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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）～（１３）の２ （略） （１）～（１３）の２ （略） 

（１３）の３ 外国投資信託 投資信託法

第２条第２４項に規定する外国投資信託

をいう。 

（１３）の３ 外国投資信託 投資信託法

第２条第２２項に規定する外国投資信託

をいう。 

（１３）の４ 外国投資法人 投資信託法

第２条第２５項に規定する外国投資法人

をいう。 

（１３）の４ 外国投資法人 投資信託法

第２条第２３項に規定する外国投資法人

をいう。 

（１４）～（４１） （略） （１４）～（４１） （略） 

（４１）の２ 資産運用会社 投資信託法

第２条第２１項に規定する資産運用会社

（当該資産運用会社から投資法人から委

託された資産の運用に係る権限の一部の

再委託を受けた者を含む。）をいう。 

（４１）の２ 資産運用会社 投資信託法

第２条第１９号に規定する資産運用会社

（当該資産運用会社から投資法人から委

託された資産の運用に係る権限の一部の

再委託を受けた者を含む。）をいう。 

（４２）～（７５）の３ （略） （４２）～（７５）の３ （略） 

（７５）の４ 削除 （７５）の４ 同時上場 当取引所への新

規上場と同時期に外国金融商品取引所等

（当取引所が適当と認める外国金融商品

取引所等に限る。）において上場又は継

続的に取引される見込みのあることその

他これに準ずることとして施行規則で定

めることをいう。 

（７５）の５～（７５）の１１ （略） （７５）の５～（７５）の１１ （略） 

（７５）の１２ 投資法人債券 投資信託

法第２条第２０項に規定する投資法人債

券をいう。 

（７５）の１２ 投資法人債券 投資信託

法第２条第１８項に規定する投資法人債

券をいう。 

（７５）の１３～（９６） （略） （７５）の１３～（９６） （略） 

  

（予備申請） （予備申請） 

第２０２条 （略） 第２０２条 （略） 

２ 前項の規定により予備申請が行われた場

合には、当取引所は第２０５条から第２０

７条まで、第２１０条、第２１２条から第

２１４条まで又は第２１６条の３から第２

１６条の５までの規定に適合する見込みが

あるかどうかについて審査を行う。 

２ 前項の規定により予備申請が行われた場

合には、当取引所は第２０５条から第２０

７条まで、第２１０条、第２１２条から第

２１４条まで又は第２１６条の３から第２

１６条の８までの規定に適合する見込みが

あるかどうかについて審査を行う。 

３ （略） ３ （略） 

  

（内国会社の形式要件） （内国会社の形式要件） 
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第２０５条 内国株券等に係る第２０７条に

定める本則市場の上場審査は、次の各号に

適合するものを対象として行うものとす

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。 

第２０５条 内国株券等に係る第２０７条に

定める本則市場の上場審査は、次の各号に

適合するものを対象として行うものとす

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。 

（１） 株主数 （１） 株主数 

株主数（当該株券等を１単位以上所有

する者の数をいう。以下同じ。）が、上

場の時までに、４００人以上となる見込

みのあること。 

株主数（当該株券等を１単位以上所有

する者の数をいう。以下同じ。）が、上

場の時までに、８００人以上となる見込

みのあること。 

（２） 流通株式 （２） 流通株式 

次のａからｃまでに適合すること。 次のａからｃまでに適合すること。た

だし、重複上場又は同時上場の場合に

は、ａに適合し、かつ、ｂ又はｃに適合

すること。 

ａ 流通株式の数が、上場の時までに、

２，０００単位以上となる見込みのあ

ること。 

ａ 流通株式の数が、上場の時までに、

４，０００単位以上となる見込みのあ

ること。 

ｂ （略） ｂ （略） 

ｃ 流通株式の数が、上場の時までに、

上場株券等の数の２５％以上となる見

込みのあること。 

ｃ 流通株式の数が、上場の時までに、

上場株券等の数の３０％以上となる見

込みのあること。 

（３） 削除 （３） 時価総額 

上場日における時価総額が２０億円以

上となる見込みのあること。 

（４） 事業継続年数 （４） 事業継続年数 

新規上場申請日から起算して３年前よ

り前から取締役会（協同組織金融機関又

は外国会社にあっては、これに相当する

機関をいう。以下同じ。）を設置して継

続的に事業活動をしていること。 

新規上場申請日の直前事業年度の末日

から起算して３年前より前から取締役会

（協同組織金融機関又は外国会社にあっ

ては、これに相当する機関をいう。以下

同じ。）を設置して継続的に事業活動を

していること。 

（５） 純資産の額 （５） 純資産の額 

上場日における純資産の額が正となる

見込みのあること。 

上場日における純資産の額が１０億円

以上となる見込みのあること。 

（６） 利益の額 （６） 利益の額又は時価総額 

最近１年間（「最近」の計算は、新規

上場申請日の直前事業年度の末日を起算

日としてさかのぼる。以下この章におい

て同じ。）における利益の額が１億円以

上であること。ただし、新規上場申請に

係る株券等の市場第一部銘柄への指定を

申請する場合は、この限りでない。 

次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 最近２年間（「最近」の計算は、新

規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る。以下この章

において同じ。）の利益の額の総額が

５億円以上であること。 

ｂ 上場日における時価総額が５００億

円以上となる見込みのあること。ただ

し、最近１年間における売上高が１０

０億円未満である場合を除く。 

（７）～（１２） （略） （７）～（１２） （略） 
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（外国会社の形式要件） （外国会社の形式要件） 

第２０６条 外国株券等に係る次条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対

象とするものとする。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。 

第２０６条 外国株券等（重複上場の場合を

除く。）に係る次条に定める上場審査は、

次の各号に適合するものを対象とするもの

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。 

（１） 前条第１号、第２号ａ及びｂ、第

４号から第７号まで並びに第１２号に適

合すること。 

（１） 前条第１号から第７号まで及び第

１２号に適合すること。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

（削る） ２ 外国株券等（重複上場の場合に限る。）

に係る次条に定める上場審査は、次の各号

に適合するものを対象とするものとする。

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。 

（１） 外国株券等の分布状況 

特定の株主又は外国株預託証券等の所

有者に著しく多数の株式が所有されてい

ると認められないこと。 

（２） 前条第１号、第２号ａ、第３号か

ら第７号まで及び第１２号に適合するこ

と。 

（３） 前項第２号から第４号までに適合

すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、新規上場申請

者が民営化外国会社（本国の政府が資本の

全額を出資する者から、財産並びに権利及

び義務を譲り受けてその者が行っていた事

業を営む外国会社若しくは本国の政府によ

り発行済株式総数の過半数が所有されてい

た外国会社で、政府所有株式の全部若しく

は一部の売却により当該株式が民間に所有

されることとなったもの又はこれらに類す

ると当取引所が認める外国会社をいう。以

下同じ。）である場合には、同項第１号に

おいて適用する前条第４号、第６号及び第

７号に適合しない場合であっても、次の各

号に適合するものを外国株券等に係る次条

に定める上場審査の対象とする。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。 

３ 前２項の規定にかかわらず、新規上場申

請者が民営化外国会社（本国の政府が資本

の全額を出資する者から、財産並びに権利

及び義務を譲り受けてその者が行っていた

事業を営む外国会社若しくは本国の政府に

より発行済株式総数の過半数が所有されて

いた外国会社で、政府所有株式の全部若し

くは一部の売却により当該株式が民間に所

有されることとなったもの又はこれらに類

すると当取引所が認める外国会社をいう。

以下同じ。）である場合には、第１項第１

号及び前項第２号において適用する前条第

４号、第６号及び第７号に適合しない場合

であっても、次の各号に適合するものを外

国株券等に係る次条に定める上場審査の対

象とする。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。 

（１） 事業継続年数 

民営化外国会社が営む事業が新規上場

申請日から起算して３年前より前から継

続的に行われていること。 

（１） 事業継続年数 

民営化外国会社が営む事業が新規上場

申請日の直前事業年度の末日から起算し

て３年前より前から継続的に行われてい

ること。 

（２） 利益の額 （２） 利益の額又は時価総額 
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最近１年間（施行規則で定める場合に

は、１年以内で当取引所が定める期間）

における利益の額が１億円以上であるこ

と。ただし、新規上場申請に係る株券等

の市場第一部銘柄への指定を申請する場

合は、この限りでない。 

次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 最近２年間（施行規則で定める場合

には、２年以内で当取引所が定める期

間）における利益の額の総額が５億円

以上であること。 

ｂ 上場日における時価総額が５００億

円以上となる見込みのあること。ただ

し、最近１年間（施行規則で定める場

合には、１年以内で当取引所が定める

期間）における売上高が１００億円未

満である場合を除く。 

（３） （略） （３） （略） 

（削る） （４） 次のａ又はｂの場合の区分に従

い、当該ａ又はｂに適合すること。 

ａ 重複上場の場合以外の場合 

前条第１号及び第２号に適合するこ

と。 

ｂ 重複上場の場合 

前条第１号及び第２号ａ並びに前項

第１号に適合すること。 

（削る） （５） 前条第３号、第５号及び第１２号

に適合すること。 

（削る） （６） 第１項第２号から第４号までに適

合すること。 

  

（テクニカル上場） （テクニカル上場） 

第２０８条 第２０５条から前条までの規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合にお

いて、当該各号に定める会社が、その発行

する株券等の本則市場への上場を施行規則

で定めるところにより申請するとき（第１

号に定める存続会社の親会社又は第３号に

定める当該他の会社の親会社が外国会社で

あるときは、施行規則で定める場合に限

る。）は、次条に定めるところにより上場

審査を行うものとする。 

第２０８条 第２０５条から前条までの規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合にお

いて、当該各号に定める会社が、その発行

する株券等の本則市場への上場を施行規則

で定めるところにより申請するとき（第１

号に定める存続会社の親会社又は第３号に

定める当該他の会社の親会社が外国会社で

あるときは、施行規則で定める場合に限

る。）は、次条に定めるところにより上場

審査を行うものとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 本則市場の上場会社が、人的分割

を行うに当たり、その吸収分割契約又は

新設分割計画に基づき他の会社に上場契

約を承継させようとすることにより第６

０１条第１項第１２号ａに定める上場契

約の当事者でなくなることとなった場合

に該当して上場廃止となる場合（当該他

の会社が本則市場の上場会社の主要な事

業を承継するものと当取引所が施行規則

で定めるところにより認める場合に限

る。） 当該他の会社（当該会社が発行

（５） 本則市場の上場会社が、人的分割

を行うに当たり、その吸収分割契約又は

新設分割計画に基づき他の会社に上場契

約を承継させようとすることにより第６

０１条第１項第１２号に定める上場契約

の当事者でなくなることとなった場合に

該当して上場廃止となる場合（当該他の

会社が本則市場の上場会社の主要な事業

を承継するものと当取引所が施行規則で

定めるところにより認める場合に限

る。）当該他の会社（当該会社が発行者
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者である株券等を当該人的分割に際して

交付する場合に限る。） 

である株券等を当該人的分割に際して交

付する場合に限る。） 

  

（新規上場時の市場第一部銘柄への指定） （新規上場時の市場第一部銘柄への指定） 

第２１０条 当取引所は、第２０５条各号及

び第２０７条第１項各号（同項第１号の規

定の適用については、同号中「安定的な収

益基盤」とあるのは「安定的かつ優れた収

益基盤」とする。）に適合する本則市場へ

新規上場申請が行われた内国株券（発行者

が同一である議決権付株式と無議決権株式

の新規上場申請が同時に行われたときは、

無議決権株式を除く。）のうち、次の各号

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。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。 

第２１０条 当取引所は、第２０５条各号及

び第２０７条第１項各号に適合する本則市

場へ新規上場申請が行われた内国株券（発

行者が同一である議決権付株式と無議決権

株式の新規上場申請が同時に行われたとき

は、無議決権株式を除く。）のうち、次の

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。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。 

（１） 株主数 （１） 株主数 

株主数が、上場の時までに、８００人

以上となる見込みのあること。 

株主数が、上場の時までに、２，２０

０人以上となる見込みのあること。 

（２） 流通株式 （２） 流通株式 

次のａからｃまでに適合すること。 次のａ及びｂに適合すること。ただ

し、重複上場又は同時上場の場合には、

ａに適合し、かつ、ｂ又は第２０５条第

２号ｂに適合すること。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場日における流通株式の時価総額

が１００億円以上となる見込みのある

こと。 

（新設） 

ｃ 流通株式の数が、上場の時までに、

上場株券等の数の３５％以上となる見

込みのあること。 

ｂ 流通株式の数が、上場の時までに、

上場株券等の数の３５％以上となる見

込みのあること。 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 純資産の額 

上場日における純資産の額が５０億円

以上となる見込みのあること。 

（新設） 

（５） 利益の額又は売上高 

次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 最近２年間における利益の額の総額

が２５億円以上であること。 

ｂ 最近１年間における売上高が１００

億円以上であって、かつ、上場日にお

ける時価総額が１，０００億円以上と

なる見込みのあること。 

（新設） 

２ 当取引所は、第２０６条各項各号及び第

２０７条第１項各号（同項第１号の規定の

適用については、同号中「安定的な収益基

２ 当取引所は、第２０６条各項各号及び第

２０７条第１項各号に適合する本則市場へ

新規上場申請が行われた外国株券等のう
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盤」とあるのは「安定的かつ優れた収益基

盤」とする。）に適合する本則市場へ新規

上場申請が行われた外国株券等のうち、前

項各号（同項第２号については、同号ａ及

びｂに限る。）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。 

ち、前項各号（重複上場の場合には、同項

第２号については同号ａに限る。）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 第２０６条第２項に規定する民営化外国

会社についての第２項の規定による第１項

第５号の規定については、同号ａ中「最近

２年間」とあるのは「最近２年間（施行規

則で定める場合には、２年以内で当取引所

が定める期間）」と、同号ｂ中「最近１年

間」とあるのは「最近１年間（施行規則で

定める場合には、１年以内で当取引所が定

める期間）」とする。 

（新設） 

４ 第１項及び第２項において適用する第２

０７条第１項の審査に関して必要な事項

は、上場審査等に関するガイドラインをも

って定める。 

（新設） 

５ 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） 内国株券（発行者が同一である議

決権付株式と無議決権株式の新規上場申

請が同時に行われたときは、無議決権株

式を除く。）又は外国株券等（重複上場

の場合を除く。） 

（１） 内国株券（発行者が同一である議

決権付株式と無議決権株式の新規上場申

請が同時に行われたときは、無議決権株

式を除く。）又は外国株券等（重複上場

の場合を除く。） 

次のａからｃまでのいずれにも適合す

ること。 

次のａからｃまでのいずれにも適合す

ること。 

ａ 株主数が、上場後最初に終了する事

業年度の末日までに、８００人以上と

なる見込みのあること。 

ａ 株主数が、上場後最初に終了する事

業年度の末日までに、２，０００人以

上となる見込みのあること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

６ （略） ４ （略） 

７ （略） ５ （略） 

  

（内国会社の形式要件） （内国会社の形式要件） 

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定

める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。この場合に

第２１２条 内国株券に係る第２１４条に定

める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。この場合に
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おける当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

おける当該各号の取扱いは施行規則で定め

る。 

（１） 株主数 （１） 株主数 

株主数が、上場の時までに、１５０人

以上となる見込みのあること。 

株主数が、上場の時までに、２００人

以上となる見込みのあること。 

（２） 流通株式 （２） 流通株式 

次のａからｃまでに適合すること。 次のａからｃまでに適合すること。た

だし、重複上場又は同時上場の場合に

は、ａに適合し、かつ、ｂ又はｃに適合

すること。 

ａ 流通株式の数が、上場の時までに、

１，０００単位以上となる見込みのあ

ること。 

ａ 流通株式の数が、上場の時までに、

２，０００単位以上となる見込みのあ

ること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 削除 （４） 時価総額 

上場日における時価総額が１０億円以

上となる見込みのあること。 

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略） 

  

（外国会社の形式要件） （外国会社の形式要件） 

第２１３条 外国株券等に係る次条に定める

上場審査は、次の各号に適合するものを対

象とするものとする。 

第２１３条 外国株券等（重複上場の場合を

除く。）に係る次条に定める上場審査は、

次の各号に適合するものを対象とするもの

とする。 

（１） 前条第１号、第２号ａ及びｂ、第

３号から第６号までに適合すること。 

（１） 前条第１号から第６号までに適合

していること。 

（２） （略） （２） （略） 

（削る） ２ 外国株券等（重複上場の場合に限る。）

に係る次条に定める上場審査は、次の各号

に適合するものを対象とするものとする。

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。 

（１） 第２０６条第１項第２号から第４

号までに適合していること。 

（２） 前条第１号、第２号ａ及び第３号

から第６号までに適合していること。 

  

（テクニカル上場） （テクニカル上場） 

第２１５条 第２１２条から前条までの規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合にお

いて、当該各号に定める会社が、その発行

する株券等のマザーズへの上場を施行規則

で定めるところにより申請するとき（第１

号に定める存続会社の親会社又は第３号に

定める当該他の会社の親会社が外国会社で

第２１５条 第２１２条から前条までの規定

にかかわらず、次の各号に掲げる場合にお

いて、当該各号に定める会社が、その発行

する株券等のマザーズへの上場を施行規則

で定めるところにより申請するとき（第１

号に定める存続会社の親会社又は第３号に

定める当該他の会社の親会社が外国会社で
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あるときは、施行規則で定める場合に限

る。）は、次条に定めるところにより上場

審査を行うものとする。 

あるときは、施行規則で定める場合に限

る。）は、次条に定めるところにより上場

審査を行うものとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） マザーズの上場会社が、人的分割

を行うに当たり、その吸収分割契約又は

新設分割計画に基づき他の会社に上場契

約を承継させようとすることにより第６

０３条第１項第６号、第６０４条第１項

第２号又は第２項第１号の規定による第

６０１条第１項第１２号ａに定める上場

契約の当事者でなくなることとなった場

合に該当して上場廃止となる場合（当該

他の会社がマザーズの上場会社の主要な

事業を承継するものと当取引所が認める

場合（マザーズの上場会社が当該行為を

行うとともに、マザーズ以外の市場に上

場している上場会社が当該行為を行う場

合にあっては、当該行為後の当該他の会

社についてマザーズの上場会社が実質的

な存続会社でないと当取引所が認めると

きを除く。）に限る。） 当該他の会社

（当該会社が発行者である株券等を当該

人的分割に際して交付する場合に限

る。） 

（５） マザーズの上場会社が、人的分割

を行うに当たり、その吸収分割契約又は

新設分割計画に基づき他の会社に上場契

約を承継させようとすることにより第６

０３条第１項第６号、第６０４条第１項

第２号又は第２項第１号の規定による第

６０１条第１項第１２号に定める上場契

約の当事者でなくなることとなった場合

に該当して上場廃止となる場合（当該他

の会社がマザーズの上場会社の主要な事

業を承継するものと当取引所が認める場

合（マザーズの上場会社が当該行為を行

うとともに、マザーズ以外の市場に上場

している上場会社が当該行為を行う場合

にあっては、当該行為後の当該他の会社

についてマザーズの上場会社が実質的な

存続会社でないと当取引所が認めるとき

を除く。）に限る。） 当該他の会社

（当該会社が発行者である株券等を当該

人的分割に際して交付する場合に限

る。） 

  

  

（内国会社の形式要件（スタンダード）） （内国会社の形式要件（スタンダード）） 

第２１６条の３ 内国株券に係る第２１６条

の５に定める上場審査は、第２０５条各号

に適合するものを対象として行うものとす

る。 

第２１６条の３ 内国株券に係る第２１６条

の５に定める上場審査は、次の各号に適合

するものを対象として行うものとする。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。 

（削る） （１） 株券等の分布状況 

次のａ及びｂに適合すること。 

ａ 新規上場申請日から上場日の前日ま

での期間に、１，０００単位又は上場

の時において見込まれる上場株券等の

数の１０％のいずれか多い株式数以上

の新規上場申請に係る株券等の公募又

は売出しを行うこと。ただし、新規上

場申請者の発行する株券等が国内の金

融商品取引所に上場されている場合又

は新規上場申請者が、上場会社の人的

分割によりその事業を承継する会社で

あって、当該人的分割前に新規上場申

請が行われ、かつ、新規上場申請日か

ら上場日の前日までの期間に新規上場

申請に係る株券等の公募又は売出しを
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行わない場合には、この限りでない。 

ｂ 株主数が、上場の時までに、２００

人以上となる見込みのあること。 

（削る） （２） 流通株式時価総額 

上場日における流通株式の時価総額が

５億円以上となる見込みのあること。 

（削る） （３） 純資産の額 

上場日における純資産の額が２億円以

上となる見込みのあること。 

（削る） （４） 利益の額又は時価総額 

次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 最近１年間における利益の額が１億

円以上であること。 

ｂ 上場日における時価総額が５０億円

以上となる見込みのあること。 

（削る） （５） 次のａ及びｂに適合すること。 

ａ 第２１２条第６号及び第６号の２に

適合していること。 

ｂ 第２０５条第８号から第１１号まで

に適合していること。 

  

（外国会社の形式要件（スタンダード）） （外国会社の形式要件（スタンダード）） 

第２１６条の４ 外国株券等に係る次条に定

める上場審査は、第２０６条第１項各号に

適合するものを対象とするものとする。 

第２１６条の４ 外国株券等に係る次条に定

める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象とするものとする。 

（１） 株券等の分布状況 

次のａ及びｂに適合すること。 

ａ 新規上場申請日から上場日の前日ま

での期間に、次の（ａ）から（ｆ）ま

でに掲げる銘柄の区分に従い、当該

（ａ）から（ｆ）までに定める株式数

又は上場時において見込まれる上場株

券等の数の１０％のいずれか多い株式

数以上の新規上場申請に係る株券等の

公募又は売出しを行うこと（新規上場

申請に係る株券等が、国内の金融商品

取引所又は外国の金融商品取引所にお

いて上場されている場合を除く。）。

ただし、新規上場申請者が、上場会社

の人的分割によりその事業を承継する

会社であって、当該人的分割前に新規

上場申請が行われ、かつ、新規上場申

請日から上場日の前日までの期間に新

規上場申請に係る株券等の公募又は売

出しを行わない場合には、この限りで

ない。 

（ａ） 売買単位を１，０００株とす

る銘柄（以下「１，０００単位銘

柄」という。） 
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１００万株 

（ｂ） 売買単位を５００株とする銘

柄（以下「５００単位銘柄」とい

う。） 

５０万株 

（ｃ） 売買単位を１００株とする銘

柄（以下「１００単位銘柄」とい

う。） 

１０万株 

（ｄ） 売買単位を５０株とする銘柄

（以下「５０単位銘柄」という。） 

５万株 

（ｅ） 売買単位を１０株とする銘柄

（以下「１０単位銘柄」という。） 

１万株 

（ｆ） 売買単位を１株とする銘柄

（以下「１単位銘柄」という。） 

１，０００株 

ｂ 本邦内における株主数が、上場の時

までに２００人以上となる見込みのあ

ること。 

 （２） 次のａ及びｂに適合すること。 

ａ 前条第２号から第４号までに適合し

ていること。 

ｂ 第２０６条第１項第２号から第４号

まで及び第２１２条第６号に適合して

いること。 

  

（上場審査（スタンダード）） （上場審査（スタンダード）） 

第２１６条の５ ＪＡＳＤＡＱへの新規上場

申請が行われた株券等（内訳区分としてス

タンダードが選択された株券等に限る。）

の上場審査は、新規上場申請者及びその企

業グループに関する第２０７条第１項各号

に掲げる事項について行うものとする。 

第２１６条の５ ＪＡＳＤＡＱへの新規上場

申請が行われた株券等（内訳区分としてス

タンダードが選択された株券等に限る。）

の上場審査は、新規上場申請者及びその企

業グループに関する次の各号に掲げる事項

について行うものとする。 

（削る） （１） 企業の存続性 

事業活動の存続に支障を来す状況にな

いこと。 

（削る） （２） 健全な企業統治及び有効な内部管

理体制の確立 

企業規模に応じた企業統治及び内部管

理体制が確立し、有効に機能しているこ

と。 

（削る） （３） 企業行動の信頼性 

市場を混乱させる企業行動を起こす見

込みのないこと。 

（削る） （４） 企業内容等の開示の適正性 

企業内容等の開示を適正に行うことが
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できる状況にあること。 

（削る） （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 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 新規上場申請者が第２１６条の３又は前

条の規定により適用される第２０５条第７

号ａに適合しないおそれがあると認められ

る場合には、第１項の上場審査を延期する

ものとする。 

５ 新規上場申請者が第２１６条の３第５号

ａ又は前条第２号ｂの規定により適用され

る第２１２条第６号ｃに適合しないおそれ

があると認められる場合には、第１項の上

場審査を延期するものとする。 

  

 （内国会社の形式要件（グロース）） 

第２１６条の６から第２１６条の８まで 削

除 

第２１６条の６ 内国株券に係る第２１６条

の８に定める上場審査は、次の各号に適合

するものを対象として行うものとする。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。 

（１） 純資産の額 

上場日における純資産の額が正となる

見込みのあること。 

（２） 次のａからｃまでに適合するこ

と。 

ａ 第２１６条の３第１号及び第２号に

適合していること。 

ｂ 第２１２条第６号及び第６号の２に

適合していること。 

ｃ 第２０５条第８号から第１１号まで

に適合していること。 

  

 （外国会社の形式要件（グロース）） 

（削る） 第２１６条の７ 外国株券等に係る次条に定

める上場審査は、次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。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。 

（１） 前条第１号に適合していること。 

（２） 第２１６条の４第１号に適合して

いること。 

（３） 第２１６条の３第２号に適合して

いること。 

（４） 第２０６条第１項第２号から第４

号まで及び第２１２条第６号に適合して

いること。 

  

 （上場審査（グロース）） 

（削る） 第２１６条の８ ＪＡＳＤＡＱへの新規上場

申請が行われた株券等（内訳区分としてグ

ロースが選択された株券等に限る。）の上
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場審査は、新規上場申請者及びその企業グ

ループに関する次の各号に掲げる事項につ

いて行うものとする。 

（１） 企業の成長可能性 

成長可能性を有していること。 

（２） 成長の段階に応じた健全な企業統

治及び有効な内部管理体制の確立 

成長の段階に応じた企業統治及び内部

管理体制が確立し、有効に機能している

こと。 

（３） 企業行動の信頼性 

市場を混乱させる企業行動を起こす見

込みのないこと。 

（４） 企業内容等の開示の適正性 

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。 

（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 

２ 前項の上場審査は、第２１６条の２各項

の規定に基づき新規上場申請者が提出する

書類及び質問等に基づき行うものとする。 

３ 第１項の上場審査（外国株券等に係る上

場審査を除く。）は、施行規則で定める期

間以内に完了することを目途に行うものと

する。 

４ 第１項の上場審査に関して必要な事項

は、上場審査等に関するガイドラインをも

って定める。 

５ 新規上場申請者が第２１６条の６第２号

ｂ又は前条第２号の規定により適用される

第２１２条第６号ｃに適合しないおそれが

あると認められる場合には、第１項の上場

審査を延期するものとする。 

  

（テクニカル上場） （テクニカル上場） 

第２１６条の９ 第２１６条の３から第２１

６条の５までの規定にかかわらず、次の各

号に掲げる場合において、当該各号に定め

る会社が、その発行する株券等のＪＡＳＤ

ＡＱへの上場を施行規則で定めるところに

より申請するとき（第１号に定める存続会

社の親会社又は第３号に定める当該他の会

社の親会社が外国会社であるときは、施行

規則で定める場合に限る。）は、次条に定

めるところにより上場審査を行うものとす

る。 

第２１６条の９ 第２１６条の３から前条ま

での規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合において、当該各号に定める会社が、

その発行する株券等のＪＡＳＤＡＱへの上

場を施行規則で定めるところにより申請す

るとき（第１号に定める存続会社の親会社

又は第３号に定める当該他の会社の親会社

が外国会社であるときは、施行規則で定め

る場合に限る。）は、次条に定めるところ

により上場審査を行うものとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、人的

分割を行うに当たり、その吸収分割契約

（５） ＪＡＳＤＡＱの上場会社が、人的

分割を行うに当たり、その吸収分割契約
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又は新設分割計画に基づき他の会社に上

場契約を承継させようとすることにより

第６０４条の２第３号、第６０４条の３

第２号、第６０４条の４第１項第２号又

は第６０４条の５第２号の規定による第

６０１条第１項第１２号ａに定める上場

契約の当事者でなくなることとなった場

合に該当して上場廃止となる場合（当該

他の会社がＪＡＳＤＡＱの上場会社の主

要な事業を承継するものと当取引所が認

める場合（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が当

該行為を行うとともに、本則市場、マザ

ーズ又は内訳区分を別にするＪＡＳＤＡ

Ｑの上場会社が当該行為を行う場合にあ

っては、当該行為後の当該他の会社につ

いて当該申請において選択される内訳区

分と同一の内訳区分であるＪＡＳＤＡＱ

の上場会社が実質的な存続会社でないと

当取引所が認めるときを除く。）に限

る。） 当該他の会社（当該会社が発行

者である株券等を当該人的分割に際して

交付する場合に限る。） 

又は新設分割計画に基づき他の会社に上

場契約を承継させようとすることにより

第６０４条の２第３号、第６０４条の３

第２号、第６０４条の４第１項第２号又

は第６０４条の５第２号の規定による第

６０１条第１項第１２号に定める上場契

約の当事者でなくなることとなった場合

に該当して上場廃止となる場合（当該他

の会社がＪＡＳＤＡＱの上場会社の主要

な事業を承継するものと当取引所が認め

る場合（ＪＡＳＤＡＱの上場会社が当該

行為を行うとともに、本則市場、マザー

ズ又は内訳区分を別にするＪＡＳＤＡＱ

の上場会社が当該行為を行う場合にあっ

ては、当該行為後の当該他の会社につい

て当該申請において選択される内訳区分

と同一の内訳区分であるＪＡＳＤＡＱの

上場会社が実質的な存続会社でないと当

取引所が認めるときを除く。）に限

る。） 当該他の会社（当該会社が発行

者である株券等を当該人的分割に際して

交付する場合に限る。） 

  

（テクニカル上場に係る上場審査） （テクニカル上場に係る上場審査） 

第２１６条の１０ 前条各号に定める会社が

発行する株券等の上場審査については、原

則として次の各号に掲げる基準によるもの

とする。 

第２１６条の１０ 前条各号に定める会社が

発行する株券等の上場審査については、原

則として次の各号に掲げる基準によるもの

とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２）当該株券等が外国株券である場合に

は次のａからｃまでに適合すること。 

（２） 当該株券等が外国株券である場合

には次のａからｃまでに適合すること。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 流通株式の数が、次の（ａ）から

（ｆ）までに掲げる銘柄の区分に従

い、当該（ａ）から（ｆ）までに定め

る株式数以上となる見込みのあるこ

と。 

ｃ 流通株式の数が、次の（ａ）から

（ｆ）までに掲げる銘柄の区分に従

い、当該（ａ）から（ｆ）までに定め

る株式数以上となる見込みのあるこ

と。 

（ａ） 売買単位を１，０００株とす

る銘柄（以下「１，０００単位銘

柄」という。） 

（ａ） １，０００単位銘柄 

５０万株 ５０万株 

（ｂ） 売買単位を５００株とする銘

柄（以下「５００単位銘柄」とい

う。） 

（ｂ） ５００単位銘柄 

２５万株 ２５万株 

（ｃ） 売買単位を１００株とする銘

柄（以下「１００単位銘柄」とい

（ｃ） １００単位銘柄 
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う。） 

５万株 ５万株 

（ｄ） 売買単位を５０株とする銘柄

（以下「５０単位銘柄」という。） 

（ｄ） ５０単位銘柄 

２万５，０００株 ２万５，０００株 

（ｅ） 売買単位を１０株とする銘柄

（以下「１０単位銘柄」という。） 

（ｅ） １０単位銘柄 

５，０００株 ５，０００株 

（ｆ） 売買単位を１株とする銘柄

（以下「１単位銘柄」という。） 

（ｆ） １単位銘柄 

５００株 ５００株 

（３） （略） （３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場前の公募又は売出し等） （上場前の公募又は売出し等） 

第２１７条 新規上場申請者（国内の他の金

融商品取引所に上場されている内国株券等

の発行者及びこれに準ずる者として施行規

則で定める者並びに外国会社を除く。）の

発行する内国株券等の上場に係る株式公開

の公正を確保するため、上場前に行われる

公募又は売出し、株式（優先出資を含

む。）の譲受け又は譲渡及び第三者割当等

（募集株式の割当ての方法のうち、株主割

当て又は優先出資者割当て以外の方法をい

う。）による募集株式の割当て等に関する

必要な事項については、施行規則で定め

る。 

第２１７条 新規上場申請者（国内の他の金

融商品取引所に上場されている内国株券等

の発行者及びこれに準ずる者として施行規

則で定める者並びに外国会社を除く。）の

発行する内国株券等の上場に係る株式公開

の公正を確保するため、上場前に行われる

公募又は売出し、株式（優先出資を含

む。）の譲受け又は譲渡及び第三者割当等

（募集株式の割当ての方法のうち、日本証

券業協会がグリーンシート銘柄として指定

する内国株券等に係る公募であって当該証

券業協会が定める規則により金融商品取引

業者が不特定多数の者を対象に配分する方

法により行う場合の当該公募、株主割当て

又は優先出資者割当て以外の方法をい

う。）による募集株式の割当て等に関する

必要な事項については、施行規則で定め

る。 

  

（本則市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例） 

（本則市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例） 

第２１８条 （略） 第２１８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定により本則市場への新規上

場申請を行う新規上場申請者についての第

２０６条の規定の適用については、同条第

１項第１号中「前条第１号、第２号ａ及び

ｂ、第４号から第７号まで」とあるのは

「前条第１号、第２号ａ及びｂ、第３号か

ら第６号まで、第２１８条第４項において

５ 第１項の規定により本則市場への新規上

場申請を行う新規上場申請者についての第

２０６条の規定の適用については、同条第

１項第１号中「前条第１号から第７号ま

で」とあるのは「前条第１号から第６号ま

で、第２１８条第４項において読み替えて

適用する第２０５条第７号」と、第３項第
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読み替えて適用する第２０５条第７号」

と、第２項第３号ｄ中「新規上場申請に係

る外国株券等」とあるのは「新規上場申請

者が発行する外国株券等」とする。 

３号ｄ中「新規上場申請に係る外国株券

等」とあるのは「新規上場申請者が発行す

る外国株券等」とする。 

  

（ＪＡＳＤＡＱスタンダードへ新規上場申

請を行う新規上場申請者が上場日以前に

合併等を実施する場合の特例） 

（ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規

上場申請者が上場日以前に合併等を実施

する場合の特例） 

第２２０条 第２０１条第１項の規定にかか

わらず、新規上場申請者は、次の各号に掲

げる行為を予定している場合には、当該各

号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に

定める者が発行する株券等のＪＡＳＤＡＱ

への新規上場申請（内訳区分としてスタン

ダードを選択する場合に限る。以下この条

において同じ。）を行うことができるもの

とする。この場合における新規上場申請手

続その他の規定の適用に関し必要な事項

は、施行規則で定める。 

第２２０条  第２０１条第１項の規定にか

かわらず、新規上場申請者は、次の各号に

掲げる行為を予定している場合には、当該

各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号

に定める者が発行する株券等のＪＡＳＤＡ

Ｑへの新規上場申請を行うことができるも

のとする。この場合における新規上場申請

手続その他の規定の適用に関し必要な事項

は、施行規則で定める。 

 

 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱへ新規

上場申請を行う新規上場申請者についての

第２１６条の３及び第２１６条の４の規定

の適用については、第２１６条の３及び第

２１６条の４の規定により適用される第２

０５条第７号ｄ中「新規上場申請に係る株

券等」とあるのは「新規上場申請者が発行

する株券等」とする。 

４ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱへ新規

上場申請を行う新規上場申請者についての

第２１６条の３、第２１６条の４、第２１

６条の６及び第２１６条の７の規定の適用

については、第２１６条の３第１号ａ（第

２１６条の６第２号ａの規定により適用さ

れる場合を含む。）、第２１６条の４第１

号ａ（第２１６条の７第２号の規定により

適用される場合を含む。）並びに第２１６

条の３第５号ａ、第２１６条の４第２号

ｂ、第２１６条の６第２号ｂ及び第２１６

条の７第４号の規定により適用される第２

１２条第６号ｄ中「新規上場申請に係る株

券等」とあるのは「新規上場申請者が発行

する株券等」とする。 

  

（新株券等の上場申請） （新株券等の上場申請） 

第３０１条 （略） 第３０１条 （略） 

２ 上場会社は、新たに上場株券等と同一の

種類の株券等を発行する場合には、原則と

して、その発行に先立ちその都度前項の

「有価証券上場申請書」を提出することに

より、その上場を申請するものとする。こ

の場合における上場申請の取扱いは施行規

則で定める。ただし、前項に規定する施行

規則で定める事項が、第２編第４章第２節

の規定に基づく会社情報の開示又は第４２

２ 上場会社は、新たに上場株券等と同一の

種類の株券等を発行する場合には、原則と

して、その発行に先立ちその都度前項の

「有価証券上場申請書」を提出するものと

する。この場合における上場申請の取扱い

は施行規則で定める。 
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１条の規定により当取引所に提出した書類

に含まれている場合は、当該開示又は提出

をもってその上場を申請したものとみな

す。 

３～８ （略） ３～８ （略） 

  

（異なる種類の新株券等の上場審査） （異なる種類の新株券等の上場審査） 

第３０２条の２ 第３０１条の規定により上

場申請のあった株券等が上場株券等と異な

る種類のものである場合には、次の各号に

掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に

定める基準に適合するものを対象として、

公益又は投資者保護の観点から当取引所が

必要と認める事項について上場審査を行

う。 

第３０２条の２ 第３０１条の規定により上

場申請のあった株券等が上場株券等と異な

る種類のものである場合には、次の各号に

掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に

定める基準に適合するものを対象として、

公益又は投資者保護の観点から当取引所が

必要と認める事項について上場審査を行

う。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３）ＪＡＳＤＡＱスタンダードの上場会

 社 

（３）ＪＡＳＤＡＱの上場会社 

第１号ａからｃまでに適合すること。 ａ 第１号ａ及びｂに適合すること。 

  （削る）   ｂ 第２１６条の３第１号ｂ、第２号及

び第５号ｂ（同ｂの規定により適用さ

れる第２０５条第８号及び第９号の２

を除く。）に適合すること。 

（４）ＪＡＳＤＡＱグロースの上場会社 （新設） 

ａ 第１号ａ及びｂに適合すること。  

ｂ 第２１２条第１号、第２号及び第７

号（同号において準用する第２０５条

第８号及び第９号の２を除く。）に適

合すること。 

 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（変更上場申請） （変更上場申請） 

第３０６条 第３０１条に規定する場合のほ

か、上場会社が、上場株券等の銘柄、数

量、種類若しくは額面金額がある場合には

その金額を変更しようとするとき又は単元

株式数を設定若しくは変更しようとすると

きは、その変更等に先立ち施行規則で定め

るところによりその都度当取引所所定の

「有価証券変更上場申請書」を提出するこ

とにより、その変更等を申請するものとす

る。ただし、当該有価証券変更上場申請書

に記載すべき事項が、第２編第４章第２節

の規定に基づく会社情報の開示又は第４２

１条の規定により当取引所に提出した書類

に含まれている場合は、当該開示又は提出

をもってその変更等を申請したものとみな

第３０６条 第３０１条に規定する場合のほ

か、上場会社が、上場株券等の銘柄、数

量、種類若しくは額面金額がある場合には

その金額を変更しようとするとき又は単元

株式数を設定若しくは変更しようとすると

きは、その変更等に先立ち施行規則で定め

るところによりその都度当取引所所定の

「有価証券変更上場申請書」を提出するも

のとする。 
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す。 

２ （略） ２ （略） 

  

（一部指定の形式要件） （一部指定の形式要件） 

第３０８条 市場第二部銘柄である上場株券

等の市場第一部銘柄への指定に係る次条に

定める審査は、次の各号（当該上場株券等

が外国株券等である場合は、第２号につい

ては、同号ａ及びｂに限る。）に適合する

ものを対象として行うものとする。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。 

第３０８条 市場第二部銘柄である上場株券

等の市場第一部銘柄への指定に係る次条に

定める審査は、次の各号に適合するものを

対象として行うものとする。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。 

（１） 株主数 （１） 株主数 

株主数が、一部指定の時までに、８０

０人以上となる見込みのあること。 

株主数が、一部指定の時までに、２，

２００人以上となる見込みのあること。 

（２） 流通株式等 

次のａからｃまでのいずれにも適合す

ること。 

ａ 流通株式の数が、一部指定の時まで

に、２万単位以上となる見込みのある

こと。 

ｂ 一部指定日における流通株式の時価

総額が１００億円以上となる見込みの

あること。 

ｃ 流通株式の数が、一部指定の時まで

に、上場株券等の数の３５％以上とな

る見込みのあること。 

（２） 流通株式等 

次のａ及びｂに掲げる株券等の区分に

従い、当該ａ又はｂに適合すること。 

ａ 内国株券又は外国株券等（重複上場

の場合を除く。） 

次の（ａ）から（ｃ）までのいずれ

にも適合すること。 

（ａ） 流通株式の数が、一部指定の

時までに、２万単位以上となる見込

みのあること。 

（ｂ） 一部指定日における流通株式

の時価総額が２０億円以上となる見

込みのあること。 

（ｃ） 流通株式の数が、一部指定の

時までに、上場株券等の数の３５％

以上となる見込みのあること。 

ｂ 外国株券等（重複上場の場合に限

る。） 

次の（ａ）及び（ｂ）に適合するこ

と。 

（ａ） 流通株式の数が、一部指定の

時までに、２万単位以上となる見込

みのあること。 

（ｂ） 特定の株主又は外国株預託証

券等の所有者に著しく多数の外国株

券等が所有されていると認められな

いこと。 

（３） 削除 （３） 売買高 

 最近３か月間及びその前３か月間のそれ

ぞれの期間における月平均売買高が２００

単位以上であること。 

（４） 時価総額 （４） 時価総額 

一部指定日における時価総額が２５０ 一部指定日における時価総額が４０億
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億円以上となる見込みのあること。 円以上となる見込みのあること。 

（５） 純資産の額 （５） 純資産の額 

一部指定日における純資産の額が５０

億円以上となる見込みのあること。 

一部指定日における純資産の額が１０

億円以上となる見込みのあること。 

（６） 利益の額又は売上高 （６） 利益の額又は時価総額 

次のａ又はｂに適合すること。 次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 最近２年間（「最近」の計算は、一

部指定申請日の直前事業年度の末日

（一部指定申請日がその直前事業年度

の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の前事業

年度の末日）を起算日としてさかのぼ

る。以下この条において同じ。）にお

ける利益の額の総額が２５億円以上で

あること。 

ａ 最近２年間（「最近」の計算は、一

部指定申請日の直前事業年度の末日

（一部指定申請日がその直前事業年度

の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の前事業

年度の末日）を起算日としてさかのぼ

る。以下この条において同じ。）にお

ける利益の額の総額が５億円以上であ

ること。 

ｂ 最近１年間における売上高が１００

億円以上であって、かつ、上場会社の

時価総額が１，０００億円以上である

こと。 

ｂ 上場会社の時価総額が５００億円以

上であること。ただし、最近１年間に

おける売上高が１００億円未満である

場合を除く。 

（７） 虚偽記載又は不適正意見等 （７） 虚偽記載又は不適正意見等 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｂの２ 最近１年間に終了する事業年度

及び連結会計年度の財務諸表等に添付

される監査報告書並びに最近１年間に

終了する事業年度における四半期会計

期間及び連結会計年度における四半期

連結会計期間の四半期財務諸表等に添

付される四半期レビュー報告書におい

て、公認会計士等の「無限定適正意

見」又は「無限定の結論」（特定事業

会社にあっては、「中間財務諸表等が

有用な情報を表示している旨の意見」

を含む。）が記載されていること。た

だし、施行規則で定める場合は、この

限りでない。 

ｂの２ 最近１年間に終了する事業年度

及び連結会計年度の財務諸表等に添付

される監査報告書並びに最近１年間に

終了する事業年度における四半期会計

期間及び各連結会計年度における四半

期連結会計期間の四半期財務諸表等に

添付される四半期レビュー報告書にお

いて、公認会計士等の「無限定適正意

見」又は「無限定の結論」（特定事業

会社にあっては、「中間財務諸表等が

有用な情報を表示している旨の意見」

を含む。）が記載されていること。た

だし、施行規則で定める場合は、この

限りでない。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（８） （略） （８） （略） 

  

（一部指定の審査） （一部指定の審査） 

第３０９条 市場第一部銘柄への指定の申請

が行われた上場株券等の審査は、当該上場

株券等の発行者である上場会社及びその企

業グループに関する次の各号に掲げる事項

について行うものとする。 

第３０９条 市場第一部銘柄への指定の申請

が行われた上場株券等の審査は、当該上場

株券等の発行者である上場会社及びその企

業グループに関する次の各号に掲げる事項

について行うものとする。 

（１） 企業の継続性及び収益性 （１） 企業の継続性及び収益性 

継続的に事業を営み、安定的かつ優れ

た収益基盤を有していること。 

継続的に事業を営み、かつ、安定的な

収益基盤を有していること。 
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（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（吸収合併等の場合の一部指定） （吸収合併等の場合の一部指定） 

第３１０条 前２条の規定にかかわらず、市

場第二部銘柄である上場株券等を発行する

上場会社が市場第一部銘柄である上場株券

等を発行する上場会社を吸収合併する場合

又は当該上場会社を完全子会社とする株式

交換を行う場合においては、当該市場第二

部銘柄である上場株券等を発行する上場会

社の株券等のうち、第２１０条第５項各号

に掲げる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

に指定するものとする。 

第３１０条 前２条の規定にかかわらず、市

場第二部銘柄である上場株券等を発行する

上場会社が市場第一部銘柄である上場株券

等を発行する上場会社を吸収合併する場合

又は当該上場会社を完全子会社とする株式

交換を行う場合においては、当該市場第二

部銘柄である上場株券等を発行する上場会

社の株券等のうち、第２１０条第３項各号

に掲げる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

に指定するものとする。 

  

（指定替え基準） （指定替え基準） 

第３１１条 市場第一部銘柄の内国株券（発

行者が同一である議決権付株式と無議決権

株式のいずれもが上場している場合におけ

る当該無議決権株式を除く。）又は外国株

券等（重複上場の場合を除く。）が次の各

号のいずれかに該当する場合は、市場第二

部銘柄へ指定替えを行う。この場合におけ

る当該各号の取扱い及び指定替えの時期は

施行規則で定める。 

第３１１条 市場第一部銘柄の内国株券（発

行者が同一である議決権付株式と無議決権

株式のいずれもが上場している場合におけ

る当該無議決権株式を除く。）又は外国株

券等（重複上場の場合を除く。）が次の各

号のいずれかに該当する場合は、市場第二

部銘柄へ指定替えを行う。この場合におけ

る当該各号の取扱い及び指定替えの時期は

施行規則で定める。 

（１） 株主数 （１） 株主数 

株主数が、上場会社の事業年度の末日

において８００人未満である場合におい

て、１年以内に８００人以上とならない

とき。ただし、施行規則で定める場合は

この限りでない。 

株主数が、上場会社の事業年度の末日

において２，０００人未満である場合に

おいて、１年以内に２，０００人以上と

ならないとき。ただし、施行規則で定め

る場合はこの限りでない。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

上場会社がその事業年度の末日におい

て債務超過の状態となった場合（施行規

則で定める場合を除く。）。 

上場会社がその事業年度の末日におい

て債務超過の状態となった場合。ただ

し、当該上場会社が法律の規定に基づく

再生手続若しくは更生手続、産業競争力

強化法（平成２５年法律第９８号。以下

「産競法」という。）第２条第１６項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場合に

おける産競法第５２条に規定する特例の

適用を受ける特定調停手続による場合も

含む。）又は私的整理に関するガイドラ

イン研究会による「私的整理に関するガ

イドライン」に基づく整理を行うことに
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より、１年以内に債務超過の状態でなく

なることを計画している場合（当取引所

が適当と認める場合に限る。）には、当

該１年以内に債務超過の状態でなくなら

なかったとき。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱスタンダードへの上場市場

の変更申請） 

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請） 

第３１３条の５ 上場株券等の本則市場又は

マザーズからＪＡＳＤＡＱへの上場市場の

変更（内訳区分としてスタンダードを選択

する場合に限る。以下この節において同

じ。）は、上場会社からの申請により行う

ものとする。 

第３１３条の５ 上場株券等の本則市場又は

マザーズからＪＡＳＤＡＱへの上場市場の

変更は、上場会社からの申請により行うも

のとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ ＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者

は、当取引所所定の「上場市場の変更申請

書」及び施行規則で定める当取引所所定の

「上場市場の変更申請に係る宣誓書」を提

出するものとする。 

３ ＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者

は、当取引所所定の「上場市場の変更申請

書」及び施行規則で定める当取引所所定の

「上場市場の変更申請に係る宣誓書」を提

出するものとし、上場市場の変更申請に係

る内訳区分を、「上場市場の変更申請書」

に併せて記載するものとする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱスタンダードへの上場市場

の変更予備申請） 

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更予備申

請） 

第３１３条の６ （略） 第３１３条の６ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱスタンダードへの上場市場

の変更審査） 

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更審査） 

第３１３条の７ 第２１６条の３、第２１６

条の４、第２１６条の５第１項及び第５項

並びに第３０８条第７号ｃの規定は、第３

１３条の５の場合について準用する。 

第３１３条の７ 第２１６条の３、第２１６

条の４、第２１６条の５第１項及び第５

項、第２１６条の６、第２１６条の７、第

２１６条の８第１項及び第５項並びに第３

０８条第７号ｃの規定は、第３１３条の５

の場合について準用する。 

２ 前項において準用する第２１６条の５第

１項の審査は、第３１３条の５の規定に基

づきＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更申請者

が提出する書類及び質問等に基づき行うも

のとする。 

２ 前項において準用する第２１６条の５第

１項各号及び第２１６条の８第１項各号に

掲げる事項の審査は、第３１３条の５の規

定に基づきＪＡＳＤＡＱへの上場市場変更

申請者が提出する書類及び質問等に基づき

行うものとする。 

３ 第１項において準用する第２１６条の５

第１項の審査（外国株券等に係る審査を除

く。）は、施行規則で定める期間以内に完

３ 第１項において準用する第２１６条の５

第１項各号及び第２１６条の８第１項各号

に掲げる事項の審査（外国株券等に係る審
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了することを目途に行うものとする。 査を除く。）は、施行規則で定める期間以

内に完了することを目途に行うものとす

る。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更） （吸収合併等の場合の上場市場の変更） 

第３１４条 マザーズの上場会社がマザーズ

以外の市場に上場している上場会社の吸収

合併又はこれに類するものとして施行規則

で定める行為を行った場合で、施行規則で

定めるところにより、当該マザーズの上場

会社が実質的な存続会社でないと当取引所

が認めたときは、当取引所が定める日（Ｊ

ＡＳＤＡＱの上場会社が実質的な存続会社

である場合であって、当該上場会社が吸収

合併等の場合の上場市場の変更に係る審査

を希望するときには、３年以内に施行規則

で定める基準に適合しないとき）に、当該

上場会社が発行者であるすべての上場株券

等（上場優先株等を含む。）について、マ

ザーズから実質的な存続会社であるマザー

ズ以外の市場に上場していた上場会社が上

場していた市場への上場市場の変更（本則

市場への上場市場の変更の場合で、当該上

場会社が発行する上場株券等が市場第一部

銘柄であるときは、市場第一部銘柄に指定

するものとし、ＪＡＳＤＡＱへの上場市場

の変更の場合には、当該上場会社と同一の

内訳区分とする。）を行うものとする。 

第３１４条 マザーズの上場会社がマザーズ

以外の市場に上場している上場会社の吸収

合併又はこれに類するものとして施行規則

で定める行為を行った場合で、施行規則で

定めるところにより、当該マザーズの上場

会社が実質的な存続会社でないと当取引所

が認めたときは、当取引所が定める日（Ｊ

ＡＳＤＡＱの上場会社が実質的な存続会社

である場合であって、当該上場会社が吸収

合併等の場合の上場市場の変更に係る審査

を希望するときには、３年以内に施行規則

で定める基準に適合しないとき）に、当該

上場会社が発行者であるすべての上場株券

等（上場優先株等を含む。）について、マ

ザーズから実質的な存続会社であるマザー

ズ以外の市場に上場していた上場会社が上

場していた市場への上場市場の変更（ＪＡ

ＳＤＡＱへの上場市場の変更の場合には、

当該上場会社と同一の内訳区分とする。）

を行うものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ ＪＡＳＤＡＱの上場会社がＪＡＳＤＡＱ

以外の市場に上場している上場会社の吸収

合併又はこれに類するものとして施行規則

で定める行為を行った場合で、当該ＪＡＳ

ＤＡＱの上場会社が実質的な存続会社でな

いと当取引所が認めたときは、当取引所が

定める日（当該ＪＡＳＤＡＱの上場会社が

吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る

審査を希望する場合には、３年以内に施行

規則で定める基準に適合しないとき）に、

当該ＪＡＳＤＡＱの上場会社が発行者であ

るすべての上場株券等（上場優先株等を含

む。）について、ＪＡＳＤＡＱから実質的

な存続会社であるＪＡＳＤＡＱ以外の市場

に上場していた上場会社が上場していた市

場への上場市場の変更（本則市場への上場

市場の変更の場合で、当該上場会社が発行

する上場株券等が市場第一部銘柄であると

きは、市場第一部銘柄に指定するものとす

３ ＪＡＳＤＡＱの上場会社がＪＡＳＤＡＱ

以外の市場に上場している上場会社の吸収

合併又はこれに類するものとして施行規則

で定める行為を行った場合で、当該ＪＡＳ

ＤＡＱの上場会社が実質的な存続会社でな

いと当取引所が認めたときは、当取引所が

定める日（当該ＪＡＳＤＡＱの上場会社が

吸収合併等の場合の上場市場の変更に係る

審査を希望する場合には、３年以内に施行

規則で定める基準に適合しないとき）に、

当該ＪＡＳＤＡＱの上場会社が発行者であ

るすべての上場株券等（上場優先株等を含

む。）について、ＪＡＳＤＡＱから実質的

な存続会社であるＪＡＳＤＡＱ以外の市場

に上場していた上場会社が上場していた市

場への上場市場の変更を行うものとする。

この場合における取扱いは施行規則で定め

る。 
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る。）を行うものとする。この場合におけ

る取扱いは施行規則で定める。 

４・５ （略）  ４・５ （略）  

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更に係

る審査の申請） 

（吸収合併等の場合の上場市場の変更に係

る審査の申請） 

第３１４条の２ 当取引所は、前条第１項か

ら第４項までに規定する施行規則で定める

基準に適合しないかどうかの審査は、上場

会社からの申請に基づき行うものとし、当

該申請が行われなかった場合（当該申請が

行われないことが明らかな場合を含む。）

は、同条第１項から第４項までにそれぞれ

該当したものとみなす。 

第３１４条の２ 当取引所は、前条第２項か

ら第４項までに規定する施行規則で定める

基準に適合しないかどうかの審査は、上場

会社からの申請に基づき行うものとし、当

該申請が行われなかった場合（当該申請が

行われないことが明らかな場合を含む。）

は、同条第２項から第４項までにそれぞれ

該当したものとみなす。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場市場の変更の場合の一部指定） （上場市場の変更の場合の一部指定） 

第３１５条 第３１３条第５項の規定により

マザーズ又はＪＡＳＤＡＱから本則市場へ

の上場市場の変更が行われる株券等（発行

者が同一である議決権付株式と無議決権株

式のいずれもが上場している場合における

当該無議決権株式を除く。）のうち、第３

０８条各号（当該上場株券等が外国株券等

である場合は、第２号については、同号ａ

及びｂに限る。）及び第３０９条第１項各

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。 

第３１５条 第３１３条第５項及び第３１４

条第１項の規定によりマザーズから本則市

場への上場市場の変更が行われる株券等

（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上場している場合に

おける当該無議決権株式を除く。）のう

ち、第３０８条第１号から第４号まで及び

第７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ものとする。この場合

における取扱いは施行規則で定める。 

（削る） 

 

２ 第３１３条第５項並びに第３１４条第１

項及び第３項の規定によりマザーズ又はＪ

ＡＳＤＡＱから本則市場への上場市場の変

更が行われる株券等（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

上場している場合における当該無議決権株

式を除く。）のうち、第２１０条第１項各

号（重複上場の外国株券等の場合には、同

項第２号ｂを除く。）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。 

２ 前項の規定による市場第一部銘柄への指

定は、一部指定日において、その発行する

株券等（優先出資証券を除く。）に上場日

から起算して１年以上を経過した銘柄がな

い場合には、これを行わないものとする。 

３ 前２項の規定による市場第一部銘柄への

指定は、一部指定日において、その発行す

る株券等（優先出資証券を除く。）に次の

各号に掲げる発行者の区分に従い、当該各

号に定める期間を経過した銘柄がない場合

には、これを行わないものとする。 

（削る） （１） マザーズの上場会社 

１年 



23 

 

（削る） （２） ＪＡＳＤＡＱの上場会社 

６か月 

３ 第１項の規定により行う第３０９条第１

項各号の審査に関して必要な事項は、上場

審査等に関するガイドラインをもって定め

る。 

（新設） 

  

（スタンダードへの内訳区分の変更申請） （内訳区分の変更申請） 

第３１５条の２ （略） 第３１５条の２ （略） 

２ グロースからスタンダードへの内訳区分

の変更を申請する者（以下「内訳区分変更

申請者」という。）は、当該内訳区分変更

申請者が発行するすべての上場株券等（上

場優先株等を含む。）について内訳区分の

変更申請を行うものとする。 

２ グロースからスタンダード又はスタンダ

ードからグロースへの内訳区分の変更を申

請する者（以下「内訳区分変更申請者」と

いう。）は、当該内訳区分変更申請者が発

行するすべての上場株券等（上場優先株等

を含む。）について内訳区分の変更申請を

行うものとする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（スタンダードへの内訳区分の変更の予備

申請） 

（内訳区分の変更の予備申請） 

第３１５条の３ （略） 第３１５条の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （グロースへの内訳区分の変更審査） 

第３１５条の５ 削除 第３１５条の５ 第２１６条の６、第２１６

条の７、第２１６条の８第１項及び第５項

並びに第３０８条第７号ｃの規定は、第３

１５条の２の場合であって、スタンダード

からグロースへの内訳区分の変更申請をす

るときについて準用する。 

２ 前項において準用する第２１６条の８第

１項各号に掲げる事項の審査は、第３１５

条の２の規定に基づき内訳区分変更申請者

が提出する書類及び質問等に基づき行うも

のとする。 

３ 第１項において準用する第２１６条の８

第１項各号に掲げる事項の審査（外国株券

等に係る審査を除く。）は、施行規則で定

める期間以内に完了することを目途に行う

ものとする。 

４ 第２項の審査に関して必要な事項は、上

場審査等に関するガイドラインをもって定

める。 

５ 第２項の審査により内訳区分の変更申請

に係るすべての株券等のグロースへの内訳

区分の変更を適当と認めた場合には、当取

引所は、当該発行者が発行者であるすべて
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の上場株券等（上場優先株等を含む。）に

つきグロースへの内訳区分の変更を行う。 

６ 当取引所は、前項の規定により内訳区分

を変更する場合には、その変更日に、上場

有価証券原簿の記載事項を変更する。 

  

（吸収合併等の場合の内訳区分の変更） （吸収合併等の場合の内訳区分の変更） 

第３１５条の６ （略） 第３１５条の６ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定によりグロースへの内訳区

分の変更を行う場合には、当取引所は、当

該上場会社が発行者であるすべての上場株

券等（上場優先株等を含む。）につきグロ

ースへの内訳区分の変更を行う。 

３ 前条第５項の規定は、前２項の場合につ

いて準用する。 

４ 第３１５条の４第５項の規定は、第２項

の場合について準用する。 

（新設） 

  

（ＪＡＳＤＡＱスタンダードへの上場市場

の変更申請を行う上場会社が市場変更日

以前に合併等を実施する予定である場合

の特例） 

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を

行う上場会社が市場変更日以前に合併等

を実施する予定である場合の特例） 

第３１９条の３ 上場会社は、次の各号に掲

げる行為を予定している場合には、当該各

号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に

定める者が発行する株券等のＪＡＳＤＡＱ

への上場市場の変更申請（内訳区分として

スタンダードを選択する場合に限る。以下

この条において同じ。）を行うことができ

るものとする。この場合におけるＪＡＳＤ

ＡＱへの上場市場の変更申請手続その他の

規定の適用に関し必要な事項は、施行規則

で定める。  

第３１９条の３ 上場会社は、次の各号に掲

げる行為を予定している場合には、当該各

号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に

定める者が発行する株券等のＪＡＳＤＡＱ

への上場市場の変更申請を行うことができ

るものとする。この場合におけるＪＡＳＤ

ＡＱへの上場市場の変更申請手続その他の

規定の適用に関し必要な事項は、施行規則

で定める。 

 

 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（スタンダードへの内訳区分の変更申請を

行う内訳区分変更申請者が内訳区分変更

日以前に合併等を実施する場合の特例） 

（内訳区分の変更申請を行う内訳区分変更

申請者が内訳区分変更日以前に合併等を

実施する場合の特例） 

第３２０条 上場会社は、次の各号に掲げる

行為を予定している場合には、当該各号に

掲げる行為の区分に従い、当該各号に定め

る者が発行する株券等のＪＡＳＤＡＱにお

ける内訳区分の変更申請（グロースからス

タンダードへの内訳区分の変更を申請する

場合に限る。以下この条において同じ。）

を行うことができるものとする。この場合

におけるＪＡＳＤＡＱにおける内訳区分変

第３２０条 上場会社は、次の各号に掲げる

行為を予定している場合には、当該各号に

掲げる行為の区分に従い、当該各号に定め

る者が発行する株券等のＪＡＳＤＡＱにお

ける内訳区分の変更申請を行うことができ

るものとする。この場合におけるＪＡＳＤ

ＡＱにおける内訳区分変更申請手続その他

の規定の適用に関し必要な事項は、施行規

則で定める。 
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更申請手続その他の規定の適用に関し必要

な事項は、施行規則で定める。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（債務超過の解消に向けた計画等の開示）  

第４０８条の２ 上場会社がその事業年度の

末日において債務超過の状態となった場合

は、当該事業年度の末日から起算して３か

月以内（天災地変等、上場会社の責めに帰

すべからざる事由により、３か月以内に開

示することが困難であると当取引所が認め

る場合は、この限りでない。）に、債務超

過を解消するための取組み及びその実施時

期について記載した計画を開示しなければ

ならない。 

（新設） 

２ 上場会社は、前項に規定する計画を開示

してから債務超過を解消するまでの間、各

事業年度若しくは各四半期累計期間又は各

連結会計年度若しくは各四半期連結累計期

間に係る決算の内容を第４０４条の定める

ところにより開示するまでの間において、

前項により開示した計画の進捗状況につい

て開示しなければならない。 

 

  

（流通株式等の改善に向けた計画の開示）  

第４０８条の３ 上場株券等がその事業年度

の末日において、次の各号に掲げる市場区

分に従い、当該各号に規定する場合のいず

れかに該当するときは、上場株券等の発行

者である上場会社は、当該事業年度の末日

から起算して３か月以内に、その状況を解

消するための取組み及びその実施時期につ

いて記載した計画を開示しなければならな

い。 

（新設） 

（１） 市場第一部  

ａ 流通株式の数が、上場会社の事業年

度の末日において２万単位未満である

場合 

 

ｂ 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１００億円未

満である場合 

 

ｃ 流通株式の数が上場会社の事業年度

の末日において上場株券等の３５％未

満である場合（第７２８条の規定の適

用を受けて上場した場合で、施行規則

で定めるときを除く。） 

 

（２） 市場第二部  
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ａ 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 

 

ｂ 流通株式の数が上場会社の事業年度

の末日において上場株券等の２５％未

満である場合（第７２８条の規定の適

用を受けて上場した場合で、施行規則

で定めるときを除く。） 

 

（３） マザーズ  

ａ 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５億円未満で

ある場合 

 

ｂ 流通株式の数が上場会社の事業年度

の末日において上場株券等の２５％未

満である場合（第７２８条の規定の適

用を受けて上場した場合で、施行規則

で定めるときを除く。） 

 

（４） ＪＡＳＤＡＱ（内訳区分がスタン

ダードである場合に限る） 

 

ａ 株主数が、上場会社の事業年度の末

日において４００人未満である場合 

 

ｂ 流通株式の数が、上場会社の事業年

度の末日において２，０００単位未満

である場合 

 

ｃ 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 

 

ｄ 流通株式の数が上場会社の事業年度

の末日において上場株券等の２５％未

満である場合（第７２８条の規定の適

用を受けて上場した場合で、施行規則

で定めるときを除く。） 

 

２ 上場会社は、前項に規定する計画を開示

してから前項各号に定める状況を解消する

までの間、事業年度の末日から起算して３

か月以内に、前項の規定により開示した計

画の進捗状況について開示しなければなら

ない。 

 

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２項の規定

の適用については、同項中「事業年度の末

日」とあるのは「株主等基準日」とする。 

 

  

（事業計画及び成長可能性に関する事項）  

第４０８条の４ マザーズの上場会社は、１

事業年度に対して１回以上、事業計画及び

成長可能性に関する事項について開示しな

（新設） 
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ければならない。この場合における取扱い

は施行規則で定める。 

  

（コーポレートガバナンス・コードを実施

するか、実施しない場合の理由の説明） 

（コーポレートガバナンス・コードを実施

するか、実施しない場合の理由の説明） 

第４３６条の３ 上場内国株券の発行者は、

別添「コーポレートガバナンス・コード」

の各原則を実施するか、実施しない場合に

はその理由を第４１９条に規定する報告書

において説明するものとする。この場合に

おいて、「実施するか、実施しない場合に

はその理由を説明する」ことが必要となる

各原則の範囲については、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。 

第４３６条の３ 上場内国株券の発行者は、

別添「コーポレートガバナンス・コード」

の各原則を実施するか、実施しない場合に

はその理由を第４１９条に規定する報告書

において説明するものとする。この場合に

おいて、「実施するか、実施しない場合に

はその理由を説明する」ことが必要となる

各原則の範囲については、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 本則市場及びＪＡＳＤＡＱの上場

会社 

（１） 本則市場の上場会社 

基本原則・原則・補充原則 基本原則・原則・補充原則 

（２） マザーズの上場会社 （２） マザーズ及びＪＡＳＤＡＱの上場

会社 

基本原則 基本原則 

  

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整

備） 

（内部者取引等の未然防止に向けた体制整

備） 

第４４９条 （略） 第４４９条 （略） 

２ 上場内国会社は、前項に規定する体制の

整備の一環として、Ｊ－ＩＲＩＳＳ（日本

証券業協会が運営する内部者登録・照合シ

ステムをいう。）への情報の登録を行うよ

う努めるものとする。 

（新設） 

  

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除） （特設注意市場銘柄の指定及び指定解除） 

第５０１条 当取引所は、次の各号に掲げる

場合であって、かつ、当該上場会社の内部

管理体制等について改善の必要性が高いと

認めるときは、当該上場会社が発行者であ

る上場株券等を特設注意市場銘柄に指定す

ることができる。 

第５０１条 当取引所は、次の各号に掲げる

場合であって、かつ、当該上場会社の内部

管理体制等について改善の必要性が高いと

認めるときは、当該上場会社が発行者であ

る上場株券等を特設注意市場銘柄に指定す

ることができる。 

（１） 上場会社が第６０１条第１項第９

号の２、第１２号ａ（第２０４条第１

項、第２１１条第１項又は第２１６条の

２第１項の規定により提出した宣誓書に

おいて宣誓した事項について重大な違反

を行った場合を除く。）、第１９号又は

第２０号（第６０２条第１項第１号、同

条第２項第３号、第６０３条第１項第６

号、第６０４条第１項第２号、同条第２

（１） 上場会社が第６０１条第１項第９

号の２、第１２号、第１９号又は第２０

号（第６０２条第１項第１号、同条第２

項第３号、第６０３条第１項第６号、第

６０４条第１項第２号、同条第２項第１

号、第６０４条の２第１項第３号、第６

０４条の３第２号、第６０４条の４第１

項第２号又は第６０４条の５第２号によ

る場合を含む。）に該当するおそれがあ
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項第１号、第６０４条の２第１項第３

号、第６０４条の３第２号、第６０４条

の４第１項第２号又は第６０４条の５第

２号による場合を含む。）に該当するお

それがあると当取引所が認めた後、当該

各号に該当しないと当取引所が認めた場

合 

ると当取引所が認めた後、当該各号に該

当しないと当取引所が認めた場合 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準） 

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。 

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。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

上場会社がその事業年度の末日に債務

超過の状態である場合（施行規則で定め

る場合を除く。）において、１年以内に

債務超過の状態でなくならなかったと

き。ただし、施行規則で定める場合はこ

の限りでない。 

上場会社がその事業年度の末日に債務

超過の状態である場合において、１年以

内に債務超過の状態でなくならなかった

とき。ただし、当該上場会社が法律の規

定に基づく再生手続若しくは更生手続、

産競法第２条第１６項に規定する特定認

証紛争解決手続に基づく事業再生（当該

手続が実施された場合における産競法第

５２条に規定する特例の適用を受ける特

定調停手続による場合も含む。）又は私

的整理に関するガイドライン研究会によ

る「私的整理に関するガイドライン」に

基づく整理を行うことにより、当該１年

を経過した日から起算して１年以内に債

務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合

に限る。）には、２年以内に債務超過の

状態でなくならなかったとき。 

（６）～（１１） （略） （６）～（１１） （略） 

（１２） 上場契約違反等  

次のａ又はｂに掲げる場合において、

当該ａ又はｂに該当すると当取引所が認

めた場合 

 ａ 上場会社が上場契約に関する重大な

違反を行ったとして施行規則で定める

場合、第２０４条第１項、第２１１条

第１項、第２１６条の２第１項、第３

０１条第３項、第３０７条第２項、第

３１２条第３項、第３１３条の２第３

項、第３１３条の５第３項若しくは第

 （１２） 上場契約違反等 

   上場会社が上場契約に関する重大な違

反を行ったとして施行規則で定める場

合、第２０４条第１項、第２１１条第１

項、第２１６条の２第１項、第３０１条

第３項、第３０７条第２項、第３１２条

第３項、第３１３条の２第３項、第３１

３条の５第３項若しくは第３１５条の２

第３項の規定により提出した宣誓書にお

いて宣誓した事項について重大な違反を

行った場合又は上場契約の当事者でなく
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３１５条の２第３項の規定により提出

した宣誓書において宣誓した事項につ

いて重大な違反を行った場合又は上場

契約の当事者でなくなることとなった

場合  

ｂ 上場会社が新規上場の申請に係る宣

誓書（第２０４条第１項、第２１１条

第１項、第２１６条の２第１項の規定

により提出した宣誓書をいう。ただ

し、テクニカル上場規定の適用を受け

て当該申請を行った者が提出した宣誓

書を除く。）において宣誓した事項に

ついて違反を行い（前ａの場合を除

く。）、新規上場に係る基準に適合し

ていなかったと当取引所が認めた場合

（当取引所が施行規則で定める基準に

適合しないかどうかの審査を不要と認

めた場合を除く。）において、当該上

場会社が施行規則で定める基準に適合

しないとき 

なることとなった場合 

（１３）～（２０） （略） （１３）～（２０） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準） 

第６０３条 マザーズの上場内国株券が次の

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。 

第６０３条 マザーズの上場内国株券が次の

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。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 債務超過 （３） 債務超過 

上場会社がその事業年度の末日に、債

務超過の状態である場合（施行規則で定

める場合を除く。）において、１年以内

に債務超過の状態でなくならなかったと

き。ただし、施行規則で定める場合はこ

の限りでない。 

上場会社がその事業年度の末日に、債

務超過の状態である場合（上場後３年間

において債務超過の状態となった場合を

除く。）において、１年以内に債務超過

の状態でなくならなかったとき。ただ

し、当該上場会社が法律の規定に基づく

再生手続若しくは更生手続、産競法第２

条第１６項に規定する特定認証紛争解決

手続に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第５２条に規

定する特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。）又は私的整理に関

するガイドライン研究会による「私的整

理に関するガイドライン」に基づく整理

を行うことにより、当該１年を経過した

日から起算して１年以内に債務超過の状

態でなくなることを計画している場合
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（当取引所が適当と認める場合に限

る。）には、２年以内に債務超過の状態

でなくならなかったとき。 

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

（上場廃止に係る審査の申請等） （上場廃止に係る審査の申請等） 

第６０５条 （略） 第６０５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 当取引所は、第６０１条第１項第１２号

ｂ（第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、第６０３条第１項第６号、第６０

４条第１項第２号、同条第２項第１号、第

６０４条の２第３号、第６０４条の３第２

号、第６０４条の４第１項第２号又は前条

第２号による場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）に定める施行規則で定める基

準に適合するかどうかの審査は、上場会社

からの申請に基づき行うものとし、当該申

請が行われなかった場合（当該申請が行わ

れないことが明らかな場合を含む。）は、

第６０１条第１項第１２号ｂに該当したも

のとみなす。 

（新設） 

 

５ 第２項及び第３項の申請を行う場合は、

当該上場会社は、幹事取引参加者が作成し

た当取引所所定の「確認書」を提出するも

のとする。 

４ 前２項の申請を行う場合は、当該上場会

社は、幹事取引参加者が作成した当取引所

所定の「確認書」を提出するものとする。 

６ 当取引所は、第１項から第４項までの審

査のため必要と認めるときには、上場会社

に対し参考となるべき報告又は資料の提出

その他当該審査に対する協力を求めること

ができるものとする。 

５ 当取引所は、第１項から第３項までの審

査のため必要と認めるときには、上場会社

に対し参考となるべき報告又は資料の提出

その他当該審査に対する協力を求めること

ができるものとする。 

  

 （退職給付会計基準の適用等） 

第７０５条 削除 第７０５条 新規上場申請者又は上場会社

（外国会社を除く。）が、平成１０年６月

１６日付で企業会計審議会により公表され

た退職給付に係る会計基準の適用を受ける

場合等の取扱いは施行規則で定める。 

  

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生

支援する会社が発行する株券） 

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生

支援する会社が発行する株券） 

第７０７条 株式会社地域経済活性化支援機

構（以下「地域経済活性化支援機構」とい

う。）が再生支援決定（株式会社地域経済

活性化支援機構法（平成２１年法律第６３

第７０７条 株式会社地域経済活性化支援機

構（以下「地域経済活性化支援機構」とい

う。）が再生支援決定（株式会社地域経済

活性化支援機構法（平成２１年法律第６３
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号）第２５条第４項に規定する再生支援決

定をいう。以下同じ。）を行った会社（再

生支援決定が行われた後、当該決定が撤回

されることとなった会社又は当該会社の債

務に係る買取決定等（株式会社地域経済活

性化支援機構法第３１条第１項に規定する

買取決定等をいう。以下同じ。）が行われ

ないこととなった会社を除く。以下「被支

援会社」という。）の発行する株券（優先

株等を除く。以下この条において同じ。）

が、再生支援決定が行われた後当取引所に

おいて上場廃止となった場合であって、か

つ、地域経済活性化支援機構が当該会社の

再生支援決定を公表した日から５年以内に

開始する事業年度（地域経済活性化支援機

構が当該会社の再生支援決定に係る全ての

業務を完了した日の属する事業年度の末日

後に開始するものを除く。）を直前事業年

度として当該会社がその発行する株券の新

規上場申請を行うときにおける第２１０条

の規定の適用については、同条第１項第５

号を次のとおりとする。 

号）第２５条第４項に規定する再生支援決

定をいう。以下同じ。）を行った会社（再

生支援決定が行われた後、当該決定が撤回

されることとなった会社又は当該会社の債

務に係る買取決定等（株式会社地域経済活

性化支援機構法第３１条第１項に規定する

買取決定等をいう。以下同じ。）が行われ

ないこととなった会社を除く。以下「被支

援会社」という。）の発行する株券（優先

株等を除く。以下この条において同じ。）

が、再生支援決定が行われた後当取引所に

おいて上場廃止となった場合であって、か

つ、地域経済活性化支援機構が当該会社の

再生支援決定を公表した日から５年以内に

開始する事業年度（地域経済活性化支援機

構が当該会社の再生支援決定に係る全ての

業務を完了した日の属する事業年度の末日

後に開始するものを除く。）を直前事業年

度として当該会社がその発行する株券の新

規上場申請を行うときにおける第２０５条

の規定の適用については、同条第６号を次

のとおりとする。 

（６） 利益の額又は売上高 （６） 利益の額又は時価総額 

次のａ又はｂに適合すること。 次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 最近１年間（「最近」の計算は、新

規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る。以下この章

において同じ。）における利益の額が

１２億５千万円以上であること。 

ａ 最近１年間（「最近」の計算は、新

規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る。以下この章

において同じ。）における利益の額が

４億円以上であること。 

ｂ 最近１年間における売上高が１００

億円以上であって、かつ、上場日にお

ける時価総額が１，０００億円以上と

なる見込みのあること。 

ｂ 上場日における時価総額が５００億

円以上となる見込みのあること。ただ

し、最近１年間における売上高が１０

０億円未満である場合を除く。 

２ 被支援会社である上場会社が、地域経済

活性化支援機構が当該上場会社の再生支援

決定を公表した日から５年以内に開始する

事業年度（地域経済活性化支援機構が当該

上場会社の再生支援決定に係る全ての業務

を完了した日の属する事業年度の末日後に

開始するものを除く。）を直前事業年度と

して当該上場株券の市場第一部銘柄への指

定の申請をする場合における第３０８条の

規定の適用については、同条第６号を次の

とおりとする。 

２ 被支援会社である上場会社が、地域経済

活性化支援機構が当該上場会社の再生支援

決定を公表した日から５年以内に開始する

事業年度（地域経済活性化支援機構が当該

上場会社の再生支援決定に係る全ての業務

を完了した日の属する事業年度の末日後に

開始するものを除く。）を直前事業年度と

して当該上場株券の市場第一部銘柄への指

定の申請をする場合における第３０８条の

規定の適用については、同条第６号を次の

とおりとする。 

（６） 利益の額又は売上高 （６） 利益の額又は時価総額 

次のａ又はｂに適合すること。 次のａ又はｂに適合すること。 

ａ 最近１年間（「最近」の計算は、一

部指定申請日の直前事業年度の末日

ａ 最近１年間（「最近」の計算は、一

部指定申請日の直前事業年度の末日
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（一部指定申請日がその直前事業年度

の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の前事業

年度の末日）を起算日としてさかのぼ

る。以下この条において同じ。）にお

ける利益の額が１２億５千万円以上で

あること。 

（一部指定申請日がその直前事業年度

の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の前事業

年度の末日）を起算日としてさかのぼ

る。以下この条において同じ。）にお

ける利益の額が４億円以上であるこ

と。 

ｂ 最近１年間における売上高が１００

億円以上であって、かつ、上場会社の

時価総額が１，０００億円以上である

こと。 

ｂ 上場会社の時価総額が５００億円以

上であること。ただし、最近１年間に

おける売上高が１００億円未満である

場合を除く。 

３ 被支援会社である上場会社が発行する株

券についての第３１１条第１項の規定の適

用については、同項第５号を次のとおりと

する。 

３ 被支援会社である上場会社が発行する株

券についての第３１１条第１項の規定の適

用については、同項第５号を次のとおりと

する。 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

上場会社がその事業年度の末日において

債務超過の状態となった場合（当該上場

会社が、地域経済活性化支援機構による

再生支援決定に基づく事業の再生を行う

ことにより、債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（当取引所が適

当と認める場合に限る。）にあっては、

債務超過の状態となった場合であって、

かつ、地域経済活性化支援機構による当

該上場会社の債務に係る買取決定等が行

われないことが確認できたとき。）（施

行規則で定める場合を除く。）。 

上場会社がその事業年度の末日において

債務超過の状態となった場合（当該上場

会社が、地域経済活性化支援機構による

再生支援決定に基づく事業の再生を行う

ことにより、その事業年度の末日から１

年以内（当該期間が地域経済活性化支援

機構による再生支援決定を公表した日か

ら５年以内に開始する事業年度（当該再

生支援決定を公表した日から５年が経過

する前に、地域経済活性化支援機構によ

る当該再生支援決定に係る全ての業務の

完了日が到来するときは、当該完了日の

属する事業年度とする。以下この号にお

いて同じ。）の末日以前に終了するとき

に限る。）に債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（当取引所が適

当と認める場合に限る。）にあっては、

債務超過の状態となった場合であって、

かつ、地域経済活性化支援機構による当

該上場会社の債務に係る買取決定等が行

われないことが確認できたとき。）。た

だし、当該上場会社が次のａからｄまで

のいずれかに掲げる事項を行うことによ

り、１年以内（ｄに掲げる事項を行う場

合にあっては、当該期間が地域経済活性

化支援機構による再生支援決定を公表し

た日から５年以内に開始する事業年度の

末日以前に終了するときに限る。）に債

務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（当取引所が適当と認める場合

に限る。）には、当該１年以内に債務超

過の状態でなくならなかったとき。 

（削る） ａ 法律の規定に基づく再生手続又は更
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生手続 

（削る） ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特

定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における

産競法第５２条に規定する特例の適用

を受ける特定調停手続による場合も含

む。） 

（削る） ｃ 私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理 

（削る） ｄ 地域経済活性化支援機構による再生

支援決定に基づく事業の再生 

４ 被支援会社である上場会社が発行する株

券についての第６０１条第１項の規定の適

用については、同項第５号を次のとおりと

する。 

４ 被支援会社である上場会社が発行する株

券についての第６０１条第１項の規定の適

用については、同項第５号を次のとおりと

する。 

（５） 債務超過 （５） 債務超過 

上場会社がその事業年度の末日に債務超

過の状態である場合（施行規則で定める

場合を除く。）において、１年以内に債

務超過の状態でなくならなかったとき

（当該上場会社が、地域経済活性化支援

機構による再生支援決定に基づく事業の

再生を行うことにより、債務超過の状態

でなくなることを計画している場合（当

取引所が適当と認める場合に限る。）に

あっては、債務超過の状態でなくならな

かった場合であって、かつ、地域経済活

性化支援機構による当該上場会社の債務

に係る買取決定等が行われないことが確

認できたとき。）。ただし、施行規則で

定める場合はこの限りでない。 

上場会社がその事業年度の末日に債務超

過の状態である場合において、１年以内

に債務超過の状態でなくならなかったと

き（当該上場会社が、地域経済活性化支

援機構による再生支援決定に基づく事業

の再生を行うことにより、当該１年を経

過した日から１年以内（当該期間が地域

経済活性化支援機構による再生支援決定

を公表した日から５年以内に開始する事

業年度（当該再生支援決定を公表した日

から５年が経過する前に、地域経済活性

化支援機構による当該再生支援決定に係

る全ての業務の完了日が到来するとき

は、当該完了日の属する事業年度とす

る。以下この号において同じ。）の末日

以前に終了するときに限る。）に債務超

過の状態でなくなることを計画している

場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）にあっては、１年以内に債務超過

の状態でなくならなかった場合であっ

て、かつ、地域経済活性化支援機構によ

る当該上場会社の債務に係る買取決定等

が行われないことが確認できたと

き。）。ただし、当該上場会社が次のａ

からｄまでのいずれかに掲げる事項を行

うことにより、当該１年を経過した日か

ら１年以内（ｄに掲げる事項を行う場合

にあっては、当該期間が地域経済活性化

支援機構による再生支援決定を公表した

日から５年以内に開始する事業年度の末

日以前に終了するときに限る。）に債務

超過の状態でなくなることを計画してい
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る場合（当取引所が適当と認める場合に

限る。）には、２年以内に債務超過の状

態でなくならなかったとき。 

（削る） ａ 法律の規定に基づく再生手続又は更

生手続 

（削る） ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特

定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における

産競法第５２条に規定する特例の適用

を受ける特定調停手続による場合も含

む。） 

（削る） ｃ 私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理 

（削る） ｄ 地域経済活性化支援機構による再生

支援決定に基づく事業の再生 

５ 被支援会社である上場会社が発行する株

券についての第６０３条第１項の規定の適

用については、同項第３号を次のとおりと

する。 

５ 被支援会社である上場会社が発行する株

券についての第６０３条第１項の規定の適

用については、同項第３号を次のとおりと

する。 

（３） 債務超過 （３） 債務超過 

上場会社がその事業年度の末日に債務超

過の状態である場合（施行規則で定める

場合を除く。）において、１年以内に債

務超過の状態でなくならなかったとき

（当該上場会社が地域経済活性化支援機

構による再生支援決定に基づく事業の再

生を行うことにより債務超過の状態でな

くなることを計画している場合（当取引

所が適当と認める場合に限る。）にあっ

ては、１年以内に債務超過の状態でなく

ならなかった場合であって、かつ、地域

経済活性化支援機構による当該上場会社

の債務に係る買取決定等が行われないこ

とが確認できたとき。）。ただし、施行

規則で定める場合はこの限りでない。 

 

上場会社がその事業年度の末日に債務超

過の状態である場合（上場後３年間にお

いて債務超過の状態となった場合を除

く。）において、１年以内に債務超過の

状態でなくならなかったとき（当該上場

会社が地域経済活性化支援機構による再

生支援決定に基づく事業の再生を行うこ

とにより、当該１年を経過した日から１

年以内（当該期間が地域経済活性化支援

機構による再生支援決定を公表した日か

ら５年以内に開始する事業年度（当該再

生支援決定を公表した日から５年が経過

する前に、地域経済活性化支援機構によ

る当該再生支援決定に係る全ての業務の

完了日が到来するときは、当該完了日の

属する事業年度とする。以下この号にお

いて同じ。）の末日以前に終了するとき

に限る。）に債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（当取引所が適

当と認める場合に限る。）にあっては、

１年以内に債務超過の状態でなくならな

かった場合であって、かつ、地域経済活

性化支援機構による当該上場会社の債務

に係る買取決定等が行われないことが確

認できたとき。）。ただし、当該上場会

社が次のａからｄまでのいずれかを行う

ことにより、当該１年を経過した日から

１年以内（ｄに掲げる事項を行う場合に
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あっては、当該期間が地域経済活性化支

援機構による再生支援決定を公表した日

から５年以内に開始する事業年度の末日

以前に終了するときに限る。）に債務超

過の状態でなくなることを計画している

場合（当取引所が適当と認める場合に限

る。）には、２年以内に債務超過の状態

でなくならなかったとき。 

 

（削る） ａ 法律の規定に基づく再生手続又は更

生手続 

（削る） ｂ 産競法第２条第１６項に規定する特

定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における

産競法第５２条に規定する特例の適用

を受ける特定調停手続による場合も含

む。） 

（削る） ｃ 私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理 

（削る） ｄ 地域経済活性化支援機構による再生

支援決定に基づく事業の再生 

６ 第４項の規定は、被支援会社である上場

会社が発行する株券についての第６０４条

の２第１項第３号及び第６０４条の４第１

項第２号の規定により適用される第６０１

条第１項について準用する。 

６ 第４項の規定は、被支援会社である上場

会社が発行する株券についての第６０４条

の２第３号及び第６０４条の４第１項第２

号の規定により適用される第６０１条第１

項について準用する。 

  

 （株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かん

ぽ生命保険に対する形式要件等の特例） 

第７１５条 削除 第７１５条 株式会社ゆうちょ銀行又は株式

会社かんぽ生命保険については、第２０５

条第２号ｃ及び第２１０条第１項第２号ｂ

の規定を適用しないものとする。 

  

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた形式要件の特例） 

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた形式要件の特例） 

第７２２条 新規上場申請者（第２０５条第

７号ｃ（第２０６条第１項第１号による場

合を含む。）又は第２１２条第６号ｂ（第

２１３条第１号、第２１６条の３第５号

ａ、第２１６条の４第２号ｂ、第２１６条

の６第２号ｂ又は第２１６条の７第４号に

よる場合を含む。）に適合しない者に限

る。）が、新規上場申請を行うときにおけ

る虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは施

行規則で定める。 

第７２２条 新規上場申請者（第２０５条第

７号ｃ（第２０６条第１項第１号による場

合を含む。）又は第２１２条第６号ｂ（第

２１３条第１項第１号、第２１６条の３第

５号ａ、第２１６条の４第２号ｂ、第２１

６条の６第２号ｂ又は第２１６条の７第４

号による場合を含む。）に適合しない者に

限る。）が、新規上場申請を行うときにお

ける虚偽記載又は不適正意見等の取扱いは

施行規則で定める。 
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２ （略） ２ （略） 

  

（大規模な公募及び売出しを伴う新規上場

に係る形式要件の特例） 

 

第７２８条 新規上場申請日から上場日の前

日までの期間における新規上場申請に係る

株券等の公募又は売出しの総額が１，００

０億円以上となる見込みのある場合であっ

て、施行規則で定めるときにおける第２０

５条（第２０６条第１項、第２１６条の

３、第２１６条の４による場合を含む。）

の規定の適用については、同条第２号ｃを

次のとおりとする。 

（新設） 

ｃ 流通株式の数が、上場の時までに、上

場株券等の数の１０％以上となる見込み

のあること。 

 

２ 新規上場申請日から上場日の前日までの

期間における新規上場申請に係る株券等の

公募又は売出しの総額が１，０００億円以

上となる見込みのある場合であって、施行

規則で定めるときにおける第２１０条の規

定の適用については、同条第１項第２号ｃ

を次のとおりとする。 

 

ｃ 流通株式の数が、上場の時までに、上

場株券等の数の１０％以上となる見込み

のあること。 

 

３ 新規上場申請日から上場日の前日までの

期間における新規上場申請に係る株券等の

公募又は売出しの総額が１，０００億円以

上となる見込みのある場合であって、施行

規則で定めるときにおける第２１２条（第

２１３条による場合を含む。）の規定の適

用については、同条第２号ｃを次のとおり

とする。 

 

ｃ 流通株式の数が、上場の時までに、上

場株券等の数の１０％以上となる見込み

のあること。 

 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第８０４条 優先株等の上場審査は、次の各

号に適合するものを対象として行うものと

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。 

第８０４条 優先株等の上場審査は、次の各

号に適合するものを対象として行うものと

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。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が次のａからｅ

までに適合していること。 

（２） 新規上場申請銘柄が次のａからｅ

までに適合していること。 

ａ １単位以上の優先株等の所有者数 ａ １単位以上の優先株等の所有者数
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が、上場の時までに、４００人以上と

なる見込みのあること。 

が、上場の時までに、８００人以上と

なる見込みのあること。 

ｂ 次の（ａ）から（ｃ）までに適合す

ること。 

ｂ 次の（ａ）から（ｃ）までに適合す

ること。 

（ａ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、２，０００単位以上となる見

込みのあること。 

（ａ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、４，０００単位以上となる見

込みのあること。 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

（ｃ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、上場優先株等の数の２５％以

上となる見込みのあること。 

（ｃ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、上場優先株等の数の３０％以

上となる見込みのあること。 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第８１６条 優先証券の上場審査は、次の各

号に適合するものを対象として行うものと

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。 

第８１６条 優先証券の上場審査は、次の各

号に適合するものを対象として行うものと

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。 

（１） 新規上場申請銘柄が次のａからｄ

までに適合していること。 

（１） 新規上場申請銘柄が次のａからｄ

までに適合していること。 

ａ １単位以上の優先証券の所有者数

が、上場の時までに、４００人以上と

なる見込みのあること。 

ａ １単位以上の優先証券の所有者数

が、上場の時までに、８００人以上と

なる見込みのあること。 

ｂ 次の（ａ）から（ｃ）までに適合す

ること。 

ｂ 次の（ａ）から（ｃ）までに適合す

ること。 

（ａ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、２，０００単位以上となる見

込みのあること。 

（ａ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、４，０００単位以上となる見

込みのあること。 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

（ｃ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、上場優先証券（当取引所に上

場している優先証券をいう。以下同

じ。）の数の２５％以上となる見込

みのあること。 

（ｃ） 流通株式の数が、上場の時ま

でに、上場優先証券（当取引所に上

場している優先証券をいう。以下同

じ。）の数の３０％以上となる見込

みのあること。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（社債券の上場審査基準） （社債券の上場審査基準） 

第９０４条 （略） 第９０４条 （略） 

２ 新規上場申請銘柄が外国社債券（法第２

条第１項第１７号に掲げる有価証券のうち

同項第５号に掲げる有価証券の性質を有す

るものをいい、新株予約権付社債券及び交

換社債券を除く。以下この章において同

じ。）である場合には、前項第１号に掲げ

る基準については、同号の規定にかかわら

２ 新規上場申請銘柄が外国社債券（法第２

条第１項第１７号に掲げる有価証券のうち

同項第５号に掲げる有価証券の性質を有す

るものをいい、新株予約権付社債券及び交

換社債券を除く。以下この章において同

じ。）である場合には、前項第１号に掲げ

る基準については、同号の規定にかかわら
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ず、次の各号に掲げる外国社債券の区分に

応じ、当該各号に定める基準によるものと

する。 

ず、次の各号に掲げる外国社債券の区分に

応じ、当該各号に定める基準によるものと

する。 

（１） 次号に規定する保証付外国社債券

以外の外国社債券 

（１） 次号に規定する保証付外国社債券

以外の外国社債券 

  次のａ又はｂに適合していること。   次のａ又はｂに適合していること。 

ａ 新規上場申請銘柄の発行者が上場会

社であること。 

ａ 新規上場申請銘柄の発行者が上場会

社であること。 

ｂ 発行する株券等が、第２０５条第２

号ａ及び第３号から第７号まで並びに

第２０６条第１項第３号（外国社債券

の発行者が民営化外国会社である場合

には、第２０５条第２号ａ及びｂ、第

５号、第２０６条第１項第３号並びに

同条第２項第１号から第３号まで）に

適合しており、当取引所が第２０７条

に定める上場審査に準じた審査を行

い、当該株券等を上場することが適当

であると認めることができる会社であ

ること。 

ｂ 発行する株券等が、第２０５条第２

号ａ及び第３号から第７号まで並びに

第２０６条第１項第３号（外国社債券

の発行者が民営化外国会社である場合

には、第２０５条第２号ａ、第３号及

び第５号、第２０６条第１項第３号並

びに同条第３項第１号から第３号ま

で）に適合しており、当取引所が第２

０７条に定める上場審査に準じた審査

を行い、当該株券等を上場することが

適当であると認めることができる会社

であること。 

（２） （略） （２） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（変更上場申請） （変更上場申請） 

第９４６条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行

者が、上場ＥＴＮ信託受益証券の名称又は

上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証

券であるＥＴＮの名称を変更するときは、

当取引所所定の「有価証券変更上場申請

書」を提出することにより、その変更を申

請するものとする。ただし、有価証券変更

上場申請書」に記載すべき事項が、次条の

規定に基づく情報の開示又は第９４８条の

規定により当取引所に提出した書類に含ま

れている場合は、当該開示又は提出をもっ

てその変更を申請したものとみなす。 

第９４６条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者

が、次の各号に掲げる事項を変更するとき

は、当取引所所定の「有価証券変更上場申請

書」を提出するものとする。 

 

（削る） （１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行可

能限度額若しくは発行可能総受益権口数

又は上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

有価証券であるＥＴＮの発行可能限度額

若しくは発行可能総証券数 

（削る） （２） 上場ＥＴＮ信託受益証券の名称又

は上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの名称 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場ＥＴＮに関する情報の開示） （情報の開示） 
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第９４７条 （略） 第９４７条 （略） 

（削る） ２ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、当

該上場ＥＴＮ信託受益証券に関する次の各

号に掲げる事項を施行規則で定めるところ

により日々開示しなければならない。 

 （１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の上場受

益権口数並びに上場ＥＴＮ信託受益証券

に係る受託有価証券であるＥＴＮの残存

償還価額総額及び一証券あたりの償還価

額 

 （２） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮの一証券あたり

の償還価額と特定の指標の日々変動率の

乖離率 

 （３） その他当取引所が必要と認める事

項 

２ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、次

の各号のいずれかに該当する場合は、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。 

３ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、次

の各号のいずれかに該当する場合は、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）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（８） 上場ＥＴＮ信託受益証券の一証券

あたりの償還価額と市場価格又は特定の

指標との間に重要な乖離又は乖離のおそ

れが生じた場合 

（新設） 

３ （略） ４ （略） 

  

（上場ＥＴＮに関する情報の提供）  

第９４７条の２ 上場ＥＴＮ信託受益証券の

発行者は、当該上場ＥＴＮ信託受益証券に

関する次の各号に掲げる情報を公衆による

閲覧ができる方法により投資者に提供する

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。 

（新設） 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮの日々の残存償

還価額総額及び一証券あたりの償還価額 

 

（２） 上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受

託有価証券であるＥＴＮの一証券あたり

の償還価額と特定の指標の変動の連動状

況 

 

（３） その他当取引所が必要と認める事

項 

 

２ 前項に規定する者は、前項の規定に基づ

く情報提供の方法を記載した書面を提出す

るものとし、情報提供の方法を変更する場

合には、あらかじめ変更後の方法を記載し
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た書面を提出するものとする。 

３ 第１項に規定する者は、前項の規定に基

づき提出した書面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。 

 

  

（上場ＥＴＮに関する行動規範） （行動規範） 

第９５０条の２ （略） 第９５０条の２ （略） 

２ 前項に規定する者は、上場ＥＴＮ信託受

益証券の円滑な流通及び公正な価格形成に

資する情報の投資者への提供に努めるもの

とする。 

（新設） 

  

（準用規定等） （準用規定等） 

第９５７条 （略） 第９５７条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第５０１条から第５０４条まで及び第５

０８条から第５１０条までの規定は、上場

債券、上場交換社債券及び上場ＥＴＮ信託

受益証券の銘柄に対する実効性の確保につ

いて準用する。この場合において、第９４

７の２の規定は、第５０１条第１項第３

号、第５０２条第１項第１号、第５０８条

第１項第１号及び第５０９条第１項第１号

の準用による上場ＥＴＮに関する情報の開

示に係る規定とみなす。 

５ 第５０１条から第５０４条まで及び第５

０８条から第５１０条までの規定は、上場

債券、上場交換社債券及び上場ＥＴＮ信託

受益証券の銘柄に対する実効性の確保につ

いて準用する。 

６ （略） ６ （略） 

  

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものと

する。この場合における第２号ｄ又はｄの

４の審査に関して必要な事項は、上場審査

等に関するガイドラインをもって定める。 

第１１０４条 内国ＥＴＦの上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものと

する。この場合における第２号ｄ又はｄの

４の審査に関して必要な事項は、上場審査

等に関するガイドラインをもって定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａから

ｇまで（公社債投資信託以外の証券投資

信託（投資信託法施行令第１２条各号に

掲げる投資信託を除く。以下この号、第

１１０７条の２第１項及び第１１１２条

第１項第３号において同じ。）の受益証

券に該当する新規上場申請銘柄にあって

は、ｂの（ｃ）及びｃの２を除き、投資

信託法施行令第１２条第１号又は第２号

に掲げる投資信託の受益証券に該当する

新規上場申請銘柄にあっては、ｂの

（ｈ）及びｃの３を除く。）に適合して

いること。 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａから

ｇまで（公社債投資信託以外の証券投資

信託（投資信託法施行令第１２条各号に

掲げる投資信託又は施行規則で定める投

資信託に該当するものを除く。以下この

号、第１１０７条第２項第１号及び第１

１１２条第１項第３号において同じ。）

の受益証券に該当する新規上場申請銘柄

にあっては、ｂの（ｃ）及びｃの２を除

き、投資信託法施行令第１２条第１号又

は第２号に掲げる投資信託の受益証券に

該当する新規上場申請銘柄にあっては、

ｂの（ｈ）及びｃの３を除く。）に適合



41 

 

していること。 

ａ～ｇ （略） ａ～ｇ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

（変更上場申請） （変更上場申請） 

第１１０５条 上場ＥＴＦに係る管理会社及

び信託受託者（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、外国投資法人及び管理会社）が、上場

ＥＴＦの名称を変更するときは、当該管理

会社又は信託受託者（外国投資証券に該当

する外国ＥＴＦ又は当該外国ＥＴＦを受託

有価証券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に

あっては、外国投資法人又は管理会社）

は、当取引所所定の「有価証券変更上場申

請書」を提出することにより、その変更を

申請するものとする。ただし、「有価証券

変更上場申請書」に記載すべき事項が、第

１１０７条の規定に基づく情報の開示又は

第１１０８条の規定により当取引所に提出

した書類に含まれている場合は、当該開示

又は提出をもってその変更を申請したもの

とみなす。 

第１１０５条 上場ＥＴＦに係る管理会社及

び信託受託者（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、外国投資法人及び管理会社）が、次の

各号に掲げる事項を変更するときは、当該

管理会社又は信託受託者（外国投資証券に

該当する外国ＥＴＦ又は当該外国ＥＴＦを

受託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受益証

券にあっては、外国投資法人又は管理会

社）は、当取引所所定の「有価証券変更上

場申請書」を提出するものとする。 

（削る） （１） 投資信託約款、信託約款若しくは

これに類する書類又は規約若しくはこれ

に類する書類の信託金の限度額又は発行

可能投資口総口数（投資法人債券に類す

る外国投資証券に該当する外国ＥＴＦに

あっては、当該外国投資証券の発行可能

な数量をいう。） 

（削る） （２） 上場ＥＴＦの名称 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示） （上場ＥＴＦに関する情報の開示） 

第１１０７条 （略） 第１１０７条 （略） 

２ 前項の情報の適時開示については、次の

各号に定めるところによる。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。 

２ 前項の情報の適時開示については、次の

各号に定めるところによる。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。 

（削る） （１） 前項に規定する者は、当該上場Ｅ

ＴＦに関する次のａからｄまで（公社債

投資信託以外の証券投資信託の受益証券

に該当する内国ＥＴＦ、投資信託法施行

令第１２条第１号に掲げる投資信託の受

益証券に該当する内国ＥＴＦ、外国ＥＴ
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Ｆ、外国ＥＴＦ信託受益証券、内国商品

現物型ＥＴＦ、外国商品現物型ＥＴＦ及

び外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券に

あっては、ａを除く。）に掲げる事項に

ついて日々（ａに掲げる事項については

新たに確定した内容がない日を除く。）

開示しなければならない。 

 ａ  将来の追加信託により受益証券を取

得するために必要な有価証券のポート

フォリオに関して確定した内容 

 ｂ 上場ＥＴＦの上場受益権口数又は上

場投資口口数（投資法人債券に類する

外国投資証券に該当する外国ＥＴＦに

あっては、当該上場外国ＥＴＦの数量

をいう。）、純資産総額（投資法人債

券に類する外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦにあっては、当該上場外国Ｅ

ＴＦの投資信託財産等の総額をい

う。）及び一口あたりの純資産額（当

該外国ＥＴＦが投資法人債券に類する

外国投資証券である場合にあっては、

投資信託財産等の金額を当該外国ＥＴ

Ｆの数量で除した金額をいう。以下同

じ。） 

 ｃ 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額

と特定の指標の終値の変動率に係る乖

離率 

 ｄ その他当取引所が必要と認める事項 

（１） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当

する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受

託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受益証

券を除く。）に係る管理会社は、次のａ

からｉまでのいずれかに該当する場合

（ａ及びｂに掲げる事項にあっては、施

行規則で定める基準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

引所が認めるものに該当するものを除

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。 

（２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当

する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受

託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受益証

券を除く。）に係る管理会社は、次のａ

からｈまでのいずれかに該当する場合

（ａ及びｂに掲げる事項にあっては、施

行規則で定める基準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

引所が認めるものに該当するものを除

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。 

ａ～ｈ （略） ａ～ｈ （略） 

ｉ 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額

と市場価格又は特定の指標との間に重

要な乖離又は乖離のおそれが生じた場

合 

（新設） 

（２） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当

する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受

託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受益証

（３） 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当

する外国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受

託有価証券とする外国ＥＴＦ信託受益証
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券に限る。）に係る外国投資法人及び管

理会社は、次のａからｈまでのいずれか

に該当する場合（ａ及びｃに掲げる事項

にあっては、投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして施行規則で定め

る基準に該当するものを除く。）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。 

券に限る。）に係る外国投資法人及び管

理会社は、次のａからｇまでのいずれか

に該当する場合（ａ及びｃに掲げる事項

にあっては、投資者の投資判断に及ぼす

影響が軽微なものとして施行規則で定め

る基準に該当するものを除く。）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。 

ａ～ｇ （略） ａ～ｇ （略） 

ｈ 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額

と市場価格又は特定の指標との間に重

要な乖離又は乖離のおそれが生じた場

合 

（新設） 

３～６ （略） ３～６ （略） 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の提供）  

第１１０７条の２ 上場ＥＴＦに係る管理会

社（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦ及

び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする外

国ＥＴＦ信託受益証券にあっては、外国投

資法人及び管理会社）は、当該上場ＥＴＦ

に関する次の各号に掲げる情報（公社債投

資信託以外の証券投資信託の受益証券に該

当する内国ＥＴＦ、投資信託法施行令第１

２条第１号に掲げる投資信託の受益証券に

該当する内国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ、外国Ｅ

ＴＦ信託受益証券、内国商品現物型ＥＴ

Ｆ、外国商品現物型ＥＴＦ及び外国商品現

物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては、第１

号を除く。）を公衆による閲覧ができる方

法により投資者に提供するものとする。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。 

（新設） 

（１） 将来の追加信託により受益証券を

取得するために必要な有価証券のポート

フォリオに関して日々確定した内容（新

たに確定した内容がない日を除く。） 

 

（２） 上場ＥＴＦの日々の純資産総額

（投資法人債券に類する外国投資証券に

該当する外国ＥＴＦにあっては、当該上

場外国ＥＴＦの投資信託財産等の総額を

いう。）及び一口あたりの純資産額（当

該外国ＥＴＦが投資法人債券に類する外

国投資証券である場合にあっては、投資

信託財産等の金額を当該外国ＥＴＦの数

量で除した金額をいう。以下同じ。） 

 

（３） 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産

額と特定の指標の変動に係る連動状況 
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（４） その他当取引所が必要と認める事

項 

 

２ 前項に規定する者は、前項の規定に基づく

情報提供の方法を記載した書面を提出するも

のとし、情報提供の方法を変更する場合に

は、あらかじめ変更後の方法を記載した書面

を提出するものとする。 

 

３ 第１項に規定する者は、前項の規定に基

づき提出した書面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。 

 

  

（書類の提出等） （書類の提出等） 

第１１０８条 第１１０７条第１項に規定す

る者が当取引所に対して行う書類の提出等

については、施行規則で定めるところによ

る。 

第１１０８条 前条第１項に規定する者が当

取引所に対して行う書類の提出等について

は、施行規則で定めるところによる。 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場ＥＴＦに関する行動規範） （上場ＥＴＦに関する行動規範） 

第１１１０条の３ （略） 第１１１０条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項に規定する者は、上場ＥＴＦの円

滑な流通及び公正な価格形成に資する情報

の投資者への提供に努めるものとする。 

（新設） 

  

（実効性の確保） （実効性の確保） 

第１１１１条 第５０１条から第５０４条ま

で及び第５０８条から第５１０条までの規

定は、上場ＥＴＦに対する実効性の確保に

ついて準用する。この場合において、第１

１０７条の２の規定は、第５０１条第１項

第３号、第５０２条第１項第１号、第５０

８条第１項第１号及び第５０９条第１項第

１号の準用による上場ＥＴF に関する情報の

開示に係る規定とみなす。 

第１１１１条 第５０１条から第５０４条ま

で及び第５０８条から第５１０条までの規

定は、上場ＥＴＦに対する実効性の確保に

ついて準用する。 

  

（第６編における定義） （第６編における定義） 

第１２０１条 この編において、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１２０１条 この編において、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） （略） （１） （略） 

（１）の２ インフラ資産 次のａからｉ

までに掲げる資産をいう。 

（１）の２ インフラ資産 次のａからｉ

までに掲げる資産をいう。 

ａ～ｅ （略） ａ～ｅ （略） 

ｆ ａ及びｃから前ｅまでの資産をリー ｆ ａ及びｃから前ｅまでの資産をリー
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ス物件とする財務諸表等規則第１６条

の２第１項及び第２項に規定するもの 

ス物件とする財務諸表等規則第１６条

の３第１項及び第２項に規定するもの 

ｇ～ｉ （略） ｇ～ｉ （略） 

（１）の３～（９）の５ （略） （１）の３～（９）の５ （略） 

（１０） 不動産 投資法人計算規則第３

７条第３項第２号イ、ロ及びホに規定す

る資産並びにこれらをリース物件とする

財務諸表等規則第１６条の２第１項及び

第２項に規定するものをいう。 

（１０） 不動産 投資法人計算規則第３

７条第３項第２号イ、ロ及びホに規定す

る資産並びにこれらをリース物件とする

財務諸表等規則第１６条の３第１項及び

第２項に規定するものをいう。 

（１１）～（１８） （略） （１１）～（１８） （略） 

（１９） 流動資産等 投資法人計算規則

第３７条第３項第１号イからハまで、ホ

からチまで及び同項第４号ニに規定する

資産（同項第１号チに規定する資産にあ

っては、未収消費税に限る。）並びに当

該資産を信託する信託の受益権（有価証

券に該当するものを除く。）をいう。 

（１９） 流動資産等 投資法人計算規則

第３７条第３項第１号イからハまで、ホ

からリまで及び同項第４号ニに規定する

資産（同項第１号リに規定する資産にあ

っては、未収消費税に限る。）並びに当

該資産を信託する信託の受益権（有価証

券に該当するものを除く。）をいう。 

  

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件） 

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審

査は、次の各号に適合するものを対象とし

て行うものとする。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。 

第１２０５条 不動産投資信託証券の上場審

査は、次の各号に適合するものを対象とし

て行うものとする。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。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａから

ｏまでに適合していること。 

（２） 新規上場申請銘柄が、次のａから

ｏまでに適合していること。 

ａ～ｈ （略） ａ～ｈ （略） 

ｉ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合してい

ること。 

ｉ 次の（ａ）及び（ｂ）に適合してい

ること。 

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る最近

２年間（「最近」の計算は、新規上

場申請日の直前営業期間又は計算期

間の末日を起算日としてさかのぼ

る。以下同じ。）に終了する各営業

期間（当該投資証券の発行者の設立

後の期間に限る。以下このｉにおい

て同じ。）若しくは各計算期間（信

託契約期間の開始日以後の期間に限

る。以下このｉにおいて同じ。）の

財務諸表等又は各営業期間若しくは

各計算期間の中間財務諸表等が記載

又は参照される有価証券報告書等に

虚偽記載を行っていないこと。 

（ａ） 新規上場申請銘柄に係る最近

２年間（「最近」の計算は、新規上

場申請日の直前営業期間又は計算期

間の末日を起算日としてさかのぼ

る。以下同じ。）に終了する各営業

期間（当該投資証券の発行者の設立

後の期間に限る。以下このｊにおい

て同じ。）若しくは各計算期間（信

託契約期間の開始日以後の期間に限

る。以下このｊにおいて同じ。）の

財務諸表等又は各営業期間若しくは

各計算期間の中間財務諸表等が記載

又は参照される有価証券報告書等に

虚偽記載を行っていないこと。 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｊ～ｏ （略） ｊ～ｏ （略） 
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（新不動産投資信託証券等の上場申請） （新不動産投資信託証券等の上場申請） 

第１２０９条 上場不動産投資信託証券に係

る投資法人若しくは投資信託の新たに発行

される投資口若しくは受益権に係る不動産

投資信託証券又は上場不動産投資信託証券

に係る投資法人の新たに発行される新投資

口予約権証券で当取引所が上場していない

ものの上場を申請する場合には、第１２０

１条の２第１項各号に定める者（以下「上

場不動産投資信託証券の発行者等」とい

う。）のうちいずれかの者が当取引所所定

の「有価証券上場申請書」を提出するもの

とする。ただし、「有価証券上場申請書」

に記載すべき事項が、第１２１３条の規定

に基づく情報の開示又は第１２１４条の規

定により当取引所に提出した書類に含まれ

ている場合は、当該開示又は提出をもって

その上場を申請したものとみなす。 

第１２０９条 上場不動産投資信託証券に係

る投資法人若しくは投資信託の新たに発行

される投資口若しくは受益権に係る不動産

投資信託証券又は上場不動産投資信託証券

に係る投資法人の新たに発行される新投資

口予約権証券で当取引所が上場していない

ものの上場を申請する場合には、第１２０

１条の２第１項各号に定める者（以下「上

場不動産投資信託証券の発行者等」とい

う。）のうちいずれかの者が当取引所所定

の「有価証券上場申請書」を提出するもの

とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（変更上場申請） （変更上場申請） 

第１２１２条 第１２０９条に規定する場合

のほか、上場不動産投資信託証券の発行者

等が、当該上場不動産投資信託証券の銘

柄、数量等を変更しようとする場合は、上

場不動産投資信託証券の発行者等のうちい

ずれかの者が当取引所所定の「有価証券変

更上場申請書」を提出することにより、そ

の変更を申請するものとする。ただし、

「有価証券変更上場申請書」に記載すべき

事項が、次条の規定に基づく情報の開示又

は第１２１４条の規定により当取引所に提

出した書類に含まれている場合は、当該開

示又は提出をもってその変更を申請したも

のとみなす。 

第１２１２条 上場不動産投資信託証券の発

行者等が、当該上場不動産投資信託証券の

銘柄、数量等を変更しようとする場合は、

上場不動産投資信託証券の発行者等のうち

いずれかの者が当取引所所定の「有価証券

変更上場申請書」を提出するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場不動産投資信託証券に関する情報の

開示） 

（上場不動産投資信託証券に関する情報の

開示） 

第１２１３条 （略） 第１２１３条 （略） 

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産

投資信託証券の発行者等に関する情報の適

時開示については、次の各号に掲げる上場

不動産投資信託証券の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。 

２ 上場不動産投資信託証券又は上場不動産

投資信託証券の発行者等に関する情報の適

時開示については、次の各号に掲げる上場

不動産投資信託証券の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。 

（１） 投資証券 （１） 投資証券 

上場不動産投資信託証券の発行者等は、 上場不動産投資信託証券の発行者等は、
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次のａからｄまで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。 

次のａからｄまで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。 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者で

ある投資法人に、次の（ａ）から

（ｔ）までに掲げる事実のいずれかが

発生した場合 

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者で

ある投資法人に、次の（ａ）から

（ｔ）までに掲げる事実のいずれかが

発生した場合 

（ａ）～（ｑ） （ａ）～（ｑ） 

（ｒ） 削除 （ｒ） 資産の総額のうちに占める投

資信託法施行規則第１０５条第１号

ヘに規定する不動産等資産（以下こ

の（ｒ）において同じ。）の価額の

合計額の割合が１００分の５０を超

えることとなったこと（資産の総額

の１００分の５０を超える額を不動

産等資産に対する投資として運用す

ることを規約に定めている場合を除

く。）。 

（ｓ）・（ｔ） （ｓ）・（ｔ） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第４１２条の規定は、上場不動産投資信

託証券の発行者等の情報の開示に係る審査

等について準用する。 

４ 第４１２条の規定は、上場不動産投資信

託証券の発行者等の会社情報の開示に係る

審査等について準用する。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（新証券の上場申請） （新証券の上場申請） 

第１３０９条 上場ベンチャーファンドに係

るベンチャーファンド発行投資法人が当取

引所に上場していない新たなベンチャーフ

ァンドの上場を申請する場合には、当該上

場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人又はベンチャーファン

ド資産運用会社が当取引所所定の「有価証

券上場申請書」を提出するものとする。た

だし、「有価証券上場申請書」に記載すべ

き事項が、第１３１２条の規定に基づく情

報の開示又は第１３１３条の規定により当

取引所に提出した書類に含まれている場合

は、当該開示又は提出をもってその上場を

申請したものとみなす。 

第１３０９条 上場ベンチャーファンドに係

るベンチャーファンド発行投資法人が当取

引所に上場していない新たなベンチャーフ

ァンドの上場を申請する場合には、当該上

場ベンチャーファンドに係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人又はベンチャーファン

ド資産運用会社が当取引所所定の「有価証

券上場申請書」を提出するものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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（変更上場申請） （変更上場申請） 

第１３１１条 第１３０９条に規定する場合

のほか、上場ベンチャーファンドに係るベ

ンチャーファンド発行投資法人及びベンチ

ャーファンド資産運用会社（以下「上場ベ

ンチャーファンド発行者等」という。）

が、当該ベンチャーファンドの銘柄、数量

等を変更しようとする場合は、当該上場ベ

ンチャーファンド発行者等のうちいずれか

の者が当取引所所定の「有価証券変更上場

申請書」を提出することにより、その変更

を申請するものとする。ただし、「有価証

券変更上場申請書」に記載すべき事項が、

次条の規定に基づく情報の開示又は第１３

１３条の規定により当取引所に提出した書

類に含まれている場合は、当該開示又は提

出をもってその変更を申請したものとみな

す。 

第１３１１条 上場ベンチャーファンドに係

るベンチャーファンド発行投資法人及びベ

ンチャーファンド資産運用会社（以下「上

場ベンチャーファンド発行者等」とい

う。）が、当該ベンチャーファンドの銘

柄、数量等を変更しようとする場合は、当

該上場ベンチャーファンド発行者等のうち

いずれかの者が当取引所所定の「有価証券

変更上場申請書」を提出するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場ベンチャーファンドに関する情報の

開示） 

（上場ベンチャーファンドに関する情報の

開示） 

第１３１２条 （略） 第１３１２条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第４１２条の規定は、上場ベンチャーフ

ァンド発行者等の情報の開示に係る審査等

について準用する。 

７ 第４１２条の規定は、上場ベンチャーフ

ァンド発行者等の会社情報の開示に係る審

査等について準用する。 

８ （略） ８ （略） 

  

（新証券の上場申請） （新証券の上場申請） 

第１４０７条 上場カントリーファンドに係

るカントリーファンド発行投資法人が当取

引所に上場していない新たなカントリーフ

ァンドの上場を申請する場合には、当該上

場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人又はカントリーファン

ド資産運用会社が当取引所所定の「有価証

券上場申請書」を提出するものとする。た

だし、「有価証券上場申請書」に記載すべ

き事項が、第１４１０条の規定に基づく情

報の開示又は第１４１１条の規定により当

取引所に提出した書類に含まれている場合

は、当該開示又は提出をもってその上場を

申請したものとみなす。 

第１４０７条 上場カントリーファンドに係

るカントリーファンド発行投資法人が当取

引所に上場していない新たなカントリーフ

ァンドの上場を申請する場合には、当該上

場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人又はカントリーファン

ド資産運用会社が当取引所所定の「有価証

券上場申請書」を提出するものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（変更上場申請） （変更上場申請） 
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第１４０９条 第１４０７条に規定する場合

のほか、上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人及びカント

リーファンド資産運用会社（以下「上場カ

ントリーファンド発行者等」という。）

が、当該上場カントリーファンドの銘柄、

数量等を変更しようとする場合は、当該上

場カントリーファンド発行者等のうちいず

れかの者が当取引所所定の「有価証券変更

上場申請書」を提出することにより、その

変更を申請するものとする。ただし、「有

価証券変更上場申請書」に記載すべき事項

が、次条の規定に基づく情報の開示又は第

１４１１条の規定により当取引所に提出し

た書類に含まれている場合は、当該開示又

は提出をもってその変更を申請したものと

みなす。 

第１４０９条 上場カントリーファンドに係

るカントリーファンド発行投資法人及びカ

ントリーファンド資産運用会社（以下「上

場カントリーファンド発行者等」とい

う。）が、当該上場カントリーファンドの

銘柄、数量等を変更しようとする場合は、

当該上場カントリーファンド発行者等のう

ちいずれかの者が当取引所所定の「有価証

券変更上場申請書」を提出するものとす

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場カントリーファンドに関する情報の

開示） 

（上場カントリーファンドに関する情報の

開示） 

第１４１０条 （略） 第１４１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第４１２条の規定は、上場カントリーフ

ァンド発行者等の情報の開示に係る審査等

について準用する。 

３ 第４１２条の規定は、上場カントリーフ

ァンド発行者等の会社情報の開示に係る審

査等について準用する。 

４ （略） ４ （略） 

  

（新インフラファンド等の上場申請） （新インフラファンド等の上場申請） 

第１５０９条 新たに発行される投資口若し

くは受益権に係るインフラファンド又は上

場内国インフラファンドに係る投資法人の

新たに発行される新投資口予約権証券で当

取引所が上場していないものの上場を申請

する場合には、第１５０１条第１項各号に

定める者（以下「上場インフラファンドの

発行者等」という。）のうちいずれかの者

が当取引所所定の「有価証券上場申請書」

を提出するものとする。ただし、「有価証

券上場申請書」に記載すべき事項が、第１

５１３条の規定に基づく情報の開示又は第

１５１４条の規定により当取引所に提出し

た書類に含まれている場合は、当該開示又

は提出をもってその上場を申請したものと

みなす。 

第１５０９条 新たに発行される投資口若し

くは受益権に係るインフラファンド又は上

場内国インフラファンドに係る投資法人の

新たに発行される新投資口予約権証券で当

取引所が上場していないものの上場を申請

する場合には、第１５０１条第１項各号に

定める者（以下「上場インフラファンドの

発行者等」という。）のうちいずれかの者

が当取引所所定の「有価証券上場申請書」

を提出するものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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（変更上場申請） （変更上場申請） 

第１５１２条 第１５０９条に規定する場合

のほか、上場インフラファンドの発行者等

が、当該上場インフラファンドの銘柄、数

量等を変更しようとする場合は、上場イン

フラファンドの発行者等のうちいずれかの

者が当取引所所定の「有価証券変更上場申

請書」を提出することにより、その変更を

申請するものとする。ただし、「有価証券

変更上場申請書」に記載すべき事項が、次

条の規定に基づく情報の開示又は第１５１

４条の規定により当取引所に提出した書類

に含まれている場合は、当該開示又は提出

をもってその変更を申請したものとみな

す。 

第１５１２条 上場インフラファンドの発行

者等が、当該上場インフラファンドの銘

柄、数量等を変更しようとする場合は、上

場インフラファンドの発行者等のうちいず

れかの者が当取引所所定の「有価証券変更

上場申請書」を提出するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和２年１１月１日か

ら施行する。 

 

２ 改正後の第２条第７５号の４、第２０２

条、第２０５条、第２０６条、第２１０

条、第２１２条、第２１３条、第２１６条

の３から第２１６条の９まで、第２１８

条、第２２０条、第３０２条の２、第３０

８条、第３０９条、第３１０条、第３１３

条の７、第３１５条、第３１５条の５、第

３１９条の３、第３２０条、第７０７条第

１項及び第２項並びに第７２８条の規定

は、この改正規定施行の日（以下「施行

日」という。）以後に新規上場申請、新株

券等の上場申請、市場第一部銘柄への指定

申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の

変更申請を行う者から適用する。 

 

３ 改正後の第３０１条及び第３０６条の規

定は、施行日以後の日に上場株券等と同一

の種類の株券等を発行又は上場株券等の銘

柄等の変更を行う者から適用する。 

 

４ 施行日の前日において、改正前の第３１

１条第１項第１号に定める「株主数が、上

場会社の事業年度の末日において２，００

０人未満である場合」に該当している銘柄

に対する改正後の同号の規定の適用につい

ては、施行日の直近の基準日等における株

主数が８００人以上であった場合には、同

号に規定する「１年以内に８００人以上と

ならないとき」の適用にあたって、１年以
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内に株主数が８００人以上になったものと

みなす。 

５ 改正後の第３１１条第１項第５号、第４

０８条の２、第６０１条第１項第５号、第

６０３条及び第７０７条第３項から第５項

までの規定は、施行日以後の日を事業年度

の末日とするものから適用する。 

 

６ 改正後の第３１４条の規定は、施行日以

後に上場会社の吸収合併等を行う者から適

用する。 

 

７ 改正後の第４０８条の３、第４０８条の

４及び第４３６条の３は施行日以後に新規

上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、

上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申

請を行い、承認を受けた者から適用する。 

 

８ 改正後の第５０１条、第６０１条第１項

第１２号ｂ及び第６０５条の規定は、施行

日以後に新規上場申請を行い、承認を受け

た者から適用する。 

 

９ 改正後の第９４６条及び第１１０５条の

規定は、施行日以後の日に上場ＥＴＮ又は

上場ＥＴＦの名称の変更を行う者から適用

する。 

 

１０ 改正後の第１２０９条、第１２１２条

は、第１３０９条、第１３１１条、第１４

０７条、第１４０９条、第１５０９条及び

第１５１２条の規定は、施行日以後の日に

上場不動産投資信託、上場ベンチャーファ

ンド、上場カントリーファンド、上場イン

フラファンドに係る新証券等を新たに発行

又は銘柄等の変更を行う者から適用する。 
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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一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場前の取得勧誘等） （上場前の取得勧誘等） 

第１１５条 

 新規上場申請者（当取引所その他の金融商品取

引所に上場されている内国株券等の発行者及び

これに準ずる者並びに第１１０条第１項ただし

書に基づく申請を行う申請者及び外国会社を除

く。）の発行する内国株券等の上場に係る株式

公開の公正を確保するため、上場前に行われる

募集又は売出し、特定投資家向け取得勧誘又は

特定投資家向け売付け勧誘等、株式等の譲受け

又は譲渡及び第三者割当（開示府令第１９条第

２項第１号ヲ（１）及び（２）に掲げる方法を

含む。）による募集株式の割当て等に関する必

要な事項については、施行規則で定める。 

第１１５条 

 新規上場申請者（当取引所その他の金融商品取

引所に上場されている内国株券等の発行者及び

これに準ずる者並びに第１１０条第１項ただし

書に基づく申請を行う申請者及び外国会社を除

く。）の発行する内国株券等の上場に係る株式

公開の公正を確保するため、上場前に行われる

募集又は売出し、特定投資家向け取得勧誘又は

特定投資家向け売付け勧誘等、株式等の譲受け

又は譲渡及び第三者割当（開示府令第１９条第

２項第１号ヲ（１）及び（２）に掲げる方法を

含み、日本証券業協会がグリーンシート銘柄と

して指定する内国株券等に係る公募であって、

日本証券業協会が定める規則により金融商品取

引業者が不特定多数の者を対象に配分する方法

により行う場合の当該公募を除く。）による募

集株式の割当て等に関する必要な事項について

は、施行規則で定める。 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年１１月１日から施

行し、この改正規定施行の日以後に新規上場申

請を行う者から適用する。 
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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 

（株券等に係る制度信用銘柄の選定基準） （株券等に係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 株券等（優先株等を含む。以下同

じ。）が次の各号に適合する場合は、既に

制度信用銘柄に選定されているものを除き

これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

第２条 株券等（優先株等を含む。以下同

じ。）が次の各号に適合する場合は、既に

制度信用銘柄に選定されているものを除き

これを制度信用銘柄に選定するものとす

る。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） その発行者が直前事業年度の末日

に債務超過の状態（有価証券上場規程施

行規則第６０１条第４項第１号に定める

状態（同項第４号に定める場合を除

く。）をいう。以下同じ。）である銘柄

以外の銘柄であるとき。 

（２） その発行者が直前事年度の末日に

債務超過の状態（有価証券上場規程施行

規則第６０１条第４項第１号に定める状

態をいう。以下同じ。）である銘柄以外

の銘柄であるとき。 

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、有価証券上場

規程第２０７条又は第２１６条の５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（当該株

券等の上場後最初の有価証券報告書が提出

されるまでの期間における選定審査に限

る。）においては、同項第１号及び第３号

から第７号までに適合するときに、これを

制度信用銘柄に選定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、有価証券上場

規程第２０７条、第２１６条の５又は第２

１６条の８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（当該株券等の上場後最初の有価

証券報告書が提出されるまでの期間におけ

る選定審査に限る。）においては、同項第

１号及び第３号から第７号までに適合する

ときに、これを制度信用銘柄に選定するも

のとする。 

３～７ （略） ３～７ （略） 

  

（株券等に係る貸借銘柄の選定基準） （株券等に係る貸借銘柄の選定基準） 

第３条 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（削る） ３ 第１項の規定にかかわらず、有価証券上

場規程第２１０条第１項又は第２項の規定

により上場と同時に市場第一部銘柄に指定

された銘柄（以下「直接市場第一部上場銘

柄」という。）又は上場優先出資口数が１

０万口以上である優先出資証券に対する上

場後最初の選定審査（第６項の規定の適用

を受ける場合を除く。）においては、直接

市場第一部上場銘柄については第１項第６

号から第１１号までの各号、優先出資証券

については同項第２号及び第６号から第１

１号までの各号に適合する場合に、これを

貸借銘柄に選定するものとする。 
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３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 

６ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場

銘柄に対する上場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。 

７ 第１項の規定にかかわらず、他市場上場

銘柄に対する上場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） （略） （１） （略） 

（２） 第１項第１号の２、第２号及び第

６号から第１１号までの各号に適合する

銘柄であるとき。 

（２） 次のａからｃまでに掲げる銘柄の

区分に従い、当該ａからｃまでに定める

規定に適合する銘柄であるとき。 

（削る） 

 

ａ 上場と同時に市場第一部銘柄に指定

される又は指定された銘柄（優先株等

を除く。） 

   第１項第１号の２及び第６号から第

１１号までの各号 

（削る） ｂ 上場優先出資口数が１０万口以上で

ある優先出資証券 

 第１項第２号及び第６号から第１１

号までの各号 

（削る） ｃ ａ及び前ｂに掲げる銘柄以外の銘柄 

第１項第１号の２、第２号及び第６

号から第１１号までの各号 

（３） （略） （３） （略） 

７ 第１項の規定にかかわらず、株券等（国

内の他の金融商品取引所に上場されていた

銘柄を除く。）に対する上場後最初の選定

審査においては、第１項第１号の２、第２

号及び第６号から第１１号までの各号に適

合するときに、これを貸借銘柄に選定する

ものとする。 

８ 第１項の規定にかかわらず、株券等（直

接市場第一部上場銘柄及び国内の他の金融

商品取引所に上場されていた銘柄を除

く。）に対する上場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。 

（削る） （１） 株主数が上場時点において２，２

００人以上である銘柄であるとき。 

（削る） （２） 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。 

８ （略） ９ （略） 

  

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選

定基準） 

（不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選

定基準） 

第３条の２ （略） 第３条の２ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第１項の規定にかかわらず、上場不動産

投資信託証券（国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する

上場後最初の選定審査においては、第１項

８ 第１項の規定にかかわらず、上場不動産

投資信託証券（国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する

上場後最初の選定審査においては、次の各
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第１号の２、第２号及び第６号から第１１

号まで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。 

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。 

（削る） （１） 受益者数又は投資主数が上場時点

において２，２００人以上である銘柄で

あるとき。 

（削る） （２） 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。 

  

（ベンチャーファンドに係る貸借銘柄の選

定基準） 

（ベンチャーファンドに係る貸借銘柄の選

定基準） 

第３条の５ （略） 第３条の５ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第１項の規定にかかわらず、上場ベンチ

ャーファンド（国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する

上場後最初の選定審査においては、第１項

第２号、第３号及び第５号から第１０号ま

で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。 

７ 第１項の規定にかかわらず、上場ベンチ

ャーファンド（国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する

上場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。 

（削る） （１） 投資主数が上場時点において２，

２００人以上である銘柄であるとき。 

（削る） （２） 第１項第２号及び第５号から第１

０号までの各号に適合する銘柄であると

き。 

  

（カントリーファンドに係る貸借銘柄の選

定基準） 

（カントリーファンドに係る貸借銘柄の選

定基準） 

第３条の６ （略） 第３条の６ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第１項の規定にかかわらず、上場カント

リーファンド（国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する

上場後最初の選定審査においては、第１項

第２号、第３号及び第５号から第９号まで

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。 

６ 第１項の規定にかかわらず、上場カント

リーファンド（国内の他の金融商品取引所

に上場されていた銘柄を除く。）に対する

上場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。 

（削る） （１） 投資主数が上場時点において２，

２００人以上である銘柄であるとき。 

（削る） （２） 第１項第２号及び第５号から第９

号までの各号に適合する銘柄であると

き。 

  

（インフラファンドに係る貸借銘柄の選定

基準） 

（インフラファンドに係る貸借銘柄の選定

基準） 
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第３条の７ （略） 第３条の７ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 第１項の規定にかかわらず、上場インフ

ラファンド（国内の他の金融商品取引所に

上場されていた銘柄を除く。）に対する上

場後最初の選定審査においては、第１項第

２号、第３号及び第７号から第１２号まで

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。 

８ 第１項の規定にかかわらず、上場インフ

ラファンド（国内の他の金融商品取引所に

上場されていた銘柄を除く。）に対する上

場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。 

（削る） （１） 受益者数又は投資主数が上場時点

において２，２００人以上である銘柄で

あるとき。 

（削る） （２） 第１項第２号及び第７号から第１

２号までの各号に適合する銘柄であると

き。 

  

  

付  則  

 この改正規定は、令和２年１１月１日から

施行する。 

 

  

別表第２（第３条第３項第３号、同条第６項

第３号関係） （略） 

別表第２（第３条第４項第３号、同条第７項

第３号関係） （略） 

  

別表第３（第３条の２第２項関係） （略） 別表第３（第３条の２第１項関係） （略） 

  

別表第４（第３条の５第２項関係） （略） 別表第４（第３条の５第１項関係） （略） 

  

別表第５（第３条の６第２項関係） （略） 別表第５（第３条の６第１項関係） （略） 

  

別表第６（第３条の７第２項関係） （略） 別表第６（第３条の７第１項関係） （略） 

  

別表第７（第６条第２項関係） （略） 別表第７（第６条第１項関係） （略） 

  

別表第８（第６条の２第２項関係） （略） 別表第８（第６条の２第１項関係） （略） 

  

別表第９（第６条の４第２項関係） （略） 別表第９（第６条の４第１項関係） （略） 

  

別表第１０（第６条の５第２項関係） 

（略） 

別表第１０（第６条の５第１項関係） 

（略） 

  

別表第１１（第６条の６第２項関係） 

（略） 

別表第１１（第６条の６第１項関係） 

（略） 
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別表第１２（第７条第３項関係） （略） 別表第１２（第７条関係） （略） 

  

別表第１３（第７条の２第２項関係） 

（略） 

別表第１３（第７条の２第１項関係） 

（略） 

  

別表第１４（第７条の３第２項関係） 

（略） 

別表第１４（第７条の３第１項関係） 

（略） 

  

別表第１５（第７条の４第２項関係） 

（略） 

別表第１５（第７条の４第１項関係） 

（略） 

  

別表第１６（第７条の５第２項関係） 

（略） 

別表第１６（第７条の５第１項関係） 

（略） 
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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） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この施行規則において、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。 

２ この施行規則において、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）～（２６） （略） （１）～（２６） （略） 

（２７） 民営化外国会社 規程第２０６

条第２項に規定する民営化外国会社をい

う。 

（２７） 民営化外国会社 規程第２０６

条第３項に規定する民営化外国会社をい

う。 

（２８）～（３５） （略） （２８）～（３５） （略） 

３ この施行規則において、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。 

３ この施行規則において、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）～（１２） （略） （１）～（１２） （略） 

（１３） 自己株式処分等決議 自己株式

の処分に係る会社法第１９９条第１項の

規定による決議（監査等委員会設置会社

にあっては、取締役の決定を含み、指名

委員会等設置会社にあっては、執行役の

決定を含む。）若しくは会社法第７４９

条第１項第２号、第７５８条第４号若し

くは第７６８条第１項第２号に規定する

金銭等として自己株式を交付する場合に

おける会社法第７９５条第１項の規定に

よる決議（会社法第７９６条第１項又は

第２項の規定により当該決議を要しない

場合にあっては、吸収合併契約、吸収分

割契約又は株式交換契約の内容について

の取締役会決議（監査等委員会設置会社

にあっては、取締役の決定を含み、指名

委員会等設置会社にあっては、執行役の

決定を含む。）を含む。）又はこれらに

相当する外国の法令の規定による決議を

いう。 

（１３） 自己株式処分等決議 自己株式

の処分に係る会社法第１９９条第１項の

規定による決議（監査等委員会設置会社

にあっては、取締役の決定を含み、指名

委員会等設置会社にあっては、執行役の

決定を含む。）若しくは会社法第７４９

条第１項第２号、第７５８条第４号若し

くは第７６８条第１項第２号に規定する

金銭等として自己株式を交付する場合に

おける会社法第７９５条第１項の規定に

よる決議（会社法第７９６条第１項又は

第３項の規定により当該決議を要しない

場合にあっては、吸収合併契約、吸収分

割契約又は株式交換契約の内容について

の取締役会決議（監査等委員会設置会社

にあっては、取締役の決定を含み、指名

委員会等設置会社にあっては、執行役の

決定を含む。）を含む。）又はこれらに

相当する外国の法令の規定による決議を

いう。 

（１３）の２～（２８） （略） （１３）の２～（２８） （略） 

  

 （同時上場の定義） 

（削る） 第６条の２ 規程第２条第７５号の４に規定

する施行規則で定めることとは、外国株券

にあっては、当該外国株券に係る権利を表

示する外国株預託証券が当取引所への新規

上場と同時期に外国金融商品取引所等（当

取引所が適当と認める金融商品取引所等に

限る。以下この条において同じ。）におい
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て上場又は継続的に取引される見込みのあ

ることをいい、外国株預託証券にあって

は、当該外国株預託証券に表示される外国

株券が当取引所への新規上場と同時期に外

国金融商品取引所等において上場又は継続

的に取引される見込みのあることをいい、

外国株信託受益証券にあっては、信託財産

である外国株券又は当該外国株券に係る権

利を表示する外国株預託証券が当取引所へ

の新規上場と同時期に外国金融商品取引所

等において上場又は継続的に取引される見

込みのあることをいう。 

  

（流通株式の定義） （流通株式の定義） 

第８条 規程第２条第９６号に規定する施行

規則で定めるものとは、第１号から第３号

までに掲げる者又は組合等（法第１６５条

の２第１項に規定する組合等をいう。以下

この条において同じ。）が所有する有価証

券をいう。ただし、規程第２編第２章（規

程第２０９条、規程第２１０条第５項及び

規程第２１６条を除く。）（同編第３章第

４節において準用する場合を含む。）、同

編第３章第２節、規程第８０４条及び規程

第８１６条においては、次の各号に掲げる

者又は組合等が所有する有価証券をいう。 

第８条 規程第２条第９６号に規定する施行

規則で定めるものとは、第１号から第３号

までに掲げる者又は組合等（法第１６５条

の２第１項に規定する組合等をいう。以下

この条において同じ。）が所有する有価証

券をいう。ただし、規程第２編第２章（規

程第２０９条、規程第２１０条第３項及び

規程第２１６条を除く。）（同編第３章第

４節において準用する場合を含む。）、同

編第３章第２節、規程第８０４条及び規程

第８１６条においては、次の各号に掲げる

者又は組合等が所有する有価証券をいう。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社であ

る場合の規程第２０４条第２項本文に規定

する施行規則で定める書類は、次の各号に

掲げる書類とする。 

第２０４条 新規上場申請者が内国会社で

ある場合の規程第２０４条第２項本文に規

定する施行規則で定める書類は、次の各号

に掲げる書類とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」 ２部 

（４） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」 ２部 

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部及び

Ⅱの部から成るものとし、次のａからｇ

までに定めるところによるものとする。

ただし、新規上場申請者が上場会社の人

的分割によりその事業を承継する会社で

あって、当該人的分割前に新規上場申請

を行う場合（正当な理由によりⅡの部を

作成することができない場合に限る。）

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部及び

Ⅱの部から成るものとし、次のａからｇ

までに定めるところによるものとする。

ただし、新規上場申請者が上場会社の人

的分割によりその事業を承継する会社で

あって、当該人的分割前に新規上場申請

を行う場合（正当な理由によりⅡの部を

作成することができない場合に限る。）
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には、「新規上場申請のための有価証券

報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審

査のため適当と認める書類から成るもの

とする。 

には、「新規上場申請のための有価証券

報告書」はⅠの部及び当取引所が上場審

査のため適当と認める書類から成るもの

とする。 

ａ～ｆ （略） ａ～ｆ （略） 

ｇ 第２１２条第５項第１６号ａ又はｂ

（第２１７条第５項第１号及び第５号

により準用する場合を含む。）に掲げ

る書類に基づき、規程第２０５条第６

号及び規程第２１０条第１項第５号ａ

に規定する利益の額又は規程第２１０

条第１項第５号ｂに規定する売上高を

算定する場合は、「新規上場申請のた

めの有価証券報告書（Ⅰの部）」に当

該書類を添付するものとする。 

ｇ 第２１２条第６項第１６号ａ又はｂ

に掲げる書類に基づき、規程第２０５

条第６号ａに規定する利益の額及び同

号ｂに規定する売上高を算定する場合

は、「新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）」に当該書類を添付

するものとする。 

（５）～（３１） （略） （５）～（３１） （略） 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の

規程第２０４条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書

類とする。 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の

規程第２０４条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書

類とする。 

（１）～（２） （略） （１）～（２） （略） 

（３） 新規上場申請者の商号又は名称、

その属する企業集団及びその経理の状況

その他事業の内容に関する重要な事項そ

の他の当取引所が定める事項を記載した

「新規上場申請のための有価証券報告

書」 ２部 

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部及び

当取引所が上場審査のため適当と認める

書類から成るものとし、次のａからｅま

でに定めるところによるものとする。 

（３） 新規上場申請者の商号又は名称、

その属する企業集団及びその経理の状況

その他事業の内容に関する重要な事項そ

の他の当取引所が定める事項を記載した

「新規上場申請のための有価証券報告

書」 ２部 

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」は、Ⅰの部及び

当取引所が上場審査のため適当と認める

書類から成るものとし、次のａからｅま

でに定めるところによるものとする。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

ｄ ａの規定により作成する「新規上場

申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に記載する財務書類は、継続開

示会社である外国会社を除き、財務諸

表等規則第１３１条に定める作成基準

に準じて作成するものとする。 

ｄ ａの規定により作成する「新規上場

申請のための有価証券報告書（Ⅰの

部）」に記載する財務書類は、継続開

示会社である外国会社を除き、財務諸

表等規則第１２９条に定める作成基準

に準じて作成するものとする。 

ｅ （略） ｅ （略） 

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略） 

（８） 当取引所所定の「株主数状況表」

又は「外国株預託証券等の所有者数状況

表」（重複上場の場合に限る。） 

この場合において、株主数及び流通株

式の数について第２１２条第１項第６号

及び第８号に定めるところにより取り扱

うときは、「株主数状況表」又は「外国

（８） 当取引所所定の「株主数状況表」

又は「外国株預託証券等の所有者数状況

表」（重複上場の場合に限る。） 
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株預託証券等の所有者数状況表」の提出

を要しないものとする。 

（９）～（１１） （略） （９）～（１１） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定す

る施行規則で定める場合とは、次の各号に

掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合

に該当することとなるときは、当該各号に

定める書類を提出するものとする。ただ

し、電子開示手続（法第２７条の３０の２

に規定する電子開示手続をいう。以下同

じ。）により当該各号に定める書類（第４

号ｄに掲げる書類を除く。）を内閣総理大

臣等に提出した場合には、当該書類の提出

を要しないものとする。 

第２０６条 規程第２０４条第５項に規定す

る施行規則で定める場合とは、次の各号に

掲げる場合をいい、当該各号に掲げる場合

に該当することとなるときは、当該各号に

定める書類を提出するものとする。ただ

し、電子開示手続（法第２７条の３０の２

に規定する電子開示手続をいう。以下同

じ。）により当該各号に定める書類（第４

号ｄに掲げる書類を除く。）を内閣総理大

臣等に提出した場合には、当該書類の提出

を要しないものとする。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 新規上場申請に係る株券等の上場

日が次のａからｃまでに該当する場合 

当該ａからｃに規定する書類（新規上場

申請者が外国会社（重複上場の場合に限

る。）である場合には、この限りでな

い。） 各２部 

（９） 新規上場申請に係る株券等の上場

日が次のａからｃまでに該当する場合 

当該ａからｃに規定する書類（新規上場

申請者が外国会社（重複上場の場合に限

る。）である場合には、この限りでな

い。） 各２部 

ａ 新規上場申請日の属する事業年度が

開始した日以後３か月を経過した後と

なる場合 当該事業年度の第１四半期

に関し、当取引所が定める事項を記載

した「新規上場申請のための四半期報

告書」。この場合において、新規上場

申請者が内国会社であるときは、開示

府令第１７条の１５第１項第１号に規

定する「第４号の３様式」、外国会社

であるときは、同項第２号に規定する

「第９号の３様式」にそれぞれ準じて

作成するものとし、新規上場申請者が

四半期報告書を作成している継続開示

会社であるときは、四半期報告書の写

しで足りるものとし、新規上場申請者

が四半期報告書を作成している継続開

示会社以外の外国会社であるときは、

「新規上場申請のための四半期報告

書」に記載する財務書類は、四半期財

務諸表等規則第８５条に定める作成基

準に準じて作成するものとする（次の

ｂ及びｃに定める「新規上場申請のた

めの四半期報告書」において同

じ。）。 

ａ 新規上場申請日の属する事業年度が

開始した日以後３か月を経過した後と

なる場合 当該事業年度の第１四半期

に関し、当取引所が定める事項を記載

した「新規上場申請のための四半期報

告書」。この場合において、新規上場

申請者が内国会社であるときは、開示

府令第１７条の１５第１項第１号に規

定する「第４号の３様式」、外国会社

であるときは、同項第２号に規定する

「第９号の３様式」にそれぞれ準じて

作成するものとし、新規上場申請者が

四半期報告書を作成している継続開示

会社であるときは、四半期報告書の写

しで足りるものとし、新規上場申請者

が四半期報告書を作成している継続開

示会社以外の外国会社であるときは、

「新規上場申請のための四半期報告

書」に記載する財務書類は、四半期財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則第８５条に定める作成基準

に準じて作成するものとする（次のｂ

及びｃに定める「新規上場申請のため

の四半期報告書」において同じ。）。 

ｂ （略） ｂ （略） 
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ｃ （略） ｃ （略） 

（９）の２ 前号の規定に基づき「新規上

場申請のための四半期報告書」又は四半

期報告書の写しを提出する新規上場申請

者が、連結財務諸表を作成すべき会社で

ある場合 同号ａからｃまでに規定する

期間の末日における四半期貸借対照表。

この場合において、新規上場申請者が四

半期報告書を作成している継続開示会社

以外の外国会社である場合には、新規上

場申請者は四半期財務諸表等規則第８３

条に定める作成基準に準じて作成するも

のとする。 

（９）の２ 前号の規定に基づき「新規上

場申請のための四半期報告書」又は四半

期報告書の写しを提出する新規上場申請

者が、連結財務諸表を作成すべき会社で

ある場合 同号ａからｃまでに規定する

期間の末日における四半期貸借対照表。

この場合において、新規上場申請者が四

半期報告書を作成している継続開示会社

以外の外国会社である場合には、新規上

場申請者は四半期財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則第８３条に

定める作成基準に準じて作成するものと

する。 

（１０） （略） （１０） （略） 

  

（監査報告書等） （監査報告書等） 

第２０７条 （略） 第２０７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２０４条第６項ただし書に規定す

る施行規則で定める外国会社とは、次の各

号に該当する外国会社をいい、当該外国会

社は、第２号に規定する証明に係る監査報

告書を提出するものとする。この場合にお

いて、当該監査報告書については、前項の

規定を準用して、その写しを提出すること

ができる。 

３ 規程第２０４条第６項ただし書に規定す

る施行規則で定める外国会社とは、次の各

号に該当する外国会社をいい、当該外国会

社は、第２号に規定する証明に係る監査報

告書を提出するものとする。この場合にお

いて、当該監査報告書については、前項の

規定を準用して、その写しを提出すること

ができる。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類

が、第２０４条第２項第３号ｄの規定に

基づき財務諸表等規則第１３１条に定め

る作成基準に準じて作成されているこ

と。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類

が、第２０４条第２項第３号ｄの規定に

基づき財務諸表等規則第１２９条に定め

る作成基準に準じて作成されているこ

と。 

（２） （略） （２） （略） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い） （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２１２条 （略） 第２１２条 （略） 

２ 規程第２０５条第２号ｂに規定する流通

株式の時価総額とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い当該各号に定め

る価格に、前項に従い算定する流通株式の

数を乗じて得た額をいう。 

２ 規程第２０５条第２号ｂに規定する流通

株式の時価総額とは、次の各号に掲げる新

規上場申請者の区分に従い当該各号に定め

る価格に、前項に従い算定する流通株式の

数を乗じて得た額をいう。 

（１） 国内の金融商品取引所に上場され

ている株券等（外国会社の場合には、国

内の金融商品取引所又は外国金融商品取

引所等において上場又は継続的に取引さ

れている外国株券等）の発行者である新

規上場申請者 

（１） 国内の金融商品取引所に上場され

ている株券等（外国会社の場合には、国

内の金融商品取引所又は外国金融商品取

引所等において上場又は継続的に取引さ

れている外国株券等）の発行者である新

規上場申請者 
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ａ 当該新規上場申請者が新規上場申請

に係る公募又は売出しを行う場合 

ａ 当該新規上場申請者が新規上場申請

に係る公募又は売出しを行う場合 

当該公募又は売出しの見込み価格と

当取引所が当該新規上場申請者の新規

上場申請に係る株券等の上場を承認す

る日の２営業日前の日以前１か月間に

おける当該株券等の最低価格（当該株

券等が上場されている国内の金融商品

取引所の売買立会における日々の最終

価格のうち最低の価格（外国会社の場

合には、これに相当する価格）をい

う。次のｂにおいて同じ。）のいずれ

か低い価格 

当該公募又は売出しの見込み価格と

当取引所が当該新規上場申請者の新規

上場申請に係る株券等の上場を承認す

る日の前々日以前１か月間における当

該株券等の最低価格（当該株券等が上

場されている国内の金融商品取引所の

売買立会における日々の最終価格のう

ち最低の価格（外国会社の場合には、

これに相当する価格）をいう。次のｂ

において同じ。）のいずれか低い価格 

 ｂ 前ａ以外の場合  ｂ 前ａ以外の場合 

  当取引所が当該新規上場申請者の新

規上場申請に係る株券等の上場を承認

する日の２営業日前の日以前１か月間

における当該株券等の最低価格 

当取引所が当該新規上場申請者の新

規上場申請に係る株券等の上場を承認

する日の前々日以前１か月間における

当該株券等の最低価格 

（２） （略） （２） （略） 

（削る） ３ 規程第２０５条第３号に規定する時価総

額とは、前項各号に掲げる新規上場申請者

の区分に従い当該各号に定める価格に上場

の時において見込まれる上場株券等の数を

乗じて得た額（複数の種類の株券等の新規

上場申請が同時に行われた場合は、当該株

券等の種類ごとに算定した額を合算す

る。）に、当該新規上場申請者が発行する

その他のすべての株式（国内の金融商品取

引所に上場されているもの又は外国金融商

品取引所等において上場若しくは継続的に

取引されているものに限る。）に係る時価

総額（当取引所が定めるところにより算定

する。）を加えた額をいう 

３ （略） ４ （略） 

４ 規程第２０５条第５号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。 

５ 規程第２０５条第５号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前号ａに規定する直前四半期会計

期間の末日における純資産の額とは、四

半期連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額（四半期連結財務諸表規則

の規定により作成された四半期連結貸借

対照表の純資産の部の合計額に、同規則

第６０条第１項に規定する準備金等を加

えて得た額から、当該純資産の部に掲記

される非支配株主持分を控除して得た額

をいう。以下この項において同じ。）を

いう。ただし、新規上場申請者がＩＦＲ

（２） 前号ａに規定する直前四半期会計

期間の末日における純資産の額とは、四

半期連結貸借対照表に基づいて算定され

る純資産の額（四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則の規

定により作成された四半期連結貸借対照

表の純資産の部の合計額に、同規則第６

０条第１項に規定する準備金等を加えて

得た額から、当該純資産の部に掲記され

る新株予約権及び非支配株主持分を控除

して得た額をいう。以下この項において
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Ｓ任意適用会社である場合又は同規則第

９４条の規定の適用を受ける場合若しく

は同規則第９５条において準用する連結

財務諸表規則第９５条の規定の適用を受

ける場合は、四半期連結貸借対照表に基

づいて算定される純資産の額に相当する

額をいうものとする。 

同じ。）をいう。ただし、新規上場申請

者がＩＦＲＳ任意適用会社である場合又

は同規則第９４条の規定の適用を受ける

場合若しくは同規則第９５条において準

用する連結財務諸表規則第９５条の規定

の適用を受ける場合は、四半期連結貸借

対照表に基づいて算定される純資産の額

に相当する額をいうものとする。 

（３） 削除 （３） 前号の場合において、第２０６条

第９号の２に定める四半期貸借対照表の

うち直近の四半期貸借対照表に基づいて

算定される純資産の額（四半期財務諸表

の用語、様式及び作成方法に関する規則

（平成１９年内閣府令第６３号）の規定

により作成された四半期貸借対照表の純

資産の部の合計額に、同規則第５３条第

１項に規定する準備金等を加えて得た額

から、当該純資産の部に掲記される新株

予約権を控除して得た額をいう。以下こ

の項において同じ。）が負でないことを

要するものとする。 

（４） 第２号の規定にかかわらず、新規

上場申請者が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合の第１号ａに規定する直

前四半期会計期間の末日における純資産

の額とは、四半期貸借対照表に基づいて

算定される純資産の額（四半期財務諸表

等規則の規定により作成された四半期貸

借対照表の純資産の部の合計額に、同規

則第５３条第１項に規定する準備金等を

加えて得た額をいう。以下この項におい

て同じ。）をいうものとする。ただし、

当該新規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用

会社である場合は、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

る額をいうものとする。 

（４） 前２号の規定にかかわらず、新規

上場申請者が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合の第１号ａに規定する直

前四半期会計期間の末日における純資産

の額とは、四半期貸借対照表に基づいて

算定される純資産の額をいうものとす

る。ただし、当該新規上場申請者がＩＦ

ＲＳ任意適用会社である場合は、四半期

貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額に相当する額をいうものとする。 

（５） 第２号及び第４号の規定にかかわ

らず、新規上場申請者が外国会社である

場合の第１号ａに規定する直前四半期会

計期間の末日における純資産の額とは、

新規上場申請者が四半期連結財務諸表を

財務書類として掲記したときは、四半期

連結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をいうものとし、

新規上場申請者が四半期連結財務諸表を

財務書類として掲記していないときは、

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又は結合四半期

貸借対照表に基づいて算定される純資産

の額に相当する額をいうものとする。 

（５） 前３号の規定にかかわらず、新規

上場申請者が外国会社である場合の第１

号ａに規定する直前四半期会計期間の末

日における純資産の額とは、新規上場申

請者が四半期連結財務諸表を財務書類と

して掲記したときは、四半期連結貸借対

照表に基づいて算定される純資産の額に

相当する額をいうものとし、新規上場申

請者が四半期連結財務諸表を財務書類と

して掲記していないときは、四半期貸借

対照表に基づいて算定される純資産の額

に相当する額又は結合四半期貸借対照表

に基づいて算定される純資産の額に相当

する額をいうものとする。 
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（６）～（１２） （略） （６）～（１２） （略） 

（１３） 第２号から前号までの規定は、

第１号ｂについて準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「直前四半期会

計期間」とあるのは「直前事業年度」

と、「四半期連結貸借対照表」とあるの

は「連結貸借対照表」と、「同規則第９

４条」とあるのは「連結財務諸表規則第

９４条」と、「同規則第９５条において

準用する連結財務諸表規則第９５条」と

あるのは「連結財務諸表規則第９５条」

と、「四半期連結財務諸表規則」とある

のは「連結財務諸表規則」と、「同規則

第６０条第１項に規定する準備金等」と

あるのは「同規則第４５条の２第１項に

規定する準備金等」と、「四半期貸借対

照表」とあるのは「貸借対照表」と、

「四半期財務諸表等規則」とあるのは

「財務諸表等規則」と、「同規則第５３

条第１項に規定する準備金等」とあるの

は「同規則第５４条の３第１項に規定す

る準備金等」と、「四半期連結財務諸

表」とあるのは「連結財務諸表」と、

「結合四半期貸借対照表」とあるのは

「結合貸借対照表」と、「新規上場申請

日の属する四半期会計期間」とあるのは

「新規上場申請日の属する事業年度」と

それぞれ読み替えるものとする。 

（１３） 第２号から前号までの規定は、

第１号ｂについて準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「直前四半期会

計期間」とあるのは「直前事業年度」

と、「四半期連結貸借対照表」とあるの

は「連結貸借対照表」と、「同規則第９

４条」とあるのは「連結財務諸表規則第

９４条」と、「同規則第９５条において

準用する連結財務諸表規則第９５条」と

あるのは「連結財務諸表規則第９５条」

と、「四半期連結財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則」とあるのは

「連結財務諸表規則」と、「同規則第６

０条第１項に規定する準備金等」とある

のは「同規則第４５条の２第１項に規定

する準備金等」と、「第２０６条第９号

の２に定める四半期貸借対照表のうち直

近の四半期貸借対照表」とあるのは

「「新規上場申請のための有価証券報告

書」に記載された直前事業年度の末日に

おける貸借対照表」と、「四半期貸借対

照表」とあるのは「貸借対照表」と、

「四半期財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則（平成１９年内閣府令

第６３号）」とあるのは「財務諸表等規

則」と、「同規則第５３条第１項に規定

する準備金等」とあるのは「同規則第５

４条の３第１項に規定する準備金等」

と、「四半期連結財務諸表」とあるのは

「連結財務諸表」と、「結合四半期貸借

対照表」とあるのは「結合貸借対照表」

と、「新規上場申請日の属する四半期会

計期間」とあるのは「新規上場申請日の

属する事業年度」とそれぞれ読み替える

ものとする。 

５ 規程第２０５条第６号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。 

６ 規程第２０５条第６号の規定について

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 削除 （４） 規程第２０５条第６号に規定する

時価総額とは、同条第３号に規定する時

価総額をいう。 

（５） 削除 （５） 規程第２０５条第６号に規定する

売上高とは、連結損益計算書等（審査対

象期間において新規上場申請者が連結財

務諸表を作成すべき会社でない期間があ

る場合は、当該期間については、損益計

算書）に掲記される売上高をいう。ただ
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し、新規上場申請者がＩＦＲＳ任意適用

会社である場合又は連結財務諸表規則第

９４条若しくは同規則第９５条の規定の

適用を受ける場合は、連結損益計算書等

上の売上高に相当する額をいうものとす

る。 

（６） 削除 （６） 前号の規定にかかわらず、新規上

場申請者が外国会社である場合は、規程

第２０５条第６号に規定する売上高と

は、新規上場申請者が連結財務諸表を財

務書類として掲記しているときは、連結

損益計算書等上の売上高に相当する額を

いうものとし、新規上場申請者が連結財

務諸表を財務書類として掲記していない

ときは、損益計算書に掲記される売上高

に相当する額又は結合損益計算書に掲記

される売上高をいうものとする。 

（７） 規程第２０５条第６号において、

利益の額が、公認会計士又は監査法人の

監査意見により影響を受ける場合には、

正当な理由に基づく企業会計の基準の変

更によるものと認められている場合を除

き、当該監査意見に基づいて修正したの

ちの利益の額を審査対象とする。 

（７） 規程第２０５条第６号において、

利益の額又は売上高が、公認会計士又は

監査法人の監査意見により影響を受ける

場合には、正当な理由に基づく企業会計

の基準の変更によるものと認められてい

る場合を除き、当該監査意見に基づいて

修正したのちの利益の額又は売上高を審

査対象とする。 

（８） 規程第２０５条第６号において、

審査対象期間に事業年度の末日の変更を

行っているため、審査対象期間の利益の

額が単純な加算のみによって算定できな

い場合には、連結損益計算書等若しくは

損益計算書又は四半期連結損益計算書等

若しくは四半期損益計算書に基づいて算

定される利益の額又はこれらを月割按分

した額を用いて、当取引所が定めるとこ

ろにより審査対象期間の利益の額を算定

するものとする。この場合において、第

１号から第３号までの規定は、四半期連

結損益計算書等又は四半期損益計算書に

基づいて算定される利益の額について準

用する。 

（８） 規程第２０５条第６号において、

審査対象期間に事業年度の末日の変更を

行っているため、審査対象期間の利益の

額及び売上高が単純な加算のみによって

算定できない場合には、連結損益計算書

等若しくは損益計算書又は四半期連結損

益計算書等若しくは四半期損益計算書に

基づいて算定される利益の額及び売上高

又はこれらを月割按分した額を用いて、

当取引所が定めるところにより審査対象

期間の利益の額及び売上高を算定するも

のとする。この場合において、第１号か

ら第３号まで、第５号及び第６号の規定

は、四半期連結損益計算書等又は四半期

損益計算書に基づいて算定される利益の

額及び売上高について準用する。 

（９） 規程第２０５条第６号において、

新規上場申請者又はその子会社が、審査

対象期間又は新規上場申請日の属する事

業年度の初日以後において合併（新規上

場申請者とその子会社又は新規上場申請

者の子会社間の合併を除く。）を行って

いる場合は、合併前については、合併主

体会社の連結損益計算書等に基づいて算

定される利益の額（合併主体会社が連結

（９） 規程第２０５条第６号において、

新規上場申請者又はその子会社が、審査

対象期間又は新規上場申請日の属する事

業年度の初日以後において合併（新規上

場申請者とその子会社又は新規上場申請

者の子会社間の合併を除く。）を行って

いる場合は、合併前については、合併主

体会社の連結損益計算書等に基づいて算

定される利益の額及び当該連結損益計算
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財務諸表を作成すべき会社でない期間が

ある場合は、当該期間については、合併

主体会社の損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額）について審査対象とする

ものとする。ただし、新規上場申請者が

外国会社である場合は、合併主体会社の

利益の額（第３号に規定する利益の額を

いう。）又は合併当事会社の結合した損

益計算書に基づいて算定される利益の額

に相当する額について審査対象とするも

のとする。 

書等に掲記される売上高（合併主体会社

が連結財務諸表を作成すべき会社でない

期間がある場合は、当該期間について

は、合併主体会社の損益計算書に基づい

て算定される利益の額及び当該損益計算

書に掲記される売上高）について審査対

象とするものとする。ただし、新規上場

申請者が外国会社である場合は、合併主

体会社の利益の額（第３号に規定する利

益の額をいう。）又は合併当事会社の結

合した損益計算書に基づいて算定される

利益の額に相当する額及び合併主体会社

の売上高（第６号に規定する売上高をい

う。）又は合併当事会社の結合した損益

計算書に掲記される売上高に相当する額

について審査対象とするものとする。 

（９）の２ 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者又はその子会社が審

査対象期間又は新規上場申請日の属する

事業年度の初日以後において株式交換

（新規上場申請者とその子会社又は新規

上場申請者の子会社間の株式交換を除

く。）を行っている場合は、株式交換を

行う前については、株式交換主体会社の

連結損益計算書等に基づいて算定される

利益の額（株式交換主体会社が連結財務

諸表を作成すべき会社でない期間がある

場合は、当該期間については、株式交換

主体会社の損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額）について審査対象とする

ものとする。ただし、新規上場申請者が

外国会社である場合は、株式交換主体会

社の利益の額（第３号に規定する利益の

額をいう。）又は新規上場申請者の結合

した損益計算書に基づいて算定される利

益の額に相当する額について審査対象と

するものとする。 

（９）の２ 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者又はその子会社が審

査対象期間又は新規上場申請日の属する

事業年度の初日以後において株式交換

（新規上場申請者とその子会社又は新規

上場申請者の子会社間の株式交換を除

く。）を行っている場合は、株式交換を

行う前については、株式交換主体会社の

連結損益計算書等に基づいて算定される

利益の額及び当該連結損益計算書等に掲

記される売上高（株式交換主体会社が連

結財務諸表を作成すべき会社でない期間

がある場合は、当該期間については、株

式交換主体会社の損益計算書に基づいて

算定される利益の額及び当該損益計算書

に掲記される売上高）について審査対象

とするものとする。ただし、新規上場申

請者が外国会社である場合は、株式交換

主体会社の利益の額（第３号に規定する

利益の額をいう。）又は新規上場申請者

の結合した損益計算書に基づいて算定さ

れる利益の額に相当する額及び株式交換

主体会社の売上高（第６号に規定する売

上高をいう。）又は新規上場申請者の結

合した損益計算書に掲記される売上高に

相当する額について審査対象とするもの

とする。 

（１０） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者（新規上場申請者が

前号の規定の適用を受ける場合にあって

は、合併主体会社）が持株会社であっ

て、持株会社になった後、新規上場申請

日の直前事業年度の末日までに２年以上

を経過していない場合（他の会社に事業

（１０） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者（新規上場申請者が

前号の規定の適用を受ける場合にあって

は、合併主体会社）が持株会社であっ

て、持株会社になった後、新規上場申請

日の直前事業年度の末日までに２年以上

を経過していない場合（他の会社に事業
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を承継させる又は譲渡することに伴い持

株会社になった場合を除く。）には、最

近２年間のうち持株会社になる前の期間

については、当該期間に係る子会社（持

株会社になった日の子会社に限る。）の

各連結会計年度の連結損益計算書等（当

該子会社が当該期間において連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合は、損益

計算書）に基づいて算定される利益の額

に相当する額（当該子会社が複数ある場

合は、当該複数の子会社の当該連結損益

計算書等若しくは損益計算書又は四半期

連結損益計算書等若しくは四半期損益計

算書を結合した損益計算書に基づいて算

定される利益の額に相当する額）につい

て審査対象とするものとする。 

を承継させる又は譲渡することに伴い持

株会社になった場合を除く。）には、最

近２年間のうち持株会社になる前の期間

については、当該期間に係る子会社（持

株会社になった日の子会社に限る。）の

各連結会計年度の連結損益計算書等（当

該子会社が当該期間において連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合は、損益

計算書）に基づいて算定される利益の額

に相当する額（当該子会社が複数ある場

合は、当該複数の子会社の当該連結損益

計算書等若しくは損益計算書又は四半期

連結損益計算書等若しくは四半期損益計

算書を結合した損益計算書に基づいて算

定される利益の額に相当する額）及び当

該期間に係る子会社（持株会社になった

日の子会社に限る。）の各連結会計年度

の連結損益計算書等（当該子会社が当該

期間において連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合は、損益計算書）に掲記

される売上高に相当する額（当該子会社

が複数ある場合は、当該複数の子会社の

当該連結損益計算書等若しくは損益計算

書又は四半期連結損益計算書等若しくは

四半期損益計算書を結合した損益計算書

に掲記される売上高に相当する額）につ

いて審査対象とするものとする。 

（１１） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者（新規上場申請者が

第９号の規定の適用を受ける場合にあっ

ては、合併主体会社）が、会社分割等に

より他の会社の事業を承継する又は譲り

受ける会社（当該他の会社から承継する

又は譲り受ける事業が新規上場申請者の

事業の主体となる場合に限る。）であっ

て、審査対象期間にその事業の承継又は

譲受け前の期間が含まれる場合には、そ

の承継又は譲受け前の期間については、

第２０４条第１項第１４号又は第１６号

の規定により提出される書類に記載され

る当該他の会社から承継する又は譲り受

ける事業に係る利益の額に相当する額に

ついて審査対象とするものとする。 

（１１） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者（新規上場申請者が

第９号の規定の適用を受ける場合にあっ

ては、合併主体会社）が、会社分割等に

より他の会社の事業を承継する又は譲り

受ける会社（当該他の会社から承継する

又は譲り受ける事業が新規上場申請者の

事業の主体となる場合に限る。）であっ

て、審査対象期間にその事業の承継又は

譲受け前の期間が含まれる場合には、そ

の承継又は譲受け前の期間については、

第２０４条第１項第１４号又は第１６号

の規定により提出される書類に記載され

る当該他の会社から承継する又は譲り受

ける事業に係る利益の額に相当する額及

び当該事業に係る売上高について審査対

象とするものとする。 

（１２） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者（新規上場申請者が

第９号の規定の適用を受ける場合にあっ

ては、合併主体会社）が、相互会社から

株式会社への組織変更を行う場合であっ

て、審査対象期間に当該組織変更前の期

（１２） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者（新規上場申請者が

第９号の規定の適用を受ける場合にあっ

ては、合併主体会社）が、相互会社から

株式会社への組織変更を行う場合であっ

て、審査対象期間に当該組織変更前の期
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間が含まれるときは、その組織変更前の

期間については、当該相互会社の各連結

会計年度の連結損益計算書等（当該相互

会社が当該期間において連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合は、損益計算

書）に基づいて算定される利益の額に相

当する額について審査対象とするものと

する。この場合における利益の額に相当

する額の算定においては、当該相互会社

の剰余金処分に関する書面に剰余金処分

額として掲記される社員配当準備金を費

用とみなすものとする。 

間が含まれるときは、その組織変更前の

期間については、当該相互会社の各連結

会計年度の連結損益計算書等（当該相互

会社が当該期間において連結財務諸表を

作成すべき会社でない場合は、損益計算

書）に基づいて算定される利益の額に相

当する額及び当該相互会社の各連結会計

年度の連結損益計算書等（当該相互会社

が当該期間において連結財務諸表を作成

すべき会社でない場合は、損益計算書）

に掲記される売上高について審査対象と

するものとする。この場合における利益

の額に相当する額の算定においては、当

該相互会社の剰余金処分に関する書面に

剰余金処分額として掲記される社員配当

準備金を費用とみなすものとする。 

（１３） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者が審査対象期間にお

いて外国持株会社になった場合で、当取

引所が適当と認めるときは、審査対象期

間のうちその設立前の期間については、

当取引所が適当と認める財務書類に基づ

いて算定される利益の額について審査対

象とするものとする。 

（１３） 規程第２０５条第６号におい

て、新規上場申請者が審査対象期間にお

いて外国持株会社になった場合で、当取

引所が適当と認めるときは、審査対象期

間のうちその設立前の期間については、

当取引所が適当と認める財務書類に基づ

いて算定される利益の額及び当該財務書

類に掲記される売上高について審査対象

とするものとする。 

（１４） 新規上場申請者（第９号から前

号までに規定する会社のうち新規上場申

請者以外の会社を含む。）が審査対象期

間又は新規上場申請日の属する事業年度

の初日以後において第９号から前号まで

に規定する行為を重ねて行っている場合

については、第９号から前号までの規定

の趣旨に照らして当取引所が適当と認め

る財務情報に基づいて算定される利益の

額に相当する額について審査対象とする

ものとする。 

（１４） 新規上場申請者（第９号から前

号までに規定する会社のうち新規上場申

請者以外の会社を含む。）が審査対象期

間又は新規上場申請日の属する事業年度

の初日以後において第９号から前号まで

に規定する行為を重ねて行っている場合

については、第９号から前号までの規定

の趣旨に照らして当取引所が適当と認め

る財務情報に基づいて算定される利益の

額に相当する額及び当該財務情報に掲記

される売上高について審査対象とするも

のとする。 

（１５） 前項第６号の規定は、規程第２

０５条第６号の場合について準用する。 

（１５）前項第５号の規定は、規程第２０

５条第６号の場合について準用する。 

（１６） 最近２年間に終了した事業年度

（直前事業年度を除く。）又は連結会計

年度（直前連結会計年度を除く。）に係

る財務諸表又は連結財務諸表が、法第５

条第１項又は法第２４条第１項から第３

項までの規定により提出された有価証券

届出書又は有価証券報告書に記載されて

いない場合は、当該財務諸表又は連結財

務諸表に代えて、次のａ又はｂに掲げる

書類に基づき、規程第２０５条第６号に

規定する利益の額を算定することができ

（１６） 最近２年間に終了した事業年度

（直前事業年度を除く。）又は連結会計

年度（直前連結会計年度を除く。）に係

る財務諸表又は連結財務諸表が、法第５

条第１項又は法第２４条第１項から第３

項までの規定により提出された有価証券

届出書又は有価証券報告書に記載されて

いない場合は、当該財務諸表又は連結財

務諸表に代えて、次のａ又はｂに掲げる

書類に基づき、規程第２０５条第６号ａ

に規定する利益の額及び同号ｂに規定す
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るものとする。この場合においては、公

認会計士又は監査法人による監査報告書

又は財務数値等に係る意見を記載した書

面を、当該書類に添付することを要する

ものとする。 

る売上高を算定することができるものと

する。この場合においては、公認会計士

又は監査法人による監査報告書又は財務

数値等に係る意見を記載した書面を、当

該書類に添付することを要するものとす

る。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

６ （略） ７ （略） 

７ （略） ８ （略） 

８ （略） ９ （略） 

９ （略） １０ （略） 

１０ （略） １１ （略） 

  

（外国会社の形式要件の取扱い） （重複上場以外の外国会社の形式要件の取

扱い） 

第２１３条 （略） 第２１３条 （略） 

  

 （重複上場の外国会社の形式要件の取扱

い） 

第２１４条 削除 第２１４条 規程第２０６条第２項第１号の

規定は、次の各号のとおり取り扱うものと

する。 

 （１） 規程第２０６条第２項第１号に規

定する本邦内における株主数とは、新規

上場申請に係る株券等のうち１単位以上

の株券等を実質的に所有している本邦内

に住所又は居所を有する者の数をいう。 

 （２） 第２１２条第１項第６号ａ及びｃ

の規定（外国証券業者に係る部分を除

く。）は、新規上場申請者が新規上場申

請日から上場日の前日までの期間に行う

新規上場申請に係る外国株券等の公募又

は売出しの取扱いについて準用する。 

 ２ 規程第２０６条第２項第２号に規定する

株主とは、実質的に外国株券を所有してい

る者をいい、同号に規定する外国株預託証

券等の所有者とは、実質的に外国株預託証

券等を所有しているものをいう。 

  

（民営化外国会社の形式要件の取扱い） （民営化外国会社の形式要件の取扱い） 

第２１５条 規程第２０６条第２項の規定

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。 

第２１５条 規程第２０６条第３項の規定

は、次の各号のとおり取り扱うものとす

る。  

（１） 事業継続年数 （１） 事業継続年数 

  規程第２０６条第２項第１号に規定する

民営化外国会社が営む事業とは、当該民営

  規程第２０６条第３項第１号に規定する

民営化外国会社が営む事業とは、当該民営
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化外国会社の新規上場申請日における主要

な事業をいう。 

化外国会社の新規上場申請日における主要

な事業をいう。 

（２） 利益の額 （２） 利益の額又は時価総額 

ａ 規程第２０６条第２項第２号に規定

する施行規則で定める場合とは、最近

１年間に終了する各事業年度において

作成していない連結損益計算書等並び

に損益計算書及び結合損益計算書があ

る場合で、当該連結損益計算書等並び

に損益計算書及び結合損益計算書を新

たに作成することが著しく困難である

と認められるときをいう。 

ａ 規程第２０６条第３項第２号ａ及び

ｂに規定する施行規則で定める場合と

は、最近２年間（同号ｂの場合にあっ

ては、最近１年間）に終了する各事業

年度において作成していない連結損益

計算書等並びに損益計算書及び結合損

益計算書がある場合で、当該連結損益

計算書等並びに損益計算書及び結合損

益計算書を新たに作成することが著し

く困難であると認められるときをい

う。 

ｂ 第２１２条第４項第６号並びに第５

項第３号、第７号から第９号まで及び

第１２号の規定は、規程第２０６条第

２項第２号ａの場合について準用す

る。 

ｂ 第２１２条第５項第６号並びに第６

項第３号、第７号から第９号まで及び

第１２号の規定は、規程第２０６条第

３項第２号ａの場合について準用す

る。 

（削る） ｃ 第２１２条第５項第６号並びに第６

項第４号、第６号から第１０号まで及

び第１２号前段の規定は、規程第２０

６条第３項第２号ｂの場合について準

用する。 

（３） 虚偽記載又は不適正意見等 

 ａ 規程第２０６条第２項第３号ａに規

定する施行規則で定める場合とは、最

近２年間に終了する各事業年度におい

て作成していない財務書類がある場合

で、当該財務書類を新たに作成するこ

とが著しく困難であると認められると

きをいう。 

 ｂ 第２１２条第６項第１号及び第２号

の規定は、規程第２０６条第２項第３

号の場合について準用する。 

（３） 虚偽記載又は不適正意見等 

 ａ 規程第２０６条第３項第３号ａに規

定する施行規則で定める場合とは、最

近２年間に終了する各事業年度におい

て作成していない財務書類がある場合

で、当該財務書類を新たに作成するこ

とが著しく困難であると認められると

きをいう。 

 ｂ 第２１２条第７項第１号及び第２号

の規定は、規程第２０６条第３項第３

号の場合について準用する。 

  

（新規上場時の市場第一部銘柄への指定の取

扱い） 

（新規上場時の市場第一部銘柄への指定の

取扱い） 

第２１７条 （略） 第２１７条 （略） 

２ 第２１２条第２項の規定は、規程第２１

０条第１項第２号ｂの場合について準用す

る。 

２ 第２１２条第２項及び第３項の規定は、

規程第２１０条第１項第３号の場合につい

て準用する。この場合において、第２１２

条第２項第１号ａ及び第２号中「公募又は

売出しの見込み価格」とあるのは「公募又

は売出しの価格」と、「上場を承認する日

の前々日」とあるのは「公募又は売出しの

価格を決定した日」と読み替える。 

３ 規程第２１０条第１項第３号に規定する （新設） 



72 

時価総額とは、第２１２条第２項各号に掲

げる新規上場申請者の区分に従い当該各号

に定める価格に上場の時において見込まれ

る上場株券等の数を乗じて得た額（複数の

種類の株券等の新規上場申請が同時に行わ

れた場合は、当該株券等の種類ごとに算定

した額を合算する。）に、当該新規上場申

請者が発行するその他のすべての株式（国

内の金融商品取引所に上場されているもの

又は外国金融商品取引所等において上場若

しくは継続的に取引されているものに限

る。）に係る時価総額（当取引所が定める

ところにより算定する。）を加えた額をい

う。 

４ 規程第２１０条第１項第４号の規定につ

いては、次の各号のとおり取り扱うものと

する。 

（新設） 

（１） 第２１２条第４項の規定は、規程

第２１０条第１項第４号の場合について

準用する。 

 

（２） 前号の規定において準用する第２

１２条第４項第２号の場合において、第

２０６条第９号の２に定める四半期貸借

対照表のうち直近の四半期貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額（四半期

財務諸表等規則の規定により作成された

四半期貸借対照表の純資産の部の合計額

に、同規則第５３条第１項に規定する準

備金等を加えて得た額をいう。）が負で

ないことを要するものとする。 

 

（３） 前号の規定は第１号の規定におい

て準用する第２１２条第４項第１号ｂの

場合について準用する。この場合におい

て、前号中「四半期貸借対照表」とある

のは「貸借対照表」と、「四半期財務諸

表等規則、「四半期財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則（平成１９

年内閣府令第６３号）」とあるのは「財

務諸表等規則」と、「同規則第５３条第

１項に規定する準備金等」とあるのは

「同規則第５４条の３第１項に規定する

準備金等」とそれぞれ読み替えるものと

する。 

 

５ 規程第２１０条第１項第５号の規定につ

いては、次の各号のとおり取り扱うものと

する。 

（新設） 

（１） 第２１２条第５項の規定は、規程

第２１０条第１項第５号の利益の額につ

いて準用する。 
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（２） 規程第２１０条第１項第５号に規

定する時価総額とは、同項第３号に規定

する時価総額をいう。 

 

（３） 規程第２１０条第１項第５号に規

定する売上高とは、連結損益計算書等

（審査対象期間において新規上場申請者

が連結財務諸表を作成すべき会社でない

期間がある場合は、当該期間について

は、損益計算書）に掲記される売上高を

いう。ただし、新規上場申請者がＩＦＲ

Ｓ任意適用会社である場合又は連結財務

諸表規則第９４条若しくは同規則第９５

条の規定の適用を受ける場合は、連結損

益計算書等上の売上高に相当する額をい

うものとする。 

 

（４） 前号の規定にかかわらず、新規上

場申請者が外国会社である場合は、規程

第２１０条第１項第５号に規定する売上

高とは、新規上場申請者が連結財務諸表

を財務書類として掲記しているときは、

連結損益計算書等上の売上高に相当する

額をいうものとし、新規上場申請者が連

結財務諸表を財務書類として掲記してい

ないときは、損益計算書に掲記される売

上高に相当する額又は結合損益計算書に

掲記される売上高をいうものとする。 

 

（５） 第２１２条第５項第７号から第１

１号まで、第１２号前段及び第１３号か

ら第１６号までの規定は、規程第２１０

条第１項第５号に規定する売上高につい

て準用する。この場合において、同項中

「利益の額」とあるのは「売上高」と、

「第１号から第３号まで」とあるのは

「第２１７条第５項第３号及び第４号」

と、「基づいて算定される利益の額」と

あるのは「掲記される売上高」と、「第

３号に規定する」とあるのは「第２１７

条第５項第４号に規定する」とそれぞれ

読み替えるものとする。 

 

  

（民営化外国会社の新規上場時の市場第一

部銘柄への指定の取扱い） 

 

第２１７条の２ 規程第２１０条第３項に規

定する施行規則で定める場合とは、最近２

年間又は最近１年間に終了する各事業年度

において作成していない連結損益計算書等

並びに損益計算書及び結合損益計算書があ

る場合で、当該連結損益計算書等並びに損

益計算書及び結合損益計算書を新たに作成

（新設） 
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することが著しく困難であると認められる

ときをいう。 

２ 前条第４項第１号において準用する第２１

２条第４項第６号、前条第５項第１号におい

て準用する第２１２条第５項第３号、第７号

から第９号まで及び第１２号の規定は、規程

第２１０条第３項に規定する民営化外国会社

についての規程第２１０条第１項第５号ａの

場合について準用する。 

 

３ 前条第４項第１号において準用する第２１

２条第５項第６号、前条第５項第２号及び第

４号並びに前条第５項第５号において読み替

えて準用する第２１２条第５項第７号から第

１０号まで及び第１２号前段の規定は、規程

第２１０条第３項に規定する民営化外国会社

についての規程第２１０条第１項第５号ｂの

場合について準用する。 

 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２１９条 新規上場申請者が内国会社であ

る場合の規程第２１１条第２項本文に規定

する施行規則で定める書類は、次の各号に

掲げる書類とする。 

第２１９条 新規上場申請者が内国会社であ

る場合の規程第２１１条第２項本文に規定

する施行規則で定める書類は、次の各号に

掲げる書類とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 新規上場申請者の幹事取引参加者

が作成した次のａからｃまでに掲げる書

類 

（３） 新規上場申請者の幹事取引参加者

が作成した次のａからｃまでに掲げる書

類 

ａ 当取引所所定の「推薦書」。この場

合において、当該新規上場申請者の幹

事取引参加者は、当該「推薦書」に、

当該新規上場申請者（その企業グルー

プを含む。）が高い成長の可能性を有

していると認められる者である旨（そ

の成長に係る評価の対象とした事業に

係る事項を含む。）を記載するものと

する。 

ａ 当取引所所定の「推薦書」。この場

合において、当該新規上場申請者の幹

事取引参加者は、当該「推薦書」に、

当該新規上場申請者（その企業グルー

プを含む。）が高い成長の可能性を有

していると認められる者である旨（当

該新規上場申請者の利益の額及び売上

高が、次の（ａ）及び（ｂ）のいずれ

にも該当しないときは、その成長に係

る評価の対象とした事業に係る事項を

含む。）を記載するものとし、第２１

２条第６項の規定は、利益の額及び売

上高の取扱いについて準用する。 

（削る） （ａ） 最近２年間において、最近の１

年間の利益の額が最初の１年間の利益

の額と比して３割以上増加したうえで

１億円以上となっており、かつ、最近

の１年間の売上高が最初の１年間の売

上高と比して増加しているとき。 

（削る） （ｂ） 最近２年間において、最初の

１年間の利益の額がゼロ以下であっ
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て、最近の１年間の利益の額が１億

円以上であり、かつ、最近の１年間

の売上高が最初の１年間の売上高と

比して増加しているとき。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略） 

（８） 新規上場申請者の事業計画及び成

長可能性に関する事項について記載し

た書面 

（新設） 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の

規程第２１１条第２項本文に規定する施行規

則で定める書類は、次の各号に掲げる書類と

する。 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の

規程第２１１条第２項本文に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書

類とする。 

 （１）～（２） （略）  （１）～（２） （略） 

（３） 前項第３号から第８号までに掲げ

る書類 

（３） 前項第３号から第７号までに掲げ

る書類 

（４） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」 ２部 

  この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」はⅠの部及び当

取引所が上場審査のため適当と認める書

類から成るものとし、第２０４条第２項

第３号ａ、ａの２、ｄ及びｅに定めると

ころによるものとする。ただし、規程第

２１３条第１号の規定による規程第２１

２条第３号に規定する公募に係る有価証

券届出書と同一の記載様式とすることが

できる。 

（４） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した「新規上

場申請のための有価証券報告書」 ２部 

  この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」はⅠの部及び当

取引所が上場審査のため適当と認める書

類から成るものとし、第２０４条第２項

第３号ａ、ａの２、ｄ及びｅに定めると

ころによるものとする。ただし、規程第

２１３条第１項第１号の規定による規程

第２１２条第３号に規定する公募に係る

有価証券届出書と同一の記載様式とする

ことができる。 

（５） （略） （５） （略） 

（６） 規程第２１３条第１号の規定によ

る規程第２１２条第３号ただし書の規定

の適用を受ける場合は、新規上場申請に

係る外国株券等の評価額に関する資料 

（６） 規程第２１３条第１項第１号の規

定による規程第２１２条第３号ただし書

の規定の適用を受ける場合は、新規上場

申請に係る外国株券等の評価額に関する

資料 

３ （略） ３ （略） 

  

（監査報告書等） （監査報告書等） 

第２２２条 （略） 第２２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２１１条第６項ただし書に規定す

る施行規則で定める外国会社とは、次の各

号に該当する外国会社をいうものとし、当

該外国会社は、第２号に規定する証明に係

る監査報告書を提出するものとする。この

場合において、当該監査報告書について

３ 規程第２１１条第６項ただし書に規定す

る施行規則で定める外国会社とは、次の各

号に該当する外国会社をいうものとし、当

該外国会社は、第２号に規定する証明に係

る監査報告書を提出するものとする。この

場合において、当該監査報告書について
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は、前項の規定を準用して、その写しを提

出することができる。 

は、前項の規定を準用して、その写しを提

出することができる。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類

が、第２０４条第２項第３号ｄの規定に

基づき財務諸表等規則第１３１条第１項

又は第２項に定める作成基準に準じて作

成されていること 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類

が、第２０４条第２項第３号ｄの規定に

基づき財務諸表等規則第１２９条第１項

又は第２項に定める作成基準に準じて作

成されていること。 

（２） （略） （２） （略） 

  

（内国会社の形式要件の取扱い） （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２２７条 （略） 第２２７条 （略） 

２ 規程第２１２条第２号ｂに規定する流通

株式の時価総額とは、新規上場申請に係る

株券等の公募（以下この条において「新規

上場に係る公募」という。）の見込み価格

に、前項に従い算定する流通株式の数を乗

じて得た額をいう。ただし、新規上場申請

者が同条第３号ただし書に定める場合に該

当する場合においては、新規上場申請に係

る株券等の売出しを行うときは当該売出し

の見込み価格に、新規上場申請に係る株券

等の売出しを行わないときは当取引所が合

理的と認める算定式により計算された当該

新規上場申請に係る株券等の評価額に、前

項に従い算定する流通株式の数を乗じて得

た額をいうものとする。 

２ 規程第２１２条第２号ｂに規定する流通

株式の時価総額とは、新規上場申請に係る

株券等の公募（以下この条において「新規

上場に係る公募」という。）の見込み価格

に、前項に従い算定する流通株式の数を乗

じて得た額をいう。ただし、新規上場申請

者が同条第３号ただし書に定める場合に該

当する場合においては、新規上場申請に係

る株券等の売出しを行うときは当該売出し

の価格に、新規上場申請に係る株券等の売

出しを行わないときは当取引所が合理的と

認める算定式により計算された当該新規上

場申請に係る株券等の評価額に、前項に従

い算定する流通株式の数を乗じて得た額を

いうものとする。 

３ （略） ３ （略） 

（削る） ４ 規程第２１２条第４号に規定する時価総

額とは、新規上場に係る公募の見込み価格

に、上場時において見込まれる上場株券等

の数を乗じて得た額（新規上場申請者が規

程第２１２条第３号ただし書に定める場合

に該当する場合にあっては、新規上場申請

に係る株券等の売出しを行うときは当該売

出しの価格に、新規上場申請に係る株券等

の売出しを行わないときは当取引所が合理

的と認める算定式により計算された当該新

規上場申請に係る株券等の評価額に、それ

ぞれ上場時において見込まれる上場株券等

の数を乗じて得た額）（複数の種類の株券

等の新規上場申請が同時に行われた場合

は、当該株券等の種類ごとに算定した額を

合算する。）に、当該新規上場申請者が発

行するその他のすべての株式（国内の金融

商品取引所に上場されているもの又は外国

金融商品取引所等において上場若しくは継

続的に取引されているものに限る。）に係

る時価総額（当取引所が定めるところによ

り算定する。）を加えた額をいうものとす
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る。 

４ 規程第２１２条第５号の規定は、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

５ 規程第２１２条第５号の規定は、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

（１） （略）  （１） （略） 

（２） 第２１２条第３項第２号から第４号

までの規定は、規程第２１２条第５号の場

合について準用する。 

（２） 第２１２条第４項第２号から第４

号までの規定は、規程第２１２条第５号

の場合について準用する。 

５ 規程第２１２条第６号の規定は、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 第２１２条第６項第１号の規定

は、規程第２１２条第６号ａの場合につ

いて準用する。 

（２） （略） 

６ 規程第２１２条第６号の規定は、次の各

号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 第２１２条第７項第１号の規定

は、規程第２１２条第６号ａの場合につ

いて準用する。 

（２） （略） 

  

（外国会社の形式要件の取扱い） （外国会社の形式要件の取扱い） 

第２２８条 規程第２１３条第１号に規定す

る規程第２１２条第３号ヘの適合について

は、審査対象とする公募は、新規上場申請

者が本邦内において行うものに限るものと

する。 

第２２８条 規程第２１３条第２項第１号及

び第２号の規定は、次の各号のとおり取り

扱うものとする。 

（削る） （１） 第２１４条第１項第１号及び第２

号の規定は、規程第２１３条第２項第１

号の場合について準用する。 

（削る） （２） 規程第２１３条第２項第２号に規

定する規程第２１２条第３号ヘの適合に

ついては、審査対象とする公募は、新規

上場申請者が本邦内において行うものに

限るものとする。 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第２２９条の３ 新規上場申請者が内国会社で

ある場合の規程第２１６条の２第２項本文

に規定する施行規則で定める書類は、次の

各号に掲げる書類とする。 

第２２９条の３ 新規上場申請者が内国会社

である場合の規程第２１６条の２第２項本

文に規定する施行規則で定める書類は、次

の各号に掲げる書類とする。 

（１） 第２０４条第１項第１号から第３

号まで、第５号から第８号まで、第１０

号、第１１号、第１４号から第１７号ま

で、第２０号から第２７号まで及び第２

９号から第３１号までに掲げる書類 

（１） 第２０４条第１項第１号から第３

号まで、第５号から第８号まで、第１０

号、第１１号、第１４号から第１７号ま

で、第２０号、第２３号から第２７号ま

で及び第２９号から第３１号までに掲げ

る書類 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

（削る） （６） 規程第２１６条の３第１号ａただ

し書（規程第２１６条の６第２号ａによ

る場合を含む。）の規定の適用を受ける

場合は、新規上場申請に係る株券の評価

額に関する資料 

２ 新規上場申請者が外国会社である場合の規 ２ 新規上場申請者が外国会社である場合の
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程第２１６条の２第２項本文に規定する施

行規則で定める書類は、次の各号に掲げる

書類とする。 

規程第２１６条の２第２項本文に規定する

施行規則で定める書類は、次の各号に掲げ

る書類とする。 

（１） 第２０４条第１項第３号、第６

号、第７号、第２１号及び第３０号に掲

げる書類。ただし、重複上場の場合には

同項第２１号に掲げる書類の添付を要し

ない。 

（１） 第２０４条第１項第３号、第６

号、第７号及び第３０号に掲げる書類 

（２） 第２０４条第２項第１号の２、第

２号、第４号から第６号まで及び第８号

から第１１号までに掲げる書類。この場

合において、同項第６号ａ中「規程第２

０６条第１項第４号」とあるのは、「規

程第２１６条の４による規程第２０６条

第１項第４号」と読み替えるものとす

る。 

（２） 第２０４条第２項第１号の２、第

２号、第４号から第６号まで及び第８号

から第１１号までに掲げる書類。この場

合において、同項第６号ａ中「規程第２

０６条第１項第４号」とあるのは、「規

程第２１６条の４第２号ｂ又は規程第２

１６条の７第５号による規程第２０６条

第１項第４号」と読み替えるものとす

る。 

（３） 前項第４号及び第５号に掲げる書

類 

（３） 前項第４号から第６号までに掲げ

る書類 

（４） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した直前事業

年度に関する「新規上場申請のための有

価証券報告書」及び「ＪＡＳＤＡＱ上場

申請レポート」 各２部 

（４） 新規上場申請者の属する企業集団

及びその経理の状況その他事業の内容に

関する重要な事項等を記載した直前事業

年度に関する「新規上場申請のための有

価証券報告書」及び「ＪＡＳＤＡＱ上場

申請レポート」 各２部 

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」はⅠの部のみを

もって成るものとし、第２０４条第２項

第３号ａ、ａの２及びｃからｅまでに定

めるところによるものとし、「ＪＡＳＤ

ＡＱ上場申請レポート」は、当取引所が

定める「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポート

記載要領」により作成するものとする。 

この場合において、「新規上場申請の

ための有価証券報告書」はⅠの部のみを

もって成るものとし、第２０４条第２項

第３号ａ、ａの２及びｃからｅまでに定

めるところによるものとし（規程第２１

６条の４第１号ａ（規程第２１６条の７

第２号による場合を含む。）に規定する

公募に係る有価証券届出書と同一の記載

様式とすることができる。）、「ＪＡＳ

ＤＡＱ上場申請レポート」は、当取引所

が定める「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポー

ト記載要領」により作成するものとす

る。 

（５） 第２１９条第２項第５号に掲げる

書類 

（５） 第２１９条第２項第５号及び第６

号に掲げる書類。この場合において、同

号中「規程第２１３条第１項第１号の規

定による規程第２１２条第３号」とある

のは「規程第２１６条の４第１号ａ（規

程第２１６条の７第２号による場合を含

む。）」と読み替えるものとする。 

３ （略） ３ （略） 

  

（監査報告書等） （監査報告書等） 
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第２２９条の６ （略） 第２２９条の６ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２１６条の２第６項ただし書に規定

する施行規則で定める外国会社とは、次の

各号に該当する外国会社をいうものとし、

当該外国会社は、第２号に規定する証明に

係る監査報告書を提出するものとする。こ

の場合において、当該監査報告書について

は、前項の規定を準用して、その写しを提

出することができる。 

３ 規程第２１６条の２第６項ただし書に規

定する施行規則で定める外国会社とは、次

の各号に該当する外国会社をいうものと

し、当該外国会社は、第２号に規定する証

明に係る監査報告書を提出するものとす

る。この場合において、当該監査報告書に

ついては、前項の規定を準用して、その写

しを提出することができる。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類

が、第２２９条の３第２項第４号による

第２０４条第２項第３号ｄの規定に基づ

き財務諸表等規則第１３１条第１項又は

第２項に定める作成基準に準じて作成さ

れていること。 

（１） 第１項第１号に掲げる財務書類

が、第２２９条の３第２項第４号による

第２０４条第２項第３号ｄの規定に基づ

き財務諸表等規則第１２９条第１項又は

第２項に定める作成基準に準じて作成さ

れていること。 

（２） （略） （２） （略） 

  

 （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２２９条の１１及び第２２９条の１２ 削

除 

第２２９条の１１ 第２２７条第３項の規定

は、規程第２１６条の３第１号ａの場合に

ついて準用する。 

 ２ 第２１２条第１項の規定は、規程第２１

６条の３第１号ｂの場合について準用す

る。 

 ３ 第２２７条第２項の規定は、規程第２１

６条の３第２号に規定する流通株式時価総

額について準用する。 

 ４ 第２１２条第５項（同項第３号に規定す

る要件を除く。）の規定は、規程第２１６

条の３第３号に規定する純資産の額につい

て準用する。 

 ５ 第２１２条第３項及び第６項の規定は、

規程第２１６条の３第４号に規定する利益

の額及び時価総額について準用するものと

する。 

  

 （外国会社の形式要件の取扱い） 

（削る） 第２２９条の１２ 規程第２１６条の４第１

号の規定については、次のとおり取り扱う

ものとする。 

 （１） 規程第２１６条の４第１号ａに規

定する「１，０００単位銘柄」、「５０

０単位銘柄」、「１００単位銘柄」、

「５０単位銘柄」、「１０単位銘柄」及

び「１単位銘柄」は、次のａからｆまで

に定めるところによるものとする。ただ
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し、新規上場申請会社が、上場会社の人

的分割によりその事業を承継する会社で

あって、当該分割前に新規上場申請が行

われ、かつ、新規上場申請に係る株券等

の公募又は売出しを行わない場合には、

当取引所が合理的と認める算定式により

計算された当該新規上場申請に係る株券

等の評価額を用いるものとする。 

 ａ 公開価格が５００円未満の場合 

１，０００単位銘柄 

ｂ 公開価格が５００円以上１，０００

円未満の場合 

５００単位銘柄 

ｃ 公開価格が１，０００円以上５，０

００円未満の場合 

１００単位銘柄 

ｄ 公開価格が５，０００円以上１万円

未満の場合 

５０単位銘柄 

ｅ 公開価格が１万円以上５万円未満の

場合 

１０単位銘柄 

ｆ 公開価格が５万円以上の場合 

１単位銘柄 

 （２） 前号の規定にかかわらず、本国に

おける法制度、実務慣行等から、同号に

よることが適当でないと当取引所が認め

た場合は、当取引所がその都度定める売

買単位の銘柄とする。 

 （３） 規程第２１６条の４第１号ａにお

いて審査対象とする株券等の公募又は売

出しは、新規上場申請者が本邦内におい

て行うものに限るものとする。 

 （４） 第２２７条第３項の規定は、規程

第２１６条の４第１号ａの場合について

準用する。 

 （５） 第２１２条第１項の規定は、規程

第２１６条の４第１項ｂの場合について

準用する。 

  

（標準上場審査期間） （標準上場審査期間） 

第２２９条の１３ 規程第２１６条の５第３

項に規定する施行規則で定める期間は、当

取引所がスタンダードへの新規上場申請を

受理してから３か月とする。 

第２２９条の１３ 規程第２１６条の５第３

項に規定する施行規則で定める期間は、当

取引所がスタンダードへの新規上場申請を

受理してから２か月とする。 

  

第４款 削除 第４款 グロースにおける形式要件 
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 （内国会社の形式要件の取扱い） 

第２２９条の１４ 削除 第２２９条の１４ 第２１２条第５項（同項

第３号に規定する要件を除く。）の規定

は、規程第２１６条の６第１号に規定する

純資産の額について準用する。 

  

第５款 削除 第５款 グロースにおける上場審査 

  

 （標準上場審査期間） 

第２２９条の１５ 削除 第２２９条の１５ 規程第２１６条の８第３

項に規定する施行規則で定める期間は、当

取引所がグロースへの新規上場申請を受理

してから２か月とする。 

  

（上場前の株式等の移動の状況に関する記

載） 

（上場前の株式等の移動の状況に関する記

載） 

第２５３条 新規上場申請者は、特別利害関

係者等（開示府令第１条第３１号に規定す

る特別利害関係者等をいう。）が、新規上

場申請日の直前事業年度の末日から起算し

て２年前から上場日の前日までの期間にお

いて、新規上場申請者の発行する株式又は

新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公

募等を除き、新株予約権の行使を含む。以

下「株式等の移動」という。）を行ってい

る場合には、当該株式等の移動の状況を第

２０４条第１項第４号又は第２１９条第１

項第２号に規定する「新規上場申請のため

の有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載する

ものとする。ただし、新規上場申請者の発

行する株式が、特定取引所金融商品市場に

上場している場合は、この限りでない。 

第２５３条 新規上場申請者は、第２４８

条第３項第１号、第２号及び第４号に掲

げる者並びに新規上場申請者の人的関係

会社及び資本的関係会社並びにこれらの

役員が、新規上場申請日の直前事業年度

の末日から起算して２年前から上場日の

前日までの期間において、新規上場申請

者の発行する株式又は新株予約権の譲受

け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新

株予約権の行使を含む。以下「株式等の

移動」という。）を行っている場合に

は、当該株式等の移動の状況を第２０４

条第１項第４号又は第２１９条第１項第

２号に規定する「新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載する

ものとする。ただし、新規上場申請者の

発行する株式が、日本証券業協会が指定

するグリーンシート銘柄である場合は、

この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（第三者割当等による募集株式の割当てに

関する規制） 

（第三者割当等による募集株式の割当てに

関する規制） 

第２５５条 新規上場申請者が、新規上場申

請日の直前事業年度の末日から起算して１

年前より後において、第三者割当等による

募集株式の割当てを行っている場合（上場

前の公募等による場合を除く。）には、当

該新規上場申請者は、割当てを受けた者と

の間で、次の各号に掲げる事項について確

約を行うものとする。 

第２５５条 新規上場申請者が、新規上場申

請日の直前事業年度の末日から起算して１

年前より後において、第三者割当等による

募集株式の割当てを行っている場合（上場

前の公募等による場合を除く。）には、当

該新規上場申請者は、割当てを受けた者と

の間で、書面により次の各号に掲げる事項

について確約を行うものとする。 
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（１） （略） （１） （略） 

（２） 割当てを受けた者は、割当株式又

は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行

う場合には、あらかじめ新規上場申請者

に通知するとともに、事後において新規

上場申請者にその内容を報告すること。 

（２） 割当てを受けた者は、割当株式又

は割当株式に係る取得株式等の譲渡を行

う場合には、あらかじめ新規上場申請者

に書面により通知するとともに、事後に

おいて新規上場申請者にその内容を報告

すること。 

（３） 新規上場申請者は、割当てを受け

た者が割当株式又は割当株式に係る取得

株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡

を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及

び住所、株式数、日付、価格並びに理由

その他必要な事項を記載した書類を、当

該譲渡が新規上場申請日前に行われたと

きには新規上場申請のときに、新規上場

申請日以後に行われたときには譲渡後直

ちに、当取引所に提出すること。 

（３） 新規上場申請者は、割当てを受け

た者が割当株式又は割当株式に係る取得

株式等の譲渡を行った場合には当該譲渡

を行った者及び譲渡を受けた者の氏名及

び住所、株式数、日付、価格並びに理由

その他必要な事項を記載した書面を、当

該譲渡が新規上場申請日前に行われたと

きには新規上場申請のときに、新規上場

申請日以後に行われたときには譲渡後直

ちに、当取引所に提出すること。 

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略） 

２ 新規上場申請者は、前項に規定する確約

を証する書類を次の各号に定めるところに

より提出するものとする。 

２ 新規上場申請者は、前項に規定する書面

を次の各号に定めるところにより提出する

ものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

３ 新規上場申請者が、前項の規定に基づく

書類の提出を行わないときは、当取引所は

新規上場申請の不受理又は受理の取消しの

措置をとるものとする。 

３ 新規上場申請者が、前項の規定に基づく

書面の提出を行わないときは、当取引所は

新規上場申請の不受理又は受理の取消しの

措置をとるものとする。 

４ （略） ４ （略） 

  

（募集株式の所有に関する規制） （募集株式の所有に関する規制） 

第２５６条 （略） 第２５６条 （略） 

２ 新規上場申請者は、第三者割当等による

募集株式の割当てを受けた者が前条第１項

に規定する確約に定める期間内において当

該募集株式の譲渡を行った場合には、必要

な事項を記載した書類を当該第三者割当等

による割当株式又は割当株式に係る取得株

式等の譲渡が新規上場申請日前に行われた

場合には新規上場申請日に、新規上場申請

日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、

当取引所に提出するものとし、当該書類を

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。 

２ 新規上場申請者は、第三者割当等による

募集株式の割当てを受けた者が前条第１項

に規定する確約に定める期間内において当

該募集株式の譲渡を行った場合には、必要

な事項を記載した書面を当該第三者割当等

による割当株式又は割当株式に係る取得株

式等の譲渡が新規上場申請日前に行われた

場合には新規上場申請日に、新規上場申請

日以後に行われた場合には譲渡後直ちに、

当取引所に提出するものとし、当該書面を

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。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（第三者割当等による募集新株予約権の割

当て等に関する規制） 

（第三者割当等による募集新株予約権の割

当て等に関する規制） 

第２５７条 新規上場申請者が、新規上場申 第２５７条 新規上場申請者が、新規上場申
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請日の直前事業年度の末日から起算して１

年前より後において、第三者割当等による

募集新株予約権（会社法第２３８条第１項

に規定する募集新株予約権をいい、第２５

９条に規定する新株予約権を除く。）の割

当て（募集新株予約権の割当てと同様の効

果を有すると認められる自己新株予約権

（第２５９条に規定する新株予約権を除

く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行

っている場合には、当該新規上場申請者

は、割当てを受けた者との間で、次の各号

に掲げる事項について確約を行うものとす

る。 

請日の直前事業年度の末日から起算して１

年前より後において、第三者割当等による

募集新株予約権（会社法第２３８条第１項

に規定する募集新株予約権をいい、第２５

９条に規定する新株予約権を除く。）の割

当て（募集新株予約権の割当てと同様の効

果を有すると認められる自己新株予約権

（第２５９条に規定する新株予約権を除

く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行

っている場合には、当該新規上場申請者

は、割当てを受けた者との間で、書面によ

り次の各号に掲げる事項について確約を行

うものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 割当てを受けた者は、割当新株予

約権又は割当新株予約権に係る取得株式

等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新

規上場申請者に通知するとともに、事後

において新規上場申請者にその内容を報

告すること。 

（２） 割当てを受けた者は、割当新株予

約権又は割当新株予約権に係る取得株式

等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新

規上場申請者に書面により通知するとと

もに、事後において新規上場申請者にそ

の内容を報告すること。 

（３） 新規上場申請者は、割当てを受け

た者が割当新株予約権又は割当新株予約

権に係る取得株式等の譲渡を行った場合

には当該譲渡を行った者及び譲渡を受け

た者の氏名及び住所、株式数、日付、価

格並びに理由その他必要な事項を記載し

た書類を、当該譲渡が新規上場申請日前

に行われたときには新規上場申請のとき

に、新規上場申請日以後に行われたとき

には譲渡後直ちに、当取引所に提出する

こと。 

（３） 新規上場申請者は、割当てを受け

た者が割当新株予約権又は割当新株予約

権に係る取得株式等の譲渡を行った場合

には当該譲渡を行った者及び譲渡を受け

た者の氏名及び住所、株式数、日付、価

格並びに理由その他必要な事項を記載し

た書面を、当該譲渡が新規上場申請日前

に行われたときには新規上場申請のとき

に、新規上場申請日以後に行われたとき

には譲渡後直ちに、当取引所に提出する

こと。 

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略） 

２ 新規上場申請者は、前項に規定する確約

を証する書類を次の各号に定めるところに

より提出するものとする。 

２ 新規上場申請者は、前項に規定する書面

を次の各号に定めるところにより提出する

ものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

３ 新規上場申請者が、前項の規定に基づく

書類の提出を行わないときは、当取引所は

新規上場申請の不受理又は受理の取消しの

措置をとるものとする。 

３ 新規上場申請者が、前項の規定に基づく

書面の提出を行わないときは、当取引所は

新規上場申請の不受理又は受理の取消しの

措置をとるものとする。 

４ （略） ４ （略） 

  

（募集新株予約権の所有に関する規制） （募集新株予約権の所有に関する規制） 

第２５８条 （略） 第２５８条 （略） 

２ 新規上場申請者は、第三者割当等による

募集新株予約権の割当てを受けた者が前条

第１項に規定する確約に定める期間内にお

いて当該募集新株予約権の譲渡を行った場

２ 新規上場申請者は、第三者割当等による

募集新株予約権の割当てを受けた者が前条

第１項に規定する確約に定める期間内にお

いて当該募集新株予約権の譲渡を行った場
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合には、必要な事項を記載した書類を当該

第三者割当等による割当新株予約権又は割

当新株予約権に係る取得株式等の譲渡が新

規上場申請日前に行われた場合には新規上

場申請日に、新規上場申請日以後に行われ

た場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出

するものとし、当該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。 

合には、必要な事項を記載した書面を当該

第三者割当等による割当新株予約権又は割

当新株予約権に係る取得株式等の譲渡が新

規上場申請日前に行われた場合には新規上

場申請日に、新規上場申請日以後に行われ

た場合には譲渡後直ちに、当取引所に提出

するものとし、当該書面を当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（ストック・オプションとしての新株予約

権の所有に関する規制） 

（ストック・オプションとしての新株予約

権の所有に関する規制） 

第２５９条 新規上場申請者が、その役員又

は従業員（新規上場申請者の子会社の役員

又は従業員を含む。）であって、かつ、当

取引所が適当と認めるもの（以下この条に

おいて「役員又は従業員等」という。）に

報酬として割り当てた新株予約権（新規上

場申請日の直前事業年度の末日から起算し

て１年前より後に割り当てられたものに限

る。）であって、新規上場申請者と割当て

を受けた役員又は従業員等との間で第１号

に掲げる事項を内容とする確約を行ってお

り、かつ、第２号に定める書類が当取引所

に提出されている新株予約権（当該確約が

行われている部分に限る。）を新規上場申

請者から割り当てられた役員又は従業員等

が、この項に規定する確約に基づく所有を

現に行っていない場合（確約に基づく所有

を行っていた者が当該確約の対象となって

いる新株予約権を譲渡した後、新規上場申

請者が当該譲渡に係る新株予約権を速やか

に適正な手続により失効させており、か

つ、当該新株予約権の行使が行われていな

い場合を除く。）には、当取引所は新規上

場申請の不受理又は受理の取消しの措置を

とるものとする。 

第２５９条 新規上場申請者が、その役員又

は従業員（新規上場申請者の子会社の役員

又は従業員を含む。）であって、かつ、当

取引所が適当と認めるもの（以下この条に

おいて「役員又は従業員等」という。）に

報酬として割り当てた新株予約権（新規上

場申請日の直前事業年度の末日から起算し

て１年前より後に割り当てられたものに限

る。）であって、新規上場申請者と割当て

を受けた役員又は従業員等との間で書面に

より第１号に掲げる事項を内容とする確約

を行っており、かつ、第２号に定める書面

が当取引所に提出されている新株予約権

（当該確約が行われている部分に限る。）

を新規上場申請者から割り当てられた役員

又は従業員等が、この項に規定する確約に

基づく所有を現に行っていない場合（確約

に基づく所有を行っていた者が当該確約の

対象となっている新株予約権を譲渡した

後、新規上場申請者が当該譲渡に係る新株

予約権を速やかに適正な手続により失効さ

せており、かつ、当該新株予約権の行使が

行われていない場合を除く。）には、当取

引所は新規上場申請の不受理又は受理の取

消しの措置をとるものとする。 

（１） 次のａからｅまでに掲げる事項 （１） 次のａからｅまでに掲げる事項 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 新規上場申請者は、割当てを受けた

者が報酬として割当てを受けた新株予

約権又は割当新株予約権に係る取得株

式等の譲渡を行った場合には当該譲渡

を行った者及び譲渡を受けた者の氏名

及び住所、株式数、日付、価格並びに

理由その他必要な事項を記載した書類

を、当該譲渡が新規上場申請日前に行

われたときには新規上場申請のとき

ｂ 新規上場申請者は、割当てを受けた

者が報酬として割当てを受けた新株予

約権又は割当新株予約権に係る取得株

式等の譲渡を行った場合には当該譲渡

を行った者及び譲渡を受けた者の氏名

及び住所、株式数、日付、価格並びに

理由その他必要な事項を記載した書面

を、当該譲渡が新規上場申請日前に行

われたときには新規上場申請のとき
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に、新規上場申請日以後に行われたと

きには譲渡後直ちに、当取引所に提出

すること。 

に、新規上場申請日以後に行われたと

きには譲渡後直ちに、当取引所に提出

すること。 

ｃ～ｅ （略） ｃ～ｅ （略） 

（２） 次のａからｃまでに掲げる書類 （２） 次のａからｃまでに掲げる書面 

ａ 前号に規定する確約を証する書類 ａ 前号に規定する確約を証する書面 

ｂ 新規上場申請者が役員又は従業員等

に取得させる目的で新株予約権を割り

当てるものであることその他その割当

てに関する事項を記載した取締役会の

決議（監査等委員会設置会社にあって

は、取締役の決定を含み、指名委員会

等設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）の内容を証する書類 

ｂ 新規上場申請者が役員又は従業員等

に取得させる目的で新株予約権を割り

当てるものであることその他その割当

てに関する事項を記載した取締役会の

決議（監査等委員会設置会社にあって

は、取締役の決定を含み、指名委員会

等設置会社にあっては、執行役の決定

を含む。）の内容を証する書面 

ｃ 新規上場申請者と新規上場申請者か

ら新株予約権の割当てを受けた役員又

は従業員等との間において、当該役員

又は従業員等が原則として当該新株予

約権を譲渡しない旨の契約を締結して

いること又は当該新株予約権の譲渡に

つき制限を行っていることを証する書

類 

ｃ 新規上場申請者と新規上場申請者か

ら新株予約権の割当てを受けた役員又

は従業員等との間において、当該役員

又は従業員等が原則として当該新株予

約権を譲渡しない旨の契約を締結して

いること又は当該新株予約権の譲渡に

つき制限を行っていることを証する書

面 

２ 前項第２号に掲げる書類の提出について

は、次の各号に定めるところによるものと

する。 

２ 前項第２号に掲げる書面の提出について

は、次の各号に定めるところによるものと

する。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（ストック・オプションとしての新株予約

権の行使等により取得した株式等に関す

る規制） 

（ストック・オプションとしての新株予約

権の行使等により取得した株式等に関す

る規制） 

第２６０条 新規上場申請者が、新規上場申

請日の直前事業年度の末日から起算して１

年前から上場日の前日までの期間において

前条に規定する新株予約権の行使又は転換

による株式又は新株予約権の交付（新規上

場申請日の直前事業年度の末日から起算し

て１年前より後に割り当てられた新株予約

権に係るものに限る。）を行っている場合

には、当該新規上場申請者は、交付を受け

た者との間で、当該株式又は新株予約権に

つき、次の各号に掲げる事項について確約

を行うものとする。 

第２６０条 新規上場申請者が、新規上場申

請日の直前事業年度の末日から起算して１

年前から上場日の前日までの期間において

前条に規定する新株予約権の行使又は転換

による株式又は新株予約権の交付（新規上

場申請日の直前事業年度の末日から起算し

て１年前より後に割り当てられた新株予約

権に係るものに限る。）を行っている場合

には、当該新規上場申請者は、交付を受け

た者との間で、当該株式又は新株予約権に

つき、書面により次の各号に掲げる事項に

ついて確約を行うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２ 新規上場申請者は、前項に規定する確約

を証する書類を次の各号に定めるところに

より提出するものとする。 

２ 新規上場申請者は、前項に規定する書面

を次の各号に定めるところにより提出する

ものとする。 
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（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

３ 前項第１号の場合には、同項の規定によ

り提出する書類に次の各号に掲げる書類を

添付するものとする。 

３ 前項第１号の場合には、同項の規定によ

り提出する書面に次の各号に掲げる書面を

添付するものとする。 

（１） 新株予約権の割当てに係る株主総

会及びその割当てに関する取締役会の決

議（監査等委員会設置会社にあっては、

取締役の決定を含み、指名委員会等設置

会社にあっては、執行役の決定を含む。

次号において同じ。）の内容を証する書

類 

（１） 新株予約権の割当てに係る株主総

会及びその割当てに関する取締役会の決

議（監査等委員会設置会社にあっては、

取締役の決定を含み、指名委員会等設置

会社にあっては、執行役の決定を含む。

次号において同じ。）の内容を証する書

面 

（２） 新規上場申請者と前号の決議によ

り新株予約権の割当てを受ける者との新

株予約権の割当てに関する契約内容を証

する書類 

（２） 新規上場申請者と前号の決議によ

り新株予約権の割当てを受ける者との新

株予約権の割当てに関する契約内容を証

する書面 

４ 新規上場申請者が、第２項の規定に基づ

く書類の提出を行わないときは、当取引所

は新規上場申請の不受理又は受理の取消し

の措置をとるものとする。 

４ 新規上場申請者が、第２項の規定に基づ

く書面の提出を行わないときは、当取引所

は新規上場申請の不受理又は受理の取消し

の措置をとるものとする。 

  

（ストック・オプションとしての新株予約

権の行使等により取得した株式等の所有

に関する規制） 

（ストック・オプションとしての新株予約

権の行使等により取得した株式等の所有

に関する規制） 

第２６１条 （略） 第２６１条 （略） 

２ 新規上場申請者は、前条第１項に規定す

る株式又は新株予約権の交付を受けた者が

同条第１項に規定する確約に定める期間内

において当該株式又は新株予約権の譲渡を

行った場合には、必要な事項を記載した書

類を第２５９条第１項の規定の適用を受け

る新株予約権の行使若しくは転換に伴い交

付を受けた株式若しくは新株予約権又は当

該株式に係る株式分割、株式無償割当て、

新株予約権無償割当て等により取得した株

式若しくは新株予約権の譲渡が新規上場申

請日前に行われた場合には新規上場申請日

に、新規上場申請日以後に行われた場合に

は譲渡後直ちに、当取引所に提出するもの

とし、当該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。 

２ 新規上場申請者は、前条第１項に規定す

る株式又は新株予約権の交付を受けた者が

同条第１項に規定する確約に定める期間内

において当該株式又は新株予約権の譲渡を

行った場合には、必要な事項を記載した書

面を第２５９条第１項の規定の適用を受け

る新株予約権の行使若しくは転換に伴い交

付を受けた株式若しくは新株予約権又は当

該株式に係る株式分割、株式無償割当て、

新株予約権無償割当て等により取得した株

式若しくは新株予約権の譲渡が新規上場申

請日前に行われた場合には新規上場申請日

に、新規上場申請日以後に行われた場合に

は譲渡後直ちに、当取引所に提出するもの

とし、当該書面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。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（第三者割当等による募集株式等の割当て

の状況に関する記載） 

（第三者割当等による募集株式等の割当て

の状況に関する記載） 

第２６２条 新規上場申請者は、新規上場申

請日の直前事業年度の末日から起算して２

年前から上場日の前日までの期間におい

て、第三者割当等による募集株式又は新株

第２６２条 新規上場申請者は、新規上場申

請日の直前事業年度の末日から起算して２

年前から上場日の前日までの期間におい

て、第三者割当等による募集株式又は新株
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予約権の割当て（以下「第三者割当等によ

る募集株式等の割当て」という。）を行っ

ている場合には、当該第三者割当等による

募集株式等の割当ての状況を第２０４条第

１項第４号又は第２１９条第１項第２号に

規定する「新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）」に記載するものとす

る。ただし、新規上場申請者の発行する内

国株券等が、特定取引所金融商品市場に上

場している場合は、この限りでない。 

予約権の割当て（以下「第三者割当等によ

る募集株式等の割当て」という。）を行っ

ている場合には、当該第三者割当等による

募集株式等の割当ての状況を第２０４条第

１項第４号又は第２１９条第１項第２号に

規定する「新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）」に記載するものとす

る。ただし、新規上場申請者の発行する内

国株券等が、日本証券業協会が指定するグ

リーンシート銘柄である場合は、この限り

でない。 

２ （略） ２ （略） 

  

（本則市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例の取扱い） 

（本則市場へ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例の取扱い） 

第２６５条 （略） 第２６５条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（削る） ７ 規程第２１８条第１項の規定の適用を受

けて本則市場へ新規上場申請を行う新規上

場申請者についての第２１２条第３項の規

定の適用については、同項中「前項各号」

とあるのは「第２６５条第６項の規定によ

り読み替えて適用する第２１２条第２項各

号」と、「新規上場申請者が発行する」と

あるのは「新規上場申請に係る株券等の発

行者が発行する」とする。 

７ （略） ８ （略） 

８ （略） ９ （略） 

  

（マザーズへ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例の取扱い） 

（マザーズへ新規上場申請を行う新規上場

申請者が上場日以前に合併等を実施する

予定である場合の特例の取扱い） 

第２６６条 （略） 第２６６条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（削る） ９ 規程第２１９条第１項の規定の適用を受

けてマザーズへ新規上場申請を行う新規上

場申請者についての第２２７条第４項の規

定の適用については、同項中「新規上場申

請者が発行するその他のすべての株式」と

あるのは「新規上場申請に係る株券等の発

行者が発行するその他のすべての株式」と

する。 

  

（ＪＡＳＤＡＱスタンダードへ新規上場申

請を行う新規上場申請者が上場日以前に

合併等を実施する場合の特例の取扱い） 

（ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新規

上場申請者が上場日以前に合併等を実施

する場合の特例の取扱い） 
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第２６７条 （略） 第２６７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受

けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請（内訳区

分としてスタンダードを選択する場合に限

る。以下この条において同じ。）を行う新

規上場申請者は、規程第２１６条の２第１

０項に規定する書類のほか、前項第３号に

掲げる書類のうち、第２０４条第１項第３

号、第３０号及び第２２９条の３第４号に

掲げる書類を上場前及び上場後において当

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。 

３ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受

けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新

規上場申請者は、規程第２１６条の２第１

０項に規定する書類のほか、前項第３号に

掲げる書類のうち、第２０４条第１項第３

号、第３０号及び第２２９条の３第４号に

掲げる書類を上場前及び上場後において当

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。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

６ 第２６５条第５項から第８項までの規定

については、規程第２２０条第１項の規定

の適用を受けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申

請を行う新規上場申請者について準用す

る。 

６ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受

けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新

規上場申請者についての第２２９条の１１

第２項の規定の適用については、同項中

「第２１２条第１項」とあるのは「第２６

５条第５項の規定により読み替えて適用す

る第２１２条第１項」とする。 

（削る） ７ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受

けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新

規上場申請者についての第２２９条の１１

第３項の規定の適用については、同項中

「第２２７条第２項」とあるのは「第２６

６条第７項の規定により読み替えて適用す

る第２２７条第２項」とする。 

（削る） ８ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受

けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新

規上場申請者についての第２２９条の１１

第１項の規定の適用については、同項中

「第２２７条第３項」とあるのは「第２６

６条第８項の規定により読み替えて適用す

る第２２７条第３項」とする。 

（削る） ９ 規程第２２０条第１項の規定の適用を受

けてＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請を行う新

規上場申請者についての第２２９条の１１

第５項の規定の適用については、同項中

「第２１２条第３項」とあるのは「第２６

５条第７項の規定により読み替えて適用す

る第２１２条第３項」とする。 

  

（上場株券等と同一種類の株券等の上場申

請手続） 

（上場株券等と同一種類の株券等の上場申

請手続） 

第３０２条 規程第３０１条第２項本文に規

定する上場申請の取扱いは次の各号に定め

るところによる。 

第３０２条 規程第３０１条第２項に規定す

る上場申請の取扱いは次の各号に定めると

ころによる。 
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（１） 上場会社は、他の種類の株式への

転換が行われる株式を発行した場合又は

新株予約権を発行した場合には、あらか

じめ当該他の種類の株式への転換が行わ

れる株式の転換によって発行することと

なる株券等の数又は新株予約権の行使に

よって発行することとなる株券等の数に

ついて、一括して上場申請を行うものと

し、当取引所は、当該上場申請に係る株

券等を、その発行数を確認する前におい

ても、上場することができる。 

（１） 上場会社は、他の種類の株式への

転換が行われる株式を発行した場合又は

新株予約権を発行した場合には、転換開

始日又は新株予約権の行使開始日の２週

間前にあらかじめ当該他の種類の株式へ

の転換が行われる株式の転換によって発

行することとなる株券等の数又は新株予

約権の行使によって発行することとなる

株券等の数について、一括して上場申請

を行うものとし、当取引所は、当該上場

申請に係る株券等を、その発行数を確認

する前においても、上場することができ

る。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

（新株予約権証券の上場基準等） （新株予約権証券の上場基準等） 

第３０６条 （略） 第３０６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第２１２条第５項第１号から第１１号ま

で及び第１３号から第１６号までの規定

は、規程第３０４条第１項第３号ａに規定

する利益の額について準用する。 

３ 第２１２条第６項第１号から第３号ま

で、第７号から第１１号まで及び第１３号

から第１６号までの規定は、規程第３０４

条第１項第３号ａに規定する利益の額につ

いて準用する。 

４ 規程第３０４条第１項第３号ｂに規定す

る債務超過の取扱いは、次の各号に定めると

ころによる。 

４ 規程第３０４条第１項第３号ｂに規定す

る債務超過の取扱いは、次の各号に定める

ところによる。 

（１） 規程第３０４条第１項第３号ｂに

規定する債務超過とは、連結貸借対照表

又は四半期連結貸借対照表（比較情報を

除く。以下この項において同じ。）に基

づいて算定される純資産の額（連結財務

諸表規則又は四半期連結財務諸表規則の

規定により作成された連結貸借対照表又

は四半期連結貸借対照表の純資産の部の

合計額に、連結財務諸表規則第４５条の

２第１項又は四半期連結財務諸表規則第

６０条第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記さ

れる非支配株主持分を控除して得た額を

いう。以下この項において同じ。）が負

である場合をいい、上場会社が連結財務

諸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（比較情報

を除く。以下この項において同じ。）に

基づいて算定される純資産の額（財務諸

表等規則又は四半期財務諸表等規則の規

定により作成された貸借対照表又は四半

期貸借対照表の純資産の部の合計額に、

財務諸表等規則第５４条の３第１項又は

（１） 規程第３０４条第１項第３号ｂに

規定する債務超過とは、連結貸借対照表

又は四半期連結貸借対照表（比較情報を

除く。以下この項において同じ。）に基

づいて算定される純資産の額（連結財務

諸表規則又は四半期連結財務諸表規則の

規定により作成された連結貸借対照表又

は四半期連結貸借対照表の純資産の部の

合計額に、連結財務諸表規則第４５条の

２第１項又は四半期連結財務諸表規則第

６０条第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記さ

れる新株予約権及び非支配株主持分を控

除して得た額をいう。以下この項におい

て同じ。）が負である場合をいい、上場

会社が連結財務諸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（比較情報を除く。以下この項にお

いて同じ。）に基づいて算定される純資

産の額（財務諸表等規則又は四半期財務

諸表等規則の規定により作成された貸借

対照表又は四半期貸借対照表の純資産の

部の合計額に、財務諸表等規則第５４条
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四半期財務諸表等規則第５３条第１項に

規定する準備金等を加えて得た額をい

う。以下この項において同じ。）が負で

ある場合をいう。ただし、上場会社がＩ

ＦＲＳ任意適用会社である場合又は連結

財務諸表規則第９４条若しくは同規則第

９５条の規定の適用を受ける場合は、当

該連結貸借対照表又は当該四半期連結貸

借対照表に基づいて算定される純資産の

額（上場会社が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は当該貸借対照表又は

当該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（当取引所が必要

と認めるものに限る。）を除外した額を

いう。）が負である場合をいう。 

の３第１項又は四半期財務諸表等規則第

５３条第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記さ

れる新株予約権を控除して得た額をい

う。以下この項において同じ。）が負で

ある場合をいう。ただし、上場会社がＩ

ＦＲＳ任意適用会社である場合又は連結

財務諸表規則第９４条若しくは同規則第

９５条の規定の適用を受ける場合は、当

該連結貸借対照表又は当該四半期連結貸

借対照表に基づいて算定される純資産の

額（上場会社が連結財務諸表を作成すべ

き会社でない場合は当該貸借対照表又は

当該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（当取引所が必要

と認めるものに限る。）を除外した額を

いう。）が負である場合をいう。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（変更上場申請の取扱い） （変更上場申請の取扱い） 

第３０８条 規程第３０６条第１項本文に規

定する変更上場申請の取扱いは次の各号の

とおりとする。 

第３０８条 規程第３０６条第１項に規定す

る変更上場申請の取扱いは次の各号のとお

りとする。 

（１） 上場内国会社は、株式の併合を行

う場合には、あらかじめ変更上場申請を

行うものとする。 

（１） 上場内国会社は、株式の併合を行

う場合には、当該変更上場日の４週間前

の日までに（株式の併合に係る取締役会

決議が当該変更上場日の４週間前の日よ

り後に行われた場合にあっては、当該決

議後直ちに）、変更上場申請を行うもの

とする。 

（２） 上場会社は、自己株式消却決議を

行った場合には、遅滞なく当該自己株式

消却決議に係る株式数について、変更上

場申請を行うものとする。この場合にお

いて、当取引所は、当該自己株式消却決

議に基づき消却された株券等の数につい

て当該上場会社からの通知を受け確認し

たときは、当該上場会社の上場株券等の

数を減少させる変更上場を行うものとす

る。 

（２） 上場会社は、自己株式消却決議を

行った場合には、遅滞なく当該自己株式

消却決議に係る株式数について、変更上

場申請を行うものとする。この場合にお

いて、当取引所は、当該自己株式消却決

議に基づき消却された株券等の数及び所

有する自己株式の数について当該上場会

社からの通知を受け確認したときは、当

該上場会社の上場株券等の数を減少させ

る変更上場を行うものとする。 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

  

（一部指定の形式要件の取扱い） （一部指定の形式要件の取扱い） 

第３１０条 規程第３０８条第１号に規定す

る株主数並びに同条第２号に規定する流通

株式の数及び上場株券等の数については、

第３１０条 規程第３０８条第１号に規定す

る株主数並びに同条第２号に規定する流通

株式の数及び上場株券等の数については、
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次の各号のとおり取り扱うものとする。 次の各号のとおり取り扱うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第２１２条第１項第３号の規定

は、規程第３０８条第１号に規定する株

主数の算定について準用する。 

（３） 第２１２条第１項第３号の規定

は、規程第３０８条第２号ｂに規定する

株主数の算定について準用する。 

（４）～（７） （略） （４）～（７） （略） 

２ 規程第３０８条第２号ｂに規定する流通

株式の時価総額とは、次の各号に掲げる区

分に従い、当該各号に定める価格に、前項

に従い算定する流通株式の数を乗じて得た

額をいう。 

２ 規程第３０８条第２号ａの（ｂ）に規定

する流通株式の時価総額とは、次の各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定める価格

に、前項に従い算定する流通株式の数を乗

じて得た額をいう。 

（１） 公募又は売出しを行う場合 （１） 公募又は売出しを行う場合 

当該公募又は売出しの見込み価格と当取

引所が市場第一部銘柄の指定を承認する日

の２営業日前の日以前１か月間における当

該株券等の最低価格（当取引所の売買立会

における日々の最終価格のうち最低の価格

（外国会社の場合には、これに相当する価

格）をいう。次号において同じ。）のいず

れか低い価格 

  当該公募又は売出しの見込み価格と当取

引所が市場第一部銘柄の指定を承認する日

の前々日以前１か月間における当該株券等

の最低価格（当取引所の売買立会における

日々の最終価格のうち最低の価格（外国会

社の場合には、これに相当する価格）をい

う。次号において同じ。）のいずれか低い

価格 

（２） 前号以外の場合 （２） 前号以外の場合 

当取引所が市場第一部銘柄の指定を承認

する日の２営業日前の日以前１か月間にお

ける当該株券等の最低価格 

当取引所が市場第一部銘柄の指定を承認

する日の前々日以前１か月間における当該

株券等の最低価格 

（削る） ３ 規程第３０８条第３号に規定する売買高

の取扱いは、次の各号に定めるところによ

る。 

 （１） 規程第３０８条第３号に規定する

最近３か月間及びその前３か月間のそれ

ぞれの期間における月平均売買高とは、

一部指定申請日を含む月の前月の末日以

前６か月間を前半３か月間及び後半３か

月間に区分したそれぞれの期間における

当該銘柄（当該銘柄に係る新たに発行さ

れた株券等を含む。）の市場内売買の売

買高合計の月割高をいう。 

 （２） 上場外国会社（重複上場の場合に

限る。）が当該銘柄（当該銘柄に係る新

たに発行された株券等を含む。）の外国

金融商品取引所等における売買高を記載

した書面を当取引所に提出した場合に

は、前号に規定する市場内売買の売買高

に代えて、当該外国金融商品取引所等に

おける売買高に基づき、規程第３０８条

第３号に規定する売買高を算定すること

ができるものとする。 

 （３） 一部指定申請日を含む月の前月の

末日以前６か月以内に１単位当たりの株
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券等の数が変更されている場合には、当

該変更前については当該変更前の１単位

当たりの株券等の数、当該変更後につい

ては当該変更後の１単位当たりの株券等

の数に基づき、規程第３０８条第３号に

規定する売買高を算定するものとする。 

３ （略） ４ （略） 

４ 規程第３０８条第５号に規定する純資産

の額の取扱いは、次の各号に定めるところ

による。 

５ 第２１２条第５項の規定は、規程第３０

８条第５号に規定する純資産の額について

準用する。この場合において、同項中「新

規上場申請日の属する事業年度の初日以後

に新規上場申請者が「新規上場申請のため

の四半期報告書」又は四半期報告書を作成

した場合」とあるのは、「一部指定申請日

の属する事業年度の初日（一部指定申請日

がその直前事業年度の末日から起算して１

か月以内である場合には、当該直前事業年

度の初日）以後に市場第一部銘柄への指定

を申請する者が四半期報告書を作成した場

合」と、「「新規上場申請のための四半期

報告書」又は四半期報告書」とあるのは

「四半期報告書」と、「「新規上場申請の

ための有価証券報告書」」とあるのは「直

近の有価証券報告書」とそれぞれ読み替え

るものとする。 

（１） 第２１２条第４項の規定は、規程

第３０８条第５号に規定する純資産の額

について準用する。この場合において、

同項中「新規上場申請日の属する事業年

度の初日以後に新規上場申請者が「新規

上場申請のための四半期報告書」又は四

半期報告書を作成した場合」とあるの

は、「一部指定申請日の属する事業年度

の初日（一部指定申請日がその直前事業

年度の末日から起算して１か月以内であ

る場合には、当該直前事業年度の初日）

以後に市場第一部銘柄への指定を申請す

る者が四半期報告書を作成した場合」

と、「「新規上場申請のための四半期報

告書」又は四半期報告書」とあるのは

「四半期報告書」と、「「新規上場申請

のための有価証券報告書」」とあるのは

「直近の有価証券報告書」とそれぞれ読

み替えるものとする。 

（新設） 

（２） 前号の規定において準用する第２

１２条第４項第２号の場合において、第

２０６条第９号の２に定める四半期貸借

対照表のうち直近の四半期貸借対照表に

基づいて算定される純資産の額（四半期

財務諸表等規則の規定により作成された

（新設） 
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四半期貸借対照表の純資産の部の合計額

に、同規則第５３条第１項に規定する準

備金等を加えて得た額をいう。以下この

項において同じ。）が負でないことを要

するものとする。 

（３） 前号の規定は第１号の規定におい

て準用する第２１２条第４項第１号ｂの

場合について準用する。この場合におい

て、前号中、「四半期財務諸表等規則」

とあるのは「財務諸表等規則」と、「同

規則第５３条第１項に規定する準備金

等」とあるのは「同規則第５４条の３第

１項に規定する準備金等」とそれぞれ読

み替えるものとする。 

（新設） 

５ 規程第３０８条第６号に規定する利益の

額又は売上高の取扱いは、次の各号に定め

るところによる。 

６ 規程第３０８条第６号に規定する利益の

額又は時価総額の取扱いは、次の各号に定

めるところによる。 

（１） 第２１２条第５項第１号から第１

４号までの規定は、規程第３０８条第６

号に規定する利益の額について準用す

る。この場合において、同項中「新規上

場申請日の属する事業年度の初日」とあ

るのは「一部指定申請日の属する事業年

度の初日（一部指定申請日がその直前事

業年度の末日から起算して１か月以内で

ある場合には、当該直前事業年度の初

日）」と、「新規上場申請日の直前事業

年度の末日」とあるのは「一部指定申請

日の直前事業年度の末日（一部指定申請

日がその直前事業年度の末日から起算し

て１か月以内である場合には、当該直前

事業年度の前事業年度の末日」とそれぞ

れ読み替えるものとする。 

（１） 第２１２条第６項第１号から第３

号まで及び第７号から第１４号までの規

定は、規程第３０８条第６号に規定する

利益の額又は時価総額について準用す

る。この場合において、同項中「新規上

場申請日の属する事業年度の初日」とあ

るのは「一部指定申請日の属する事業年

度の初日（一部指定申請日がその直前事

業年度の末日から起算して１か月以内で

ある場合には、当該直前事業年度の初

日）」と、「新規上場申請日の直前事業

年度の末日」とあるのは「一部指定申請

日の直前事業年度の末日（一部指定申請

日がその直前事業年度の末日から起算し

て１か月以内である場合には、当該直前

事業年度の前事業年度の末日」とそれぞ

れ読み替えるものとする。 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

（６） 第２１２条第５項第７号から第１

１号まで、第１２号前段及び第１３号か

ら第１４号までの規定は、規程第３０８

条第６号ｂに規定する売上高について準

用する。この場合において、同項中「利

益の額」とあるのは「売上高」と、「新

規上場申請日の属する事業年度の初日」

とあるのは「一部指定申請日の属する事

業年度の初日（一部指定申請日がその直

前事業年度の末日から起算して１か月以

内である場合には、当該直前事業年度の

初日）」と、「第１号から第３号まで」

とあるのは「第３１０条第５項第４号及

び第５号」と、「基づいて算定される利

（新設） 
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益の額」とあるのは「掲記される売上

高」と、「第３号に規定する」とあるの

は「第３１０条第５項第５号に規定す

る」と、「新規上場申請日の直前事業年

度の末日」とあるのは「一部指定申請日

の直前事業年度の末日（一部指定申請日

がその直前事業年度の末日から起算して

１か月以内である場合には、当該直前事

業年度の前事業年度の末日」とそれぞれ

読み替えるものとする。 

６ 規程第３０８条第７号に規定する虚偽記

載又は不適正意見等の取扱いは、次の各号

に定めるところによる。 

７ 規程第３０８条第７号に規定する虚偽記

載又は不適正意見等の取扱いは、次の各号

に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第２１２条第６項第１号、第２号

及び第５号の規定は、規程第３０８条第

７号の場合について準用する。 

（２） 第２１２条第７項第１号、第２号

及び第５号の規定は、規程第３０８条第

７号の場合について準用する。 

  

（指定替えの要件及び時期） （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。 

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 規程第３１１条第１項第１号に規定

する１年以内に８００人以上とならな

いとき又は同項第２号ａに規定する１

年以内に１万単位以上とならないとき

とは、審査対象事業年度の末日の翌日

から起算して１年を経過する日（当該

１年を経過する日が上場会社の事業年

度の末日に当たらないときは、当該１

年を経過する日後最初に到来する事業

年度の末日）までの期間（以下この項

及び次項において「猶予期間」とい

う。）内において８００人以上となら

ないとき又は１万単位以上とならない

ときをいう。 

ａ 規程第３１１条第１項第１号に規定

する１年以内に２，０００人以上とな

らないとき又は同項第２号ａに規定す

る１年以内に１万単位以上とならない

ときとは、審査対象事業年度の末日の

翌日から起算して１年を経過する日

（当該１年を経過する日が上場会社の

事業年度の末日に当たらないときは、

当該１年を経過する日後最初に到来す

る事業年度の末日）までの期間（以下

この項及び次項において「猶予期間」

という。）内において２，０００人以

上とならないとき又は１万単位以上と

ならないときをいう。 

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８００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

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
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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、８００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。 

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。 

（ａ） 基準日等現在における株主数

が８００人以上となったと認められ

るとき。 

（ａ） 基準日等現在における株主数

が２，０００人以上となったと認め

られるとき。 

（ｂ） 株券等の公募若しくは売出し

を行った場合又は数量制限付分売を

行った場合であって、当該株券等の

公募若しくは売出し又は数量制限付

分売の直前の基準日等における株主

数に、当該株券等の公募若しくは売

出し又は数量制限付分売に係る株主

数（数量制限付分売については、当

取引所が認めた人数。）を加算した

人数が８００人以上となったとき。 

（ｂ） 株券等の公募若しくは売出し

を行った場合又は数量制限付分売を

行った場合であって、当該株券等の

公募若しくは売出し又は数量制限付

分売の直前の基準日等における株主

数に、当該株券等の公募若しくは売

出し又は数量制限付分売に係る株主

数（数量制限付分売については、当

取引所が認めた人数。）を加算した

人数が２，０００人以上となったと

き。 

ｇ （略） ｇ （略） 

ｈ 規程第３１１条第１項第１号に規定

する株主数が８００人未満である銘柄

が、猶予期間の最終日の翌日から起算

して３か月を経過する日までに、株式

分割（同時に単元株式数の多い数への

変更を行っている場合には、実質的に

株式分割が行われたと認められるもの

に限る。）又は株式無償割当て（上場

株券等に係る株式と同一の種類の株式

を割り当てるものに限り、同時に単元

株式数の多い数への変更を行っている

場合には、実質的に当該株式無償割当

てが行われたと認められるものに限

る。）を猶予期間の最終日の属する月

の翌月から起算して５か月目の月の初

日までに行うことの決議（監査等委員

会設置会社にあっては、取締役の決定

を含み、指名委員会等設置会社にあっ

ては、執行役の決定を含む。以下この

ｈにおいて同じ。）をした場合であっ

て、当取引所の定める事項を記載した

書類を提出したときは、直前の基準日

ｈ 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、猶予期間の最終日の翌日から

起算して３か月を経過する日までに、

株式分割（同時に単元株式数の多い数

への変更を行っている場合には、実質

的に株式分割が行われたと認められる

ものに限る。）又は株式無償割当て

（上場株券等に係る株式と同一の種類

の株式を割り当てるものに限り、同時

に単元株式数の多い数への変更を行っ

ている場合には、実質的に当該株式無

償割当てが行われたと認められるもの

に限る。）を猶予期間の最終日の属す

る月の翌月から起算して５か月目の月

の初日までに行うことの決議（監査等

委員会設置会社にあっては、取締役の

決定を含み、指名委員会等設置会社に

あっては、執行役の決定を含む。以下

このｈにおいて同じ。）をした場合で

あって、当取引所の定める事項を記載

した書類を提出したときは、直前の基
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等の株主数に当該基準日等における１

単位未満の株券等のみを所有する株主

のうち当該株式分割又は株式無償割当

てにより１単位以上の株券等を所有す

る株主となるべき者の数を加えた人数

が、８００人以上となる場合には、決

議の時（審査対象事業年度の末日以前

に決議した場合には当該審査対象事業

年度の末日とし、猶予期間経過後に決

議した場合には猶予期間の最終日とす

る。）に当該銘柄の株主数が８００人

以上となったものとして取り扱うもの

とする。 

準日等の株主数に当該基準日等におけ

る１単位未満の株券等のみを所有する

株主のうち当該株式分割又は株式無償

割当てにより１単位以上の株券等を所

有する株主となるべき者の数を加えた

人数が、２，０００人以上となる場合

には、決議の時（審査対象事業年度の

末日以前に決議した場合には当該審査

対象事業年度の末日とし、猶予期間経

過後に決議した場合には猶予期間の最

終日とする。）に当該銘柄の株主数が

２，０００人以上となったものとして

取り扱うものとする。 

ｉ 規程第３１１条第１項第１号に規定

する株主数が８００人未満である銘柄

が、猶予期間の最終日の翌日から起算

して３か月を経過する日までに、単元

株式数の少ない数への変更を猶予期間

の最終日の属する月の翌月から起算し

て５か月目の月の初日までに行うこと

の決議（監査等委員会設置会社にあっ

ては、取締役の決定を含み、指名委員

会等設置会社にあっては、執行役の決

定を含み、当該変更を行う旨を株主総

会に付議する場合には当該株主総会の

決議をいう。以下このｉにおいて同

じ。）をした場合であって、当取引所

の定める事項を記載した書類を提出し

たときは、直前の基準日等の株主数に

当該基準日等における１単位未満の株

券等のみを所有する株主のうち当該単

元株式数の変更により１単位以上の株

券等を所有する株主となるべき者の数

を加えた人数が、８００人以上となる

場合には、決議の時（審査対象事業年

度の末日以前に決議した場合には当該

審査対象事業年度の末日とし、猶予期

間経過後に決議した場合には猶予期間

の最終日とする。）に当該銘柄の株主

数が８００人以上となったものとして

取り扱うものとする。 

ｉ 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、猶予期間の最終日の翌日から

起算して３か月を経過する日までに、

単元株式数の少ない数への変更を猶予

期間の最終日の属する月の翌月から起

算して５か月目の月の初日までに行う

ことの決議（監査等委員会設置会社に

あっては、取締役の決定を含み、指名

委員会等設置会社にあっては、執行役

の決定を含み、当該変更を行う旨を株

主総会に付議する場合には当該株主総

会の決議をいう。以下このｉにおいて

同じ。）をした場合であって、当取引

所の定める事項を記載した書類を提出

したときは、直前の基準日等の株主数

に当該基準日等における１単位未満の

株券等のみを所有する株主のうち当該

単元株式数の変更により１単位以上の

株券等を所有する株主となるべき者の

数を加えた人数が、２，０００人以上

となる場合には、決議の時（審査対象

事業年度の末日以前に決議した場合に

は当該審査対象事業年度の末日とし、

猶予期間経過後に決議した場合には猶

予期間の最終日とする。）に当該銘柄

の株主数が２，０００人以上となった

ものとして取り扱うものとする。 

ｊ （略） ｊ （略） 

 （２）（略） （２）（略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する

債務超過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。 

５ 規程第３１１条第１項第５号に規定する

債務超過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） 債務超過の取扱い （１） 債務超過の取扱い 
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ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定

する債務超過の状態とは、連結貸借対

照表（比較情報を除く。以下この項に

おいて同じ。）に基づいて算定される

純資産の額（連結財務諸表規則の規定

により作成された連結貸借対照表の純

資産の部の合計額に、同規則第４５条

の２第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記

される非支配株主持分を控除して得た

額をいう。以下この項において同

じ。）が負である場合をいい、上場会

社が連結財務諸表を作成すべき会社で

ない場合は貸借対照表（比較情報を除

く。以下この項において同じ。）に基

づいて算定される純資産の額（財務諸

表等規則の規定により作成された貸借

対照表の純資産の部の合計額に、同規

則第５４条の３第１項に規定する準備

金等を加えて得た額をいう。以下この

項において同じ。）が負である場合を

いう。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任

意適用会社である場合又は連結財務諸

表規則第９４条若しくは同規則第９５

条の規定の適用を受ける場合は、当該

連結貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額（上場会社が連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合は当該貸

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（当取引所が必要と認め

るものに限る。）を除外した額をい

う。）が負である場合をいう。 

ａ 規程第３１１条第１項第５号に規定

する債務超過の状態とは、連結貸借対

照表（比較情報を除く。以下この項に

おいて同じ。）に基づいて算定される

純資産の額（連結財務諸表規則の規定

により作成された連結貸借対照表の純

資産の部の合計額に、同規則第４５条

の２第１項に規定する準備金等を加え

て得た額から、当該純資産の部に掲記

される新株予約権及び非支配株主持分

を控除して得た額をいう。以下この項

において同じ。）が負である場合をい

い、上場会社が連結財務諸表を作成す

べき会社でない場合は貸借対照表（比

較情報を除く。以下この項において同

じ。）に基づいて算定される純資産の

額（財務諸表等規則の規定により作成

された貸借対照表の純資産の部の合計

額に、同規則第５４条の３第１項に規

定する準備金等を加えて得た額から、

当該純資産の部に掲記される新株予約

権を控除して得た額をいう。以下この

項において同じ。）が負である場合を

いう。ただし、上場会社がＩＦＲＳ任

意適用会社である場合又は連結財務諸

表規則第９４条若しくは同規則第９５

条の規定の適用を受ける場合は、当該

連結貸借対照表に基づいて算定される

純資産の額（上場会社が連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合は当該貸

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（当取引所が必要と認め

るものに限る。）を除外した額をい

う。）が負である場合をいう。 

ｂ （略） ｂ （略） 

ｃ 規程第３１１条第１項第５号に規定

する施行規則で定める場合とは、次の

（ａ）又は（ｂ）に定める場合をい

う。 

（新設） 

（ａ） 審査対象事業年度の末日以前

３か月間の平均時価総額（当取引所

の売買立会における当該株券等の

日々の最終価格に、その日の上場株

券等の数（第３１１条第４項第１号

に定める上場株券等の数をいう。以

下この項において同じ。）を乗じて

得た額の平均（複数の種類の株券等

を上場している場合は、当該株券等

の種類ごとに算定した額を合算す
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る。）に、当該上場会社が発行する

その他のすべての株式（国内の金融

商品取引所に上場されているもの又

は外国金融商品取引所等において上

場若しくは継続的に取引されている

ものに限る。）に係る時価総額の平

均（当取引所が定めるところにより

算定する。）を加えた額をいう。）

が１，０００億円以上である場合で

あって、規程第４０８条の２に定め

る期限までに同条に定める開示を行

っているとき 

（ｂ） 法律の規定に基づく再生手続

若しくは更生手続、産業競争力強化

法（平成２５年法律第９８号。以下

「産競法」という。）第２条第１６

項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施

された場合における産競法第５２条

に規定する特例の適用を受ける特定

調停手続による場合も含む。）又は

私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイド

ライン」に基づく整理を行うことに

より、債務超過の状態でなくなるこ

とを計画している場合（当取引所が

適当と認める場合に限る。） 

 

ｄ 前ｃの（ｂ）に規定する当取引所が

適当と認める場合に適合するかどうか

の審査は、審査対象事業年度の末日か

ら起算して３か月以内に、再建計画

（前ｃの（ｂ）に定める債務超過の状

態でなくなるための経営計画を含

む。）を公表している上場会社を対象

とし、上場会社が提出する当該再建計

画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定め

る書面に基づき行うものとする。 

ｃ 規程第３１１条第１項第５号ただし

書に規定する当取引所が適当と認める

場合に適合するかどうかの審査は、審

査対象事業年度に係る決算（上場会社

が連結財務諸表を作成すべき会社であ

る場合には連結会計年度、連結財務諸

表を作成すべき会社でない場合には事

業年度に係る決算とする。）の内容を

規程第４０４条の定めるところにより

開示するまでの間において、再建計画

（規程第３１１条第１項第５号ただし

書に定める１年以内に債務超過の状態

でなくなるための経営計画を含む。）

を公表している上場会社を対象とし、

上場会社が提出する当該再建計画並び

に次の（ａ）及び（ｂ）に定める書面

に基づき行うものとする。 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

（市場変更の形式要件の取扱い） （市場変更の形式要件の取扱い） 

第３１３条の２ 第２１２条第４項の規定 第３１３条の２ 第２１２条第５項の規定
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は、規程第３１３条の規定において準用す

る規程第２０５条第５号に規定する純資産

の額について準用する。この場合におい

て、同項中「新規上場申請日の属する事業

年度の初日以後に新規上場申請者が「新規

上場申請のための四半期報告書」又は四半

期報告書を作成した場合」とあるのは、

「市場変更申請日の属する事業年度の初日

（市場変更申請日がその直前事業年度の末

日から起算して１か月以内である場合に

は、当該直前事業年度の初日）以後に上場

市場変更申請者が四半期報告書を作成した

場合」と、「「新規上場申請のための四半

期報告書」又は四半期報告書」とあるのは

「四半期報告書」と、「「新規上場申請の

ための有価証券報告書」」とあるのは「直

近の有価証券報告書」とそれぞれ読み替え

るものとする。 

は、規程第３１３条の規定において準用す

る規程第２０５条第５号に規定する純資産

の額について準用する。この場合におい

て、同項中「新規上場申請日の属する事業

年度の初日以後に新規上場申請者が「新規

上場申請のための四半期報告書」又は四半

期報告書を作成した場合」とあるのは、

「市場変更申請日の属する事業年度の初日

（市場変更申請日がその直前事業年度の末

日から起算して１か月以内である場合に

は、当該直前事業年度の初日）以後に上場

市場変更申請者が四半期報告書を作成した

場合」と、「「新規上場申請のための四半

期報告書」又は四半期報告書」とあるのは

「四半期報告書」と、「「新規上場申請の

ための有価証券報告書」」とあるのは「直

近の有価証券報告書」とそれぞれ読み替え

るものとする。 

２ 第２１２条第５項の規定は、規程第３１

３条の規定において準用する規程第２０５

条第６号に規定する利益の額について準用

する。この場合において、同項中「新規上

場申請日の属する事業年度の初日」とある

のは「市場変更申請日の属する事業年度の

初日（市場変更申請日がその直前事業年度

の末日から起算して１か月以内である場合

には、当該直前事業年度の初日）」と、

「新規上場申請日の直前事業年度の末日」

とあるのは「市場変更申請日の直前事業年

度の末日（市場変更申請日がその直前事業

年度の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の前事業年度

の末日」とそれぞれ読み替えるものとす

る。 

２ 第２１２条第６項の規定は、規程第３１

３条の規定において準用する規程第２０５

条第６号に規定する利益の額又は時価総額

について準用する。この場合において、同

項中「新規上場申請日の属する事業年度の

初日」とあるのは「市場変更申請日の属す

る事業年度の初日（市場変更申請日がその

直前事業年度の末日から起算して１か月以

内である場合には、当該直前事業年度の初

日）」と、「新規上場申請日の直前事業年

度の末日」とあるのは「市場変更申請日の

直前事業年度の末日（市場変更申請日がそ

の直前事業年度の末日から起算して１か月

以内である場合には、当該直前事業年度の

前事業年度の末日」とそれぞれ読み替える

ものとする。 

３ 第２１２条第６項の規定は、規程第３１

３条の規定において準用する規程第２０５

条第７号に規定する虚偽記載又は不適正意

見等について準用する。この場合におい

て、同項中「新規上場申請日の直前事業年

度の末日」とあるのは「市場変更申請日の

直前事業年度の末日（市場変更申請日がそ

の直前事業年度の末日から起算して１か月

以内である場合には、当該直前事業年度の

前事業年度の末日」と読み替えるものとす

る。 

３ 第２１２条第７項の規定は、規程第３１

３条の規定において準用する規程第２０５

条第７号に規定する虚偽記載又は不適正意

見等について準用する。この場合におい

て、同項中「新規上場申請日の直前事業年

度の末日」とあるのは「市場変更申請日の

直前事業年度の末日（市場変更申請日がそ

の直前事業年度の末日から起算して１か月

以内である場合には、当該直前事業年度の

前事業年度の末日」と読み替えるものとす

る。 

  

第３款 ＪＡＳＤＡＱスタンダードへの上場

市場の変更 

第３款 ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更 
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（上場市場の変更申請の取扱い） （上場市場の変更申請の取扱い） 

第３１３条の６ （略） 第３１３条の６ （略） 

２ 規程第３１３条の５第４項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定め

る書類をいう。 

２ 規程第３１３条の５第４項に規定する施

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定め

る書類をいう。 

（１） 内国会社 （１） 内国会社 

次のａからｄまでに掲げる書類 次のａからｄまでに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、

第７号、第１０号、第２１号及び第２

７号に掲げる書類に準ずる書類 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、

第７号、第１０号及び第２７号に掲げ

る書類に準ずる書類 

ｃ 第２２９条の３第１項第３号から第

５号までに掲げる書類に準ずる書類 

ｃ 第２２９条の３第１項第３号から第

６号までに掲げる書類に準ずる書類 

ｄ （略） ｄ （略） 

（２） 外国会社 （２） 外国会社 

次のａからｄまでに掲げる書類 次のａからｄまでに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、

第７号及び第２１号並びに同条第２項

第４号から第６号まで及び第８号に掲

げる書類に準ずる書類。ただし、同条

第１項第１号については、取締役会に

おいて新規上場申請を決議したことを

証する書面とし、重複上場の場合には

同条第１項第２１号に掲げる書類の添

付を要しない。 

ｂ 第２０４条第１項第１号第６号及び

第７号並びに同条第２項第４号から第

６号まで及び第８号に掲げる書類に準

ずる書類。ただし、同条第１項第１号

については、取締役会において新規上

場申請を決議したことを証する書面。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

 （市場変更の形式要件の取扱い） 

第３１３条の７ 削除 第３１３条の７ 第２１２条第５項（同項第

３号に規定する要件を除く。）の規定は、

規程第３１３条の７第１項の規定において

準用する規程第２１６条の３第３号及び規

程第２１６条の６第１号に規定する純資産

の額について準用する。この場合におい

て、同項中「新規上場申請日の属する事業

年度の初日以後に新規上場申請者が「新規

上場申請のための四半期報告書」又は四半

期報告書を作成した場合」とあるのは、

「市場変更申請日の属する事業年度の初日

（市場変更申請日がその直前事業年度の末

日から起算して１か月以内である場合に

は、当該直前事業年度の初日）以後に上場

市場変更申請者が四半期報告書を作成した

場合」と、「「新規上場申請のための四半
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期報告書」又は四半期報告書」とあるのは

「四半期報告書」と、「「新規上場申請の

ための有価証券報告書」」とあるのは「直

近の有価証券報告書」と、それぞれ読み替

えるものとする。 

 ２ 第２１２条第６項の規定は、規程第３１

３条の７第１項の規定において準用する規

程第２１６条の３第４号に規定する利益の

額又は時価総額について準用する。この場

合において、同項中「新規上場申請日の属

する事業年度の初日」とあるのは「市場変

更申請日の属する事業年度の初日（市場変

更申請日がその直前事業年度の末日から起

算して１か月以内である場合には、当該直

前事業年度の初日）」と、「新規上場申請

日の直前事業年度の末日」とあるのは「市

場変更申請日の直前事業年度の末日（市場

変更申請日がその直前事業年度の末日から

起算して１か月以内である場合には、当該

直前事業年度の前事業年度の末日」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。 

  

（標準市場変更審査期間） （標準市場変更審査期間） 

第３１３条の８ 規程第３１３条の７第３項

に規定する施行規則で定める期間は、当取

引所が上場市場の変更申請を受理してから

３か月とする。 

第３１３条の８ 規程第３１３条の７第３項

に規定する施行規則で定める期間は、当取

引所が上場市場の変更申請を受理してから

２か月とする。 

  

（吸収合併等の場合の上場市場の変更の取扱

い） 

（吸収合併等の場合の上場市場の変更の取

扱い） 

第３１４条 （略） 第３１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第３１４条第３項に規定する施行規

則で定める行為とは、第６０１条第８項第

１号に定める行為をいう。この場合におい

て、同号中「非上場会社」とあるのは「Ｊ

ＡＳＤＡＱ以外の市場に上場している上場

会社」と読み替える。 

（新設） 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ 規程第３１４条第１項から第４項までに

規定する施行規則で定める基準とは、同条

第１項については規程第２１２条、規程第

２１３条及び規程第２１４条第１項に準じ

た基準、規程第３１４条第２項及び第４項

については規程第２０５条、規程第２０６

条及び規程第２０７条第１項に準じた基

準、規程第３１４条第３項については規程

５ 規程第３１４条第１項から第４項までに

規定する施行規則で定める基準とは、同条

第１項については規程第２１２条、規程第

２１３条及び規程第２１４条第１項に準じ

た基準、規程第３１４条第２項及び第４項

については規程第２０５条、規程第２０６

条及び規程第２０７条第１項に準じた基

準、規程第３１４条第３項については規程
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第２１６条の３、規程第２１６条の４及び

規程第２１６条の５第１項に準じた基準を

いうものとする。 

第２１６条の３、規程第２１６条の４及び

規程第２１６条の５第１項、規程第２１６

条の６、規程第２１６条の７及び規程第２

１６条の８第１項に準じた基準をいうもの

とする。 

７ （略） ６ （略） 

  

（上場市場の変更の場合の一部指定の取扱

い） 

（上場市場の変更の場合の一部指定の取扱

い） 

第３１５条 第３１０条第１項の規定は、規

程第３１５条第１項の規定において適用す

る規程第３０８条第１号に規定する株主数

及び同条第２号に規定する流通株式の数の

取扱いについて準用する。この場合におい

て、「市場第一部銘柄指定基準に関する株

券等の分布状況表」とあるのは「株券等の

分布状況表」と読み替える。 

第３１５条 第３１０条第１項の規定は、規

程第３１５条第１項の規定において適用す

る規程第３０８条第１号に規定する株主数

並びに同条第２号に規定する流通株式の数

及び上場株券等の数の取扱いについて準用

する。この場合において、「市場第一部銘

柄指定基準に関する株券等の分布状況表」

とあるのは「株券等の分布状況表」と読み

替える。 

２ 規程第３１５条第１項の規定において適

用する規程第３０８条第２号ｂに規定する

流通株式の時価総額とは、次の各号に掲げ

る上場市場変更申請者の区分に従い当該各

号に定める価格に、前項の規定により算定

する流通株式の数を乗じて得た額をいう。 

２ 規程第３１５条第１項の規定において適

用する規程第３０８条第２号に規定する流

通株式の時価総額とは、次の各号に掲げる

上場市場変更申請者の区分に従い当該各号

に定める価格に、前項の規定により算定す

る流通株式の数を乗じて得た額をいう。 

（１） 当該上場市場変更申請者が上場市

場変更申請に係る公募又は売出しを行う

場合 

（１） 当該上場市場変更申請者が上場市

場変更申請に係る公募又は売出しを行う

場合 

当該公募又は売出しの見込み価格と当

取引所が上場市場の変更を承認する日の

２営業日前の日以前１か月間における当

該株券等の最低価格（当取引所の売買立

会における日々の最終価格のうち最低の

価格（外国会社の場合には、これに相当

する価格）をいう。次号において同

じ。）のいずれか低い価格 

当該公募又は売出しの価格と当該上場

市場変更申請者の上場市場変更申請に係

る株券等の当該公募又は売出しの価格を

決定した日以前１か月間における当該株

券等の最低価格（当取引所の売買立会に

おける日々の最終価格のうち最低の価格

（外国会社の場合には、これに相当する

価格）をいう。次号において同じ。）の

いずれか低い価格 

（２） 前号以外の場合 （２） 前号以外の場合 

当取引所が上場市場の変更を承認する

日の２営業日前の日以前１か月間におけ

る当該株券等の最低価格 

当取引所が当該上場市場変更申請者の

上場市場変更申請に係る株券等の上場市

場の変更を承認する日の前々日以前１か

月間における当該株券等の最低価格 

３ （略） ３ （略） 

  

（スタンダードへの内訳区分の変更申請の

取扱い） 

（内訳区分の変更申請の取扱い） 

第３１５条の２ （略） 第３１５条の２ （略） 

２ 規程第３１５条の２第４項に規定する施 ２ 規程第３１５条の２第４項に規定する施
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行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定め

る書類をいう。 

行規則で定める書類とは、次の各号に掲げ

る上場会社の区分に従い、当該各号に定め

る書類をいう。 

（１） 内国会社 （１） 内国会社 

次のａからｄまでに掲げる書類 次のａからｄまでに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、

第７号、第１０号、第２１号及び第２

７号に掲げる書類に準ずる書類 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、

第７号、第１０号及び第２７号に掲げ

る書類に準ずる書類 

ｃ 第２２９条の３第１項第３号から第

５号までに掲げる書類に準ずる書類 

ｃ 第２２９条の３第１項第３号から第

６号までに掲げる書類に準ずる書類 

ｄ （略） ｄ （略） 

（２） 外国会社 （２） 外国会社 

次のａからｄまでに掲げる書類 次のａからｄまでに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第２０４条第１項第１号、第６号、

第７号及び第２１号並びに同条第２項

第４号から第６号まで及び第８号に掲

げる書類に準ずる書類。ただし、第２

０４条第１項第１号については、取締

役会において新規上場申請を決議した

ことを証する書面とし、重複上場の場

合には同条第１項第２１号に掲げる書

類の添付を要しない。 

ｂ 第２０４条第１項第１号第６号及び

第７号並びに同条第２項第４号から第

６号まで及び第８号に掲げる書類に準

ずる書類。ただし、第２０４条第１項

第１号については、取締役会において

新規上場申請を決議したことを証する

書面。 

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略） 

  

（スタンダードへの内訳区分の変更の形式

要件の取扱い） 

（内訳区分の変更申請の取扱い） 

第３１５条の３ 第２１２条第４項の規定

は、規程第３１５条の４の規定において準

用する規程第２１６条の３の規定において

適用する規程２０５条第５号に規定する純

資産の額について準用する。この場合にお

いて、同項中「新規上場申請日の属する事

業年度の初日以後に新規上場申請者が「新

規上場申請のための四半期報告書」又は四

半期報告書を作成した場合」とあるのは、

「内訳区分変更申請日の属する事業年度の

初日（内訳区分変更申請日がその直前事業

年度の末日から起算して１か月以内である

場合には、当該直前事業年度の初日）以後

に内訳区分変更申請者が四半期報告書を作

成した場合」と、「「新規上場申請のため

の四半期報告書」又は四半期報告書」とあ

るのは「四半期報告書」と、「「新規上場

申請のための有価証券報告書」」とあるの

は「直近の有価証券報告書」と、それぞれ

第３１５条の３ 第２１２条第５項（同項第

３号に規定する要件を除く。）の規定は、

規程第３１５条の４及び規程第３１５条の

５の規定において準用する規程第２１６条

の３第３号及び規程第２１６条の６第１号

に規定する純資産の額について準用する。

この場合において、同項中「新規上場申請

日の属する事業年度の初日以後に新規上場

申請者が「新規上場申請のための四半期報

告書」又は四半期報告書を作成した場合」

とあるのは、「内訳区分変更申請日の属す

る事業年度の初日（内訳区分変更申請日が

その直前事業年度の末日から起算して１か

月以内である場合には、当該直前事業年度

の初日）以後に内訳区分変更申請者が四半

期報告書を作成した場合」と、「「新規上

場申請のための四半期報告書」又は四半期

報告書」とあるのは「四半期報告書」と、

「「新規上場申請のための有価証券報告
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読み替えるものとする。 書」」とあるのは「直近の有価証券報告

書」と、それぞれ読み替えるものとする。 

２ 第２１２条第５項の規定は、規程第３１

５条の４の規定において準用する規程第２

１６条の３の規定において適用する規程２

０５条第６号に規定する利益の額について

準用する。この場合において、同項中「新

規上場申請日の属する事業年度の初日」と

あるのは「内訳区分変更申請日の属する事

業年度の初日（内訳区分変更申請日がその

直前事業年度の末日から起算して１か月以

内である場合には、当該直前事業年度の初

日）」と、「新規上場申請日の直前事業年

度の末日」とあるのは「内訳区分変更申請

日の直前事業年度の末日（内訳区分変更申

請日がその直前事業年度の末日から起算し

て１か月以内である場合には、当該直前事

業年度の前事業年度の末日」と、それぞれ

読み替えるものとする。 

２ 第２１２条第６項の規定は、規程第３１

５条の４の規定において準用する規程第２

１６条の３第４号に規定する利益の額又は

時価総額について準用する。この場合にお

いて、同項中「新規上場申請日の属する事

業年度の初日」とあるのは「内訳区分変更

申請日の属する事業年度の初日（内訳区分

変更申請日がその直前事業年度の末日から

起算して１か月以内である場合には、当該

直前事業年度の初日）」と、「新規上場申

請日の直前事業年度の末日」とあるのは

「内訳区分変更申請日の直前事業年度の末

日（内訳区分変更申請日がその直前事業年

度の末日から起算して１か月以内である場

合には、当該直前事業年度の前事業年度の

末日」と、それぞれ読み替えるものとす

る。 

３ 第２１２条第６項の規定は、規程第３１

５条の４の規定において準用する規程第２

１６条の３の規定において適用する規程第

２０５条第７号に規定する虚偽記載又は不

適正意見等について準用する。この場合に

おいて、同項中「新規上場申請日の直前事

業年度の末日」とあるのは「内訳区分変更

申請日の直前事業年度の末日（内訳区分変

更申請日がその直前事業年度の末日から起

算して１か月以内である場合には、当該直

前事業年度の前事業年度の末日」と読み替

えるものとする。 

（新設） 

  

（標準内訳区分変更審査期間） （標準内訳区分変更審査期間） 

第３１５条の４ 規程第３１５条の４第３項

に規定する施行規則で定める期間は、当取引

所がスタンダードへの内訳区分の変更申請を

受理してから３か月とする。 

第３１５条の４ 規程第３１５条の４第３項

に規定する施行規則で定める期間は、当取

引所が内訳区分の変更申請を受理してから

２か月とする。 

  

（吸収合併等の場合の内訳区分の変更の取

扱い） 

（吸収合併等の場合の内訳区分の変更の取

扱い） 

第３１５条の５ （略） 第３１５条の５ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（削る） ６ 規程第３１５条の６第２項に規定する施

行規則で定める基準とは、規程第２１６条

の６、規程第２１６条の７及び規程第２１

６条の８第１項に準じた基準をいうものと

する。 

６ （略） ７ （略） 
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（指定替え、市場変更等の特例の取扱い） （指定替え、市場変更等の特例の取扱い） 

第３１５条の６ 規程第３１５条の８第１項

第２号に規定する施行規則で定める場合と

は、次の各号に掲げる宣誓書の区分に従

い、当該各号に掲げる規定に適合していた

場合をいう。 

第３１５条の６ 規程第３１５条の８第１項

第２号に規定する施行規則で定める場合と

は、次の各号に掲げる宣誓書の区分に従

い、当該各号に掲げる規定に適合していた

場合をいう。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第３１２条第３項の規定によ

り提出した宣誓書 

  規程第３１３条第１項の規定において

準用する規程第２０５条（第７号の２を

除く。）、規程第２０６条及び規程第３

０８条第７号ｃ並びに規程３１５条第１

項 

（２） 規程第３１２条第３項の規定によ

り提出した宣誓書 

  規程第３１３条第１項の規定において

準用する規程第２０５条（第７号の２を

除く。）、規程第２０６条及び規程第３

０８条第７号ｃ並びに規程３１５条第１

項及び第２項 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

（６） 削除 （６） 規程第３１５条の２第３項の規定

により提出したスタンダードからグロー

スへの内訳区分の変更申請に係る宣誓書 

 規程第３１５条の５第１項において準

用する規程第２１６条の６及び規程第２

１６条の７ 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（市場第一部銘柄への指定の申請を行う上

場会社が一部指定日以前に合併等を実施

する予定である場合の特例の取扱い） 

（市場第一部銘柄への指定の申請を行う上

場会社が一部指定日以前に合併等を実施

する予定である場合の特例の取扱い） 

第３１８条 （略） 第３１８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 規程第３１８条第１項の規定の適用を受

けて市場第一部銘柄への指定を申請する上

場会社についての第３１０条第３項の規定

の適用については、同項中「当該上場会

社」とあるのは「当該上場株券等の発行

者」とする。 

５ 規程第３１８条第１項の規定の適用を受

けて市場第一部銘柄への指定を申請する上

場会社についての第３１０条第４項の規定

の適用については、同項中「当該上場会

社」とあるのは「当該上場株券等の発行

者」とする。 

６ （略） ６ （略） 

  

（ＪＡＳＤＡＱスタンダードへの上場市場

の変更申請を行う上場会社が市場変更日

以前に合併等を実施する予定である場合

の特例の取扱い） 

（ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を

行う上場会社が市場変更日以前に合併等

を実施する予定である場合の特例の取扱

い） 

第３２１条 （略） 第３２１条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（スタンダードへ内訳区分の変更申請を行

う上場会社が内訳区分変更日以前に合併

（内訳区分の変更申請を行う上場会社が内

訳区分変更日以前に合併等を実施する予
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等を実施する予定である場合の特例の取

扱い） 

定である場合の特例の取扱い） 

第３２２条 （略） 第３２２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（債務超過の解消に向けた計画等の開示の

取扱い） 

 

第４０８条 第３１１条第５項第１号ａ及び

ｂの規定は規程第４０８条の２に規定する

債務超過の状態について準用する。 

（新設） 

  

（流通株式等の改善に向けた計画の開示の

取扱い） 

 

第４０９条 規程第４０８条の３第１項に規

定する流通株式の数、流通株式の時価総

額、上場株券等の数、株主数の取扱いは次

の各号に定めるところによるものとする。 

（新設） 

（１） 第３１１条第１項第１号ｂ及びｂ

の２の規定は規程第４０８条の３第１項

に規定する流通株式の数、上場株券等の

数及び株主数の算定について準用する。

この場合において、第３１１条第１項第

１号ｂ及びｂの２中「流通株式の数」と

あるのは「流通株式の数及び上場株券等

の数」と読み替える。 

 

（２） 第３１１条第１項第１号ｃの規定

は規程第４０８条の３第１項に規定する

流通株式の数及び株主数の算定について

準用する。 

 

（３） 第３１１条第１項第１号ｄ及びｅ

の規定は規程第４０８条の３第１項第４

号ａに規定する株主数の算定について準

用する。 

 

（４） 第３１１条第２項第１号ａの規定

は規程第４０８条の３第１項第１号ｂ、

第２号ａ、第３号ａ及び第４号ｃに規定

する流通株式の時価総額について準用す

る。この場合において、第３１１条第２

項第１号ａ中「同条第２項」とあるのは

「規程第４０８条の３第３項」と、「１

０億円」とあるのは、規程第４０８条の

３第１項第１号ｂについては「１００億

円」と、同項第３号ａについては「５億

円」と、それぞれ読み替える。 

 

２ 規程第４０８条の３第１項第１号ｃ、第

２号ｂ、第３号ｂ及び第４号ｄに規定する

施行規則で定めるときとは、第７３１条第

４項及び第５項に定める開示を行っている
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ときをいう。 

  

（事業計画及び成長可能性に関する事項の

開示の取扱い） 

 

第４０９条の２ 規程第４０８条の４に規定

する事業計画及び成長可能性に関する事項

の開示は、マザーズへの上場日（マザーズ

への市場区分の変更を行う場合にあって

は、市場変更日）及び事業年度経過後３か

月以内に行うことを要するものとする。 

（新設） 

  

（開示を要する決定事実に係る書類の提出） （開示を要する決定事実に係る書類の提出） 

第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。 

第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。 

（１） 規程第４０２条第１号ａに掲げる

事項 

（１） 規程第４０２条第１号ａに掲げる

事項 

次のａからｇまでに掲げる書類。ただ

し、電子開示手続（法第２７条の３０の

２に規定する電子開示手続をいう。以下

同じ。）により有価証券届出書を内閣総

理大臣等に対し提出した場合には、ｄに

掲げる書類の提出を要しないものとし、

上場外国会社である場合には、当該事項

の内容を記載した有価証券変更上場申請

書の提出をもってａに掲げる書類の提出

に代えることができる。 

次のａからｇまでに掲げる書類。ただ

し、電子開示手続（法第２７条の３０の

２に規定する電子開示手続をいう。以下

同じ。）により有価証券届出書を内閣総

理大臣等に対し提出した場合には、ｄに

掲げる書類の提出を要しないものとし、

上場外国会社である場合には、当該事項

の内容を記載した有価証券変更上場申請

書の提出をもってａに掲げる書類の提出

に代えることができる。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

 ｃ 削除 ｃ 有価証券届出効力発生通知書の写し

受領後直ちに 

 ｄ～ｇ （略） ｄ～ｇ （略） 

（２） 規程第４０２条第１号ｂに掲げる （２） 規程第４０２条第１号ｂに掲げる
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事項 事項 

 次のａ及びｂに掲げる書類。ただし、

電子開示手続により発行登録書及び訂正

発行登録書を内閣総理大臣等に対し提出

した場合には、ａの（ａ）に掲げる書類

の提出を要しないものとし、電子開示手

続により発行登録追補書類を内閣総理大

臣等に対し提出した場合には、ａの

（ｂ）に掲げる書類の提出を要しないも

のとする。 

次のａ及びｂに掲げる書類。ただし、

電子開示手続により発行登録書及び訂正

発行登録書を内閣総理大臣等に対し提出

した場合には、ａの（ｂ）に掲げる書類

の提出を要しないものとし、電子開示手

続により発行登録追補書類を内閣総理大

臣等に対し提出した場合には、ａの

（ｃ）に掲げる書類の提出を要しないも

のとする。 

ａ 発行登録に関する次の（ａ）から

（ｄ）までに掲げる書類 

ａ 発行登録に関する次の（ａ）から

（ｅ）までに掲げる書類 

（削る） （ａ） 発行登録効力発生通知書の写

し 受領後直ちに 

（ａ） （略） （ｂ） （略） 

（ｂ） （略） （ｃ） （略） 

（ｃ） （略） （ｄ） （略） 

（ｄ） （略） （ｅ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（３） 規程第４０２条第１号ｆに掲げる

事項 

（３） 規程第４０２条第１号ｆに掲げる

事項 

株式無償割当ての決議又は決定を行っ

た場合は次のａに掲げる書類、新株予約

権無償割当ての決議又は決定を行った場

合は次のａ及びｂに掲げる書類 

株式無償割当ての決議又は決定を行っ

た場合は次のａに掲げる書類、新株予約

権無償割当ての決議又は決定を行った場

合は次のａからｃまでに掲げる書類 

 ａ （略）  ａ （略） 

 （削る）  ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写

し 受領後直ちに 

 ｂ （略）  ｃ （略） 

（３）の２ 規程第４０２条第１号ｆの２

に掲げる事項 

（３）の２ 規程第４０２条第１号ｆの２

に掲げる事項 

 次のａ及びｂに掲げる書類  次のａ及びｂに掲げる書類 

 ａ 発行登録に関する次の（ａ）及び

（ｂ）に掲げる書類 

 ａ 発行登録に関する次の（ａ）から

（ｃ）までに掲げる書類 

（削る） （ａ） 発行登録効力発生通知書の写

し 受領後直ちに 

（ａ） （略） （ｂ） （略） 

（ｂ） （略） （ｃ） （略） 

ｂ （略） ｂ （略） 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

（６） 規程第４０２条第１号ｉに掲げる

事項 

（６） 規程第４０２条第１号ｉに掲げる

事項 

 次のａからｅまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ａ及び

ｃに掲げる書類を除き、提出を要しないも

  次のａからｅまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ａ及

びｃに掲げる書類を除き、提出を要しな
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のとする。この場合において、上場会社

は、ａ、ｂ及びｄに掲げる書類を当取引所

が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

いものとする。この場合において、上場

会社は、ａ、ｂ、ｄ及びｅの（ｂ）に掲

げる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。 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 他の会社と株式交換を行う場合（非

上場会社を完全子会社とする株式交換

を行う場合であって上場会社が会社法

第７９６条第２項の規定の適用を受け

るときを除く。）には、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、当該株式交換に係る株式交換

比率に関する見解を記載した書面 作

成後直ちに 

ｅ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合

においては、当該（ａ）又は（ｂ）に

定める書類 

 （ａ） 他の会社と株式交換を行う場

合（非上場会社を完全子会社とする

株式交換を行う場合であって上場会

社が会社法第７９６条第３項の規定

の適用を受けるときを除く。） 

 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、当該株

式交換に係る株式交換比率に関する

見解を記載した書面 作成後直ちに 

 （ｂ） 他の会社の完全子会社となる

株式交換を行う場合（当該他の会社

（非上場会社である場合に限る。）

又は当該他の会社の親会社（非上場

会社である場合に限る。）の株券等

についてテクニカル上場規定に係る

新規上場申請が行われるときに限

る。）又は非上場会社を完全子会社

とする株式交換を行う場合 

 非上場会社の事業の概況、事業の

状況及び設備の状況等を記載した当

取引所所定の「非上場会社の概要

書」 決議又は決定後速やかに 

（７） 規程第４０２条第１号ｊに掲げる

事項 

（７） 規程第４０２条第１号ｊに掲げる

事項 

次のａからｃまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ｂに

掲げる書類を除き、提出を要しないもの

とする。この場合において、上場会社

は、ａに掲げる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。 

次のａからｃまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ｂに

掲げる書類を除き、提出を要しないもの

とする。この場合において、上場会社

は、ａ及びｃの（ｂ）に掲げる書類を当

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。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 



110 

ｃ 他の会社と共同して株式移転を行う

場合には、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、当

該株式移転に係る株式移転比率に関す

る見解を記載した書面 作成後直ちに 

ｃ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合

においては、当該（ａ）又は（ｂ）に

定める書類 

 （ａ） 他の会社と共同して株式移転

を行う場合 

 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、当該株

式移転に係る株式移転比率に関する

見解を記載した書面 作成後直ちに 

 （ｂ） 非上場会社と共同して株式移

転を行う場合（新設会社の株券等に

ついてテクニカル上場規定に係る新

規上場申請が行われるときに限

る。） 

 非上場会社の事業の概況、事業の

状況及び設備の状況等を記載した当

取引所所定の「非上場会社の概要

書」 決議又は決定後速やかに 

（８） 規程第４０２条第１号ｋに掲げる

事項 

（８） 規程第４０２条第１号ｋに掲げる

事項 

  次のａからｅまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ａ及

びｃに掲げる書類を除き、提出を要しな

いものとする。この場合において、上場

会社は、ａ、ｂ及びｄに掲げる書類を当

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 

  次のａからｅまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ａ及

びｃに掲げる書類を除き、提出を要しな

いものとする。この場合において、上場

会社は、ａ、ｂ、ｄ及びｅの（ｂ）に掲

げる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 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 他の会社と合併する場合（上場会社

が非上場会社を吸収合併する場合であ

って上場会社が会社法第７９６条第２

項の規定の適用を受けるとき又は完全

子会社と合併する場合を除く。） 

合併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、当該合併

に係る合併比率に関する見解を記載し

た書面作成後直ち 

ｅ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合

においては、当該（ａ）又は（ｂ）に

定める書類 

 （ａ） 他の会社と合併する場合（上

場会社が非上場会社を吸収合併する

場合であって上場会社が会社法第７

９６条第３項の規定の適用を受ける

とき又は完全子会社と合併する場合

を除く。） 
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 合併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、当

該合併に係る合併比率に関する見解

を記載した書面作成後直ちに 

 （ｂ） 他の会社と合併する場合であ

って上場会社が当該合併により解散

するとき（新設会社である非上場会

社若しくは存続会社である非上場会

社又は当該存続会社の親会社である

非上場会社の株券等についてテクニ

カル上場規定に係る新規上場申請が

行われるときに限る。）又は非上場

会社を吸収合併する場合 

   非上場会社の事業の概況、事業の

状況及び設備の状況等を記載した当

取引所所定の「非上場会社の概要

書」 決議又は決定後速やかに 

（９） 規程第４０２条第１号ｌに掲げる

事項 

（９） 規程第４０２条第１号ｌに掲げる

事項 

次のａからｅまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ａ及

びｃに掲げる書類を除き、提出を要しな

いものとする。この場合において、上場

会社は、ａ、ｂ及びｄに掲げる書類を当

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。 

次のａからｆまでに掲げる書類。ただ

し、上場外国会社である場合には、ａ及

びｃに掲げる書類を除き、提出を要しな

いものとする。この場合において、上場

会社は、ａ、ｂ、ｄ及びｅに掲げる書類

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。 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

（削る） ｅ 会社分割により承継される事業及び

相手会社等について記載した当取引所

所定の「会社分割概要書」 決議又は

決定後速やかに 

ｅ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合

においては、当該（ａ）又は（ｂ）に

定める書類 

ｆ 次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる場合

においては、当該（ａ）又は（ｂ）に

定める書類 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 非上場会社と吸収分割を行う

場合又は非上場会社と共同して新設

分割を行う場合（上場会社が会社法

第７８４条第２項、第７９６条第２

項若しくは第８０５条の規定の適用

を受ける場合又は完全子会社と会社

分割を行う場合を除く。） 

（ｂ） 非上場会社と吸収分割を行う

場合又は非上場会社と共同して新設

分割を行う場合（上場会社が会社法

第７８４条第３項、第７９６条第３

項若しくは第８０５条の規定の適用

を受ける場合又は完全子会社と会社

分割を行う場合を除く。） 

（削る） （１０） 規程第４０２条第１号ｍに掲げ

る事項のうち非上場会社からの事業の全

部若しくは一部の譲受け又は他の者への

事業の全部若しくは一部の譲渡（第４０

１条第１項第２号に規定する基準に該当
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する場合を除く。） 

   当取引所所定の「事業の譲受け（譲

渡）概要書」決議又は決定後速やかに 

 この場合において、上場会社は、当該

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。 

（削る） （１１） 規程第４０２条第１号ｑに掲げ

る事項（第４０１条第１項第５号に規定

する基準に該当する場合を除く。 

 当取引所所定の「異動子会社に関する

概要書」子会社の異動後速やかに 

 この場合において、上場会社は、当該

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。 

（削る） （１２） 規程第４０２条第１号ｒに掲げ

る事項（第４０１条第１項第６号に規定

する基準に該当する場合を除く。） 

 非上場会社からの事業上の固定資産の

譲受けを行う場合又は他の者への事業上

の固定資産の譲渡を行う場合 

 当取引所所定の「事業上の固定資産の

譲受け（譲渡）概要書」 決議又は決定

後速やかに 

   この場合において、上場会社は、当該

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。 

（１０） （略） （１３） （略） 

（１１） 規程第４０２条第１号ｙに掲げ

る事項 

（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、当該上場会社の支配株主若

しくは第４３６条の３に定める者である

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。 

 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。 

（１２） （略） （１４）の２ （略） 

（１３） （略） （１５） （略） 

（１４） （略） （１６） （略） 
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（１５） （略） （１７） （略） 

（１６） （略） （１８） （略） 

（１７） （略） （１９） （略） 

  

（開示を要しない決定事実に係る書類の提

出） 

（開示を要しない決定事実に係る書類の提

出） 

第４１８条 上場会社は、次の各号に掲げる

事項について決議又は決定を行った場合

（決議又は決定によらずに当該事項が発生

した場合を含む。）には、次の各号に定め

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。 

第４１８条 上場会社は、次の各号に掲げる

事項について決議又は決定を行った場合

（決議又は決定によらずに当該事項が発生

した場合を含む。）には、次の各号に定め

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。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 株券等（外国株預託証券等を除

く。）、新株予約権証券又は新株予約権

付社債券に係る権利を表示する預託証券

の募集又は売出し及びその発行登録（そ

の取下げを含む。） 

（７） 株券等（外国株預託証券等を除

く。）、新株予約権証券又は新株予約権

付社債券に係る権利を表示する預託証券

の募集又は売出し及びその発行登録（そ

の取下げを含む。） 

次のａからｆまでに掲げる書類。ただ

し、電子開示手続により有価証券届出書

を内閣総理大臣等に対し提出した場合に

は、ｃに掲げる書類の提出を要しないも

のとする。この場合において、上場会社

は、ｃに掲げる書類（法第１３条第１項

前段及び第３項の規定により作成された

ものを除く。）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。 

次のａからｇまでに掲げる書類。ただ

し、電子開示手続により有価証券届出書

を内閣総理大臣等に対し提出した場合に

は、ｄに掲げる書類の提出を要しないも

のとする。この場合において、上場会社

は、ｄに掲げる書類（法第１３条第１項

前段及び第３項の規定により作成された

ものを除く。）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。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（削る） ｃ 有価証券届出効力発生通知書の写し

受領後直ちに 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

ｅ （略） ｆ （略） 

ｆ 発行登録に関する次の（ａ）から

（ｅ）までに掲げる書類 

ｇ 発行登録に関する次の（ａ）から

（ｆ）までに掲げる書類 

（削る） （ａ） 発行登録効力発生通知書の写

し 受領後直ちに 

（ａ） （略） （ｂ） （略） 

（ｂ） （略） （ｃ） （略） 

（ｃ） （略） （ｄ） （略） 
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（ｄ） （略） （ｅ） （略） 

（ｅ） （略） （ｆ） （略） 

（８）・（９） （略） （８）・（９） （略） 

（削る） （１０） 計算書類の承認 

 当取引所所定の「決算取締役会決議通

知書」 決議又は決定後直ちに 

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。 

（削る） （１１） 臨時株主総会の招集 

 取締役会決議通知書又は決定通知書 

決議又は決定後直ちに 

（１０） （略） （１２） （略） 

（１１） （略） （１３） （略） 

（１２） （略） （１４） （略） 

（１３） （略） （１５） （略） 

（１４） （略） （１６） （略） 

（１５） （略） （１７） （略） 

（１６） （略） （１８） （略） 

（１７） （略） （１９） （略） 

（１８） （略） （２０） （略） 

（１９） （略） （２１） （略） 

（２０） （略） （２２） （略） 

（２１） （略） （２３） （略） 

（２２） （略） （２４） （略） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０１条 （略） 第６０１条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する

債務超過の取扱いは次の各号に定めるとこ

ろによる。 

４ 規程第６０１条第１項第５号に規定する

債務超過の取扱いは次の各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 規程第６０１条第１項第５号本文

に規定する施行規則で定める場合とは、次

のａ又はｂに定める場合をいう。 

（新設） 

ａ 規程第６０１条第１項第５号本文に

規定する債務超過の状態となった事業

年度の末日以前３か月間の平均時価総

額（第３１１条第５項第１号ｃ（ａ）

に規定する平均時価総額をいう。以

下、この項において同じ。）が１，０

００億円以上である場合であって、規

程４０８条の２に定める期限までに同

条に定める開示を行っているとき 
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ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しく

は更生手続、産競法第２条第１６項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づ

く事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第５２条に規定する

特例の適用を受ける特定調停手続によ

る場合も含む。）又は私的整理に関す

るガイドライン研究会による「私的整

理に関するガイドライン」に基づく整

理を行うことにより、債務超過の状態

でなくなることを計画している場合

（当取引所が適当と認める場合に限

る。） 

 

（５） 規程第６０１条第１項第５号ただ

し書に規定する施行規則で定める場合と

は、次のａ又はｂに定める場合をいう。 

（新設） 

ａ 猶予期間の最終日以前３か月間の平

均時価総額が１，０００億円以上であ

る場合であって、規程４０８条の２に

定める期限までに同条に定める開示を

行っているとき 

 

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しく

は更生手続、産競法第２条第１６項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づ

く事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第５２条に規定する

特例の適用を受ける特定調停手続によ

る場合も含む。）又は私的整理に関す

るガイドライン研究会による「私的整

理に関するガイドライン」に基づく整

理を行うことにより、債務超過の状態

でなくなることを計画している場合

（当取引所が適当と認める場合に限

る。） 

 

（６） 第４号ｂ又は前号ｂに規定する当

取引所が適当と認める場合に適合するか

どうかの審査は、第４号ｂについては規

程第６０１条第１項第５号本文に規定す

る債務超過の状態となった事業年度の末

日から起算して３か月以内、前号ｂにつ

いては猶予期間の最終日から起算して３

か月以内に、再建計画（第４号ｂ又は前

号ｂに定める債務超過の状態でなくなる

ための計画を含む。）を公表している上

場会社を対象とし、上場会社が提出する

当該再建計画並びに次のａ及びｂに定め

る書類に基づき行う。 

（４） 規程第６０１条第１項第５号ただ

し書に規定する当取引所が適当と認める

場合に適合するかどうかの審査は、猶予

期間の最終日の属する連結会計年度（上

場会社が連結財務諸表を作成すべき会社

でない場合には事業年度）に係る決算の

内容を規程第４０４条の定めるところに

より開示するまでの間において、再建計

画（規程第６０１条第１項第５号ただし

書に定める１年以内に債務超過の状態で

なくなるための計画を含む。）を公表し

ている上場会社を対象とし、上場会社が

提出する当該再建計画並びに次のａ及び

ｂに定める書類に基づき行う。 

ａ （略） ａ （略） 
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ｂ 第４号ｂ又は前号ｂに定める債務超

過の状態でなくなるための計画の前提

となった重要な事項等が、規程第４０

２条第１号ａｊに規定する公認会計士

等により検討されたものであることに

ついて当該公認会計士等が記載した書

面 

ｂ 規程第６０１条第１項第５号ただし

書に定める１年以内に債務超過の状態

でなくなるための計画の前提となった

重要な事項等が、規程第４０２条第１

号ａｊに規定する公認会計士等により

検討されたものであることについて当

該公認会計士等が記載した書面 

（削る） （５） 規程第６０１条第１項第５号ただ

し書に規定する１年以内とは、猶予期間

の最終日の翌日から起算して１年を経過

する日（当該１年を経過する日が上場会

社の事業年度の末日に当たらないとき

は、当該１年を経過する日の後最初に到

来する事業年度の末日）までの期間をい

う。 

（削る） （６） 規程第６０１条第１項第５号ただ

し書に規定する２年以内とは、審査対象

事業年度の末日の翌日から起算して２年

を経過する日（猶予期間の最終日の翌日

から起算して１年を経過する日が上場会

社の事業年度の末日に当たらないとき

は、当該１年を経過する日後最初に到来

する事業年度の末日）までの期間をい

う。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する

不適当な合併等の取扱いは次の各号に定め

るところによる。 

８ 規程第６０１条第１項第９号に規定する

不適当な合併等の取扱いは次の各号に定め

るところによる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 規程第６０１条第１項第９号に規

定する施行規則で定める基準とは、規程

第２０５条、規程第２０６条及び規程第

２０７条第１項（マザーズの上場会社で

ある場合には規程第２１２条、規程第２

１３条及び規程第２１４条第１項、ＪＡ

ＳＤＡＱの上場会社である場合には、規

程第２１６条の３、規程第２１６条の

４、規程第２１６条の５第１項）に準じ

た基準をいうものとする。 

（６） 規程第６０１条第１項第９号に規

定する施行規則で定める基準とは、規程

第２０５条、規程第２０６条及び規程第

２０７条第１項（マザーズの上場会社で

ある場合には規程第２１２条、規程第２

１３条及び規程第２１４条第１項、ＪＡ

ＳＤＡＱの上場会社である場合には、規

程第２１６条の３、規程第２１６条の

４、規程第２１６条の５第１項、規程第

２１６条の６、規程第２１６条の７及び

規程第２１６条の８第１項）に準じた基

準をいうものとする。 

（７） （略） （７） （略） 

９・１０ （略） ９・１０ （略） 

１１ 規程第６０１条第１項第１２号ａに規

定する施行規則で定める場合とは、次の各

号に掲げる場合をいう。 

１１ 規程第６０１条第１項第１２号に規定

する施行規則で定める場合とは、次の各号

に掲げる場合をいう。 

（１） 上場会社が、規程第５０２条第３

項（規程第５０３条第７項において準用

（１） 上場会社が、規程第５０２条第３

項（規程第５０３条第７項において準用
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する場合を含む。）の規定により提出を

行わなければならない改善報告書又は規

程第６０６条第２項に規定する書面の提

出を速やかに行わない場合において、当

取引所が相当の期間を設けて新たに提出

期限を定め、次のａからｃまでに掲げる

事項を書面により当該上場会社に対して

通知したにもかかわらず、なお当該同意

する旨の書面又は当該改善報告書を当該

提出期限までに提出しないとき 

 ａ 規程第５０２条第３項（規程第５０

３条第７項において準用する場合を含

む。）に規定する改善報告書又は規程

第６０６条第２項に規定する書面を提

出しない場合には、規程第６０１条第

１項第１２号ａに該当することとなる

こと。 

 ｂ 請求理由 

 ｃ 提出期限 

する場合を含む。）の規定により提出を

行わなければならない改善報告書又は規

程第６０６条第２項に規定する書面の提

出を速やかに行わない場合において、当

取引所が相当の期間を設けて新たに提出

期限を定め、次のａからｃまでに掲げる

事項を書面により当該上場会社に対して

通知したにもかかわらず、なお当該同意

する旨の書面又は当該改善報告書を当該

提出期限までに提出しないとき 

ａ 規程第５０２条第３項（規程第５０

３条第７項において準用する場合を

含む。）に規定する改善報告書又は

規程第６０６条第２項に規定する書

面を提出しない場合には、規程第６

０１条第１項第１２号に該当するこ

ととなること。 

ｂ 請求理由 

ｃ 提出期限 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

１２ 規程第６０１条第１項第１２号ｂに規

定する新規上場時の申請に係る宣誓書にお

いて宣誓した事項について違反を行った場

合の取扱いは次の各号に定めるところによ

る。 

（新設） 

（１） 規程第６０１条第１項第１２号ｂ

に規定する新規上場に係る基準とは、次

の a からｃまでに掲げる宣誓書の区分に

従い、当該 a からｃまでに掲げる基準を

いう。 

 

ａ 規程第２０４条第１項の規定により

提出した宣誓書 

 

規程第２０５条、規程第２０６条、

規程第２０７条第１項及び規程第２１

０条 

 

ｂ 規程第２１１条第１項の規定により

提出した宣誓書 

 

規程第２１２条、規程第２１３条及

び規程第２１４条第１項 

 

ｃ 規程第２１６条の２第１項の規定に

より提出した宣誓書（内訳区分としてス

タンダードが選択された場合に限る） 

 

規程第２１６条の３、規程第２１６

条の４及び規程第２１６条の５第１項 

 

（２） 規程第６０１条第１項第１２号ｂ

に規定する施行規則で定める基準とは、

次の a からｄに掲げる上場会社が発行す

る上場株券等が上場している市場区分
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（規程３１１条、規程３１７条又は規程

３１５条の８の規定により指定替え若し

くは上場市場の変更又は内訳区分の変更

が行われる場合は、指定替え若しくは上

場市場の変更又は内訳区分の変更後の市

場区分）に従い、当該区分に掲げる基準

に準じた基準をいう。 

ａ 市場第一部  

規程第２０５条、規程第２０６条、

規程第２０７条第１項及び規程第２１

０条 

 

ｂ 市場第二部  

規程第２０５条、規程第２０６条、

規程第２０７条第１項 

 

ｃ マザーズ  

規程第２１２条、規程第２１３条及

び規程第２１４条第１項 

 

ｄ ＪＡＳＤＡＱ（内訳区分がスタンダ

ードである場合に限る） 

 

規程第２１６条の３、規程第２１６

条の４及び規程第２１６条の５第１項 

 

（３） 上場会社が規程第６０５条第４項

の申請を行うことができる期限は、規程

第６０１条第１項第１２号ｂに規定する

新規上場に係る基準に適合していなかっ

たと当取引所が認めた日から１年を経過

する日までをいうものとする。 

 

１３ 規程第６０１条第１項第１４号に規定

する株式の譲渡制限の取扱いは、次の各号

に定めるところによる。 

１２ 規程第６０１条第１項第１４号に規定

する株式の譲渡制限の取扱いは、次の各号

に定めるところによる。 

（１） 第２１２条第９項の規定は、規程

第６０１条第１項第１４号の場合につい

て準用する。 

（１） 第２１２条第１０項の規定は、規

程第６０１条第１項第１４号の場合につ

いて準用する。 

（２） （略） （２） （略） 

１４ （略） １３ （略） 

１５ （略） １４ （略） 

１６ （略） １５ （略） 

１７ （略） １６ （略） 

１８ （略） １７ （略） 

１９ （略） １８ （略） 

  

（マザーズの上場廃止基準の取扱い） （マザーズの上場廃止基準の取扱い） 

第６０３条 （略） 第６０３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第６０３条第１項第３号に規定する ３ 第６０１条第４項の規定は、規程第６０
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債務超過の取扱いは次の各号に定めるとこ

ろによる。 

３条第１項第３号の場合について準用す

る。 

（１） 第６０１条第４項第１号から第３

号まで、第５号及び第７号の規定は、規

程第６０３条第１項第３号の場合につい

て準用する。 

 

（２） 規程第６０３条第１項第３号本文

に規定する施行規則で定める場合とは、

次のａからｃまでに定める場合をいう。 

 

ａ 規程第６０３条第１項第３号本文に

規定する債務超過の状態となった事業

年度の末日以前３か月間の平均時価総

額（第３１１条第５項第１号ｃ（ａ）

に規定する平均時価総額をいう。以

下、この項において同じ。）が１，０

００億円以上である場合であって、規

程４０８条の２に定める期限までに同

条に定める開示を行っているとき 

 

ｂ 法律の規定に基づく再生手続若しく

は更生手続、産競法第２条第１６項に

規定する特定認証紛争解決手続に基づ

く事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第５２条に規定する

特例の適用を受ける特定調停手続によ

る場合も含む。）又は私的整理に関す

るガイドライン研究会による「私的整

理に関するガイドライン」に基づく整

理を行うことにより、債務超過の状態

でなくなることを計画している場合

（当取引所が適当と認める場合に限

る。） 

 

ｃ 上場後３年間において第６０１条第

４項第１号又は第２号に定める債務

超過の状態となった場合 

 

（３） 前号ｂ又は第１号の規定により適

用する第６０１条第４項第５号ｂに規定

する当取引所が適当と認める場合に適合

するかどうかの審査は、前号ｂについて

は規程第６０３条第１項第３号本文に規

定する債務超過の状態となった事業年度

の末日から起算して３か月以内、第１号

の規定により適用する第６０１条第４項

第５号ｂについては猶予期間の最終日か

ら起算して３か月以内に、再建計画（前

号ｂ又は第１号の規定により適用する第

６０１条第４項第５号ｂに定める債務超

過の状態でなくなるための計画を含

む。）を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計画並
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びに次のａ及びｂに定める書類に基づき

行う。 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までの場合の

区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）ま

でに規定する書面  

 

（ａ） 法律の規定に基づく再生手続又

は更生手続を行う場合 

 当該再建計画が、再生計画又は更生

計画として裁判所の認可を得ているも

のであることを証する書面 

 

（ｂ） 産競法第２条第１６項に規定す

る特定認証紛争解決手続に基づく事業

再生（当該手続が実施された場合にお

ける産競法第５２条に規定する特例の

適用を受ける特定調停手続による場合

も含む。）を行う場合 

 当該再建計画が、当該手続にしたが

って成立したものであることを証する

書面 

 

（ｃ） 私的整理に関するガイドライン

研究会による「私的整理に関するガイ

ドライン」に基づく整理を行う場合 

 当該再建計画が、当該ガイドライン

にしたがって成立したものであること

について債権者が記載した書面 

 

ｂ 前号ｂ又は第１号の規定により適用

する第６０１条第４項第５号ｂに定め

る債務超過の状態でなくなるための計

画の前提となった重要な事項等が、規

程第４０２条第１号ａｊに規定する公

認会計士等により検討されたものであ

ることについて当該公認会計士等が記

載した書面 

 

４ 規程第６０３条第１項第４号に規定する

売上高の取扱いは次の各号に定めるところ

による。 

４ 規程第６０３条第１項第４号に規定する

売上高の取扱いは次の各号に定めるところ

による。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第２１２条第５項第８号の規定

は、規程第６０３条第１項第４号に規定

する売上高及び利益の額について、それ

ぞれ準用する。 

（３） 第２１２条第６項第８号の規定

は、規程第６０３条第１項第４号に規定

する売上高及び利益の額について、それ

ぞれ準用する。 

（４） （略） （４） （略） 

（５） 第２１２条第４項第６号の規定

は、規程第６０３条第１項第４号に規定

する売上高及び利益の額について、それ

ぞれ準用する。この場合において「新規

上場申請日の直前四半期会計期間」とあ

るのは、「審査対象期間」と読み替え

（５） 第２１２条第５項第６号の規定

は、規程第６０３条第１項第４号に規定

する売上高及び利益の額について、それ

ぞれ準用する。この場合において「新規

上場申請日の直前四半期会計期間」とあ

るのは、「審査対象期間」と読み替え
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る。 る。 

（６）～（９） （略） （６）～（９） （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（グロース上場内国会社等の上場廃止基準

の取扱い） 

（グロース上場内国会社等の上場廃止基準

の取扱い） 

第６０３条の３ 前条第２項第２号の規定

は、規程第６０４条の４第１項第３号に規

定する営業利益について準用する。 

第６０３条の３ 規程第６０４条の４第１項

第１号において適用する規程第６０４条の

２第１項第２号に規定する施行規則で定め

る基準とは、規程第２１６条の６及び規程

第２１６条の８第１項に準じた基準をいう

ものとする。 

（削る） ２ 前項の規定にかかわらず、規程第６０４

条の５第１号により適用される規程第６０

４条の２第１項第２号に規定する施行規則

で定める基準とは、規程第２１６条の７及

び規程第２１６条の８第１項に準じた基準

をいうものとする。 

（削る） ３ 前条第２項第２号の規定は、規程第６０

４条の４第１項第３号に規定する営業利益

について準用する。 

２ （略） ４ （略） 

３ （略） ５ （略） 

４ （略） ６ （略） 

（削る） ７ 規程第６０４条の４第１項第３号に規定

する施行規則で定める基準とは、規程第２

１６条の６及び規程第２１６条の８第１項

に準じた基準をいうものとする。 

  

（上場廃止日の取扱い） （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。 

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。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 規程第６０１条第１項第１２号ａ

（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。）のうち、規程第２０８条第５号、

規程第２１５条第５号又は規程第２１６

条の９第５号に規定する場合に該当する

上場株券等 

（４） 規程第６０１条第１項第１２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。）のうち、規程第２０８条第５号、

規程第２１５条第５号又は規程第２１６

条の９第５号に規定する場合に該当する

上場株券等 
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 新株式の交付に係る基準日の前日（休

業日を除外する。当該基準日が休業日に

当たる場合には、当該基準日の２日前

（休業日を除外する。）の日） 

  新株式の交付に係る基準日の前日（休

業日を除外する。当該基準日が休業日に

当たる場合には、当該基準日の２日前

（休業日を除外する。）の日） 

  

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該上

場株券等を規程第６１０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１２号の２、第１２号の３、第

１４号、第１４号の３、第１５号、第１５

号の２、第２１号の４、第２２号、第２５

号の５又は第２５号の６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６０５条 当取引所は、上場株券等が次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該上

場株券等を規程第６１０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１２号の２、第１２号の３、第

１４号、第１４号の３、第１５号、第２１

号の４、第２２号、第２５号の５又は第２

５号の６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）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 上場会社が規程第６０１条第１項

第５号（規程第６０２条第１項第１号、

同条第２項第３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。）又は規程第６０３条第１項第

３号（規程第６０４条第１項第１号又は

同条第２項第４号による場合を含む。）

に該当するおそれがあると当取引所が認

める場合 

（７） 上場会社が規程第６０１条第１項

第５号（規程第６０２条第１項第１号、

同条第２項第３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。）又は規程第６０３条第１項第

３号若しくは第４号（規程第６０４条第

１項第１号又は同条第２項第４号による

場合を含む。）に該当する状態にある旨

の発表等を行った場合であって、それら

の規定に該当するかどうかを確認できな

いとき 

（７）の２ 上場会社が規程第６０３条第

１項第４号（規程第６０４条第１項第１

号又は同条第２項第４号による場合を含

む。）に該当する状態にある旨の発表等

を行った場合であって、その規定に該当

するかどうかを確認できないとき 

（新設） 

（８）～（１４） （略） （８）～（１４） （略） 

（１５） 規程第６０１条第１項第１２号

ａ（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。）に該当するおそれがあると当

取引所が認める場合（第６０４条第４号

に該当する場合を除く。） 

（１５） 規程第６０１条第１項第１２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。）に該当するおそれがあると当取引

所が認める場合（第６０４条第４号に該

当する場合を除く。） 

（１５）の２ 第６０１条第１２項第３号 （新設） 
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に定める期限までに、同項第２号に定め

る基準に適合することが確認できない場

合であって、当該基準に適合しないかど

うかの審査を行っているとき 

（１６）・（１７） （略） （１６）・（１７） （略） 

（１８） 上場会社が第６０１条第１４項

第２号に規定する株式交換又は株式移転

に関する取締役会の決議（監査等委員会

設置会社にあっては、取締役の決定を含

み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）を行った場合 

（１８） 上場会社が第６０１条第１３項

第２号に規定する株式交換又は株式移転

に関する取締役会の決議（監査等委員会

設置会社にあっては、取締役の決定を含

み、指名委員会等設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）を行った場合 

（１９）・（２０） （略） （１９）・（２０） （略） 

（２１） 上場会社が第６０１条第１６項

第２号に規定する株式の全部の取得を行

う旨の発表等を行ったとき 

（２１） 上場会社が第６０１条第１５項

第２号に規定する株式の全部の取得を行

う旨の発表等を行ったとき 

（２２）～（２６） （略） （２２）～（２６） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定

期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定める日から当取引所が当該上場

株券等を上場廃止するかどうかを認定した

日までとする。ただし、第１項第２２号の

場合において、第５号に定める日から１年

を超えることとなるときは、当該日から１

年を経過した日以降の日でその都度当取引

所が定める日までとする。 

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定

期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定める日から当取引所が当該上場

株券等を上場廃止するかどうかを認定した

日までとする。ただし、第１項第２２号の

場合において、第５号に定める日から１年

を超えることとなるときは、当該日から１

年を経過した日以降の日でその都度当取引

所が定める日までとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 第１項第６号、第９号、第１２号

及び第１５号の２の場合 

（３） 第１項第６号、第９号及び第１２

号の場合 

第６０１条第３項第１号若しくは第６

０３条第５項第１号において準用する第

３１１条第４項第１号ｃに定める期間、

第６０１条第３項第３号（第６０３条第

５項第２号において準用する場合を含

む。）に定める期間、規程第６０１条第

１項第７号後段に定める期間、第６０１

条第８項第５号に定める猶予期間の最終

日又は第６０１条第１２項第３号に定め

る期限の翌日 

第６０１条第３項第１号若しくは第６

０３条第５項第１号において準用する第

３１１条第４項第１号ｃに定める期間、

第６０１条第３項第３号（第６０３条第

５項第２号において準用する場合を含

む。）に定める期間、規程第６０１条第

１項第７号後段に定める期間又は第６０

１条第８項第５号に定める猶予期間の最

終日の翌日 

（４） （略） （４） （略） 

（５）第１項第４号、第５号、第７号、第

７号の２、第１０号、第１２号の２、第

１２号の３、第１４号、第１５号、第１

６号及び第１９号から第２５号の６まで

の場合 

（５）第１項第４号、第５号、第７号、第

１０号、第１２号の２、第１２号の３、

第１４号から第１６号まで及び第１９号

から第２５号の４までの場合 

当取引所が必要と認めた日 当取引所が必要と認めた日 

（５）の２・（６） （略） （５）の２・（６） （略） 
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４ （略） ４ （略） 

  

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた市場第一部銘柄指定審査

料等の特例） 

 

第７０４条の３ 市場第一部銘柄指定審査料

又は一部指定の予備審査料については、上

場株券等の市場第一部銘柄への指定を申請

する者が当該一部指定の申請より前に一部

指定の申請又は予備申請を行ったことがあ

り、かつ、直近の一部指定の申請日（予備

申請を行った場合にあっては、上場株券等

の市場第一部銘柄への指定予備申請書に記

載した一部指定の申請を行おうとする日）

の属する事業年度の初日から起算して３年

以内に一部指定の申請又は予備申請を行う

場合であって、当該一部指定の申請又は予

備申請より前の一部指定の申請又は予備申

請により一部指定に至らなかった理由が２

０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

に起因するものであると当取引所が認めた

ときは、その支払いを要しないものとす

る。 

（新設） 

  

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた上場市場の変更審査料等

の特例） 

 

第７０５条の４ 上場市場の変更審査料若し

くは変更予備審査料又は内訳区分の変更審

査料若しくは変更予備審査料については、

上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申

請を行う者が当該上場市場の変更申請又は

内訳区分の変更申請より前に上場市場の変

更申請若しくは変更予備申請又は内訳区分

の変更申請若しくは変更予備申請（以下

「変更申請等」という。）を行ったことが

あり、かつ、直近の上場市場の変更申請日

又は内訳区分の変更申請日（予備申請を行

った場合にあっては、上場市場の変更予備

申請書又は内訳区分の変更予備申請書に記

載した上場市場の変更申請又は内訳区分の

変更申請を行おうとする日）の属する事業

年度の初日から起算して３年以内に変更申

請等を行う場合であって、当該変更申請等

より前の変更申請等により上場市場の変更

又は内訳区分の変更に至らなかった理由が

２０２０年新型コロナウイルス感染症の影

響に起因するものであると当取引所が認め

たときは、その支払いを要しないものとす

（新設） 
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る。 

  

 （退職給付会計基準の適用等の取扱い） 

第７１７条 削除 第７１７条 規程第７０５条に規定する新規

上場申請者又は上場会社（外国会社を除

く。以下この条において同じ。）が平成１

０年６月１６日付で企業会計審議会により

公表された退職給付に係る会計基準（以下

「退職給付会計基準」という。）の適用を

受ける場合等の取扱いは、次のとおりとす

る。 

 （１） 退職給付会計基準の適用により生じ

る会計基準変更時差異に関する取扱い 

 ａ 新規上場又は市場第一部銘柄の指定

に係る審査に当たって、次のｂの規定

の適用を受けようとする新規上場申請

者又は上場会社は、次のｂの規定に基

づき算定した純資産の額及びその算定

の過程を記載した書面を提出するもの

とする。この場合において、当該純資

産の額が適正に算定されていることに

ついて、公認会計士又は監査法人によ

り確認を受けていることを証すること

を要するものとする。 

 ｂ 退職給付会計基準の適用により会計

基準変更時差異（費用の減額処理が行

われるべきものを除く。）が発生した

新規上場申請者又は上場会社に対する

規程第２０５条第５号及び第６号ａ、

規程第３０８条第５号及び第６号ａ、

規程第２１６条の３第３号及び第４号

又は規程第２１６条の６第１号の規定

の適用に当たっては、第２１２条第５

項第２号に規定する四半期連結貸借対

照表に基づいて算定される純資産の額

並びに同項第３号及び第４号に規定す

る四半期貸借対照表に基づいて算定さ

れる純資産の額について、それぞれ、

会計基準変更時差異未処理額（会計基

準変更時差異から直前四半期会計期間

以前において費用処理された額を控除

した額をいう。）を控除したうえで税

効果相当額を加算するとともに、第２

１２条第６項第１号に規定する連結損

益計算書等に基づいて算定される利益

の額及び同項第２号に規定する損益計

算書に基づいて算定される利益の額に

ついて、それぞれ、審査対象事業年度

において会計基準変更時差異として費
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用処理された額を加算する（第２１２

条第５項第１３号により読み替えて準

用する場合にあっては、同項第２号に

規定する連結貸借対照表に基づいて算

定される純資産の額並びに同項第３号

及び第４号に規定する貸借対照表に基

づいて算定される純資産の額につい

て、それぞれ、会計基準変更時差異未

処理額（会計基準変更時差異から直前

事業年度以前において費用処理された

額を控除した額をいう。）を控除した

うえで税効果相当額を加算する。）こ

とができるものとする。 

 （２） 退職給付会計基準を適用する事

業年度前の事業年度において、退職給

与引当金に係る会計基準を変更するこ

とにより退職給与引当金の積増しを行

っている場合における影響額に関する

取扱い 

 退職給付会計基準を適用する事業年

度前の事業年度（平成１０年６月以後

に終了する事業年度に限る。）におい

て、退職給与引当金に係る会計基準を

変更することにより退職給与引当金の

積増しを行っている新規上場申請者又

は上場会社に対する規程第２０５条第

６号ａ、規程第３０８条第６号ａ、規

程第２１６条の３第３号及び第４号又

は規程第２１６条の６第１号の規定の

適用に当たっては、当該会計基準の変

更が正当な理由に基づくものと認めら

れている場合には、第２１２条第６項

第１号に規定する連結損益計算書等に

基づいて算定される利益の額及び同項

第２号に規定する損益計算書に基づい

て算定される利益の額について、それ

ぞれ、審査対象事業年度における当該

会計基準の変更による影響額（過年度

に係る影響額に限る。）を加算するこ

ととする。 

  

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生

支援をする会社が発行する株券の取扱

い） 

（株式会社地域経済活性化支援機構が再生

支援をする会社が発行する株券の取扱

い） 

第７１９条 規程第７０７条第１項の規定の

適用を受ける新規上場申請者については、

次の各号のとおり取り扱うものとする。 

第７１９条 規程第７０７条第１項の規定の

適用を受ける新規上場申請者については、

次の各号のとおり取り扱うものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第２１７条第５項の規定を準用す （２） 第２１２条第６項及び第７項の規
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る。 定を準用する。 

２ 第３１０条第５項の規定は、規程第７０

７条第２項の規定の適用を受ける上場会社

について準用する。 

２ 第３１０条第６項及び第７項の規定は、

規程第７０７条第２項の規定の適用を受け

る上場会社について準用する。 

３ 規程第７０７条第３項の規定の適用を受

ける上場会社が発行する株券については、

次の各号のとおり取り扱うものとする。 

３ 規程第７０７条第３項の規定の適用を受

ける上場会社が発行する株券については、

次の各号のとおり取り扱うものとする。 

（１） 第３１１条第５項第１号の規定

は、規程第７０７条第３項の規定の適用

を受ける上場会社が発行する株券につい

て準用する。この場合において、第３１

１条第５項第１号ｃ及びｄの規定の適用

については、次のとおりとする。 

（１） 第３１１条第５項第１号の規定

は、規程第７０７条第３項の規定の適用

を受ける上場会社が発行する株券につい

て準用する。この場合において、第３１

１条第５項第１号ｃの規定の適用につい

ては、次のとおりとする。 

ｃ 規程第７０７条第３項において読み

替えて適用する規程第３１１条第１項

第５号に規定する施行規則で定める場

合とは、次の（ａ）又は（ｂ）に定め

る場合をいう。 

（新設） 

（ａ） 審査対象事業年度の末日以前

３か月間の平均時価総額（第３１１

条第５項第１号ｃ（ａ）に規定する

平均時価総額をいう。以下、この項

において同じ。）が１，０００億円

以上である場合であって、規程４０

８条の２に定める期限までに同条に

定める開示を行っているとき 

 

（ｂ） 次のイからニまでのいずれか

に掲げる事項を行うことにより、債

務超過の状態でなくなることを計画

している場合（当取引所が適当と認

める場合に限る。） 

 

イ 法律の規定に基づく再生手続又

は更生手続 

 

ロ 産競法第２条第１６項に規定す

る特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された

場合における産競法第５２条に規

定する特例の適用を受ける特定調

停手続による場合も含む。） 

 

ハ 私的整理に関するガイドライン

研究会による「私的整理に関する

ガイドライン」に基づく整理 

 

ニ 地域経済活性化支援機構による

再生支援決定に基づく事業の再生 

 

ｄ 規程第７０７条第３項において読み

替えて適用する規程第３１１条第１項

第５号又は前ｃの（ｂ）に規定する当

取引所が適当と認める場合に適合する

ｃ 規程第７０７条第３項において読み

替えて適用する規程第３１１条第１項

第５号に規定する当取引所が適当と認

める場合に適合するかどうかの審査
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かどうかの審査は、次の（ａ）及び

（ｂ）に定めるところによる。 

は、次の（ａ）及び（ｂ）に定めると

ころによる。 

（ａ） 次の（ｂ）の規定は、規程第

７０７条第３項において読み替えて

適用する規程第３１１条第１項第５

号に規定する当取引所が適当と認め

る場合に適合するかどうかの審査の

場合に準用する。この場合におい

て、「前ｃの（ｂ）」とあるのは

「規程第７０７条第３項において読

み替えて適用する規程第３１１条第

１項第５号」と、「買取決定等があ

ったことを証する書面」とあるのは

「再生支援決定があったことを証す

る書面」と読み替えるものとし、イ

の（イ）から（ハ）までの規定は適

用しない。 

（ａ） 次の（ｂ）の規定は、規程第

７０７条第３項において読み替えて

適用する規程第３１１条第１項第５

号本文に規定する当取引所が適当と

認める場合に適合するかどうかの審

査の場合に準用する。この場合にお

いて、「第５号ただし書」とあるの

は「第５号本文」と、「１年以内

（ｄに掲げる事項を行う場合にあっ

ては、当該期間が地域経済活性化支

援機構による再生支援決定を公表し

た日から５年以内に開始する事業年

度の末日以前に終了するときに限

る。）」とあるのは「１年以内（当

該期間が地域経済活性化支援機構に

よる再生支援決定を公表した日から

５年以内に開始する事業年度の末日

以前に終了するときに限る。）」

と、「買取決定等があったことを証

する書面」とあるのは「再生支援決

定があったことを証する書面」と読

み替えるものとし、イの（イ）から

（ハ）までの規定は適用しない。 

（ｂ） 前ｃの（ｂ）に規定する当取

引所が適当と認める場合に適合する

かどうかの審査は、審査対象事業年

度の末日から起算して３か月以内

に、再建計画（前ｃの（ｂ）に規定

する債務超過の状態でなくなるため

の経営計画を含む。）を公表してい

る上場会社を対象とし、上場会社が

提出する当該再建計画並びに次のイ

及びロに定める書面に基づき行うも

のとする。 

（ｂ） 規程第７０７条第３項におい

て読み替えて適用する規程第３１１

条第１項第５号ただし書に規定する

当取引所が適当と認める場合に適合

するかどうかの審査は、審査対象事

業年度に係る決算（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社である場

合には連結会計年度、連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合には事

業年度に係る決算とする。）の内容

を規程第４０４条の定めるところに

より開示するまでの間において、再

建計画（規程第７０７条第３項にお

いて読み替えて適用する規程第３１

１条第１項第５号ただし書に規定す

る１年以内（ｄに掲げる事項を行う

場合にあっては、当該期間が地域経

済活性化支援機構による再生支援決

定を公表した日から５年以内に開始

する事業年度の末日以前に終了する

ときに限る。）に債務超過の状態で

なくなるための経営計画を含む。）

を公表している上場会社を対象と

し、上場会社が提出する当該再建計

画並びに次のイ及びロに定める書面
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に基づき行うものとする。 

イ （略） イ （略） 

ロ 前ｃの（ｂ）に規定する債務超

過の状態でなくなるための経営計

画の前提となった重要な事項等

が、規程第４０２条第１号ａｊに

規定する公認会計士等により検討

されたものであることについて当

該公認会計士等が記載した書面 

ロ 規程第７０７条第３項において

読み替えて適用する規程第３１１

条第１項第５号ただし書に規定す

る１年以内（ｄに掲げる事項を行

う場合にあっては、当該期間が地

域経済活性化支援機構による再生

支援決定の日から５年以内に開始

する事業年度の末日以前に終了す

るときに限る。）に債務超過の状

態でなくなるための経営計画の前

提となった重要な事項等が、規程

第４０２条第１号ａｊに規定する

公認会計士等により検討されたも

のであることについて当該公認会

計士等が記載した書面 

（２） 第３１１条第５項第２号の規定の

適用については、次のとおりとする。 

（２） 第３１１条第５項第２号の規定の

適用については、次のとおりとする。 

（２） 指定替えの時期 （２） 指定替えの時期 

   上場会社が規程第３１１条第１項第

５号に該当した場合には、審査対象事

業年度の末日の翌月から起算して５か

月目の月の初日（規程第７０７条第３

項において読み替えて適用する規程第

３１１条第１項第５号に規定する当取

引所が適当と認める場合に該当したと

きは、買取決定等が行われないことを

当取引所が確認した日の属する月の翌

月から起算して２か月目の月の初日）

に指定替えを行う。 

   上場会社が規程第３１１条第１項第

５号に該当した場合には、審査対象事

業年度の末日の翌月から起算して５か

月目の月の初日（規程第７０７条第３

項において読み替えて適用する規程第

３１１条第１項第５号本文かっこ書に

該当した場合にあっては、買取決定等

が行われないことを当取引所が確認し

た日の属する月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。 

４ 第６０１条第４項（第６０３条第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定は、規程第７０７条

第４項又は第５項の規定の適用を受ける上

場会社が発行する株券について準用する。

この場合において、第６０１条第４項第４

号から第６号までの規定の適用について

は、次のとおりとする。 

４ 第６０１条第４項（第６０３条第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定は、規程第７０７条

第４項又は第５項の規定の適用を受ける上

場会社が発行する株券について準用する。

この場合において、第６０１条第４項第４

号の規定の適用については、次のとおりと

する。 

（４） 規程第７０７条第４項又は第５項

において読み替えて適用する規程第６０

１条第１項第５号本文又は規程第６０３

条第１項第３号本文に規定する施行規則

で定める場合とは、次のａからｃまで

（ｃについては、規程第７０７条第５項

において読み替えて適用する規程第６０

３条第１項第３号本文に規定する施行規

則で定める場合に限る。）に定める場合

をいう。 

（新設） 
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ａ 規程第７０７条第４項又は第５項に

おいて読み替えて適用する規程第６０

１条第１項第５号本文又は規程第６０

３条第１項第３号本文に規定する債務

超過の状態となった事業年度の末日以

前３か月間の平均時価総額（第３１１

条第５項第１号ｃ（ａ）に規定する時

価総額をいう。以下、この項において

同じ。）が１，０００億円以上である

場合であって、規程４０８条の２に定

める期限までに同条に定める開示を行

っているとき 

 

ｂ 次の（ａ）から（ｄ）までのいずれ

かに掲げる事項を行うことにより、債

務超過の状態でなくなることを計画し

ている場合（当取引所が適当と認める

場合に限る。） 

 

（ａ） 法律の規定に基づく再生手続

又は更生手続 

 

（ｂ） 産競法第２条第１６項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第５２条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。） 

 

（ｃ） 私的整理に関するガイドライ

ン研究会による「私的整理に関する

ガイドライン」に基づく整理 

 

（ｄ） 地域経済活性化支援機構によ

る再生支援決定に基づく事業の再生 

 

ｃ 上場後３年間において第６０１条第

４項第１号又は第２号に定める債務超

過の状態となった場合 

 

（５） 規程第７０７条第４項又は第５項

において読み替えて適用する規程第６０

１条第１項第５号ただし書又は規程第６

０３条第１項第３号ただし書に規定する

施行規則で定める場合とは、次のａ又は

ｂに定める場合をいう。 

 

ａ 猶予期間の最終日以前３か月間の平

均時価総額が１，０００億円以上であ

る場合であって、規程４０８条の２に

定める期限までに同条に定める開示を

行っているとき 

 

ｂ 次の（ａ）から（ｄ）までのいずれ

かに掲げる事項を行うことにより、債

務超過の状態でなくなることを計画し

ている場合（当取引所が適当と認める
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場合に限る。） 

（ａ） 法律の規定に基づく再生手続

又は更生手続 

 

（ｂ） 産競法第２条第１６項に規定

する特定認証紛争解決手続に基づく

事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第５２条に規定す

る特例の適用を受ける特定調停手続

による場合も含む。） 

 

（ｃ） 私的整理に関するガイドライ

ン研究会による「私的整理に関する

ガイドライン」に基づく整理 

 

（ｄ） 地域経済活性化支援機構によ

る再生支援決定に基づく事業の再生 

 

（６） 規程第７０７条第４項又は第５項

において読み替えて適用する規程第６０

１条第１項第５号本文、規程第６０３条

第１項第３号本文又は第４号ｂ若しくは

前号ｂに規定する当取引所が適当と認め

る場合に適合するかどうかの審査は、次

のａ及びｂに定めるところによる。 

（４） 規程第７０７条第４項又は第５項

において読み替えて適用する規程第６０

１条第１項第５号又は規程第６０３条第

１項第３号に規定する当取引所が適当と

認める場合に適合するかどうかの審査

は、次のａ及びｂに定めるところによ

る。 

ａ 次のｂの規定は、規程第７０７条第

４項又は第５項において読み替えて適

用する規程第６０１条第１項第５号本

文又は規程第６０３条第１項第３号本

文に規定する当取引所が適当と認める

場合に適合するかどうかの審査の場合

に準用する。この場合において、「第

４号ｂ又は前号ｂ」とあるのは「規程

第７０７条第４項又は第５項において

読み替えて適用する規程第６０１条第

１項第５号本文又は規程第６０３条第

１項第３号本文」と、「第４号ｂにつ

いては規程第７０７条第４項又は第５

項において読み替えて適用する規程第

６０１条第１項第５号本文又は規程第

６０３条第１項第３号本文に規定する

債務超過の状態となった事業年度の末

日から起算して３か月以内、前号ｂに

ついては猶予期間の最終日から起算し

て３か月以内に」とあるのは「猶予期

間の最終日から起算して３か月以内

に」と、「買取決定等があったことを

証する書面」とあるのは「再生支援決

定があったことを証する書面」と読み

替えるものとし、（ａ）のイからハま

での規定は適用しない。 

ａ 次のｂの規定は、規程第７０７条第

４項又は第５項において読み替えて適

用する規程第６０１条第１項第５号本

文又は規程第６０３条第１項第３号本

文に規定する当取引所が適当と認める

場合に適合するかどうかの審査の場合

に準用する。この場合において、「第

５号ただし書」とあるのは「第５号本

文」と、「第３号ただし書」とあるの

は「第３号本文」と、「１年以内（ｄ

に掲げる事項を行う場合にあっては、

当該期間が地域経済活性化支援機構に

よる再生支援決定を公表した日から５

年以内に開始する事業年度の末日以前

に限る。）」とあるのは「１年以内

（当該期間が地域経済活性化支援機構

による再生支援決定の日から５年以内

に開始する事業年度の末日以前に終了

するときに限る。）」と、「買取決定

等があったことを証する書面」とある

のは「再生支援決定があったことを証

する書面」と読み替えるものとし、

（ａ）のイからハまでの規定は適用し

ない。 

ｂ 第４号ｂ又は前号ｂに規定する当取

引所が適当と認める場合に適合するか

ｂ 規程第７０７条第４項又は第５項に

おいて読み替えて適用する規程第６０
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どうかの審査は、第４号ｂについては

規程第７０７条第４項又は第５項にお

いて読み替えて適用する規程第６０１

条第１項第５号本文又は規程第６０３

条第１項第３号本文に規定する債務超

過の状態となった事業年度の末日から

起算して３か月以内、前号ｂについて

は猶予期間の最終日から起算して３か

月以内に、再建計画（第４号ｂ又は前

号ｂに規定する債務超過の状態でなく

なるための経営計画を含む。）を公表

している上場会社を対象とし、上場会

社が提出する当該再建計画並びに次の

（ａ）及び（ｂ）に定める書面に基づ

き行う。 

１条第１項第５号ただし書又は規程第

６０３条第１項第３号ただし書に規定

する当取引所が適当と認める場合に適

合するかどうかの審査は、猶予期間の

最終日の属する連結会計年度（上場会

社が連結財務諸表を作成すべき会社で

ない場合には事業年度）に係る決算の

内容を規程第４０４条の定めるところ

により開示するまでの間において、再

建計画（規程第７０７条第４項又は第

５項において読み替えて適用する規程

第６０１条第１項第５号ただし書又は

規程第６０３条第１項第３号ただし書

に規定する１年以内（ｄに掲げる事項

を行う場合にあっては、当該期間が地

域経済活性化支援機構による再生支援

決定を公表した日から５年以内に開始

する事業年度の末日以前に終了すると

きに限る。）に債務超過の状態でなく

なるための経営計画を含む。）を公表

している上場会社を対象とし、上場会

社が提出する当該再建計画並びに次の

（ａ）及び（ｂ）に定める書面に基づ

き行う。 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 第４号ｂ又は前号ｂに規定す

る債務超過の状態でなくなるための

経営計画の前提となった重要な事項

等が、規程第４０２条第１号ａｊに

規定する公認会計士等により検討さ

れたものであることについて当該公

認会計士等が記載した書面 

（ｂ） 規程第７０７条第４項又は第

５項において読み替えて適用する規

程第６０１条第１項第５号ただし書

又は規程第６０３条第１項第３号た

だし書に規定する１年以内（ｄに掲

げる事項を行う場合にあっては、当

該期間が地域経済活性化支援機構に

よる再生支援決定を公表した日から

５年以内に開始する事業年度の末日

以前に終了するときに限る。）に債

務超過の状態でなくなるための経営

計画の前提となった重要な事項等

が、規程第４０２条第１号ａｊに規

定する公認会計士等により検討され

たものであることについて当該公認

会計士等が記載した書面 

５ 第６０５条の規定にかかわらず、被支援

会社である上場会社の発行する株券につい

ての監理銘柄の指定については、次の各号

のとおり取り扱うものとする。 

５ 第６０５条の規定にかかわらず、被支援

会社である上場会社の発行する株券につい

ての監理銘柄の指定については、次の各号

のとおり取り扱うものとする。 

（１） 当取引所は、被支援会社である上

場会社の発行する株券が次のａからｃま

でのいずれかに該当する場合には、当該

株券を監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、ａに該当する場

（１） 当取引所は、被支援会社である上

場会社の発行する株券が次のａからｃま

でのいずれかに該当する場合には、当該

株券を監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、ａに該当する場
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合は監理銘柄（審査中）に指定し、ｂ又

はｃに該当する場合は監理銘柄（確認

中）に指定する。 

合は監理銘柄（審査中）に指定し、ｂ又

はｃに該当する場合は監理銘柄（確認

中）に指定する。 

ａ 第６０５条第１項第１２号の２、第

１２号の３、第１４号、第１４号の

３、第１５号、第１５条の２、第２１

号の４、第２２号、第２５号の５又は

第２５号の６のいずれかに該当すると

き 

ａ 第６０５条第１項第１２号の２、第

１４号、第１５号、第２１号の２又は

第２２号のいずれかに該当するとき 

ｂ 第６０５条第１項第１号から第１２

号まで、第１３号、第１４号の２、第

１６号から第２１号の３まで、第２３

号から第２５号の４まで又は第２６号

のいずれかに該当するとき（第７号に

あっては、「規程第６０１条第１項第

５号（規程第６０２条第１項第１号又

は同条第２項第３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。）又は規程第６０

３条第１項第３号（規程第６０４条第

１項第１号又は同条第２項第４号によ

る場合を含む。）」とあるのは、「規

程第７０７条第４項又は第５項におい

て読み替えて適用する規程第６０１条

第１項第５号又は規程第６０３条第１

項第３号」と読み替える。） 

ｂ 第６０５条第１項第１号から第１２

号まで、第１３号、第１６号から第２

１号まで又は第２３号から第２６号ま

でのいずれかに該当するとき（第７号

にあっては、「規程第６０１条第１項

第５号（規程第６０２条第１項第１号

又は同条第２項第３号による場合を含

む。）又は規程第６０３条第１項第３

号若しくは第４号（規程第６０４条第

１項第１号又は同条第２項第４号によ

る場合を含む。）」とあるのは、「規

程第７０７条第４項又は第５項におい

て読み替えて適用する規程第６０１条

第１項第５号若しくは規程第６０３条

第１項第３号又は規程第６０３条第１

項第４号」と読み替える。） 

ｃ 被支援会社である上場会社（当該上

場会社の債務に係る買取決定等が行わ

れているものを除く。）が規程第７０

７条第４項又は第５項において読み替

えて適用する規程第６０１条第１項第

５号（かっこ書を除く。）又は規程第

６０３条第１項第３号（かっこ書を除

く。）に該当する状態にある旨の発表

等を行った場合であって、当該上場会

社が債務超過の状態でなくなることを

計画している場合（規程第７０７条第

４項又は第５項において読み替えて適

用する規程第６０１条第１項第５号又

は規程第６０３条第１項第３号に規定

する当取引所が適当と認める場合に限

る。この場合における当取引所が適当

と認める場合に適合するかどうかの審

査は、前項において読み替えて適用す

る第６０１条第４項第６号ａの規定に

基づき行うものとする。）であって、

かつ、地域経済活性化支援機構により

当該上場会社の債務に係る買取決定等

ｃ 被支援会社である上場会社（当該上

場会社の債務に係る買取決定等が行わ

れているものを除く。）が規程第７０

７条第４項又は第５項において読み替

えて適用する規程第６０１条第１項第

５号本文（かっこ書を除く。）又は規

程第６０３条第１項第３号本文（かっ

こ書を除く。）に該当する状態にある

旨の発表等を行った場合であって、当

該上場会社が１年以内に債務超過の状

態でなくなることを計画している場合

（規程第７０７条第４項又は第５項に

おいて読み替えて適用する規程第６０

１条第１項第５号本文又は規程第６０

３条第１項第３号本文に規定する当取

引所が適当と認める場合に限る。この

場合における当取引所が適当と認める

場合に適合するかどうかの審査は、前

項において読み替えて適用する第６０

１条第４項第４号ａの規定に基づき行

うものとする。）であって、かつ、地

域経済活性化支援機構により当該上場
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が行われるかどうかを確認できないと

き 

会社の債務に係る買取決定等が行われ

るかどうかを確認できないとき 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

  

（東日本大震災に伴う内国会社の形式要件

の特例の取扱い） 

（東日本大震災に伴う内国会社の形式要件

の特例の取扱い） 

第７２０条 規程第７０８条の規定の適用を

受ける新規上場申請者（本則市場への新規

上場申請者に限る。）についての第２１２

条第６項の規定の適用については、同項第

２号中「記載されていない場合」とあるの

は「記載されていない場合及び監査報告書

又は四半期レビュー報告書において、東日

本大震災に起因して公認会計士等の「除外

事項を付した限定付適正意見」又は「除外

事項を付した限定付結論」が記載されてい

る場合」とする。 

第７２０条 規程第７０８条の規定の適用を

受ける新規上場申請者（本則市場への新規

上場申請者に限る。）についての第２１２

条第７項の規定の適用については、同項第

２号中「記載されていない場合」とあるの

は「記載されていない場合及び監査報告書

又は四半期レビュー報告書において、東日

本大震災に起因して公認会計士等の「除外

事項を付した限定付適正意見」又は「除外

事項を付した限定付結論」が記載されてい

る場合」とする。 

２ 規程第７０８条の規定の適用を受ける新

規上場申請者（マザーズへの新規上場申請

者に限る。）についての第２２７条第５項

の規定の適用については、同項第２号中

「記載されていない場合」とあるのは「記

載されていない場合並びに監査報告書、中

間監査報告書及び四半期レビュー報告書に

おいて、東日本大震災に起因して公認会計

士等の「除外事項を付した限定付適正意

見」又は「除外事項を付した限定付結論」

が記載されている場合」とする。 

２ 規程第７０８条の規定の適用を受ける新

規上場申請者（マザーズへの新規上場申請

者に限る。）についての第２２７条第６項

の規定の適用については、同項第２号中

「記載されていない場合」とあるのは「記

載されていない場合並びに監査報告書、中

間監査報告書及び四半期レビュー報告書に

おいて、東日本大震災に起因して公認会計

士等の「除外事項を付した限定付適正意

見」又は「除外事項を付した限定付結論」

が記載されている場合」とする。 

  

（平成２８年熊本地震に伴う内国会社の形

式要件の特例の取扱い） 

（平成２８年熊本地震に伴う内国会社の形

式要件の特例の取扱い） 

第７２５条 規程第７１６条（規程第７１８

条において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受ける本則市場への新規上場申請

者（規程第７１８条において準用する場合

にあっては、本則市場への上場市場変更申

請者）についての第２１２条第６項（第３

１３条の２第３項において準用する場合を

含む。以下この項において同じ。）の規定

の適用については、第２１２条第６項第２

号中「記載されていない場合」とあるのは

「記載されていない場合、監査報告書又は

四半期レビュー報告書において、平成２８

年熊本地震に起因して公認会計士等の「除

外事項を付した限定付適正意見」又は「除

外事項を付した限定付結論」が記載されて

いる場合」とする。 

第７２５条 規程第７１６条（規程第７１８

条において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受ける本則市場への新規上場申請

者（規程第７１８条において準用する場合

にあっては、本則市場への上場市場変更申

請者）についての第２１２条第７項（第３

１３条の２第３項において準用する場合を

含む。以下この項において同じ。）の規定

の適用については、第２１２条第７項第２

号中「記載されていない場合」とあるのは

「記載されていない場合、監査報告書又は

四半期レビュー報告書において、平成２８

年熊本地震に起因して公認会計士等の「除

外事項を付した限定付適正意見」又は「除

外事項を付した限定付結論」が記載されて

いる場合」とする。 

２ 規程第７１６条（規程第７１８条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を

２ 規程第７１６条（規程第７１８条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を
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受けるマザーズ又はＪＡＳＤＡＱへの新規

上場申請者（規程第７１８条において準用

する場合にあっては、マザーズへの上場市

場変更申請者若しくはＪＡＳＤＡＱへの上

場市場変更申請者又は内訳区分変更申請

者）についての第２２７条第５項の規定の

適用については、同項第２号中「記載され

ていない場合」とあるのは「記載されてい

ない場合、監査報告書、中間監査報告書又

は四半期レビュー報告書において、平成２

８年熊本地震に起因して公認会計士等の

「除外事項を付した限定付適正意見」又は

「除外事項を付した限定付結論」が記載さ

れている場合」とする。 

受けるマザーズ又はＪＡＳＤＡＱへの新規

上場申請者（規程第７１８条において準用

する場合にあっては、マザーズへの上場市

場変更申請者若しくはＪＡＳＤＡＱへの上

場市場変更申請者又は内訳区分変更申請

者）についての第２２７条第６項の規定の

適用については、同項第２号中「記載され

ていない場合」とあるのは「記載されてい

ない場合、監査報告書、中間監査報告書又

は四半期レビュー報告書において、平成２

８年熊本地震に起因して公認会計士等の

「除外事項を付した限定付適正意見」又は

「除外事項を付した限定付結論」が記載さ

れている場合」とする。 

  

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた形式要件の特例の取扱

い） 

（２０２０年新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた形式要件の特例の取扱

い） 

第７２８条 規程第７２２条第１項（規程第

７２３条において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける本則市場への新規上

場申請者（規程第７２３条において準用す

る場合にあっては、本則市場への上場市場

変更申請者）についての第２１２条第６項

（第３１３条の２第３項において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定の適用については、第２１２条第６

項第２号中「記載されていない場合」とあ

るのは「記載されていない場合、監査報告

書又は四半期レビュー報告書において、２

０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

に起因して公認会計士等の「除外事項を付

した限定付適正意見」又は「除外事項を付

した限定付結論」が記載されている場合」

とする。 

第７２８条 規程第７２２条第１項（規程第

７２３条において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける本則市場への新規上

場申請者（規程第７２３条において準用す

る場合にあっては、本則市場への上場市場

変更申請者）についての第２１２条第７項

（第３１３条の２第３項において準用する

場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定の適用については、第２１２条第７

項第２号中「記載されていない場合」とあ

るのは「記載されていない場合、監査報告

書又は四半期レビュー報告書において、２

０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

に起因して公認会計士等の「除外事項を付

した限定付適正意見」又は「除外事項を付

した限定付結論」が記載されている場合」

とする。 

２ 規程第７２２条第１項（規程第７２３条

において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受けるマザーズ又はＪＡＳＤＡＱへ

の新規上場申請者（規程第７２３条におい

て準用する場合にあっては、マザーズへの

上場市場変更申請者若しくはＪＡＳＤＡＱ

への上場市場変更申請者又は内訳区分変更

申請者）についての第２２７条第５項の規

定の適用については、同項第２号中「記載

されていない場合」とあるのは「記載され

ていない場合、監査報告書、中間監査報告

書又は四半期レビュー報告書において、２

０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

に起因して公認会計士等の「除外事項を付

した限定付適正意見」又は「除外事項を付

２ 規程第７２２条第１項（規程第７２３条

において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受けるマザーズ又はＪＡＳＤＡＱへ

の新規上場申請者（規程第７２３条におい

て準用する場合にあっては、マザーズへの

上場市場変更申請者若しくはＪＡＳＤＡＱ

への上場市場変更申請者又は内訳区分変更

申請者）についての第２２７条第６項の規

定の適用については、同項第２号中「記載

されていない場合」とあるのは「記載され

ていない場合、監査報告書、中間監査報告

書又は四半期レビュー報告書において、２

０２０年新型コロナウイルス感染症の影響

に起因して公認会計士等の「除外事項を付

した限定付適正意見」又は「除外事項を付
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した限定付結論」が記載されている場合」

とする。 

した限定付結論」が記載されている場合」

とする。 

３ 第１項の規定は、規程第７２２条第２項

の規定の適用を受ける上場会社についての

第３１０条第６項第２号の規定において準

用する第２１２条第６項の規定の適用につ

いて準用する。 

３ 第１項の規定は、規程第７２２条第２項

の規定の適用を受ける上場会社についての

第３１０条第７項第２号の規定において準

用する第２１２条第７項の規定の適用につ

いて準用する。 

  

（大規模な公募及び売出しを伴う新規上場

に係る形式要件の特例の取扱い） 

 

第７３１条 規程第７２８条に規定する公募

又は売出しの総額は、新規上場申請に係る

公募又は売出しの見込み価格に当該公募又

は売出しの見込み数量を乗じて得た額をい

う。 

（新設） 

２ 規程第７２８条各項に規定する施行規則

で定めるときとは、次の各号に掲げる場合

の区分に従い、当該各号に定める基準に適

合するための取組み及びその実施時期を記

載した計画書を提出した場合をいう。 

 

（１） 規程第７２８条第１項の場合 

  規程第２０５条第２号ｃ 

 

（２） 規程第７２８条第２項の場合 

規程第２１０条第１項第２号ｃ 

 

（３） 規程第７２８条第３項の場合 

規程第２１２条第２号ｃ 

 

３ 新規上場申請者は前項の規定により当取

引所に提出した計画書について、上場前及

び上場後において、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。 

 

４ 新規上場申請者は、第２項に掲げる基準

に適合するまでの間、第２項の規定により

提出した計画書の内容について訂正又は変

更すべき事情が生じた場合は、直ちに当該

変更又は訂正の内容を開示しなければなら

ない。 

 

５ 新規上場申請者は、上場後において、第

２項に掲げる基準に適合するまでの間、事

業年度の末日から起算して３か月以内に、

第２項の規定により提出した計画書の進捗

状況について開示しなければならない。 

 

  

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い） 

第８０３条 （略） 第８０３条 （略） 

２ 第２１２条第９項の規定は、規程第８０

４条第２号ｄの場合について準用する。 

２ 第２１２条第１０項の規定は、規程第８

０４条第２号ｄの場合について準用する。 
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（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第８０６条 （略） 第８０６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第２１２条第９項及び第６０１条第１３

項第２号の規定は、規程第８０８条第２項

第７号の場合について準用する。 

５ 第２１２条第１０項及び第６０１条第１

２項第２号の規定は、規程第８０８条第２

項第７号の場合について準用する。 

６ 第６０１条第１６項の規定は、規程第８

０８条第２項第８号の場合について準用す

る。 

６ 第６０１条第１５項の規定は、規程第８

０８条第２項第８号の場合について準用す

る。 

  

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い） 

第８０７条 規程第８０９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。 

第８０７条 規程第８０９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） 規程第８０８条第１項第１号又は

第２項各号（第３号、第５号の２及び第

８号のうち前条第６項において準用する

第６０１条第１６項第１号の規定に該当

するものを除く。）に該当することとな

った銘柄 

  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１０日間（休

業日を除外する。）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。 

（１） 規程第８０８条第１項第１号又は

第２項各号（第３号、第５号の２及び第

８号のうち前条第６項において準用する

第６０１条第１５項第１号の規定に該当

するものを除く。）に該当することとな

った銘柄 

  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１０日間（休

業日を除外する。）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。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 規程第８０８条第２項第８号に該

当することとなった銘柄のうち、前条第

６項において準用する第６０１条第１６

項第１号の規定に該当するもの 

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 

（４） 規程第８０８条第２項第８号に該

当することとなった銘柄のうち、前条第

６項において準用する第６０１条第１５

項第１号の規定に該当するもの 

  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 

（５） （略） （５） （略） 

  

（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い） 

第８０９条 当取引所は、上場優先株等が規

程第８０８条第１項各号（第６０１条第７

項第２号ａに規定する合併による解散の場

合及び第６０１条第１４項第１号に規定す

る株式交換又は株式移転による完全子会社

化の場合であって、かつ、上場銘柄と引換

えに交付される優先株等が速やかに上場さ

れる見込みのある場合を除く。）若しくは

規程第８０８条第２項第１号、第２号、第

４号から第８号まで若しくは第９号のいず

第８０９条 当取引所は、上場優先株等が規

程第８０８条第１項各号（第６０１条第７

項第２号ａに規定する合併による解散の場

合及び第６０１条第１３項第１号に規定す

る株式交換又は株式移転による完全子会社

化の場合であって、かつ、上場銘柄と引換

えに交付される優先株等が速やかに上場さ

れる見込みのある場合を除く。）若しくは

規程第８０８条第２項第１号、第２号、第

４号から第８号まで若しくは第９号のいず
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れかに該当する場合又は規程第８２６条第

１項において準用する規程第６０８条に定

める申請が行われ上場廃止が決定した場合

には、規程第８１１条の規定に基づき、当

取引所が当該優先株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

優先株等を整理銘柄に指定することができ

る。 

れかに該当する場合又は規程第８２６条第

１項において準用する規程第６０８条に定

める申請が行われ上場廃止が決定した場合

には、規程第８１１条の規定に基づき、当

取引所が当該優先株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

優先株等を整理銘柄に指定することができ

る。 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第８１７条 （略） 第８１７条 （略） 

２ 第２１３条第１項及び第２項並びに第６

０１条第１３項第２号の規定は、規程第８

２１条第２項第５号の場合について準用す

る。 

２ 第２１３条第１項及び第２項並びに第６

０１条第１２項第２号の規定は、規程第８

２１条第２項第５号の場合について準用す

る。 

  

（情報の開示の取扱い） （情報の開示の取扱い） 

第９４０条 規程第９４７条第２項第１号ｎ

及び第２号ｂに規定する施行規則で定める

業務とは、登録金融機関若しくは金融商品

取引業者又はこれらに相当する者の経営管

理を主たる目的として行う業務をいう。 

第９４０条 規程第９４７条第２項第１号及

び第２号に規定する上場ＥＴＮ信託受益証

券に係る受託有価証券であるＥＴＮの残存

償還価額総額及び一証券あたりの償還価額

は、上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有

価証券であるＥＴＮの発行契約書若しくは

発行プログラム若しくはこれらに類する書

類又は上場ＥＴＮ信託受益証券に係る信託

契約に定めるところにより算出するものと

する。 

（削る） ２ 規程第９４７条第２項第２号に規定する

乖離率とは、次の算式により算出した値を

いう。 

 算式 

 （（Ａ÷Ｂ）－（Ｃ÷Ｄ））×１００

（％） 

 算式の符号 

 Ａ 同項第１号に規定する上場ＥＴＮ信

託受益証券に係る受託有価証券である

ＥＴＮの一証券あたりの償還価額 

 Ｂ Ａを算出した日の前営業日の上場Ｅ

ＴＮ信託受益証券に係る受託有価証券

であるＥＴＮの一証券あたりの償還価

額 

 Ｃ 特定の指標の終値 

 Ｄ Ｃを算出した日の前営業日の特定の

指標の終値 

（削る） ３ 規程第９４７条第３項第１号ｎ及び第２

号ｂに規定する施行規則で定める業務と

は、登録金融機関若しくは金融商品取引業
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者又はこれらに相当する者の経営管理を主

たる目的として行う業務をいう。 

２ 規程第９４７条第２項第２号ｃに規定す

る施行規則で定める事実とは、経営管理の

対象となる登録金融機関若しくは金融商品

取引業者又はこれらに相当する者に係る事

業の停止その他これに準ずる行政庁による

法令に基づく処分をいう。 

４ 規程第９４７条第３項第２号ｃに規定す

る施行規則で定める事実とは、経営管理の

対象となる登録金融機関若しくは金融商品

取引業者又はこれらに相当する者に係る事

業の停止その他これに準ずる行政庁による

法令に基づく処分をいう。 

３ 規程第９４７条第２項第４号に規定する

施行規則で定める信用状況等に関する情報

とは、次の各号に掲げる内容をいう。 

５ 規程第９４７条第３項第４号に規定する

施行規則で定める信用状況等に関する情報

とは、次の各号に掲げる内容をいう。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

４ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第

９４７条第２項第１号、第２号及び第５号

から第７号までの規定に基づき開示すべき

内容について準用する。 

６ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第

９４７条第３項第１号、第２号及び第５号

から第７号までの規定に基づき開示すべき

内容について準用する。 

５ 規程第９４７条の２第１項第１号及び第

２号に規定する上場ＥＴＮ信託受益証券に

係る受託有価証券であるＥＴＮの残存償還

価額総額及び一証券あたりの償還価額は、

上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証

券であるＥＴＮの発行契約書若しくは発行

プログラム若しくはこれらに類する書類又

は上場ＥＴＮ信託受益証券に係る信託契約

に定めるところにより算出するものとす

る。 

（新設） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第９４１条 規程第９４８条第１項に規定す

る施行規則で定める場合とは、次の各号に

掲げる場合のいずれかに該当した場合をい

い、当該各号に該当したときには、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

９４７条の規定に基づき行う情報の開示に

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。この場合において、上場ＥＴＮ信

託受益証券の発行者は、第１号ｂに規定す

る書類（法第１３条第１項前段及び第３項

の規定により作成されたものを除く。）並

びに第２号、第３号ａ、第４号ｂ及び第８

号に規定する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。 

第９４１条 規程第９４８条第１項に規定す

る施行規則で定める場合とは、次の各号に

掲げる場合のいずれかに該当した場合をい

い、当該各号に該当したときには、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

９４７条の規定に基づき行う情報の開示に

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。この場合において、上場ＥＴＮ信

託受益証券の発行者は、第１号ｂに規定す

る書類（法第１３条第１項前段及び第３項

の規定により作成されたものを除く。）並

びに第２号、第３号ａ、第４号ｂ及び第８

号に規定する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。 

（１） 規程第９４７条第２項第１号ａに

掲げる事項を決定した場合 

（１） 規程第９４７条第３項第１号ａに

掲げる事項を決定した場合 
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次のａからｃまでに定めるところによ

り行うものとする。ただし、電子開示手

続により有価証券届出書を内閣総理大臣

等に対し提出した場合には、ｂに掲げる

書類の提出を要しないものとする。 

次のａからｃまでに定めるところによ

り行うものとする。ただし、電子開示手

続により有価証券届出書を内閣総理大臣

等に対し提出した場合には、ｂに掲げる

書類の提出を要しないものとする。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（２） 規程第９４７条第２項第１号ｂに

掲げる事項を決定した場合 

（２） 規程第９４７条第３項第１号ｂに

掲げる事項を決定した場合 

上場ＥＴＮ信託受益証券の併合又は分

割の日程表について、確定後直ちに 

上場ＥＴＮ信託受益証券の併合又は分

割の日程表について、確定後直ちに 

（３） 規程第９４７条第２項第１号ｃに

掲げる事項を決定した場合 

（３） 規程第９４７条第３項第１号ｃに

掲げる事項を決定した場合 

次のａ又はｂに掲げるところにより行

うものとする。 

次のａ又はｂに掲げるところにより行

うものとする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（４） 規程第９４７条第２項第１号ｐ及

び第７号に掲げる事項 

（４） 規程第９４７条第３項第１号ｐ及

び第７号に掲げる事項 

次のａ又はｂに掲げるところにより行

うものとする。 

次のａ又はｂに掲げるところにより行

うものとする。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（５） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動その他の上場ＥＴＮ信託受益証券に

関する権利等に係る重要な事項 

（５） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、社債権者集会の招集その他の上場

ＥＴＮ信託受益証券に関する権利等に係

る重要な事項 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（「取引所規則の遵守に関

する確認書」を提出した代表者の異動に

ついて決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（「取引所規則の遵守に関

する確認書」を提出した代表者の異動に

ついて決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

（６） （略） （６） （略） 

（７） １２月末日現在の上場ＥＴＮ信託

受益証券の上場受益権口数を把握した場

合 

（７） １２月末日現在の上場ＥＴＮ信託

受益証券の上場受益権口数及び上場ＥＴ

Ｎ信託受益証券に係る受託有価証券であ

るＥＴＮの一証券あたりの償還価額を把

握した場合 

１２月末日現在の上場ＥＴＮ信託受益

証券の上場受益権口数を記載した書面に

ついて、把握後直ちに 

１２月末日現在の上場ＥＴＮ信託受益

証券の上場受益権口数及び上場ＥＴＮ信

託受益証券に係る受託有価証券であるＥ

ＴＮの一証券あたりの償還価額を記載し

た書面について、把握後直ちに 

（７）の２ １２月末日以前１年間におけ

る毎月末日の上場ＥＴＮ信託受益証券に

係る受託有価証券であるＥＴＮの一証券

あたりの償還価額及び特定の指標の終値

を把握した場合 

（新設） 
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１２月末日以前１年間における毎月末

日の上場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託

有価証券であるＥＴＮの一証券あたりの

償還価額及び特定の指標の終値を記載し

た書面について、把握後直ちに 

 

（８） （略） （８） （略） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第９４４条 （略） 第９４４条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 規程第９５１条第１項第３号ｂに規定す

る基準の審査については、次の各号に掲げ

るとおり取り扱うこととする。 

９ 規程第９５１条第１項第３号ｂに規定す

る基準の審査については、次の各号に掲げ

るとおり取り扱うこととする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前号に規定する上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮ

の一証券あたりの償還価額の前月比は、

上場日の属する月の翌月から審査を行う

月までの各月において次の算式により算

出するものとする。 

（２） 前号に規定する上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴＮ

の一証券あたりの償還価額の前月比は、

上場日の属する月の翌月から審査を行う

月までの各月において次の算式により算

出するものとする。この場合における上

場ＥＴＮ信託受益証券に係る受託有価証

券であるＥＴＮの一証券あたりの償還価

額は、規程第９４７条第２項第１号の規

定により開示されたものによるものとす

る。 

算式 算式 

（Ｄ÷Ｅ）－１ （Ｄ÷Ｅ）－１ 

算式の符号 算式の符号 

Ｄ 当月末日における上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴ

Ｎの一証券あたりの償還価額 

Ｄ 当月末日における上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴ

Ｎの一証券あたりの償還価額 

Ｅ 前月末日における上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴ

Ｎの一証券あたりの償還価額 

Ｅ 前月末日における上場ＥＴＮ信託受

益証券に係る受託有価証券であるＥＴ

Ｎの一証券あたりの償還価額 

（３）～（８） （略） （３）～（８） （略） 

１０～１２ （略） １０～１２ （略） 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第９４８条 （略） 第９４８条 （略） 

２ 第９４０条第５項の規定は、前項の上場

受益権口数に係る償還価額総額について準

用する。 

２ 第９４０条第１項の規定は、前項の上場

受益権口数に係る償還価額総額について準

用する。 

  

（上場ＥＴＦに関する情報の開示の取扱

い） 

（上場ＥＴＦに関する情報の開示の取扱

い） 

第１１０９条 第４０２条の２第１項の規定 第１１０９条 規程第１１０７条第２項第１
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は、規程第１１０７条第２項第１号及び第

２号の規定に基づき開示すべき内容につい

て準用する。 

号ｂ及びｃに規定する純資産総額及び一口

あたりの純資産額は、投資信託約款、信託

約款若しくはこれに類する書類又は規約若

しくはこれに類する書類に定めるところに

より算出するものとする。 

（削る） ２ 規程第１１０７条第２項第１号ｃに規定

する乖離率とは、次の算式により算出した

値をいう。 

 算式 

 （（Ａ÷Ｂ）－（Ｃ÷Ｄ））×１００ 

（％） 

 算式の符号 

 Ａ 同ｃに規定する上場ＥＴＦの一口あ

たりの純資産額 

 Ｂ Ａを算出した日の前営業日の上場Ｅ

ＴＦの一口あたりの純資産額 

 Ｃ 特定の指標の終値 

 Ｄ Ｃを算出した日の前営業日の特定の

指標の終値 

（削る） ３ 第４０２条の２第１項の規定は、規程第

１１０７条第２項第２号及び第３号の規定

に基づき開示すべき内容について準用す

る。 

２ 規程第１１０７条第２項第１号及び第２

号に規定する施行規則で定める基準とは、

次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該

各号に定める基準をいう。 

４ 規程第１１０７条第２項第２号及び第３

号に規定する施行規則で定める基準とは、

次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該

各号に定める基準をいう。 

（１） 規程第１１０７条第２項第１号ａ

の（ｃ）及び同項第２号ａの（ｅ）に掲

げる事項 

（１） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ｃ）及び同項第３号ａの（ｅ）に掲

げる事項 

投資信託約款若しくは信託約款若しく

はこれに類する書類又は規約若しくはこ

れに類する書類の変更理由が次のａから

ｃまでのいずれかに該当すること。 

投資信託約款若しくは信託約款若しく

はこれに類する書類又は規約若しくはこ

れに類する書類の変更理由が次のａから

ｃまでのいずれかに該当すること。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（２） 規程第１１０７条第２項第１号ａ

の（ｌ）、同項第２号ａの（ｈ）及び同

号ｃの（ｇ）に掲げる事項 

（２） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ｌ）、同項第３号ａの（ｈ）及び同

号ｃの（ｇ）に掲げる事項 

当該管理会社又は当該外国投資法人が

法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣

等に対して行う届出のうち、当取引所が

定めるもの 

当該管理会社又は当該外国投資法人が

法又は外国の法令に基づき内閣総理大臣

等に対して行う届出のうち、当取引所が

定めるもの 

（３） 規程第１１０７条第２項第１号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

（３） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

投資信託、外国投資信託又は信託に必

要な資金の借入れのうち、信託設定に伴

う消費税等の支払いに係る借入れに該当

投資信託、外国投資信託又は信託に必

要な資金の借入れのうち、信託設定に伴

う消費税等の支払いに係る借入れに該当
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すること。 すること。 

（４） 規程第１１０７条第２項第１号ｂ

の（ｇ）の４に掲げる事実 

（４） 規程第１１０７条第２項第２号ｂ

の（ｇ）の４に掲げる事実 

信託約款で定める信託財産に係る商品

の条件を満たさない商品が信託された場

合のうち、当該商品に代えて信託される

べき商品の価値が、管理会社が当該事実

を確認した日において、その前営業日の

純資産総額の１００分の３に相当する額

未満である場合に該当すること。 

信託約款で定める信託財産に係る商品

の条件を満たさない商品が信託された場

合のうち、当該商品に代えて信託される

べき商品の価値が、管理会社が当該事実

を確認した日において、その前営業日の

純資産総額の１００分の３に相当する額

未満である場合に該当すること。 

３ 規程第１１０７条第２項第１号ｂの

（ｇ）の３に規定するこれらに相当する者

として施行規則で定める者とは、第１１０

６条第４項に規定する法人をいう。 

５ 規程第１１０７条第２項第２号ｂの

（ｇ）の３に規定するこれらに相当する者

として施行規則で定める者とは、第１１０

６条第４項に規定する法人をいう。 

４ 第６０１条第４項第１号及び第２号の規

定は、規程第１１０７条第２項第１号ｅの

２の（ｃ）に規定する債務超過の状態につ

いて準用する。 

６ 第６０１条第４項第１号及び第２号の規

定は、規程第１１０７条第２項第２号ｅの

２の（ｃ）に規定する債務超過の状態につ

いて準用する。 

５ 規程第１１０７条第２項第１号ｅの２の

（ｇ）に規定する法律の規定に基づく破産

手続、再生手続若しくは更生手続を必要と

するに至った場合とは、カウンター・パー

ティーが、法律に規定する破産手続、再生

手続又は更生手続の原因があることによ

り、破産手続、再生手続又は更生手続を必

要と判断した場合をいう。 

７ 規程第１１０７条第２項第２号ｅの２の

（ｇ）に規定する法律の規定に基づく破産

手続、再生手続若しくは更生手続を必要と

するに至った場合とは、カウンター・パー

ティーが、法律に規定する破産手続、再生

手続又は更生手続の原因があることによ

り、破産手続、再生手続又は更生手続を必

要と判断した場合をいう。 

６ 規程第１１０７条第２項第１号ｅの２の

（ｆ）に規定する停止されることが確実と

なったこととは、カウンター・パーティー

が発行した手形等が不渡りとなり、銀行取

引停止が確実となったことをいう。 

８ 規程第１１０７条第２項第２号ｅの２の

（ｆ）に規定する停止されることが確実と

なったこととは、カウンター・パーティー

が発行した手形等が不渡りとなり、銀行取

引停止が確実となったことをいう。 

７ 規程第１１０７条の２第１項第２号及び

第３号に規定する純資産総額及び一口あた

りの純資産額は、投資信託約款、信託約款

若しくはこれに類する書類又は規約若しく

はこれに類する書類に定めるところにより

算出するものとする。 

（新設） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１１１０条 （略） 第１１１０条 （略） 

２ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除

く。）に係る管理会社は、次の各号に掲げ

る事項のいずれかについて決定を行った場

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１１０７条の規定に基づき

２ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除

く。）に係る管理会社は、次の各号に掲げ

る事項のいずれかについて決定を行った場

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１１０７条の規定に基づき
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行う情報の開示により、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。この場合におい

て、上場ＥＴＦに係る管理会社は、第１号

ｂに規定する書類（法第１３条第１項前段

及び第３項の規定により作成されたものを

除く。）並びに第３号及び第５号に規定す

る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。 

行う情報の開示により、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。この場合におい

て、上場ＥＴＦに係る管理会社は、第１号

ｂに規定する書類（法第１３条第１項前段

及び第３項の規定により作成されたものを

除く。）並びに第３号及び第５号に規定す

る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。 

（１） 規程第１１０７条第２項第１号ａ

の（ａ）に掲げる事項 

（１） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ａ）に掲げる事項 

次のａからｃまでに定めるところによ

り行うものとする。ただし、電子開示手

続により有価証券届出書を内閣総理大臣

等に対し提出した場合には、ｂに掲げる

書類の提出を要しないものとする。 

次のａからｃまでに定めるところによ

り行うものとする。ただし、電子開示手

続により有価証券届出書を内閣総理大臣

等に対し提出した場合には、ｂに掲げる

書類の提出を要しないものとする。 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

（２） 規程第１１０７条第２項第１号ａ

の（ａ）の２に掲げる事項 

（２） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ａ）の２に掲げる事項 

受益権の併合又は分割の日程表につい

て、確定後直ちに 

受益権の併合又は分割の日程表につい

て、確定後直ちに 

（３） 規程第１１０７条第２項第１号ａ

の（ｃ）に掲げる事項 

（３） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ｃ）に掲げる事項 

変更後の投資信託約款又は信託約款若

しくはこれに類する書類について、変更

確定後直ちに 

変更後の投資信託約款又は信託約款若

しくはこれに類する書類について、変更

確定後直ちに 

（４）・（５） （略） （４）・（５） （略） 

３ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限

る。）に係る外国投資法人及び管理会社

は、次の各号に掲げる事項のいずれかにつ

いて決定を行った場合には、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１１０

７条の規定に基づき行う情報の開示によ

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。この場合において、当該上場ＥＴＦ

に係る外国投資法人及び管理会社は、第１

号ｂに規定する書類（法第１３条第１項前

段及び第３項の規定により作成されたもの

を除く。）並びに第３号ａ、第４号ｂ及び

第７号に規定する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。 

３ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限

る。）に係る外国投資法人及び管理会社

は、次の各号に掲げる事項のいずれかにつ

いて決定を行った場合には、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１１０

７条の規定に基づき行う情報の開示によ

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。この場合において、当該上場ＥＴＦ

に係る外国投資法人及び管理会社は、第２

号ｃに規定する書類（法第１３条第１項前

段及び第３項の規定により作成されたもの

を除く。）並びに第３号ａ、第４号ｂ及び

第７号に規定する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。 



145 

（１） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ａ）に掲げる事項 

（１） 規程第１１０７条第２項第３号ａ

の（ａ）に掲げる事項 

次のａからｃまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｂに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

次のａからｄまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｃに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） 

 

ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写

しについて、交付後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

ｃ （略） ｄ （略） 

（２） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

（２） 規程第１１０７条第２項第３号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

投資口又は受益権の併合又は分割の日

程表について、確定後直ちに 

投資口又は受益権の併合又は分割の日

程表について、確定後直ちに 

（３） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ｄ）に掲げる事項 

（３） 規程第１１０７条第２項第３号ａ

の（ｄ）に掲げる事項 

次のａ又はｂに掲げるところにより行

う。 

次のａ又はｂに掲げるところにより行

う。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（４） 規程第１１０７条第２項第２号ａ

の（ｅ）に掲げる事項 

（４） 規程第１１０７条第２項第３号ａ

の（ｅ）に掲げる事項 

次のａ及びｂに掲げるところにより行

う。 

次のａ及びｂに掲げるところにより行

う。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

（５） （略） （５） （略） 

（６） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動その他の上場ＥＴＦに関する権利等

に係る重要な事項 

（６） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、投資主総会の招集その他の上場Ｅ

ＴＦに関する権利等に係る重要な事項 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（「取引所規則の遵守に関

する確認書」を提出した代表者の異動に

ついて決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（「取引所規則の遵守に関

する確認書」を提出した代表者の異動に

ついて決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

（７） （略） （７） （略） 

４ 上場ＥＴＦ（内国商品現物型ＥＴＦに限

る。）に係る管理会社は、規程第１１０７

条第２項第１号ｂの（ｇ）の４に掲げる事

実が発生した場合には、当取引所が定める

ところにより書類の提出を行うものとす

る。 

４ 上場ＥＴＦ（内国商品現物型ＥＴＦに限

る。）に係る管理会社は、規程第１１０７

条第２項第２号ｂの（ｇ）の４に掲げる事

実が発生した場合には、当取引所が定める

ところにより書類の提出を行うものとす

る。 

５ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

５ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証
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券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除

く。）に係る管理会社は、次の各号に掲げ

る書類を、当該各号に定めるところによ

り、当取引所に提出するものとする。ただ

し、規程第１１０７条の規定に基づき行う

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。 

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券を除

く。）に係る管理会社は、次の各号に掲げ

る書類を、当該各号に定めるところによ

り、当取引所に提出するものとする。ただ

し、規程第１１０７条の規定に基づき行う

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。この場合において、

上場ＥＴＦに係る管理会社は、第１号に掲

げる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。 

（削る） 

 

（１） 上場ＥＴＦの計算期間末日の受益

者数を記載した書面 

受益者数の確定後直ちに 

（１） 外国ＥＴＦ及び外国商品現物型Ｅ

ＴＦにあっては、１２月末日現在の預託

口数を記載した書面 

（１）の２ 外国ＥＴＦ及び外国商品現物

型ＥＴＦにあっては、１２月末日現在の

預託口数及び一口あたりの純資産額を記

載した書面 

預託口数を把握後直ちに 預託口数を把握後直ちに 

（１）の２ 外国ＥＴＦ信託受益証券及び

外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあ

っては、１２月末日現在の上場受益権口

数を記載した書面 

（１）の３ 外国ＥＴＦ信託受益証券及び

外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあ

っては、１２月末日現在の上場受益権口

数及び一口あたりの純資産額を記載した

書面 

上場受益権口数を把握後直ちに 上場受益権口数を把握後直ちに 

（１）の３ 規程第１１０７条第２項第１

号ｂ（ｅ）に規定する内閣総理大臣等の

承認に係る通知書の写し 

（１）の４ 規程第１１０７条第２項第２

号ｂ（ｅ）に規定する内閣総理大臣等の

承認に係る通知書の写し 

当該内閣総理大臣等の承認に係る通知

書を受理後遅滞なく 

当該内閣総理大臣等の承認に係る通知

書を受理後遅滞なく 

（２） （略） （２） （略） 

（３） １２月末日以前１年間における毎

月末日の上場ＥＴＦの一口あたりの純資

産額及び特定の指標終値を記載した書面 

（新設） 

一口あたりの純資産総額及び特定の指

標の終値を把握後直ちに 

 

６ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限

る。）に係る外国投資法人は、次の各号に

掲げる書類を、当該各号に定めるところに

より、当取引所に提出するものとする。た

だし、規程第１１０７条の規定に基づき行

う情報の開示により、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

６ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外

国ＥＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証

券とする外国ＥＴＦ信託受益証券に限

る。）に係る外国投資法人は、次の各号に

掲げる書類を、当該各号に定めるところに

より、当取引所に提出するものとする。た

だし、規程第１１０７条の規定に基づき行

う情報の開示により、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
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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。 

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。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 外国ＥＴＦにあっては、１２月末

日現在の預託口数を記載した書面 

（２） 外国ＥＴＦにあっては、１２月末

日現在の預託口数及び一口あたりの純資

産額を記載した書面 

預託口数を把握後直ちに 預託口数を把握後直ちに 

（３） 外国ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、１２月末日現在の上場受益権口数を

記載した書面 

（３） 外国ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、１２月末日現在の上場受益権口数及

び一口あたりの純資産額を記載した書面 

上場受益権口数を把握後直ちに 上場受益権口数を把握後直ちに 

（４） （略） （４） （略） 

（５） １２月末日以前１年間における毎

月末日の上場ＥＴＦの一口あたりの純資

産額及び特定の指標終値を記載した書面 

（新設） 

一口あたりの純資産総額及び特定の指

標の終値を把握後直ちに 

 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第１１１３条 （略） 第１１１３条 （略） 

２～１１ （略） ２～１１ （略） 

１２ 規程第１１１２条第１項第３号ｅ（同

条第２項第３号ａ及び同条第３項第５号ａ

による場合を含む。以下この項において同

じ。）に規定する基準の審査については、

次の各号に掲げるとおり取り扱うこととす

る。 

１２ 規程第１１１２条第１項第３号ｅ（同

条第２項第３号ａ及び同条第３項第５号ａ

による場合を含む。以下この項において同

じ。）に規定する基準の審査については、

次の各号に掲げるとおり取り扱うこととす

る。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前号に規定する上場ＥＴＦ一口あ

たりの純資産額の前月比は、上場日の属

する月の翌月から審査を行う月までの各

月において次の算式により算出するもの

とする。 

（２） 前号に規定する上場ＥＴＦ一口あ

たりの純資産額の前月比は、上場日の属

する月の翌月から審査を行う月までの各

月において次の算式により算出するもの

とする。この場合における上場ＥＴＦ一

口あたりの純資産額は、規程第１１０７

条第２項第１号ｂの規定により開示され

たものによるものとする。 

算式 算式 

（Ｄ÷Ｅ）－１ （Ｄ÷Ｅ）－１ 

算式の符号 算式の符号 

Ｄ 当月末日における上場ＥＴＦ一

口あたりの純資産額 

Ｄ 当月末日における上場ＥＴＦ一

口あたりの純資産額 

Ｅ 前月末日における上場ＥＴＦ一

口あたりの純資産額 

Ｅ 前月末日における上場ＥＴＦ一

口あたりの純資産額 

（３）～（８） （略） （３）～（８） （略） 

１３～１６ （略） １３～１６ （略） 
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（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第１１１７条 （略） 第１１１７条 （略） 

２ 第１１０９条第７項の規定は、前項の純

資産総額（外国ＥＴＦ、外国商品現物型Ｅ

ＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商

品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては、

一口あたりの純資産額）について準用す

る。 

２ 第１１０９条第１項の規定は、前項の純

資産総額（外国ＥＴＦ、外国商品現物型Ｅ

ＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益証券及び外国商

品現物型ＥＴＦ信託受益証券にあっては、

一口あたりの純資産額）について準用す

る。 

  

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い） 

第１２０６条 （略） 第１２０６条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 規程第１２０５条第２号ｍに規定する施

行規則で定めるものは、第２１２条第７項

各号に規定するものをいう。 

７ 規程第１２０５条第２号ｍに規定する施

行規則で定めるものは、第２１２条第８項

各号に規定するものをいう。 

  

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱

い） 

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱

い） 

第１２０７条 規程第１２０８条に規定する

不動産投資信託証券の新規上場申請日から

上場日の前日までの期間に行われる公募又

は売出し及び投資法人の設立の際に行われ

る公募並びに上場前に行われる不動産投資

信託証券の発行については、この条から第

１２２４条まで（以下この章において「不

動産投資信託証券上場前公募等取扱い」と

いう。）に定めるところによる。 

第１２０７条 規程第１２０８条に規定する

不動産投資信託証券の新規上場申請日から

上場日の前日までの期間に行われる公募又

は売出し及び投資法人の設立の際に行われ

る公募並びに上場前に行われる不動産投資

信託証券の発行については、この節に定め

るところによる。 

  

（公募又は売出しの予定を記載した書面の

提出） 

（公募又は売出しの予定を記載した書面の

提出） 

第１２０９条 上場前の公募等については、

新規上場申請銘柄の発行者（投資法人の設

立の際に行われる公募にあっては、設立企

画人をいう。以下不動産投資信託証券上場

前公募等取扱いにおいて同じ。）及び当該

上場前の公募等に関する元引受取引参加者

は、新規上場申請後（投資法人の設立の際

に行われる公募にあっては、前条の規定に

よる通知後）遅滞なく公募又は売出しの内

容及び手続を記載した当取引所所定の「公

募又は売出しの予定を記載した書面」を当

取引所に提出するものとし、当該書面に変

更を生じた場合には、直ちに変更後の「公

募又は売出しの予定を記載した書面」を提

出するものとする。ただし、当取引所の取

引参加者が当該上場前の公募等に関し元引

第１２０９条 上場前の公募等については、

新規上場申請銘柄の発行者（投資法人の設

立の際に行われる公募にあっては、設立企

画人をいう。以下同じ。）及び当該上場前

の公募等に関する元引受取引参加者は、新

規上場申請後（投資法人の設立の際に行わ

れる公募にあっては、前条の規定による通

知後）遅滞なく公募又は売出しの内容及び

手続を記載した当取引所所定の「公募又は

売出しの予定を記載した書面」を当取引所

に提出するものとし、当該書面に変更を生

じた場合には、直ちに変更後の「公募又は

売出しの予定を記載した書面」を提出する

ものとする。ただし、当取引所の取引参加

者が当該上場前の公募等に関し元引受契約

を締結しない場合においては、当該上場前
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受契約を締結しない場合においては、当該

上場前の公募等に関し募集又は売出しの取

扱いを行うこととなる契約を締結する金融

商品取引業者等である当取引所の取引参加

者を元引受取引参加者とみなして不動産投

資信託証券上場前公募等取扱いを適用す

る。 

の公募等に関し募集又は売出しの取扱いを

行うこととなる契約を締結する金融商品取

引業者等である当取引所の取引参加者を元

引受取引参加者とみなしてこの節を適用す

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

（非取引参加者金融商品取引業者等による

元引受契約等の締結の取扱い） 

（非取引参加者金融商品取引業者等による

元引受契約等の締結の取扱い） 

第１２１４条 上場前の公募等について非取

引参加者金融商品取引業者等が元引受契約

等を締結する場合には、当該上場前の公募

等の公正を確保するため、新規上場申請銘

柄の発行者は、当該非取引参加者金融商品

取引業者等と不動産投資信託証券上場前公

募等取扱いの趣旨の遵守について当取引所

が必要と認める事項を内容とする契約を締

結するものとする。この場合において、当

該契約を締結した新規上場申請銘柄の発行

者は、当該契約の締結について非取引参加

者金融商品取引業者等との間に締結した契

約を証する書面の写しを当取引所に提出す

るものとする。 

第１２１４条 上場前の公募等について非取

引参加者金融商品取引業者等が元引受契約

等を締結する場合には、当該上場前の公募

等の公正を確保するため、新規上場申請銘

柄の発行者は、当該非取引参加者金融商品

取引業者等とこの節の趣旨の遵守について

当取引所が必要と認める事項を内容とする

契約を締結するものとする。この場合にお

いて、当該契約を締結した新規上場申請銘

柄の発行者は、当該契約の締結について非

取引参加者金融商品取引業者等との間に締

結した契約を証する書面の写しを当取引所

に提出するものとする。 

  

（不適正な上場前の公募等に対する措置） （不適正な上場前の公募等に対する措置） 

第１２１５条 当取引所は、第１２１３条第

１項に規定する書類又は同条第４項若しく

は第１２１９条第３項の規定により元引受

取引参加者が提出した書類その他新規上場

申請銘柄の発行者又は元引受取引参加者が

不動産投資信託証券上場前公募等取扱いに

基づき当取引所に提出する書類の内容並び

に上場前の公募等の実施状況等から、上場

前の公募等が適正に行われていないと認め

られる場合には、新規上場申請の不受理又

は受理の取消しその他必要な措置をとるこ

とができる。 

第１２１５条 当取引所は、第１２１３条第

１項に規定する書類又は同条第４項若しく

は第１２１９条第３項の規定により元引受

取引参加者が提出した書類その他新規上場

申請銘柄の発行者又は元引受取引参加者が

この節に基づき当取引所に提出する書類の

内容並びに上場前の公募等の実施状況等か

ら、上場前の公募等が適正に行われていな

いと認められる場合には、新規上場申請の

不受理又は受理の取消しその他必要な措置

をとることができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１２３０条 （略） 第１２３０条 （略） 

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項

のいずれかについて決定を行った場合に

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１２１３条の規定に基づき行う

２ 上場投資法人は、次の各号に掲げる事項

のいずれかについて決定を行った場合に

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１２１３条の規定に基づき行う
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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。この場合において、

上場投資法人は、第１号ｂに掲げる書類並

びに第２号ｂに規定する書類（法第１３条

第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）並びに第３号ａ、ｂ及

びｄ並びに第４号ｂに規定する書類を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

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。この場合において、

上場投資法人は、第１号ｂに掲げる書類並

びに第２号ｃに規定する書類（法第１３条

第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）並びに第３号ａ、ｂ及

びｄ並びに第４号ｂに規定する書類を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第１２１３条第２項第１号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

（２） 規程第１２１３条第２項第１号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｂに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

次のａからｅまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｃに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

について、交付後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 規程第１２１３条第２項第１号ａ

の（ｎ）に掲げる事項 

（５） 規程第１２１３条第２項第１号ａ

の（ｎ）に掲げる事項 

次のａ及びｂに掲げる書類 次のａからｃまでに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

 受領後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

（６） （略） （６） （略） 

（７） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、投資主名簿等管理人の変更その他

の上場不動産投資信託証券に関する権利

等に係る重要な事項 

（７） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、投資主総会の招集、投資主名簿等

管理人の変更その他の上場不動産投資信

託証券に関する権利等に係る重要な事項 

決定に係る通知書について、決定を行

った後、直ちに（「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出した代表者の異動

について決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行

った後、直ちに（「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出した代表者の異動

について決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

３ 上場不動産投資信託証券の発行者のう ３ 上場不動産投資信託証券の発行者のう
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ち、委託者指図型投資信託又は委託者非指

図型投資信託の受益証券の発行者であるも

のは、次の各号に該当する場合には、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。この場合にお

いて、上場不動産投資信託証券の発行者

は、第２号ｂに規定する書類（法第１３条

第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）及び第３号に規定する

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。 

ち、委託者指図型投資信託又は委託者非指

図型投資信託の受益証券の発行者であるも

のは、次の各号に該当する場合には、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。この場合にお

いて、上場不動産投資信託証券の発行者

は、第２号ｃに規定する書類（法第１３条

第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）及び第３号に規定する

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。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 委託者指図型投資信託の受益証券

である上場不動産投資信託証券に係る投

資信託の委託者である投資信託委託会社

又は委託者非指図型投資信託の受益証券

である上場不動産投資信託証券に係る投

資信託の受託者である信託会社等が、規

程第１２１３条第２項第２号ａの（ｂ）

に掲げる事項（同項第３号ａの（ａ）に

よる場合を含む。）について決定を行っ

た場合 

（２） 委託者指図型投資信託の受益証券

である上場不動産投資信託証券に係る投

資信託の委託者である投資信託委託会社

又は委託者非指図型投資信託の受益証券

である上場不動産投資信託証券に係る投

資信託の受託者である信託会社等が、規

程第１２１３条第２項第２号ａの（ｂ）

に掲げる事項（同項第３号ａの（ａ）に

よる場合を含む。）について決定を行っ

た場合 

次のａからｄまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｂに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

次のａからｅまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｃに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

について、交付後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（銘柄に係る上場廃止基準） （銘柄に係る上場廃止基準） 

第１２３３条 規程第１２１８条第２項第１

号から第５号までに該当するかどうかの審

査は、次の各号に掲げるところによる。 

第１２３３条 規程第１２１８条第２項第１

号から第５号までに該当するかどうかの審

査は、次の各号に掲げるところによる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 規程第１２１８条第２項第３号に

規定する施行規則で定める場合とは、天

災地変等、上場不動産投資信託証券の発

行者等の責めに帰すべからざる事由によ

るものであると当取引所が認める場合を

いう。 

（４） 規程第１２１８条第２項第３号に

規定する施行規則で定める場合とは、天

災地変等、上場不動産投資信託証券に係

る発行者等の責めに帰すべからざる事由

によるものであると当取引所が認める場

合をいう。 
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２～１１ （略） ２～１１ （略） 

  

（上場等に関する料金の取扱い） （上場等に関する料金の取扱い） 

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基

づく新規上場申請に係る不動産投資信託証

券の発行者及び上場不動産投資信託証券の

発行者の上場審査料、予備審査料、新規上

場料、追加発行時又は追加信託時の追加上

場料及び年間上場料その他の上場等に関す

る料金は、次の各号に掲げる料金の区分に

従い、当該各号に定めるところによるもの

とする。この場合において、第１２０６条

第１項本文の規定は、この条に規定する純

資産総額の算定において使用する各資産の

額について、第１２０６条第５項の規定

は、この条に規定する純資産総額につい

て、それぞれ準用する。 

第１２３７条 規程第１２２３条の規定に基

づく新規上場申請に係る不動産投資信託証

券の発行者及び上場不動産投資信託証券の

発行者の上場審査料、予備審査料、新規上

場料、追加発行時又は追加信託時の追加上

場料及び年間上場料その他の上場等に関す

る料金は、次の各号に掲げる料金の区分に

従い、当該各号に定めるところによるもの

とする。この場合において、第１２０６条

第１項本文の規定は、この条に規定する純

資産総額の算定において使用する各資産の

額について、第１２０６条第５項の規定

は、この条に規定する純資産総額につい

て、それぞれ準用する。 

（１）～（３）の２ （略） （１）～（３）の２ （略） 

（４） 追加発行時又は追加信託時の追加

上場料 

（４） 追加発行時又は追加信託時の追加

上場料 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 投資法人の合併に際して新たに発行

する投資証券に係る追加上場料は、当

該合併後存続する投資法人の純資産総

額の当該合併に伴う増加額（規程第１

２０９条第１項の規定に基づく上場申

請に係る提出書類又は開示資料に記載

された上場日現在の純資産総額の増加

見込み額をいう。）を追加発行総額と

みなして計算する。ただし、当該合併

によって消滅する投資法人が上場投資

法人である場合には、当該合併に際し

て新たに発行する投資証券に係る追加

上場料は要しない。 

ｂ 投資法人の合併に際して新たに発行

する投資証券に係る追加上場料は、当

該合併後存続する投資法人の純資産総

額の当該合併に伴う増加額（「有価証

券変更上場申請書」に記載された上場

日現在の純資産総額の増加見込み額を

いう。）を追加発行総額とみなして計

算する。ただし、当該合併によって消

滅する投資法人が上場投資法人である

場合には、当該合併に際して新たに発

行する投資証券に係る追加上場料は要

しない。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（４）の２・（５） （略） （４）の２・（５） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い） 

第１３０５条 （略） 第１３０５条 （略） 

２～６（略） ２～６（略） 

７ 規程第１３０５条第２号ｈに規定する施

行規則で定めるものとは、第２１２条第７

項各号に掲げるものをいう。 

７ 規程第１３０５条第２号ｈに規定する施

行規則で定めるものとは、第２１２条第８

項各号に掲げるものをいう。 

８ （略） ８ （略） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 
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第１３２７条 （略） 第１３２７条 （略） 

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人は、次の各号に掲

げる場合には、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１３１２条の規定に

基づき行う情報の開示により、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。この場

合において、上場ベンチャーファンドに係

るベンチャーファンド発行投資法人は、第

１号ｂに掲げる書類並びに第２号ｂに規定

する書類（法第１３条第１項前段及び第３

項の規定により作成されたものを除く。）

並びに第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４号ｂ

並びに第９号ａに規定する書類を当取引所

が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

２ 上場ベンチャーファンドに係るベンチャ

ーファンド発行投資法人は、次の各号に掲

げる場合には、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１３１２条の規定に

基づき行う情報の開示により、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。この場

合において、上場ベンチャーファンドに係

るベンチャーファンド発行投資法人は、第

１号ｂに掲げる書類並びに第２号ｃに規定

する書類（法第１３条第１項前段及び第３

項の規定により作成されたものを除く。）

並びに第３号ａ、ｂ及びｄ並びに第４号ｂ

並びに第９号ａに規定する書類を当取引所

が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第１３１２条第２項第１号ｂ

に掲げる事項について決定を行った場合 

（２） 規程第１３１２条第２項第１号ｂ

に掲げる事項について決定を行った場合 

次のａからｄまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｂに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

次のａからｅまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｃに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

について、交付後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

（６） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、投資主名簿等管理人の変更その他

の上場ベンチャーファンドに関する権利

等に係る重要な事項について決定を行っ

た場合 

（６） 当取引所所定の「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、投資主総会の招集、投資主名簿等

管理人の変更その他の上場ベンチャーフ

ァンドに関する権利等に係る重要な事項

について決定を行った場合 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（「取引所規則の遵守に関

する確認書」を提出した代表者の異動に

ついて決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（「取引所規則の遵守に関

する確認書」を提出した代表者の異動に

ついて決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

（７）～（１１） （略） （７）～（１１） （略） 
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３ （略） ３ （略） 

  

（有価証券新規上場申請書の添付書類） （有価証券新規上場申請書の添付書類） 

第１４０２条 （略） 第１４０２条 （略） 

２ 規程第１４０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に定める書

類とする。 

２ 規程第１４０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に定める書

類とする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） カントリーファンドのための有価

証券新規上場申請書及びその添付書類に

記載された法令に関する事項が、真実、

かつ、正確であることについての法律専

門家の法律意見書及び当該法律意見書に

掲げられた関係法令の関係条文 

（５） カントリーファンドのための有価

証券上場申請書及びその添付書類に記載

された法令に関する事項が、真実、か

つ、正確であることについての法律専門

家の法律意見書及び当該法律意見書に掲

げられた関係法令の関係条文 

（６）～（１０） （略） （６）～（１０） （略） 

  

（新規上場申請に係る提出書類） （新規上場申請に係る提出書類） 

第１４０３条 規程第１４０４条第３項に規

定する施行規則で定める場合とは、次の各

号に掲げる場合をいい、同項に規定する施

行規則で定める書類とは、当該各号に定め

る書類をいう。 

第１４０３条 規程第１４０４条第３項に規

定する施行規則で定める場合とは、次の各

号に掲げる場合をいい、同項に規定する施

行規則で定める書類とは、当該各号に定め

る書類をいう。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請日の直前営業期間の

末日の１年前の日以後上場することとな

る日までに経営上重大な事実等の情報が

生じた場合（規程第１４１０条第２項第

２号、第５号（新規カントリーファンド

上場申請者が決定した場合を除く。）及

び第７号に規定する場合をいうものとす

る。） その報告書 

（２） 新規上場申請日の直前営業期間の

末日の１年前の日以後上場することとな

る日までに経営上重大な事実等の会社情

報が生じた場合（規程第１４１０条第２

項第２号、第５号（新規カントリーファ

ンド上場申請者が決定した場合を除

く。）及び第７号に規定する場合をいう

ものとする。） その報告書 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１４０７条 （略） 第１４０７条 （略） 

２ 上場カントリーファンドに係るカントリ

ーファンド発行投資法人は、次の各号に掲

げる場合には、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１４１０条の規定に

基づき行う情報の開示により、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。この場

合において、上場カントリーファンドに係

るカントリーファンド発行投資法人は、第

２ 上場カントリーファンドに係るカントリ

ーファンド発行投資法人は、次の各号に掲

げる場合には、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１４１０条の規定に

基づき行う情報の開示により、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。この場

合において、上場カントリーファンドに係

るカントリーファンド発行投資法人は、第
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３号ｂ、第９号及び第９号の２に規定する

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。 

３号ｂ、第９号及び第９号の２に規定する

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。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第１４１０条第２項第１号ｂ

に掲げる事項について決定を行った場合 

（２） 規程第１４１０条第２項第１号ｂ

に掲げる事項について決定を行った場合 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（決定の内容が規程第１４

０９条第１項の規定に基づく上場申請に

係る提出書類又は開示資料に記載されて

いる場合には当該提出書類又は開示資料

をもって当該通知書の提出に代えること

ができる。） 

決定に係る通知書について、決定を行

った後直ちに（決定の内容を記載した有

価証券上場申請書の提出をもって当該通

知書の提出に代えることができる。） 

（３）～（１０） （略） （３）～（１０） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（上場審査の形式要件の取扱い） （上場審査の形式要件の取扱い） 

第１５０５条 （略） 第１５０５条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 規程第１５０５条第１項第２号ｌに規定

する施行規則で定めるものは、第２１２条

第７項各号に規定するものをいう。 

７ 規程第１５０５条第１項第２号ｌに規定

する施行規則で定めるものは、第２１２条

第８項各号に規定するものをいう。 

８・９ （略） ８・９ （略） 

  

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱

い） 

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱

い） 

第１５０６条 規程第１５０８条に規定する

内国インフラファンドの新規上場申請日か

ら上場日の前日までの期間に行われる公募

又は売出し及び投資法人の設立の際に行わ

れる公募並びに上場前に行われる内国イン

フラファンドの発行については、この条か

ら第１５２５条まで（以下この章において

「インフラファンド上場前公募等取扱い」

という。）に定めるところによる。 

第１５０６条 規程第１５０８条に規定する

内国インフラファンドの新規上場申請日か

ら上場日の前日までの期間に行われる公募

又は売出し及び投資法人の設立の際に行わ

れる公募並びに上場前に行われる内国イン

フラファンドの発行については、この条か

ら第１５２５条までに定めるところによ

る。 

  

（公募又は売出しの予定を記載した書面の

提出） 

（公募又は売出しの予定を記載した書面の

提出） 

第１５０８条 上場前の公募等については、

新規上場申請銘柄である内国インフラファ

ンドの発行者（投資法人の設立の際に行わ

れる公募にあっては、設立企画人をいう。

以下同じ。）及び当該上場前の公募等に関

する元引受取引参加者は、新規上場申請後

（投資法人の設立の際に行われる公募にあ

っては、前条の規定による通知後）遅滞な

く公募又は売出しの内容及び手続を記載し

第１５０８条 上場前の公募等については、

新規上場申請銘柄である内国インフラファ

ンドの発行者（投資法人の設立の際に行わ

れる公募にあっては、設立企画人をいう。

以下同じ。）及び当該上場前の公募等に関

する元引受取引参加者は、新規上場申請後

（投資法人の設立の際に行われる公募にあ

っては、前条の規定による通知後）遅滞な

く公募又は売出しの内容及び手続を記載し
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た当取引所所定の「公募又は売出しの予定

を記載した書面」を当取引所に提出するも

のとし、当該書面に変更を生じた場合に

は、直ちに変更後の「公募又は売出しの予

定を記載した書面」を提出するものとす

る。ただし、当取引所の取引参加者が当該

上場前の公募等に関し元引受契約を締結し

ない場合においては、当該上場前の公募等

に関し募集又は売出しの取扱いを行うこと

となる契約を締結する金融商品取引業者等

である当取引所の取引参加者を元引受取引

参加者とみなしてインフラファンド上場前

公募等取扱いを適用する。 

た当取引所所定の「公募又は売出しの予定

を記載した書面」を当取引所に提出するも

のとし、当該書面に変更を生じた場合に

は、直ちに変更後の「公募又は売出しの予

定を記載した書面」を提出するものとす

る。ただし、当取引所の取引参加者が当該

上場前の公募等に関し元引受契約を締結し

ない場合においては、当該上場前の公募等

に関し募集又は売出しの取扱いを行うこと

となる契約を締結する金融商品取引業者等

である当取引所の取引参加者を元引受取引

参加者とみなして第１５０６条、前条、次

項及び次条から第１５２５条までの規定を

適用する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（非取引参加者金融商品取引業者等による

元引受契約等の締結の取扱い） 

（非取引参加者金融商品取引業者等による

元引受契約等の締結の取扱い） 

第１５１３条 上場前の公募等について非取

引参加者金融商品取引業者等が元引受契約

等を締結する場合には、当該上場前の公募

等の公正を確保するため、新規上場申請銘

柄である内国インフラファンドの発行者

は、当該非取引参加者金融商品取引業者等

とインフラファンド上場前公募等取扱いの

趣旨の遵守について当取引所が必要と認め

る事項を内容とする契約を締結するものと

する。この場合において、当該契約を締結

した新規上場申請銘柄である内国インフラ

ファンドの発行者は、当該契約の締結につ

いて非取引参加者金融商品取引業者等との

間に締結した契約を証する書面の写しを当

取引所に提出するものとする。 

第１５１３条 上場前の公募等について非取

引参加者金融商品取引業者等が元引受契約

等を締結する場合には、当該上場前の公募

等の公正を確保するため、新規上場申請銘

柄である内国インフラファンドの発行者

は、当該非取引参加者金融商品取引業者等

と第１５０６条から前条まで及び次条から

１５２５条までの趣旨の遵守について当取

引所が必要と認める事項を内容とする契約

を締結するものとする。この場合におい

て、当該契約を締結した新規上場申請銘柄

である内国インフラファンドの発行者は、

当該契約の締結について非取引参加者金融

商品取引業者等との間に締結した契約を証

する書面の写しを当取引所に提出するもの

とする。 

  

（不適正な上場前の公募等に対する措置） （不適正な上場前の公募等に対する措置） 

第１５１４条 当取引所は、第１５１２条第

１項に規定する書類又は同条第４項若しく

は第１５１８条第３項の規定により元引受

取引参加者が提出した書類その他新規上場

申請銘柄である内国インフラファンドの発

行者又は元引受取引参加者がインフラファ

ンド上場前公募等取扱いに基づき当取引所

に提出する書類の内容並びに上場前の公募

等の実施状況等から、上場前の公募等が適

正に行われていないと認められる場合に

は、新規上場申請の不受理又は受理の取消

しその他必要な措置をとることができる。 

第１５１４条 当取引所は、第１５１２条第

１項に規定する書類又は同条第４項若しく

は第１５１８条第３項の規定により元引受

取引参加者が提出した書類その他新規上場

申請銘柄である内国インフラファンドの発

行者又は元引受取引参加者が第１５０６条

から前条まで及び次条から１５２５条まで

の規定に基づき当取引所に提出する書類の

内容並びに上場前の公募等の実施状況等か

ら、上場前の公募等が適正に行われていな

いと認められる場合には、新規上場申請の

不受理又は受理の取消しその他必要な措置

をとることができる。 
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２ （略） ２ （略） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１５３１条 （略） 第１５３１条 （略） 

２ 上場インフラファンドの発行者である投

資法人又は外国投資法人は、次の各号に掲

げる事項のいずれかについて決定を行った

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１５１３条の規定に基

づき行う情報の開示により、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。この場合に

おいて、当該投資法人又は外国投資法人

は、第２号ｂに規定する書類（法第１３条

第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）並びに第３号ａ、ｂ及

びｄ並びに第４号ｂに規定する書類を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

２ 上場インフラファンドの発行者である投

資法人又は外国投資法人は、次の各号に掲

げる事項のいずれかについて決定を行った

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１５１３条の規定に基

づき行う情報の開示により、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。この場合に

おいて、当該投資法人又は外国投資法人

は、第２号ｃに規定する書類（法第１３条

第１項前段及び第３項の規定により作成さ

れたものを除く。）並びに第３号ａ、ｂ及

びｄ並びに第４号ｂに規定する書類を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第１５１３条第２項第１号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

（２） 規程第１５１３条第２項第１号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

次のａからｅまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｂに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

次のａからｅまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｃに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

について、交付後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 規程第１５１３条第２項第１号ａ

の（ｎ）に掲げる事項 

（５） 規程第１５１３条第２項第１号ａ

の（ｎ）に掲げる事項 

次のａ及びｂに掲げる書類 次のａからｃまでに掲げる書類 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

 受領後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

（６）・（７） （略） （６）・（７） （略） 

（８） 当取引所所定の「取引所規則の遵 （８） 当取引所所定の「取引所規則の遵
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守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、投資主名簿等管理人の変更その他

の上場インフラファンドに関する権利等

に係る重要な事項 

守に関する確認書」を提出した代表者の

異動、投資主総会の招集、投資主名簿等

管理人の変更その他の上場インフラファ

ンドに関する権利等に係る重要な事項 

決定に係る通知書について、決定を行

った後、直ちに（「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出した代表者の異動

について決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

決定に係る通知書について、決定を行

った後、直ちに（「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出した代表者の異動

について決定を行った場合にあっては、

「取引所規則の遵守に関する確認書」に

ついて、異動後直ちに） 

３ 上場インフラファンドの発行者のうち、

受益証券又は外国投資信託の受益証券の発

行者である管理会社は、次の各号に掲げる

事項のいずれかについて決定を行った場合

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１５１３条の規定に基づき行

う情報の開示により、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。この場合におい

て、上場インフラファンドの発行者は、第

２号ｂに規定する書類（法第１３条第１項

前段及び第３項の規定により作成されたも

のを除く。）及び第３号に規定する書類を

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。 

３ 上場インフラファンドの発行者のうち、

受益証券又は外国投資信託の受益証券の発

行者である管理会社は、次の各号に掲げる

事項のいずれかについて決定を行った場合

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１５１３条の規定に基づき行

う情報の開示により、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。この場合におい

て、上場インフラファンドの発行者は、第

２号ｃに規定する書類（法第１３条第１項

前段及び第３項の規定により作成されたも

のを除く。）及び第３号に規定する書類を

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。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第１５１３条第２項第２号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

（２） 規程第１５１３条第２項第１号ａ

の（ｂ）に掲げる事項 

次のａからｄまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｂに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

次のａからｅまでに掲げるところによ

り行う。ただし、電子開示手続により有

価証券届出書を内閣総理大臣等に対し提

出した場合には、ｃに掲げる書類の提出

を要しないものとする。 

ａ （略） ａ （略） 

（削る） ｂ 有価証券届出効力発生通知書の写し

について、交付後直ちに 

ｂ （略） ｃ （略） 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略） 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（銘柄に係る上場廃止基準） （銘柄に係る上場廃止基準） 

第１５３６条 規程第１５２０条第２項第１ 第１５３６条 規程第１５２０条第２項第１
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号ａからｅまでに該当するかどうかの審査

は、次の各号に掲げるところによる。 

号ａからｅまでに該当するかどうかの審査

は、次の各号に掲げるところによる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 規程第１５２０条第２項第１号ｃ

に規定する施行規則で定める場合とは、

天災地変等、上場インフラファンドの発

行者等の責めに帰すべからざる事由によ

るものであると当取引所が認める場合を

いう。 

（６） 規程第１５２０条第２項第１号ｃ

に規定する施行規則で定める場合とは、

天災地変等、上場インフラファンドに係

る発行者等の責めに帰すべからざる事由

によるものであると当取引所が認める場

合をいう。 

（７） （略） （７） （略） 

２～１４ （略） ２～１４ （略） 

  

（上場に関する料金の取扱い） （上場に関する料金の取扱い） 

第１５４１条 規程第１５２６条の規定に基

づく新規上場申請に係る内国インフラファ

ンドの発行者及び上場内国インフラファン

ドの発行者の上場審査料、予備審査料、新

規上場料、追加発行時又は追加信託時の追

加上場料及び年間上場料その他の上場に関

する料金は、次の各号に掲げる料金の区分

に従い、当該各号に定めるところによるも

のとする。この場合において、第１５０５

条第１項の規定は、この項に定める純資産

総額の算定において使用する各資産の額に

ついて、同条第５項の規定は、この項に規

定する純資産総額について、それぞれ準用

する。 

第１５４１条 規程第１５２６条の規定に基

づく新規上場申請に係る内国インフラファ

ンドの発行者及び上場内国インフラファン

ドの発行者の上場審査料、予備審査料、新

規上場料、追加発行時又は追加信託時の追

加上場料及び年間上場料その他の上場に関

する料金は、次の各号に掲げる料金の区分

に従い、当該各号に定めるところによるも

のとする。この場合において、第１５０５

条第１項の規定は、この項に定める純資産

総額の算定において使用する各資産の額に

ついて、同条第５項の規定は、この項に規

定する純資産総額について、それぞれ準用

する。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 追加発行時又は追加信託時の追加

上場料 

（５） 追加発行時又は追加信託時の追加

上場料 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 投資法人の合併に際して新たに発行

する投資証券に係る追加上場料は、当

該合併後存続する投資法人の純資産総

額の当該合併に伴う増加額（規程第１

５０９条第１項の規定に基づく上場申

請に係る提出書類又は開示資料に記載

された上場日現在の純資産総額の増加

見込み額をいう。）を追加発行総額と

みなして計算する。ただし、当該合併

によって消滅する投資法人が上場投資

法人である場合には、当該合併に際し

て新たに発行する投資証券に係る追加

上場料は要しない。 

ｂ 投資法人の合併に際して新たに発行

する投資証券に係る追加上場料は、当

該合併後存続する投資法人の純資産総

額の当該合併に伴う増加額（「有価証

券変更上場申請書」に記載された上場

日現在の純資産総額の増加見込み額を

いう。）を追加発行総額とみなして計

算する。ただし、当該合併によって消

滅する投資法人が上場投資法人である

場合には、当該合併に際して新たに発

行する投資証券に係る追加上場料は要

しない。 

ｃ （略） ｃ （略） 

（６）・（７） （略） （６）・（７） （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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付  則  

１ この改正規定は、令和２年１１月１日か

ら施行する。 

 

２ 改正後の第６条の２、第８条、第２０４

条第１項、第２１２条、第２１３条、第２

１４条、第２１５条、第２１７条、第２１

７条の２、第２１９条、第２２７条、第２

２８条、第２２９条の３、第２２９条の１

１から第２２９条の１５まで、第２５５条

から第２６１条まで、第２６５条から第２

６７条まで、第３０６条、第３１０条、第

３１３条の２、第３１３条の６から第３１

３条の８まで、第３１５条から第３１５条

の４まで、第３１５条の６、第３２１条、

第３２２条、第７１９条第５項及び第７３

１条の規定は、この改正規定施行の日（以

下「施行日」という。）以後に新規上場申

請、新株券等の上場申請、市場第一部銘柄

への指定申請、上場市場の変更申請又は内

訳区分の変更申請を行う者から適用する。 

 

３ 改正後の第３１１条第５項、第４０８

条、第６０１条第４項、第６０３条及び第

７１９条第３項並びに第４項の規定は、施

行日以後の日を事業年度の末日とするもの

から適用する。 

 

４ 改正後の第４０９条及び第４０９条の２

の規定は、施行日以後の日に新規上場申請

市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の

変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、

承認を受けた者から適用する。 

 

５ 改正後の第６０１条第１２項、第６０５

条第１項第１５号の２並びに第３項第３号

の規定は、施行日以後の日に新規上場申請

を行う者から適用する。 

 

６ 改正後の第７０４条の３及び第７０５条

の４の規定は、施行日以後の日に第７０４

条、第７０４条の２、第７０５条又は第７

０５条の２の規定に基づき各審査料を支払

うものから適用する。 

 

７ 第１項の規定にかかわらず、行為の当事

者のすべてが施行日以後に新規上場申請、

市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の

変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、

承認を受けた者である場合以外の場合につ

いての改正後の第３１４条第６項の規定の

適用にあっては、同項中「規程第２１２

条、規程第２１３条」とあるのは「改正前
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の規程第２１２条、規程第２１３条」と、

「規程第２０５条、規程第２０６条」とあ

るのは、「改正前の規程第２０５条、規程

第２０６条」と、「規程第２１６条の３、

規程第２１６条の４及び規程第２１６条の

５第１項」とあるのは「改正前の規程第２

１６条の３、規程第２１６条の４及び規程

第２１６条の５第１項、規程第２１６条の

６、規程第２１６条の７及び規程第２１６

条の８第１項」とする。 

８ 第１項の規定にかかわらず、行為の当事

者のすべてが施行日以後に新規上場申請、

市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の

変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、

承認を受けた者である場合以外の場合につ

いての第３１５条の５第５項の規定の適用

にあっては、同項中「規程第２１６条の

３、規程第２１６条の４及び規程第２１６

条の５第１項に準じた基準」とあるのは

「改正前の規程第２１６条の３、規程第２

１６条の４及び規程第２１６条の５第１項

に準じた基準」とする。 

 

９ 第１項の規定にかかわらず、行為の当事

者のすべてが施行日以後に新規上場申請、

市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の

変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、

承認を受けた者である場合以外の場合につ

いては、改正前の第３１５条の５第６項の

規定を適用する。 

 

１０ 第１項の規定にかかわらず、施行日よ

り前に市場第一部銘柄への指定申請、上場

市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を

行い、承認を受けた者である場合について

の第３１５条の６の規定の適用にあって

は、同条第１項第１号中「規程第３０８

条」とあるのは「改正前の規定第３０８

条」と、第２号中「規程第２０５条（第７

号の２を除く。）、規程第２０６条」とあ

るのは「改正前の規程第２０５条（第７号

の２を除く。）、規程第２０６条」と、

「規程第３１５条第 1 項」とあるのは「改

正前の規程第３１５条第 1 項及び第２項」

と、第３号中「規程第２１２条（第６号の

２を除く。）及び規程第２１３条」とある

のは「改正前の規程第２１２条（第６号の

２を除く。）及び規程第２１３条」と、第

４号及び第５号中「規程第２１６条の３及

び規程第２１６条の４」とあるのは「改正

前の規程第２１６条の３及び規程第２１６

条の４」とする。 
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１１ 第１項の規定にかかわらず、施行日よ

り前にグロースへの上場市場の変更申請又

は内訳区分の変更申請を行い、承認を受け

た者である場合については、改正前の第３

１５条の６の規定を適用する。 

 

１２ 第１項の規定にかかわらず、施行日よ

り前に新規上場申請、市場第一部銘柄への

指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区

分の変更申請を行い、承認を受けた者であ

る場合についての改正後の第６０１条第８

項の規定の適用にあっては、同項第６号中

「規程第２１２条、規程第２１３条」とあ

るのは「改正前の規程第２１２条、規程第

２１３条」と、「規程第２１６条の３、規

程第２１６条の４及び規程第２１６条の５

第１項」とあるのは「改正前の規程第２１

６条の３、規程第２１６条の４、規程第２

１６条の５第１項、規程第２１６条の６、

規程第２１６条の７及び規程第２１６条の

８第１項」とする。 

 

１３ 第１項の規定にかかわらず、施行日よ

り前にスタンダードへの新規上場申請、上

場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請

を行い、承認を受けた者である場合につい

ての第６０３条の２第２項の規定の適用に

あっては、同項第６号中「規程第２１６条

の３及び規程第２１６条の５第１項」とあ

るのは「改正前の規程第２１６条の３及び

規程第２１６条の５第１項」とする。 

 

１４ 第１項の規定にかかわらず、施行日よ

り前にスタンダードへの新規上場申請、上

場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請

を行い、承認を受けた者である場合につい

ての第６０３条の２第４項の規定の適用に

あっては、同項中「規程第２１６条の４及

び規程第２１６条の５第１項」とあるのは

「改正前の規程第２１６条の４及び規程第

２１６条の５第１項」とする。 

 

１５ 第１項の規定にかかわらず、施行日よ

り前にグロースへの新規上場申請、上場市

場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行

い、承認を受けた者である場合について

は、改正前の第６０３条の３の規定を適用

する。 
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上場審査等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅱ 株券等の新規上場審査〔本則市場〕 Ⅱ 株券等の新規上場審査〔本則市場〕 

（企業の継続性及び収益性） （内国会社における企業の継続性及び収益性） 

２．規程第２０７条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（３）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

２．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第１号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（３）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

  

（企業経営の健全性） （内国会社における企業経営の健全性） 

３．規程第２０７条第１項第２号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（３）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

３．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第２号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（３）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

  

（企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管

理体制の有効性） 

（内国会社における企業のコーポレート・ガバ

ナンス及び内部管理体制の有効性） 

４．規程第２０７条第１項第３号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

４．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第３号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（５）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

  

（企業内容等の開示の適正性） （内国会社における企業内容等の開示の適正

性） 

５．規程第２０７条第１項第４号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

５．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 新規上場申請者が外国会社である場合

には、新規上場申請者が採用する会計制度が

投資者保護の観点から適当と認められるこ

と。 

（新設） 

  

（公益又は投資者保護の観点） （内国会社における公益又は投資者保護の観

点） 
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６．規程第２０７条第１項第５号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

６．新規上場申請者が内国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第５号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（６）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１） 株主又は外国株預託証券等の所有者の

権利内容及びその行使の状況が、次のａ及び

ｂに掲げる事項その他の事項から、公益又は

投資者保護の観点で適当と認められること。 

（１） 株主の権利内容及びその行使の状況が、

次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項か

ら、公益又は投資者保護の観点で適当と認め

られること。 

ａ 株主又は外国株預託証券等の所有者の権

利内容及びその行使が不当に制限されていな

いこと。 

ａ 株主の権利内容及びその行使が不当に制

限されていないこと。 

 ｂ （略）  ｂ （略） 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

  

（新規上場時の市場第一部銘柄への指定に係る審

査） 

 

７．規程第２１０条第１項又は第２項に基づき行

う規程第２０７条第１項各号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）及び（２）に定

めるところにより行う。 

（新設） 

（１） 規程第２０７条第１項第１号に定め

る事項についての上場審査においては、２．

（２）に掲げる観点は次のとおりとする。 

 

新規上場申請者の企業グループが今後に

おいて安定的に相応の利益を計上すること

ができる合理的な見込みがあること。 

 

（２） 規程第２０７条第１項第４号に定める

事項についての上場審査においては、５．

（２）ａに掲げる事項は次のとおりとする。 

 

  新規上場申請者及びその企業グループの

財政状態及び経営成績、役員・大株主・関

係会社等に関する重要事項等の投資者の投

資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項（新規上場申請者の企業グループが、

中長期的な企業価値向上のための投資活動

により相応の利益を一時的に計上しないこ

とが見込まれる場合は、当該投資活動に係

る事項を含む。） 

 

  

 （外国会社における企業の継続性及び収益性） 

（削る） ７．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第１号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 
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（１） 新規上場申請者の連結財務諸表（新規

上場申請者が連結財務諸表を財務資料として

掲記していない場合は、財務諸表又は結合財

務情報）上の損益及び収支が悪化していない

こと。この場合において、当該損益又は収支

が悪化しているときであっても、新規上場申

請者の企業グループの経営活動の健全な継続

を損なう状況でないと認められるときは、当

該損益又は収支が悪化していないものとして

取り扱うものとする。 

（２） 新規上場申請者の企業グループの経営

活動が、次のａ及びｂに掲げる状況にあるこ

と。 

  ａ 企業グループの経営活動の遂行に重大な

支障を来す状況が見られないこと（企業グ

ループの構造に関する観点を除く。）。 

  ｂ 企業グループの構造が、継続的な事業活

動の遂行を著しく妨げるものでないこと。 

（３） 新規上場申請者の企業グループの主要

な事業活動の前提となる事項について、その

継続に支障を来す要因が発生している状況が

見られないこと。 

（４） 新規上場申請者の企業グループの経営

管理に重大な支障を来す要因が発生している

状況が見られないこと。 

  

 （外国会社における企業経営の健全性） 

（削る） ８．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第２号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）及び（２）に掲

げる観点その他の観点から検討することにより

行う。 

（１） 新規上場申請者の企業グループが、次

のａ及びｂに掲げる事項その他の事項から、

その関連当事者その他の特定の者との間で、

取引行為その他の経営活動を通じて不当に利

益を供与又は享受していないと認められるこ

と。 

  ａ 新規上場申請者の企業グループとその関

連当事者その他の特定の者との間に取引が

発生している場合において、当該取引が取

引を継続する合理性及び取引価格を含めた

取引条件の妥当性を有すること。 

  ｂ 新規上場申請者の企業グループの関連当

事者その他の特定の者が自己の利益を優先

することにより、新規上場申請者の企業グ

ループの利益が不当に損なわれる状況にな

いこと。 
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（２） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、次のａからｃ

までに掲げる事項その他の事項から、新規上

場申請者の企業グループの経営活動が当該親

会社等からの独立性を有する状況にあると認

められること。 

  ａ 新規上場申請者の企業グループの事業内

容と親会社等の企業グループの事業内容の

関連性、親会社等の企業グループからの事

業調整の状況及びその可能性その他の事項

を踏まえ、事実上、当該親会社等の一事業

部門と認められる状況にないこと。 

  ｂ 新規上場申請者の企業グループ又は親会

社等の企業グループが、通常の取引の条件

と著しく異なる条件での取引等、当該親会

社等又は当該新規上場申請者の企業グルー

プの不利益となる取引行為を強制又は誘引

していないこと。 

  ｃ 新規上場申請者の企業グループの出向者

の受入れ状況が、親会社等に過度に依存し

ておらず、継続的な経営活動を阻害するも

のでないと認められること。 

  

 （外国会社における企業のコーポレート・ガバ

ナンス及び内部管理体制の有効性） 

（削る） ９．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第３号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）及び（２）に掲

げる観点その他の観点から検討することにより

行う。 

（１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制や

新規上場申請者の企業グループが経営活動を

有効に行うための内部管理体制等が、整備、

運用されている状況にあると認められるこ

と。 

（２） 新規上場申請者の企業グループが採用

する会計制度が投資者保護の観点から適当と

認められること。 

  

 （外国会社における企業内容等の開示の適正

性） 

（削る） １０．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第４号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに
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より行う。 

（１） 新規上場申請者の企業グループが、経

営に重大な影響を与える事実等の会社情報を

適正に管理し、投資者に対して適時、適切な

開示及び内部者取引等の未然防止のための体

制が、適切に整備、運用されている状況にあ

ると認められること。 

（２） 新規上場申請書類のうち企業内容の開

示に係るものについて、法令等に準じて作成

されており、かつ、次のａ及びｂに掲げる事

項その他の事項が適切に記載されていると認

められること。 

  ａ 新規上場申請者の本国等の法制度、新規

上場申請者及びその企業グループの財政状

態及び経営成績、役員・大株主・関係会社

等に関する重要事項等、投資者の投資判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項 

  ｂ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項に係る次の（ａ）

から（ｄ）までに掲げる事項 

   （ａ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項の内容 

   （ｂ） 許認可等の有効期間その他の期限

が法令又は契約等により定められている

場合には、当該期限 

 （ｃ） 許認可等の取消し、解約その他の

事由が法令又は契約等により定められて

いる場合には、当該事由 

   （ｄ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項につい

て、その継続に支障を来す要因が発生し

ていない旨及び当該要因が発生した場合

に事業活動に重大な影響を及ぼす旨 

（３） 新規上場申請者の企業グループが、そ

の関連当事者その他の特定の者との間の取引

行為又は株式の所有割合の調整等により、新

規上場申請者の企業グループの実態の開示を

歪めていないこと。 

（４） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、当該親会社等

の開示が有効であるものとして、次のａ又は

ｂのいずれかに該当すること。 

  ａ 新規上場申請者の親会社等（親会社等が

複数ある場合には、新規上場申請者に与え

る影響が最も大きいと認められる会社をい

うものとし、その影響が同等であると認め

られるときは、いずれか一つの会社をいう。
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以下このａ及びｂにおいて同じ。）が発行

する株券等が国内の金融商品取引所に上場

されていること（当該親会社等が発行する

株券等が外国金融商品取引所等において上

場又は継続的に取引されており、かつ、当

該親会社等又は当該外国金融商品取引所等

が所在する国における企業内容の開示の状

況が著しく投資者保護に欠けると認められ

ない場合を含む。）。 

  ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える親会社等（前ａに適合する親会

社等を除く。）に関する事実等の会社情報

を適切に把握することができる状況にあ

り、新規上場申請者が、当該会社情報のう

ち新規上場申請者の経営に重大な影響を与

えるものを投資者に対して適切に開示する

ことに当該親会社等が同意することについ

て書面により確約すること。 

  

 （外国会社における公益又は投資者保護の観

点） 

（削る） １１．新規上場申請者が外国会社である場合には、

規程第２０７条第１項第５号に定める事項につ

いての上場審査は、次の（１）から（４）まで

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

（１） 株主又は外国株預託証券等の所有者の

権利内容及びその行使の状況が、次のａ及び

ｂに掲げる事項その他の事項から、公益又は

投資者保護の観点で適当と認められること。 

  ａ 株主又は外国株預託証券等の所有者の権

利内容及びその行使が不当に制限されてい

ないこと。 

  ｂ 新規上場申請者が買収防衛策を導入して

いる場合には、規程第４４０条各号に掲げ

る事項を遵守していること。 

（２） 新規上場申請者の企業グループが、経

営活動や業績に重大な影響を与える係争又は

紛争等を抱えていないこと。 

（３） 新規上場申請者の企業グループが反社

会的勢力による経営活動への関与を防止する

ための社内体制を整備し、当該関与の防止に

努めていること及びその実態が公益又は投資

者保護の観点から適当と認められること。 

（４） 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。 

  

（外国会社の特例） （外国会社の特例） 
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８．新規上場申請者が外国会社である場合に、当

該新規上場申請者の発行する外国株券等が、当

取引所以外を主たる市場とするものであって、

当該主たる市場における有価証券の上場、上場

有価証券の発行者の適時開示、上場廃止その他

上場有価証券に関する法制度及び規則の整備及

び運営の状況等から当取引所が適当と認める場

合には、２．から前７．までに定める審査の全

部又は一部に適合するものとして取り扱うこと

ができるものとする。 

１２．新規上場申請者が外国会社である場合に、

当該新規上場申請者の発行する外国株券等が、

当取引所以外を主たる市場とするものであっ

て、当該主たる市場における有価証券の上場、

上場有価証券の発行者の適時開示、上場廃止そ

の他上場有価証券に関する法制度及び規則の整

備及び運営の状況等から当取引所が適当と認め

る場合には、７．から前１１．までに定める審

査の全部又は一部に適合するものとして取り扱

うことができるものとする。 

  

（上場会社の人的分割により設立される会社に

対する上場審査） 

（上場会社の人的分割により設立される会社に

対する上場審査） 

９．新規上場申請者が上場会社の人的分割により

設立される会社であって、当該会社分割前に新

規上場申請が行われた場合の上場審査は、２．

から前８．までの規定にかかわらず、会社分割

により承継する事業及び会社分割の計画等につ

いて、２．から前８．までに定めるところによ

り行う。 

１３．新規上場申請者が上場会社の人的分割によ

り設立される会社であって、当該会社分割前に

新規上場申請が行われた場合の上場審査は、２．

から前１２．までの規定にかかわらず、会社分

割により承継する事業及び会社分割の計画等に

ついて、２．から６．まで又は７．から前１２．

までに定めるところにより行う。 

  

Ⅲ 株券等の新規上場審査〔マザーズ〕 Ⅲ 株券等の新規上場審査〔マザーズ〕 

（企業内容、リスク情報等の開示の適切性） （企業内容、リスク情報等の開示の適切性） 

２．規程第２１４条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

２．規程第２１４条第１項第１号に定める事項に

ついての上場審査は、次の（１）から（６）ま

でに掲げる観点その他の観点から検討すること

により行う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 新規上場申請書類のうち企業内容の開

示に係るものについて、法令等に準じて作成

されており、かつ、次のａからｄまでに掲げ

る事項その他の事項が、新規上場申請者及び

その企業グループの業種・業態の状況を踏ま

えて、適切に記載されていると認められるこ

と。 

（２） 新規上場申請書類のうち企業内容の開

示に係るものについて、法令等に準じて作成

されており、かつ、次のａからｃまでに掲げ

る事項その他の事項が、新規上場申請者及び

その企業グループの業種・業態の状況を踏ま

えて、適切に記載されていると認められるこ

と。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 新規上場申請者及びその企業グループの

事業計画及び成長可能性に関する事項につ

いて投資者の投資判断上有用な事項 

（新設） 

ｄ （略） ｃ （略） 

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略） 

  

Ⅲの２ 株券等の新規上場審査〔スタンダード〕 Ⅲの２ 株券等の新規上場審査〔スタンダード〕 

（スタンダードへの新規上場申請に係る上場審

査） 

（スタンダードへの新規上場申請に係る上場審

査） 
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１．規程第２１６条の５第１項に定めるＪＡＳＤ

ＡＱへの新規上場申請が行われた株券等（内訳

区分としてスタンダードが選択された株券等に

限る。）に対する上場審査は、Ⅱに定めるとこ

ろにより行う。この場合において、当該新規上

場申請者が外国会社であるときの上場審査は、

当該新規上場申請者の本国等における法制度及

び実務慣行等を勘案して行う。 

１．規程第２１６条の５第１項に定めるＪＡＳＤ

ＡＱへの新規上場申請が行われた株券等（内訳

区分としてスタンダードが選択された株券等に

限る。）に対する上場審査は、このⅢの２に定

めるところにより行う。この場合において、当

該新規上場申請者が外国会社であるときの上場

審査は、当該新規上場申請者の本国等における

法制度及び実務慣行等を勘案して行う。 

  

  （企業の存続性） 

（削る） ２．規程第２１６条の５第１項第１号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）及び（２）

に掲げる観点その他の観点から検討することに

より行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループの損益

及び財政状態の見通しが今後の企業の存続に

支障を来す状況にないこと。この場合におい

て、次のａ又はｂに該当するときは、当該損

益及び財政状態の見通しが企業の存続に支障

を来す状況にないものとして取り扱うものと

する。  

 ａ 新規上場申請者の企業グループの最近に

おける損益及び財政状態の水準を維持する

ことができる合理的な見込みのあるとき。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループの損益又

は財政状態が悪化している場合又は良好で

ない場合において、当該企業グループの損

益及び財政状態の水準の今後における回復

又は改善が客観的な事実に基づき見込まれ

るなど当該状況の改善が認められるとき。 

 （２） 新規上場申請者の企業グループの経営

活動が、次のａからｄまでに掲げる事項その

他の事項から、安定かつ継続的に遂行するこ

とができる状況にあると認められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループの事業活

動が、仕入れ、生産、販売の状況、取引先

との取引実績並びに製商品・サービスの特

徴及び需要動向その他の事業の遂行に関す

る状況に照らして、安定かつ継続的に遂行

することができる状況にあること。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループの設備投

資及び事業投資等の投資活動が、投資状況

の推移及び今後の見通し等の状況に照らし

て、経営活動の継続性に支障を来す状況に

ないこと。 

 ｃ 新規上場申請者の企業グループの資金調

達等の財務活動が、財務状況の推移及び今
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後の見通し等に照らして、経営活動の継続

性に支障を来す状況にないこと。 

 ｄ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項について、その

継続に支障を来す要因が発生している状況

が見られないこと。 

  

 （健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確

立） 

（削る） ３．規程第２１６条の５第１項第２号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、相応に整備され、適切に運用されてい

る状況にあると認められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合における上場審査は、規程第

４３６条の２から第４３９条までの規定に

定める事項の遵守状況を勘案して行うもの

とする。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループにおい

て、効率的な経営の為に役員の職務の執行

に対する牽制及び監査が実施され、有効に

機能していること。 

 （２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行

役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査等委

員又は監査委員その他これらに準ずるものに

就任しているときは、有効な監査の実施を損

なう状況にあるとみなすものとする。 

 （３） 新規上場申請者の企業グループがその

実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、

必要な会計組織が、適切に整備、運用されて

いる状況にあると認められること。 

 （４） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、その経営活動その他の事項に関する法令
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等を遵守するための有効な体制が、適切に整

備、運用されている状況にあると認められる

こと。 

 （５） 新規上場申請者及びその企業グループ

が経営活動を有効に行うため、その内部管理

体制が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の

事項から、相応に整備され、適切に運用され

ている状況にあると認められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループの経営活

動の効率性及び内部牽制機能を確保するに

当たって必要な経営管理組織が、相応に整

備され、適切に運用されている状況にある

こと。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループの内部監

査体制が、相応に整備され、適切に運用さ

れている状況にあること。 

 （６） 新規上場申請者の企業グループの経営

活動の安定かつ継続的な遂行及び内部管理体

制の維持のために必要な人員が確保されてい

る状況にあると認められること。 

  

 （企業行動の信頼性） 

（削る） ４．規程第２１６条の５第１項第３号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループが、次

のａ及びｂに掲げる事項その他の事項から、

その関連当事者その他特定の者との間で、原

則として、取引行為その他の経営活動を通じ

て不当に利益を供与又は享受していないと認

められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループとその関

連当事者その他特定の者との間に取引が発

生している場合において、当該取引が取引

を継続する合理性及び取引価格を含めた取

引条件の妥当性を有すること。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループの関連当

事者その他特定の者が自己の利益を優先す

ることにより、新規上場申請者の企業グル

ープの利益が不当に損なわれる状況にない

こと。 

 （２） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、次のａからｃ

までに掲げる事項その他の事項から、新規上
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場申請者の企業グループの経営活動が当該親

会社等からの独立性を有する状況にあると認

められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループの事業内

容と親会社等の企業グループの事業内容の

関連性、親会社等の企業グループからの事

業調整の状況及びその可能性その他の事項

を踏まえ、事実上、当該親会社等の一事業

部門と認められる状況にないこと。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループ又は親会

社等の企業グループが、原則として通常の

取引の条件と著しく異なる条件での取引

等、親会社等又は新規上場申請者の企業グ

ループの不利益となる取引行為を強制又は

誘引していないこと。 

 ｃ 新規上場申請者の企業グループの出向者

の受入れ状況が、親会社等に過度に依存し

ておらず、継続的な経営活動を阻害するも

のでないと認められること。 

 （３） 新規上場申請者の企業グループの経営

陣が金融商品市場に上場する責任及び意義に

関する識見を有していること。 

 （４） 次のａからｃまでに該当しないこと。 

 ａ 新規上場申請日以降、同日の直前事業年

度の末日から３年以内に、合併（新規上場

申請者とその子会社又は新規上場申請者の

子会社間の合併及び規程第２０８条第１号

又は第２号に該当する合併を除く。）、会

社分割（新規上場申請者とその子会社又は

新規上場申請者の子会社間の会社分割を除

く。）、子会社化若しくは非子会社化又は

事業の譲受け若しくは譲渡（新規上場申請

者とその子会社又は新規上場申請者の子会

社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。）を

行う予定のある場合（合併、会社分割並び

に事業の譲受け及び譲渡については、新規

上場申請者の子会社が行う予定のある場合

を含む。）であって、新規上場申請者が当

該行為により実質的な存続会社でなくなる

と当取引所が認めたとき。ただし、当該合

併（合併を行った場合に限る。）が実体を

有しない会社を存続会社とする合併である

と認められる場合及び当該会社分割が上場

会社から事業を承継する人的分割（承継す

る事業が新規上場申請者の主要な事業とな

るものに限る。）であると認められる場合

は、この限りでない。 

 ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、
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他の会社の完全子会社となる株式交換又は

株式移転を新規上場申請日の直前事業年度

の末日から３年以内に行う予定のある場合

（上場日以前に行う予定のある場合を除

く。） 

 ｃ 新規上場申請者の大株主、経営者、従業

員その他特定者が行う株式の全部取得その

他の方法による上場廃止を上場申請日の直

前事業年度の末日から３年以内に行う予定

のある場合 

 （５） 新規上場申請者が買収防衛策を導入し

ている場合には、規程第４４０条各号に掲げ

る事項を遵守していること。 

 （６） 新規上場申請者の企業グループが反社

会的勢力による経営活動への関与を防止する

ための社内体制を整備し、当該関与の防止に

努めていること及びその実態が公益又は投資

者保護の観点から適当と認められること。 

 （７） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、最近において重大な法令違反又は公益に

反する行為を犯しておらず、今後においても

重大な法令違反又は公益に反することとなる

おそれのある行為を行っていない状況にある

と認められること。 

  

 （企業内容、リスク情報等の開示の適正性） 

（削る） ５．規程第２１６条の５第１項第４号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループが、経

営に重大な影響を与える事実等の会社情報を

適正に管理し、投資者に対して適時、適切に

開示することができる状況にあると認められ

ること。また、内部者取引等の未然防止に向

けた体制が、適切に整備、運用されている状

況にあると認められること。 

 （２） 新規上場申請書類のうち企業内容の開

示に係るものについて、法令等に準じて作成

されており、かつ、次のａからｃまでに掲げ

る事項その他の事項が、新規上場申請者及び

その企業グループの業種・業態の状況を踏ま

えて、適切に記載されていると認められるこ

と。 

 ａ 新規上場申請者及びその企業グループの

財政状態・経営成績・資金収支の状況に係

る分析及び説明、関係会社の状況、研究開
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発活動の状況、大株主の状況、役員・従業

員の状況、配当政策、公募増資の資金使途

等の投資者の投資判断上有用な事項 

 ｂ 新規上場申請者の事業年数の短さ、累積

欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役

員への経営の依存、他社との事業の競合状

況、市場や技術の不確実性、特定の者から

の事業運営上の支援の状況等の投資者の投

資判断に際して新規上場申請者のリスク要

因として考慮されるべき事項 

 ｃ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項に係る次の（ａ）

から（ｄ）までに掲げる事項 

 （ａ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項の内容 

 （ｂ） 許認可等の有効期間その他の期限

が法令又は契約等により定められている

場合には、当該期限 

 （ｃ） 許認可等の取消し、解約その他の

事由が法令又は契約等により定められて

いる場合には、当該事由 

 （ｄ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項につい

て、その継続に支障を来す要因が発生し

ていない旨及び当該要因が発生した場合

に事業活動に重大な影響を及ぼす旨 

 （３） 新規上場申請者の企業グループが、そ

の関連当事者その他の特定の者との間の取引

行為又は株式の所有割合の調整等により、新

規上場申請者の企業グループの実態の開示を

歪めていないこと。 

 （４） 新規上場申請者が当該新規上場申請者

の議決権（株主総会において決議をすること

ができる事項の全部につき議決権を行使する

ことができない株式についての議決権を除

き、会社法第８７９条第３項の規定により議

決権を有するものとみなされる株式について

の議決権を含む。）の過半数を実質的に所有

している会社（以下「過半数所有会社」とい

う。）を有している場合（上場後最初に終了

する事業年度の末日までに過半数所有会社を

有しないこととなる見込みがある場合を除

く。）には、当該過半数所有会社の開示が有

効であるものとして、次のａ又はｂのいずれ

かに該当すること。ただし、新規上場申請者

と当該過半数所有会社との事業上の関連が希

薄であり、かつ、当該過半数所有会社による
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新規上場申請者の株式の所有が投資育成を目

的としたものであり、新規上場申請者の事業

活動を実質的に支配することを目的とするも

のでないことが明らかな場合は、この限りで

ない。 

 ａ 新規上場申請者の過半数所有会社（過半

数所有会社に該当する会社が複数ある場合

には、新規上場申請者に与える影響が最も

大きいと認められる会社をいうものとし、

その影響が同等であると認められるとき

は、いずれか一つの会社をいう。以下この

ａ及びｂにおいて同じ。）が発行する株券

等が国内の金融商品取引所に上場されてい

ること（当該過半数所有会社が発行する株

券等が外国金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されており、かつ、当該

過半数所有会社又は当該外国金融商品取引

所等が所在する国における企業内容の開示

の状況が著しく投資者保護に欠けると認め

られない場合を含む。）。 

 ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える過半数所有会社（前ａに適合す

る過半数所有会社を除く。）に関する事実

等の会社情報を適切に把握することができ

る状況にあり、新規上場申請者が、当該会

社情報のうち新規上場申請者の経営に重大

な影響を与えるものを投資者に対して適切

に開示することに当該過半数所有会社が同

意することについて書面により確約するこ

と。 

 （５） 新規上場申請者が外国会社である場合

には、新規上場申請者が採用する会計制度が

投資者保護の観点から適当と認められるこ

と。 

 （６） 新規上場申請が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商

品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、当取引所のみに新規上場

申請が行われる場合には、「新規上場申請の

ための有価証券報告書（Ⅰの部）」に、次の

ａ及びｂに掲げる事項が記載されているこ

と。 

 ａ 新規上場申請日の直前事業年度の末日か

ら起算して１年前から上場日の前日までの

期間における次の（ａ）及び（ｂ）に掲げ

る事項 

 （ａ） 株主割当て以外の方法による新株

発行又は新株予約権若しくは新株予約権
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付社債の発行の状況 

 （ｂ） 特別利害関係者等（開示府令第２

条第１項第３１号イ及びロに規定する者

をいう。）が所有する株式等の変動の状

況 

 ｂ 株式、新株予約権又は新株予約権付社債

の所有者が、新規上場申請者又は新規上場

申請者が元引受契約を締結する金融商品取

引業者との間において、上場後の一定期間

における当該有価証券の保有に関する取決

めを行っている場合には、その内容 

  

 （公益又は投資者保護の観点） 

（削る） ６．規程第２１６条の５第１項第５号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（５）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 株主又は外国株預託証券等の所有者の

権利内容及びその行使が不当に制限されていな

いこと。 

 （２） 新規上場申請者の企業グループが、経

営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛

争等を抱えていないこと。 

 （３） 新規上場申請に係る内国株券等が、無

議決権株式（当該内国株券等以外に新規上場

申請を行う銘柄がない場合に限る。）又は議

決権の少ない株式である場合は、次のａから

ｈまでのいずれにも適合すること。 

 ａ 議決権の多い株式等により特定の者が経

営に関与し続けることができる状況を確保

すること等が、株主共同の利益の観点から

必要であると認められ、かつ、そのスキー

ムが当該必要性に照らして議決権の多い株

式等の株主を不当に利するものではなく相

当なものであると認められること。この場

合において、相当なものであるか否かの認

定は、次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

事項その他の事項を当該必要性に照らして

確認することにより行うものとする。 

 （ａ） 当該必要性が消滅した場合に無議

決権株式又は議決権の少ない株式のスキ

ームを解消できる見込みのあること。 

 （ｂ） 極めて小さい出資割合で会社を支

配する状況が生じた場合に無議決権株式

又は議決権の少ない株式のスキームが解

消される旨が定款等に適切に定められて

いること。 
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 （ｃ） 当該新規上場申請に係る内国株券

等が議決権の少ない株式である場合に

は、議決権の多い株式について、原則と

して、その譲渡等が行われるときに議決

権の少ない株式に転換される旨が定款等

に適切に定められていること。 

 ｂ 議決権の多い株式等を利用する主要な目

的が、新規上場申請者の取締役等の地位を

保全すること又は買収防衛策とすることで

ないと認められること。 

 ｃ 議決権の多い株式等の利用の目的、必要

性及びそのスキームが、新規上場申請書類

のうち企業内容の開示に係るものにおいて

適切に記載されていると認められること。 

 ｄ 議決権の多い株式等の株主が新規上場申

請者の取締役等でない場合には、次の（ａ）

及び（ｂ）に適合すること。 

 （ａ） 議決権の多い株式等の株主の議決

権行使の目的や方針が、当該必要性に照

らして明らかに不適切なものでないと認

められ、かつ、新規上場申請書類のうち

企業内容の開示に係るものにおいて適切

に記載されていること。 

 （ｂ） 新規上場申請者の企業グループが、

議決権の多い株式等の株主（新規上場申

請者の親会社等である場合に限る。）の

企業グループとの間に、原則として、事

業内容の関連性、人的関係及び取引関係

がないこと。 

 ｅ 異なる種類の株主の間で利害が対立する

状況が生じた場合に当該新規上場申請に係

る内国株券等の株主が不当に害されないた

めの保護の方策をとることができる状況に

あると認められること。 

 ｆ 当該新規上場申請に係る内国株券等の発

行者が次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者との取引（同（ａ）から（ｃ）までに掲

げる者が第三者のために当該発行者との間

で行う取引及び当該発行者と第三者との間

の取引で同（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者が当該取引に関して当該発行者に重要な

影響を及ぼしているものを含む。）を行う

際に、少数株主の保護の方策をとることが

できる見込みがあると認められること。 

 （ａ） 親会社 

 （ｂ） 支配株主（親会社を除く。）及び

その近親者 



179 

 （ｃ） 前（ｂ）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 

 ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券等が剰

余金配当に関して優先的内容を有している

場合には、原則として、上場申請日の直前

事業年度の末日後２年間の予想利益及び上

場申請日の直前事業年度の末日における分

配可能額が良好であると認められ、当該内

国株券等の発行者が当該内国株券等に係る

剰余金配当を行うに足りる利益を計上する

見込みがあること。 

 ｈ その他株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが大きいと認められる状況にないこ

と。 

 （４） 新規上場申請に係る内国株券等が、無

議決権株式である場合（当該内国株券等以外

に新規上場申請を行う銘柄がある場合に限

る。）は、次のａからｅまでのいずれにも適

合すること。 

 ａ 極めて小さい出資割合で会社を支配する

状況が生じた場合に無議決権株式のスキー

ムが解消される旨が定款等に適切に定めら

れていること。 

 ｂ 異なる種類の株主の間で利害が対立する

状況が生じた場合に当該新規上場申請に係

る内国株券等の株主が不当に害されないた

めの保護の方策をとることができる状況に

あると認められること。 

 ｃ 当該新規上場申請に係る内国株券等の発

行者が次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者との取引（同（ａ）から（ｃ）までに掲

げる者が第三者のために当該発行者との間

で行う取引及び当該発行者と第三者との間

の取引で同（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者が当該取引に関して当該発行者に重要な

影響を及ぼしているものを含む。）を行う

際に、少数株主の保護の方策をとることが

できる見込みがあると認められること。 

 （ａ） 親会社 

 （ｂ） 支配株主（親会社を除く。）及び

その近親者 

 （ｃ） 前（ｂ）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 

 ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券等が剰

余金配当に関して優先的内容を有している
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場合には、原則として、上場申請日の直前

事業年度の末日後２年間の予想利益及び上

場申請日の直前事業年度の末日における分

配可能額が良好であると認められ、当該内

国株券等の発行者が当該内国株券等に係る

剰余金配当を行うに足りる利益を計上する

見込みがあること。 

 ｅ その他株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが大きいと認められる状況にないこ

と。 

 （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。 

  

 （上場会社の人的分割により設立される会社に

対する上場審査） 

（削る） ７．新規上場申請者が上場会社の人的分割により

設立される会社であって、当該会社分割前に新

規上場申請が行われた場合の上場審査は、２．

から前６．までの規定にかかわらず、会社分割

により承継する事業及び会社分割の計画等につ

いて、２．から前６．までに定めるところによ

り行う。 

  

Ⅲの３ 削除 Ⅲの３ 株券等の新規上場審査〔グロース〕 

 （グロースへの新規上場申請に係る上場審査） 

 １．規程第２１６条の８第１項に定めるＪＡＳＤ

ＡＱへの新規上場申請が行われた株券等（内訳

区分としてグロースが選択された株券等に限

る。）に対する上場審査は、このⅢの３に定め

るところにより行う。この場合において、当該

新規上場申請者が外国会社であるときの上場審

査は、当該新規上場申請者の本国等における法

制度及び実務慣行等を勘案して行う。 

  

 （企業の成長可能性） 

 ２．規程第２１６条の８第１項第１号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（４）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループの損益

又は財政状態の見通しが向上する見込みであ

ること。この場合において、次のａ又はｂに

該当するときは、当該損益及び財政状態の見

通しが向上する見込みがあるものとして取り

扱うものとする。 

 ａ 経営計画において、申請事業年度以降、
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持続的成長を達成することができる合理的

な見込みがあるとき。 

 ｂ 将来において持続的成長が見込まれる先

行投資型企業の場合にあっては、経営計画

において、申請事業年度から起算して５年

以内に当期純利益が計上できる見込みがあ

るとき。 

 （２） 経営計画の基礎となっている競争優位

性及び事業環境について、合理的な根拠を有

すること。 

 （３） 経営計画の実現に向けた社内の人員体

制及び設備の構築について、現状及び計画の

根拠に疑義を抱かせるものでないこと。 

 （４） 新規上場申請者の企業グループの主要

な事業活動の前提となる事項について、その

継続に支障を来す要因が発生している状況が

見られないこと。 

  

 （成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効

な内部管理体制の確立） 

 ３．規程第２１６条の８第１項第２号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（６）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループの役員

の適正な職務の執行を確保するための体制

が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の事項

から、相応に整備され、適切に運用されてい

る状況にあると認められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループの役員の

職務の執行に対する有効な牽制及び監査が

実施できる機関設計及び役員構成であるこ

と。この場合における上場審査は、規程第

４３６条の２から第４３９条までの規定に

定める事項の遵守状況を勘案して行うもの

とする。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループにおい

て、効率的な経営の為に役員の職務の執行

に対する牽制及び監査が実施され、有効に

機能していること。 

 （２） 新規上場申請者の役員の相互の親族関

係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役

職員等との兼職の状況が、当該新規上場申請

者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務

の執行又は有効な監査の実施を損なう状況で

ないと認められること。この場合において、

新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行
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役その他これらに準ずるものの配偶者並びに

二親等内の血族及び姻族が監査役、監査等委

員又は監査委員その他これらに準ずるものに

就任しているときは、有効な監査の実施を損

なう状況にあるとみなすものとする。 

 （３） 新規上場申請者の企業グループがその

実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、

必要な会計組織が、適切に整備、運用されて

いる状況にあると認められること。 

 （４） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、その経営活動その他の事項に関する法令

等を遵守するための有効な体制が、適切に整

備、運用されている状況にあると認められる

こと。 

 （５） 新規上場申請者及びその企業グループ

が経営活動を有効に行うため、その内部管理

体制が、次のａ及びｂに掲げる事項その他の

事項から、相応に整備され、適切に運用され

ている状況にあると認められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループの経営活

動の効率性及び内部牽制機能を確保するに

当たって必要な経営管理組織が、相応に整

備され、適切に運用されている状況にある

こと。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループの内部監

査体制が、相応に整備され、適切に運用さ

れている状況にあること。 

 （６） 新規上場申請者の企業グループの経営

活動の安定かつ継続的な遂行及び内部管理体

制の維持のために必要な人員が確保されてい

る状況にあると認められること。 

  

 （企業行動の信頼性） 

 ４．規程第２１６条の８第１項第３号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループが、次

のａ及びｂに掲げる事項その他の事項から、

その関連当事者その他特定の者との間で、原

則として、取引行為その他の経営活動を通じ

て不当に利益を供与又は享受していないと認

められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループとその関
連当事者その他特定の者との間に取引が発

生している場合において、当該取引が取引

を継続する合理性を有し、また、取引価格
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を含めた取引条件が新規上場申請者の企業

グループに明らかに不利な条件でないこ

と。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループの関連当

事者その他特定の者が自己の利益を優先す

ることにより、新規上場申請者の企業グル

ープの利益が不当に損なわれる状況にない

こと。 

 （２） 新規上場申請者が親会社等を有してい

る場合（上場後最初に終了する事業年度の末

日までに親会社等を有しないこととなる見込

みがある場合を除く。）には、次のａからｃ

までに掲げる事項その他の事項から、新規上

場申請者の企業グループの経営活動が当該親

会社等からの独立性を有する状況にあると認

められること。 

 ａ 新規上場申請者の企業グループの事業内

容と親会社等の企業グループの事業内容の

関連性、親会社等の企業グループからの事

業調整の状況及びその可能性その他の事項

を踏まえ、事実上、当該親会社等の一事業

部門と認められる状況にないこと。 

 ｂ 新規上場申請者の企業グループ又は親会

社等の企業グループが、原則として通常の

取引の条件と著しく異なる条件での取引

等、親会社等又は新規上場申請者の企業グ

ループの不利益となる取引行為を強制又は

誘引していないこと。 

 ｃ 新規上場申請者の企業グループの出向者

の受入れ状況が、親会社等に過度に依存し

ておらず、継続的な経営活動を阻害するも

のでないと認められること。 

 （３） 新規上場申請者の企業グループの経営

陣が金融商品市場に上場する責任及び意義に

関する識見を有していること。 

 （４） 次のａからｃまでに該当しないこと。 

 ａ 新規上場申請日以降、同日の直前事業年

度の末日から３年以内に、合併（新規上場

申請者とその子会社又は新規上場申請者の

子会社間の合併及び規程第２０８条第１号

又は第２号に該当する合併を除く。）、会

社分割（新規上場申請者とその子会社又は

新規上場申請者の子会社間の会社分割を除

く。）、子会社化若しくは非子会社化又は

事業の譲受け若しくは譲渡（新規上場申請

者とその子会社又は新規上場申請者の子会

社間の事業の譲受け又は譲渡を除く。）を
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行う予定のある場合（合併、会社分割並び

に事業の譲受け及び譲渡については、新規

上場申請者の子会社が行う予定のある場合

を含む。）であって、新規上場申請者が当

該行為により実質的な存続会社でなくなる

と当取引所が認めたとき。ただし、当該合

併（合併を行った場合に限る。）が実体を

有しない会社を存続会社とする合併である

と認められる場合及び当該会社分割が上場

会社から事業を承継する人的分割（承継す

る事業が新規上場申請者の主要な事業とな

るものに限る。）であると認められる場合

は、この限りでない。 

 ｂ 新規上場申請者が解散会社となる合併、

他の会社の完全子会社となる株式交換又は

株式移転を新規上場申請日の直前事業年度

の末日から３年以内に行う予定のある場合

（上場日以前に行う予定のある場合を除

く。） 

 ｃ 新規上場申請者の大株主、経営者、従業

員その他特定者が行う株式の全部取得その

他の方法による上場廃止を上場申請日の直

前事業年度の末日から３年以内に行う予定

のある場合 

 （５） 新規上場申請者が買収防衛策を導入し

ている場合には、規程第４４０条各号に掲げ

る事項を遵守していること。 

 （６） 新規上場申請者の企業グループが反社

会的勢力による経営活動への関与を防止する

ための社内体制を整備し、当該関与の防止に

努めていること及びその実態が公益又は投資

者保護の観点から適当と認められること。 

 （７） 新規上場申請者の企業グループにおい

て、最近において重大な法令違反又は公益に

反する行為を犯しておらず、今後においても

重大な法令違反又は公益に反することとなる

おそれのある行為を行っていない状況にある

と認められること。 

  

 （企業内容、リスク情報等の開示の適正性） 

 ５．規程第２１６条の８第１項第４号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 新規上場申請者の企業グループが、経

営に重大な影響を与える事実等の会社情報を

適正に管理し、投資者に対して適時、適切に
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開示することができる状況にあると認められ

ること。また、内部者取引等の未然防止に向

けた体制が、適切に整備、運用されている状

況にあると認められること。 

 （２） 新規上場申請書類のうち企業内容の開

示に係るものについて、法令等に準じて作成

されており、かつ、次のａからｃまでに掲げ

る事項その他の事項が、新規上場申請者及び

その企業グループの業種・業態の状況を踏ま

えて、適切に記載されていると認められるこ

と。 

 ａ 新規上場申請者及びその企業グループの

成長可能性のある技術又はビジネスモデル

の特徴、事業環境、本格的な事業展開まで

の行程及び進捗状況、財政状態・経営成績・

資金収支の状況に係る分析及び説明、関係

会社の状況、研究開発活動の状況、大株主

の状況、役員・従業員の状況、配当政策、

公募増資の資金使途等の投資者の投資判断

上有用な事項 

 ｂ 新規上場申請者の事業年数の短さ、累積

欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役

員への経営の依存、他社との事業の競合状

況、市場や技術の不確実性、特定の者から

の事業運営上の支援の状況等の投資者の投

資判断に際して新規上場申請者のリスク要

因として考慮されるべき事項 

 ｃ 新規上場申請者の企業グループの主要な

事業活動の前提となる事項に係る次の（ａ）

から（ｄ）までに掲げる事項 

  （ａ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項の内容 

  （ｂ） 許認可等の有効期間その他の期限

が法令又は契約等により定められている

場合には、当該期限 

  （ｃ） 許認可等の取消し、解約その他の

事由が法令又は契約等により定められて

いる場合には、当該事由 

  （ｄ） 新規上場申請者の企業グループの

主要な事業活動の前提となる事項につい

て、その継続に支障を来す要因が発生し

ていない旨及び当該要因が発生した場合

に事業活動に重大な影響を及ぼす旨 

 （３） 新規上場申請者が、中期経営計画を適

切に策定し、投資者への説明会等を行える状

況にあること。 

 （４） 新規上場申請者の企業グループが、そ
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の関連当事者その他の特定の者との間の取引

行為又は株式の所有割合の調整等により、新

規上場申請者の企業グループの実態の開示を

歪めていないこと。 

 （５） 新規上場申請者が過半数所有会社を有

している場合（上場後最初に終了する事業年

度の末日までに過半数所有会社を有しないこ

ととなる見込みがある場合を除く。）には、

当該過半数所有会社の開示が有効であるもの

として、次のａ又はｂのいずれかに該当する

こと。ただし、新規上場申請者と当該過半数

所有会社との事業上の関連が希薄であり、か

つ、当該過半数所有会社による新規上場申請

者の株式の所有が投資育成を目的としたもの

であり、新規上場申請者の事業活動を実質的

に支配することを目的とするものでないこと

が明らかな場合は、この限りでない。 

  ａ 新規上場申請者の過半数所有会社（過半

数所有会社に該当する会社が複数ある場合

には、新規上場申請者に与える影響が最も

大きいと認められる会社をいうものとし、

その影響が同等であると認められるとき

は、いずれか一つの会社をいう。以下この

ａ及びｂにおいて同じ。）が発行する株券

等が国内の金融商品取引所に上場されてい

ること（当該過半数所有会社が発行する株

券等が外国金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されており、かつ、当該

過半数所有会社又は当該外国金融商品取引

所等が所在する国における企業内容の開示

の状況が著しく投資者保護に欠けると認め

られない場合を含む。）。 

  ｂ 新規上場申請者が、その経営に重大な影

響を与える過半数所有会社（前ａに適合す

る過半数所有会社を除く。）に関する事実

等の会社情報を適切に把握することができ

る状況にあり、新規上場申請者が、当該会

社情報のうち新規上場申請者の経営に重大

な影響を与えるものを投資者に対して適切

に開示することに当該過半数所有会社が同

意することについて書面により確約するこ

と。 

 （６） 新規上場申請者が外国会社である場合

には、新規上場申請者が採用する会計制度が

投資者保護の観点から適当と認められるこ

と。 

 （７） 新規上場申請が外国会社である場合で、

当該新規上場申請に係る株券等が外国金融商
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品取引所等において上場又は継続的に取引さ

れておらず、かつ、当取引所のみに新規上場

申請が行われる場合には、「新規上場申請の

ための有価証券報告書（Ⅰの部）」に、次の

ａ及びｂに掲げる事項が記載されているこ

と。 

 ａ 新規上場申請日の直前事業年度の末日か

ら起算して１年前から上場日の前日までの

期間における次の（ａ）及び（ｂ）に掲げ

る事項 

 （ａ） 株主割当て以外の方法による新株

発行又は新株予約権若しくは新株予約権

付社債の発行の状況 

 （ｂ） 特別利害関係者等（開示府令第２

条第１項第３１号イ及びロに規定する者

をいう。）が所有する株式等の変動の状

況 

 ｂ 株式、新株予約権又は新株予約権付社債

の所有者が、新規上場申請者又は新規上場

申請者が元引受契約を締結する金融商品取

引業者との間において、上場後の一定期間

における当該有価証券の保有に関する取決

めを行っている場合には、その内容 

  

 （公益又は投資者保護の観点） 

 ６．規程第２１６条の８第１項第５号に定める事

項についての上場審査は、次の（１）から（５）

までに掲げる観点その他の観点から検討するこ

とにより行う。 

 （１） 株主又は外国株預託証券等の所有者の

権利内容及びその行使が不当に制限されてい

ないこと。 

 （２） 新規上場申請者の企業グループが、経

営活動や業績に重大な影響を与える係争又は

紛争等を抱えていないこと。 

 （３） 新規上場申請に係る内国株券等が、無

議決権株式（当該内国株券等以外に新規上場

申請を行う銘柄がない場合に限る。）又は議

決権の少ない株式である場合は、次のａから

ｈまでのいずれにも適合すること。 

 ａ 議決権の多い株式等により特定の者が経

営に関与し続けることができる状況を確保

すること等が、株主共同の利益の観点から

必要であると認められ、かつ、そのスキー

ムが当該必要性に照らして議決権の多い株

式等の株主を不当に利するものではなく相

当なものであると認められること。この場
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合において、相当なものであるか否かの認

定は、次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

事項その他の事項を当該必要性に照らして

確認することにより行うものとする。 

 （ａ） 当該必要性が消滅した場合に無議

決権株式又は議決権の少ない株式のスキ

ームを解消できる見込みのあること。 

 （ｂ） 極めて小さい出資割合で会社を支

配する状況が生じた場合に無議決権株式

又は議決権の少ない株式のスキームが解

消される旨が定款等に適切に定められて

いること。 

 （ｃ） 当該新規上場申請に係る内国株券

等が議決権の少ない株式である場合に

は、議決権の多い株式について、原則と

して、その譲渡等が行われるときに議決

権の少ない株式に転換される旨が定款等

に適切に定められていること。 

 ｂ 議決権の多い株式等を利用する主要な目

的が、新規上場申請者の取締役等の地位を

保全すること又は買収防衛策とすることで

ないと認められること。 

 ｃ 議決権の多い株式等の利用の目的、必要

性及びそのスキームが、新規上場申請書類

のうち企業内容の開示に係るものにおいて

適切に記載されていると認められること。 

 ｄ 議決権の多い株式等の株主が新規上場申

請者の取締役等でない場合には、次の（ａ）

及び（ｂ）に適合すること。 

 （ａ） 議決権の多い株式等の株主の議決

権行使の目的や方針が、当該必要性に照

らして明らかに不適切なものでないと認

められ、かつ、新規上場申請書類のうち

企業内容の開示に係るものにおいて適切

に記載されていること。 

 （ｂ） 新規上場申請者の企業グループが、

議決権の多い株式等の株主（新規上場申

請者の親会社等である場合に限る。）の

企業グループとの間に、原則として、事

業内容の関連性、人的関係及び取引関係

がないこと。 

 ｅ 異なる種類の株主の間で利害が対立する

状況が生じた場合に当該新規上場申請に係

る内国株券等の株主が不当に害されないた

めの保護の方策をとることができる状況に

あると認められること。 

 ｆ 当該新規上場申請に係る内国株券等の発



189 

行者が次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者との取引（同（ａ）から（ｃ）までに掲

げる者が第三者のために当該発行者との間

で行う取引及び当該発行者と第三者との間

の取引で同（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者が当該取引に関して当該発行者に重要な

影響を及ぼしているものを含む。）を行う

際に、少数株主の保護の方策をとることが

できる見込みがあると認められること。 

 （ａ） 親会社 

 （ｂ） 支配株主（親会社を除く。）及び

その近親者 

 （ｃ） 前（ｂ）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 

 ｇ 当該新規上場申請に係る内国株券等が剰

余金配当に関して優先的内容を有している

場合には、原則として、上場申請日の直前

事業年度の末日後２年間の予想利益及び上

場申請日の直前事業年度の末日における分

配可能額が良好であると認められ、当該内

国株券等の発行者が当該内国株券等に係る

剰余金配当を行うに足りる利益を計上する

見込みがあること。 

 ｈ その他株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが大きいと認められる状況にないこ

と。 

 （４） 新規上場申請に係る内国株券等が、無

議決権株式である場合（当該内国株券等以外

に新規上場申請を行う銘柄がある場合に限

る。）は、次のａからｅまでのいずれにも適

合すること。 

 ａ 極めて小さい出資割合で会社を支配する

状況が生じた場合に無議決権株式のスキー

ムが解消される旨が定款等に適切に定めら

れていること。 

 ｂ 異なる種類の株主の間で利害が対立する

状況が生じた場合に当該新規上場申請に係

る内国株券等の株主が不当に害されないた

めの保護の方策をとることができる状況に

あると認められること。 

 ｃ 当該新規上場申請に係る内国株券等の発

行者が次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる

者との取引（同（ａ）から（ｃ）までに掲

げる者が第三者のために当該発行者との間

で行う取引及び当該発行者と第三者との間

の取引で同（ａ）から（ｃ）までに掲げる
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者が当該取引に関して当該発行者に重要な

影響を及ぼしているものを含む。）を行う

際に、少数株主の保護の方策をとることが

できる見込みがあると認められること。 

 （ａ） 親会社 

 （ｂ） 支配株主（親会社を除く。）及び

その近親者 

 （ｃ） 前（ｂ）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 

 ｄ 当該新規上場申請に係る内国株券等が剰

余金配当に関して優先的内容を有している

場合には、原則として、上場申請日の直前

事業年度の末日後２年間の予想利益及び上

場申請日の直前事業年度の末日における分

配可能額が良好であると認められ、当該内

国株券等の発行者が当該内国株券等に係る

剰余金配当を行うに足りる利益を計上する

見込みがあること。 

 ｅ その他株主及び投資者の利益を侵害する

おそれが大きいと認められる状況にないこ

と。 

 （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。 

  

 （上場会社の人的分割により設立される会社に

対する上場審査） 

 ７．新規上場申請者が上場会社の人的分割により

設立される会社であって、当該会社分割前に新

規上場申請が行われた場合の上場審査は、２．

から前６．までの規定にかかわらず、会社分割

により承継する事業及び会社分割の計画等につ

いて、２．から前６．までに定めるところによ

り行う。 

  

Ⅲの４ 上場会社が発行する無議決権株式の上場

審査 

Ⅲの４ 上場会社が発行する無議決権株式の上場

審査 

（上場会社が発行する無議決権株式の上場審

査） 

（上場会社が発行する無議決権株式の上場審

査） 

規程第３０２条の２第１項に定める公益又は

投資者保護の観点から当取引所が必要と認める

事項についての上場審査は、他に新規上場申請

を行う銘柄の有無にかかわらず、次の（１）か

ら（４）までに掲げる上場会社の区分に従い、

当該（１）から（４）までに定めるところによ

り行う。 

規程第３０２条の２第１項に定める公益又は

投資者保護の観点から当取引所が必要と認める

事項についての上場審査は、他に新規上場申請

を行う銘柄の有無にかかわらず、次の（１）か

ら（３）までに掲げる上場会社の区分に従い、

当該（１）から（３）までに定めるところによ

り行う。 
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（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） ＪＡＳＤＡＱスタンダードの上場会社

 Ⅱ６．（５）に定めるところにより行う。 

（３） ＪＡＳＤＡＱの上場会社 Ⅲの２ ６．

（４）又はⅢの３ ６．（４）に定めるとこ

ろにより行う。 

（４） ＪＡＳＤＡＱグロースの上場会社 Ⅲ

６．（６）に定めるところにより行う。 

（新設） 

  

Ⅳ 一部指定の審査及び上場市場の変更審査 Ⅳ 一部指定の審査及び上場市場の変更審査 

（一部指定の審査） （一部指定の審査） 

１．規程第３０９条第１項に定める上場株券等の

市場第一部銘柄への指定に係る審査（規程第３

１５条第１項の規定による場合を含む。）は、

Ⅱ（同２．（２）及び同５．（２）ａに掲げる

事項については、同７．の規定により読み替え

るものとする。）に準じて行う。この場合にお

いて、当取引所は、本則市場への新規上場時か

ら会社の事業内容、コーポレートガバナンス及

び内部管理体制等に著しい変更のないときは、

その状況を勘案して、上場後の企業内容等の開

示実績等を中心に審査を行うことができるもの

とし、最近５年間（「最近」の計算は、一部指

定申請日を起算日としてさかのぼる。）におい

て、規程第５０１条第１項の規定に基づく特設

注意市場銘柄の指定を行ったとき又は規程第５

０２条第１項若しくは第２項（第５０３条第７

項において準用する場合を含む。）若しくは第

５０３条第６項の規定により改善報告書の提出

を求めたときは、それらに関連して策定された

改善措置が適切に履行されているかについて審

査を行うものとする。 

１．規程第３０９条第１項に定める上場株券等の

市場第一部銘柄への指定に係る審査は、Ⅱに準

じて行う。この場合において、当取引所は、本

則市場への新規上場時から会社の事業内容、コ

ーポレートガバナンス及び内部管理体制等に著

しい変更のないときは、その状況を勘案して、

上場後の企業内容等の開示実績等を中心に審査

を行うことができるものとし、最近５年間（「最

近」の計算は、一部指定申請日を起算日として

さかのぼる。）において、規程第５０１条第１

項の規定に基づく特設注意市場銘柄の指定を行

ったとき又は規程第５０２条第１項若しくは第

２項（第５０３条第７項において準用する場合

を含む。）若しくは第５０３条第６項の規定に

より改善報告書の提出を求めたときは、それら

に関連して策定された改善措置が適切に履行さ

れているかについて審査を行うものとする。 

  

（上場市場の変更審査等） （上場市場の変更審査等） 

２．上場市場の変更審査及び内訳区分の変更審査

については、次の（１）から（６）までに定め

るところにより行う。 

２．上場市場の変更審査及び内訳区分の変更審査

については、次の（１）から（６）までに定め

るところにより行う。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 規程第３１３条の７第１項に定めるＪ

ＡＳＤＡＱスタンダードへの上場市場の変更

審査は、Ⅱに準じて行う。この場合において、

当取引所は、本則市場又はマザーズへの新規

上場時から会社の事業内容、コーポレートガ

バナンス及び内部管理体制等に著しい変更の

ないときは、その状況を勘案して、企業の継

続性及び収益性並びに上場後の企業内容等の

開示実績等を中心に審査を行うことができる

ものとする。 

（３） 規程第３１３条の７第１項に定めるＪ

ＡＳＤＡＱへの上場市場の変更審査は、Ⅲの

２又はⅢの３に準じて行う。この場合におい

て、当取引所は、本則市場又はマザーズへの

新規上場時から会社の事業内容、コーポレー

トガバナンス及び内部管理体制等に著しい変

更のないときは、その状況を勘案して、スタ

ンダードへの上場市場の変更申請の場合には

企業の存続性及び上場後の企業内容等の開示

実績等を中心に、グロースへの上場市場の変

更申請の場合には企業の成長可能性及び上場
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後の企業内容等の開示実績等を中心に審査を

行うことができるものとする。 

（４） 規程第３１５条の４第１項に定めるス

タンダードへの内訳区分の変更審査は、Ⅱに

準じて行うものとする。この場合において、

当取引所は、グロースへの新規上場時から会

社の事業内容、コーポレートガバナンス及び

内部管理体制等に著しい変更のないときは、

企業の継続性及び収益性並びに上場後の企業

内容等の開示実績等を中心に審査を行うこと

ができるものとする。 

（４） 規程第３１５条の４第１項に定めるス

タンダードへの内訳区分の変更審査は、Ⅲの

２に準じて行うものとする。この場合におい

て、当取引所は、グロースへの新規上場時か

ら会社の事業内容、コーポレートガバナンス

及び内部管理体制等に著しい変更のないとき

は、企業の存続性及び上場後の企業内容等の

開示実績等を中心に審査を行うことができる

ものとする。 

（５） 削除 （５） 規程第３１５条の５第１項に定めるグ

ロースへの内訳区分の変更審査は、Ⅲの３に

準じて行うものとする。この場合において、

当取引所は、スタンダードへの新規上場時か

ら会社の事業内容、コーポレートガバナンス

及び内部管理体制等に著しい変更のないとき

は、企業の成長可能性及び上場後の企業内容

等の開示実績等を中心に審査を行うことがで

きるものとする。 

（６） （１）から（４）までの審査にあって

は、最近５年間（「最近」の計算は、上場市

場の変更申請日を起算日としてさかのぼる。）

において、規程第５０１条第１項の規定に基

づく特設注意市場銘柄の指定を受けた場合又

は規程第５０２条第１項若しくは第２項（第

５０３条第７項において準用する場合を含

む。）若しくは第５０３条第６項の規定によ

り改善報告書の提出を求められた場合にあっ

ては、それらに関連して策定された改善措置

が適切に履行されているかについて審査を行

うものとする。 

（６） （１）から（５）までの審査にあって

は、最近５年間（「最近」の計算は、上場市

場の変更申請日を起算日としてさかのぼる。）

において、規程第５０１条第１項の規定に基

づく特設注意市場銘柄の指定を受けた場合又

は規程第５０２条第１項若しくは第２項（第

５０３条第７項において準用する場合を含

む。）若しくは第５０３条第６項の規定によ

り改善報告書の提出を求められた場合にあっ

ては、それらに関連して策定された改善措置

が適切に履行されているかについて審査を行

うものとする。 

  

Ⅳの２ ＪＡＳＤＡＱ上場内国会社に対する業績

等に係る上場廃止基準における審査 

Ⅳの２ ＪＡＳＤＡＱ上場内国会社に対する業績

等に係る上場廃止基準における審査 

（スタンダード上場内国会社に対する業績に係

る上場廃止基準における審査） 

（スタンダード上場内国会社に対する業績に係

る上場廃止基準における審査） 

規程第６０４条の２第１項第２号に規定する施

行規則で定める基準に適合すると当取引所が認め

た場合に該当するかどうかの審査（規程第６０４

条の４第１項第１号の規定により適用される場合

を除く。）は、Ⅱに定めるところに準じて行う。

この場合において、当取引所は、企業内容等の開

示の適正性の審査については、上場後の企業内容

等の開示実績等を勘案して審査を行うことができ

るものとし、企業の継続性及び収益性における安

定的に利益を計上することができる合理的な見込

みの審査については、上場後の経営活動の状況な

１．規程第６０４条の２第１項第２号に規定する

施行規則で定める基準に適合すると当取引所が

認めた場合に該当するかどうかの審査（規程第

６０４条の４第１項第１号の規定により適用さ

れる場合を除く。）は、Ⅲの２に定めるところ

に準じて行う。この場合において、当取引所は、

企業内容、リスク情報等の開示の適正性の審査

については、上場後の企業内容等の開示実績等

を勘案して審査を行うことができるものとし、

企業の存続性における損益及び財政状態の見通

しの審査については、上場後の経営活動の状況
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どを勘案して行うことができるものとする。 などを勘案して行うことができるものとする。 

  

 （グロース上場内国会社に対する業績及び利益

計上に係る上場廃止基準における審査） 

（削る） ２．規程第６０４条の４第１項第１号の規定によ

り適用される規程第６０４条の２第１項第２号

に規定する施行規則で定める基準に適合すると

当取引所が認めた場合に該当するか及び規程第

６０４条の４第１項第３号に規定する施行規則

で定める基準に適合すると当取引所が認めた場

合に該当するかの審査は、Ⅲの３に定めるとこ

ろに準じて行う。この場合において、当取引所

は、上場後の企業内容等の開示実績等を勘案し

て審査を行うことができるものとし、企業の成

長可能性の審査については、上場後の経営活動

の状況などを勘案して行うことができるものと

する。 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和２年１１月１日から

施行する。 

 

２ 改正後のⅡからⅣまでの規定は、この改正

規定施行の日（以下「施行日」という。）以

後に新規上場申請、新株券等の上場申請、市

場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更

申請又は内訳区分の変更申請を行う者から

適用する。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、以下の各号に掲

げる場合において、改正後のⅡからⅢの３ま

では、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当

該各号に定める者から適用するものとし、当

該各号に定める者に該当しないときは、なお従

前の例による。 

 

（１） 規程第３１４条第３項又は同第３１５

条の６第２項の適用を受ける場合 

 

行為の当事者がすべて施行日以後に新

規上場申請、市場第一部銘柄への指定申

請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変

更申請を行い、承認を受けた者である場合

における当該行為の当事者 

 

（２） 規程第６０１条第１項第９号の適用を

受ける場合 

 

上場会社が施行日以後に新規上場申請、

市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の

変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、
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承認を受けた者である場合における当該

上場会社 

４ 第１項の規定にかかわらず、施行日より前

にスタンダードへの新規上場申請、上場市場

の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、

承認を受けた者である場合についての改正

後のⅣの２の規定の適用にあっては、当該Ⅳ

の２中「Ⅱ」とあるのは「改正前のⅢの２」

とする。 

 

５ 第１項の規定にかかわらず、施行日より前

にグロースへの新規上場申請、上場市場の変

更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認

を受けた者である場合については、改正前の

Ⅳの２の２．の規定を適用する。 
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査 

（特設注意市場銘柄の指定等） （特設注意市場銘柄の指定等） 

１．規程第５０１条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる場合においては、当該（１）から（５）

までに定める事項その他の事情を総合的に勘案

して行う。 

１．規程第５０１条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる場合においては、当該（１）から（５）

までに定める事項その他の事情を総合的に勘案

して行う。 

（１） 規程第５０１条第１項第１号に掲げる

場合 

（１） 規程第５０１条第１項第１号に掲げる

場合 

当取引所が規程第６０１条第１項第９号の

２、第１２号ａ（第２０４条第１項、第２１

１条第１項又は第２１６条の２第１項の規定

により提出した宣誓書において宣誓した事項

について重大な違反を行った場合を除く。）、

第１９号又は第２０号（第６０２条から第６

０４条の５までによる場合を含む。）に該当

するおそれがあると認めた事象の内容、経緯、

原因及びその情状 

当取引所が規程第６０１条第１項第９号の

２、第１２号、第１９号又は第２０号（第６

０２条から第６０４条の５までによる場合を

含む。）に該当するおそれがあると認めた事

象の内容、経緯、原因及びその情状 

（２）～（５） （略） （２）～（５） （略） 

  

（企業行動規範違反に対する措置） （企業行動規範違反に対する措置） 

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に

違反した場合における規程第５０８条第１項の

規定に基づく公表及び規程第５０９条の規定に

基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、

次の（１）から（８）までに掲げる区分に従い、

当該（１）から（８）までに掲げる事項のほか、

違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及

びその情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の事情

を総合的に勘案して行う。 

５．上場会社が規程第４章第４節第１款の規定に

違反した場合における規程第５０８条第１項の

規定に基づく公表及び規程第５０９条の規定に

基づく上場契約違約金の徴求の要否の判断は、

次の（１）から（８）までに掲げる区分に従い、

当該（１）から（８）までに掲げる事項のほか、

違反の内容、当該違反が行われた経緯、原因及

びその情状並びに当該違反に対して当取引所が

行う処分その他の措置の実施状況その他の事情

を総合的に勘案して行う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（３）の２ 規程第４３６条の２の規定 （３）の２ 規程第４３６条の２の規定 

施行規則第４３６条の２の規定に基づき上

場内国株券の発行者が独立役員として届け出

る者が、次のａからｄまでのいずれかに該当

している場合におけるその状況 

施行規則第４３６条の２の規定に基づき上

場内国株券の発行者が独立役員として届け出

る者が、次のａからｄまでのいずれかに該当

している場合におけるその状況 

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略） 

ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに

掲げる者（重要でない者を除く。）の近親

者 

ｄ 次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに

掲げる者（重要でない者を除く。）の近親

者 

（ａ）～（ｅ） （略） （ａ）～（ｅ） （略） 
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（ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は

当該会社の業務執行者（社外監査役を独

立役員として指定する場合にあっては、

業務執行者でない取締役を含む。）に該

当していた者 

（ｆ） 最近において（ｂ）、（ｃ）又は

当該会社の業務執行者（社外監査役を独

立役員として指定する場合にあっては、

業務執行者でない取締役）に該当してい

た者 

  

Ⅳ 上場廃止に係る審査 Ⅳ 上場廃止に係る審査 

（特設注意市場銘柄等） （特設注意市場銘柄等） 

４．規程第６０１条第１項第１１号の２に規定す

る次の（１）から（３）までに掲げる審査は、

当該（１）から（３）までに定める事項その他

の事情を総合的に勘案して行う。 

４．規程第６０１条第１項第１１号の２に規定す

る次の（１）から（３）までに掲げる審査は、

当該（１）から（３）までに定める事項その他

の事情を総合的に勘案して行う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 規程第６０１条第１項第１１号の２ｂ

からｄまでに規定する改善の見込みがなくな

ったかどうかの審査 

（２） 規程第６０１条第１項第１１号の２ｂ

からｄまでに規定する改善の見込みがなくな

ったかどうかの審査 

改善計画の進捗状況、改善計画に未了部分

がある場合にはその原因・情状及び当該未了

部分に係る具体的かつ実効的な実行計画の有

無及びその合理性 

合理的な期間内における改善に向けた具体

的行動の状況 

（３） （略） （３） （略） 

  

（上場契約違反等） （上場契約違反等） 

５．規程第６０１条第１項第１２号ａに規定する

違反の重大性の審査は、上場契約についての違反

の内容、当該違反が行われた経緯、原因及びその

情状その他の事情を総合的に勘案して行う。 

５．規程第６０１条第１項第１２号に規定する違

反の重大性の審査は、上場契約についての違反の

内容、当該違反が行われた経緯、原因及びその情

状その他の事情を総合的に勘案して行う。 

  

（新規上場の申請に係る宣誓書において宣誓し

た事項についての違反） 

 

６．規程第６０１条第１項第１２号ｂに規定する

新規上場に係る基準に適合していなかったと当

取引所が認めた場合又は当取引所が施行規則で

定める基準に適合しないかどうかの審査を不要

と認めた場合に該当するかどうかの審査は、宣

誓書において宣誓した事項についての違反の内

容、当該違反が行われた経緯、原因及びその情

状その他の事情を総合的に勘案して行う。 

（新設） 

  

（株主の権利の不当な制限） （株主の権利の不当な制限） 

７．施行規則第６０１条第１５項第３号に規定す

る株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少

ないと当取引所が認める場合に該当するかどう

かの審査は、次の（１）から（４）までに掲げ

る事項その他の条件を総合的に勘案して行う。 

６．施行規則第６０１条第１３項第３号に規定す

る株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少

ないと当取引所が認める場合に該当するかどう

かの審査は、次の（１）から（４）までに掲げ

る事項その他の条件を総合的に勘案して行う。 
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（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

  

８．施行規則第６０１条第１５項第４号に規定す

る株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少

ないと当取引所が認める場合に該当するかどう

かの審査は、次の（１）から（４）までに掲げ

る事項その他の条件を総合的に勘案して行う。 

７．施行規則第６０１条第１３項第４号に規定す

る株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少

ないと当取引所が認める場合に該当するかどう

かの審査は、次の（１）から（４）までに掲げ

る事項その他の条件を総合的に勘案して行う。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

  

９．施行規則第６０１条第１５項第５号に規定す

る株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大

きいと当取引所が認めるものに該当するかどう

かの審査は、次の（１）から（４）までに掲げ

る事項その他の条件を総合的に勘案して行う。 

８．施行規則第６０１条第１３項第５号に規定す

る株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大

きいと当取引所が認めるものに該当するかどう

かの審査は、次の（１）から（４）までに掲げ

る事項その他の条件を総合的に勘案して行う。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

  

１０．施行規則第６０１条第１５項第６号に規定

する株主及び投資者の利益を侵害するおそれが

少ないと当取引所が認める場合に該当するかど

うかの審査は、当該第三者割当の目的、割当対

象者の属性、発行可能株式総数の変更に係る手

続の実施状況その他の条件を総合的に勘案して

行う。 

９．施行規則第６０１条第１３項第６号に規定す

る株主及び投資者の利益を侵害するおそれが少

ないと当取引所が認める場合に該当するかどう

かの審査は、当該第三者割当の目的、割当対象

者の属性、発行可能株式総数の変更に係る手続

の実施状況その他の条件を総合的に勘案して行

う。 

  

１１．施行規則第６０１条第１５項第７号に規定

する株主及び投資者の利益を侵害するおそれが

大きいと当取引所が認めるものに該当するかど

うかの審査は、次の（１）から（３）までに掲

げる事項その他の条件を総合的に勘案して行

う。 

１０．施行規則第６０１条第１３項第７号に規定

する株主及び投資者の利益を侵害するおそれが

大きいと当取引所が認めるものに該当するかど

うかの審査は、次の（１）から（３）までに掲

げる事項その他の条件を総合的に勘案して行

う。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

  

１２ （略） １１ （略） 

１３ （略） １２ （略） 

１４ （略） １３ （略） 

  

（新規上場時の申請に係る宣誓書における違反

に係る審査） 

 

１５．上場会社が新規上場の申請に係る宣誓書（規

程第２０４条第１項、第２１１条第１項、第２

１６条の２第１項の規定により提出した宣誓書

をいう。）において違反を行った場合には、当

取引所はⅣ ５．及び６．に係る審査を併合し

て行う。 

（新設） 
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付  則  

１ この改正規定は、令和２年１１月１日から

施行する。 

 

２ 改正後のⅢ１．並びにⅣ６．及び１５．の

規定は、この改正規定施行の日以後に新規上

場申請を行う者から適用する。 
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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 

別記第３号様式 特定証券情報 別記第３号様式 特定証券情報 

第一部～第三部 （略） 第一部～第三部 （略） 

第四部【株式公開情報】 第四部【株式公開情報】（７２） 

 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

（７２） 

  （略） 

 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

（７３） 

（略） 

第２【第三者割当等の概況】（７３） 

 １～３ （略） 

第２【第三者割当等の概況】（７４） 

１～３ （略） 

第３【株主の状況】（７４） 

 （略） 

第３【株主の状況】（７５） 

 （略） 

第五部 （略） 第五部 （略） 

  

 （記載上の注意）  （記載上の注意） 

 （１） 一般的事項 （１） 一般的事項 

ａ～ｊ （略）  ａ～ｊ （略） 

ｋ （３６）のｃ、（７０）、（７２）及び

（７３）の記載については、対象となる有

価証券（特定有価証券を除く。）について、

ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔへの新

規上場申請に係る特定投資家向け取得勧誘

又は特定投資家向け売付け勧誘等（以下「新

規上場前の勧誘等」という。）を行う場合

においてのみ記載することを要し、その他

の場合には記載を省略することができる。 

 ｋ （３６）のｃ、（７０）及び（７２）か

ら（７４）までの記載については、対象と

なる有価証券（特定有価証券を除く。）に

ついて、ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅ

ｔへの新規上場申請に係る特定投資家向け

取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等

（以下「新規上場前の勧誘等」という。）

を行う場合においてのみ記載することを要

し、その他の場合には記載を省略すること

ができる。 

ｌ・ｍ （略） ｌ・ｍ （略） 

 （１－２）～（２０－６） （略）  （１－２）～（２０－６） （略） 

 （２０－７） 第三者割当後の株主の状況 （２０－７） 第三者割当後の株主の状況 

ａ この特定証券情報に係る第三者割当によ

り割当予定先に株式が割り当てられ、又は

割り当てられた新株予約権が行使された場

合（当該株式又は当該新株予約権の取得と

引換えに株式等が交付された場合を含む。

以下この（２０－７）において同じ。）に

おける株主の状況について、（７４）のｂ

からｆまでに準じて記載すること。 

 ａ この特定証券情報に係る第三者割当によ

り割当予定先に株式が割り当てられ、又は

割り当てられた新株予約権が行使された場

合（当該株式又は当該新株予約権の取得と

引換えに株式等が交付された場合を含む。

以下この（２０－７）において同じ。）に

おける株主の状況について、（７５）のｂ

からｆまでに準じて記載すること。 

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略） 

（２０－８）～（７１） （略）  （２０－８）～（７１） （略） 

（削る） （７２） 株式公開情報 

 当該株式が日本証券業協会におけるグリーン

シート銘柄である場合にはその旨を記載
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し、「第１ 特別利害関係者等の株式等の移

動状況」から「第３ 株主の状況」までの項

目に代えて、「第１ 最近２年間の株式の月

別売買高」及び「第２ 最近２年間の月別最

高・最低株価」の項目を設け、最近事業年

度末日の２年前の日から特定証券情報の公

表日までの間における当該特定投資家向け

取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等

に係る当該株式の月別売買高及び月別最

高・最低株価を記載すること。 

（７２） （略） （７３） （略） 

（７３） 第三者割当等の概況 （７４） 第三者割当等の概況 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｃ 取得者の株式等の移動状況 ｃ 取得者の株式等の移動状況 

（ａ） 最近事業年度の末日の１年前の日か

ら特定証券情報の公表日までの間におい

て、ａの取得者が当該第三者割当等による

株式等の発行により取得した株式等（最近

事業年度の末日の１年前の日から特定証券

情報の公表日までの間に取得したものに限

る。）の譲渡を行った場合又は返還を受け

た場合（新株予約権の行使を含む。）には、

この（７３）に準じて記載すること。その

他発行者に対して新株の発行を請求できる

権利が存在している場合には、新株予約権

又は新株予約権付社債に準じて記載するこ

と。 

（ａ） 最近事業年度の末日の１年前の日か

ら特定証券情報の公表日までの間におい

て、ａの取得者が当該第三者割当等による

株式等の発行により取得した株式等（最近

事業年度の末日の１年前の日から特定証券

情報の公表日までの間に取得したものに限

る。）の譲渡を行った場合又は返還を受け

た場合（新株予約権の行使を含む。）には、

この（７４）に準じて記載すること。その

他発行者に対して新株の発行を請求できる

権利が存在している場合には、新株予約権

又は新株予約権付社債に準じて記載するこ

と。 

（ｂ）・（ｃ） （略） （ｂ）・（ｃ） （略） 

（７４） （略） （７５） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年１１月１日から施

行する。 
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取引参加者における上場適格性調査体制等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場適格性調査の実施） （上場適格性調査の実施） 

第３条 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有

価証券の新規上場申請を行おうとする又は行っ

た者及びその企業グループについて、当該各号

に定める事項又は基準に適合する見込みがある

かどうかの調査（以下「上場適格性調査」とい

う。）を行うものとする。 

第３条 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有

価証券の新規上場申請を行おうとする又は行っ

た者及びその企業グループについて、当該各号

に定める事項又は基準に適合する見込みがある

かどうかの調査（以下「上場適格性調査」とい

う。）を行うものとする。 

（１）～（２） （略） （１）～（２） （略） 

（２）の２ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請が行

われる株券等（テクニカル上場規定の適用を

受ける株券等を除く。） 

（２）の２ ＪＡＳＤＡＱへ新規上場申請が行

われる株券等（テクニカル上場規定の適用を

受ける株券等を除く。） 

  上場規程第２１６条の５第１項に定める第

２０７条第１項各号に掲げる事項 

  上場規程第２１６条の５第１項各号又は同

第２１６条の８第１項各号に掲げる事項 

（３）～（９） （略） （３）～（９） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年１１月１日から施

行し、この改正規定施行の日以後にＪＡＳＤＡ

Ｑへの新規上場申請を行う者に係る上場適格性

調査から適用する。 

 

 

 


