 第二部 【企業情報】 

第１～第４ （略） 第１～第４ （略） 

第５ 【発行者の状況】 第５ 【発行者の状況】 

１～６ （略） １～６ （略） 

  （削る） ７ 【関連当事者取引】（５８） 

第６～第８ （略） 第６～第８ （略） 

  

第三部～第五部 （略） 第三部～第五部 （略） 

  

（記載上の注意） （記載上の注意） 

（１）～（２７） （略） （１）～（２７） （略） 

（２８） 関係会社の状況 （２８） 関係会社の状況 

ａ～ｅ （略）   ａ～ｅ （略） 

ｆ 削除 ｆ 関係会社の住所等が「関連当事者取

引」の項において記載されている場合

には、その旨を明記することによっ

て、その記載を省略することができ

る。 

ｇ・ｈ （略） ｇ・ｈ （略） 

（２９）～（５７） （略） （２９）～（５７） （略） 

（５８） 削除 （５８） 関連当事者取引 

    特例第１２６条の規定に基づき開示が

要求される取引について、特定上場有価

証券に関する有価証券上場規程の特例の

施行規則第１１５条第２項の規定に基づ

き開示されるべき内容を記載すること。

ただし、連結財務諸表の注記に記載され

ているものについては、記載を省略する

ことができる。 

（５９）～（７５） （略） （５９）～（７５） （略） 

  

別記第４号様式 別記第４号様式 
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発行者情報 発行者情報 

【表紙】 【表紙】 

【公表書類】発行者情報 【公表書類】発行者情報 

【公表日】 年 月 日 【公表日】 年 月 日 

【発行者の名称】（２） 【発行者の名称】（２） 

【代表者の役職氏名】（３） 【代表者の役職氏名】（３） 

【本店の所在の場所】 【本店の所在の場所】 

【電話番号】 【電話番号】 

【事務連絡者氏名】 【事務連絡者氏名】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】（４） 【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】（４） 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏

名】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏

名】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場

所】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場

所】 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの財務状況が公表

されるウェブサイトのアドレス】 

 

【電話番号】 【電話番号】 

【有価証券の種類】（５） 【有価証券の種類】（５） 

【有価証券の発行価額又は売付け価額の総

額】（６） 

【有価証券の発行価額又は売付け価額の総

額】（６） 

【取引所金融商品市場等に関する事項】

（７） 

【取引所金融商品市場等に関する事項】

（７） 

【安定操作に関する事項】（８） 【安定操作に関する事項】（８） 

【公表されるホームページのアドレス】

（９） 

【公表されるホームページのアドレス】

（９） 

【投資者に対する注意事項】（１０） 【投資者に対する注意事項】（１０） 

１～４ （略） １～４ （略） 

  

第一部 【企業情報】 第一部 【企業情報】 

第１～第４ （略） 第１～第４ （略） 

第５ 【発行者の状況】 第５ 【発行者の状況】 

１～６ （略） １～６ （略） 

 （削る） ７ 【関連当事者取引】（４５） 

第６～第８ （略） 第６～第８ （略） 

  

第二部・第三部 （略） 第二部・第三部 （略） 

  

（記載上の注意） （記載上の注意） 

以下の記載上の注意により第３号様式の記載

上の注意に準じて当該記載上の注意に係る記載

（「表示」を含む。以下同じ。）をする場合に

は、「第一部 企業情報」の「第５ 発行者の

状況」の「２ 自己株式の取得等の状況」を除

以下の記載上の注意により第３号様式の記載

上の注意に準じて当該記載上の注意に係る記載

（「表示」を含む。以下同じ。）をする場合に

は、「第一部 企業情報」の「第５ 発行者の

状況」の「２ 自己株式の取得等の状況」を除
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き、第３号様式記載上の注意中「特定証券情報

の公表日」、「特定証券情報の公表日の最近

日」及び「最近日」とあるのは「当連結会計年

度末」（連結財務諸表を作成していない場合に

は「当事業年度末」）と、「最近３連結会計年

度」とあるのは「当連結会計年度の前２連結会

計年度及び当連結会計年度」と、「最近２連結

会計年度」及び「最近２連結会計年度等」とあ

るのは「当連結会計年度の前連結会計年度及び

当連結会計年度」と、「最近連結会計年度」及

び「最近連結会計年度等」とあるのは「当連結

会計年度」と、「最近連結会計年度末」とある

のは「当連結会計年度末」と、「最近２事業年

度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当

事業年度の前事業年度及び当事業年度」と、

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」

と、「最近事業年度末」とあるのは「当事業年

度末」と、「特定証券情報に記載した」とある

のは「発行者情報に記載した」と読み替えるも

のとするほか、適宜必要な読み替えを行うもの

とする。 

き、第３号様式記載上の注意中「特定証券情報

の公表日」、「特定証券情報の公表日の最近

日」及び「最近日」とあるのは「当連結会計年

度末」（連結財務諸表を作成していない場合に

は「当事業年度末」）と、「最近３連結会計年

度」とあるのは「当連結会計年度の前２連結会

計年度及び当連結会計年度」と、「最近２連結

会計年度」及び「最近２連結会計年度等」とあ

るのは「当連結会計年度の前連結会計年度及び

当連結会計年度」と、「最近連結会計年度」及

び「最近連結会計年度等」とあるのは「当連結

会計年度」と、「最近連結会計年度末」とある

のは「当連結会計年度末」と、「最近２事業年

度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当

事業年度の前事業年度及び当事業年度」と、

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」

と、「最近事業年度末」とあるのは「当事業年

度末」と、「特定証券情報に記載した」とある

のは「発行者情報に記載した」と読み替えるも

のとするほか、適宜必要な読み替えを行うもの

とする。 

（１）～（３０） （略） （１）～（３０） （略） 

（３１） 大株主の状況 （３１） 大株主の状況 

第３号様式記載上の注意（７５）に準じ

て、発行者の株主総会又は種類株主総会にお

ける議決権行使の基準日（会社法第１２４条

第１項に規定する基準日をいう。）現在の株

主の状況について、所有株式数の多い順（発

行者を除く。以下この号において同じ。）に

１０名程度について記載すること。ただし、

これにより難い場合にあっては、当連結会計

年度末現在の株主の状況について、所有株式

数の多い順に１０名程度について記載するこ

と。 

第３号様式記載上の注意（７５）に準じ

て、当連結会計年度末現在の株主の状況につ

いて、所有株式数の多い順に１０名程度につ

いて記載すること。 

（３２）～（４４） （略） （３２）～（４４） （略） 

（４５） 削除 （４５） 関連当事者取引 

 第３号様式記載上の注意（５８）に準じて

記載すること。 

（４６）～（５７） （略） （４６）～（５７） （略） 

  

 


