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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

第８１９条 削除 第８１９条 上場優先証券の発行者は、有価

証券報告書又は半期報告書を内閣総理大臣

等に提出した場合には、当該発行者の代表

者がその提出時点において当該有価証券報

告書又は半期報告書に不実の記載がないと

認識している旨及びその理由を施行規則で

定めるところにより記載した書面を遅滞な

く当取引所に提出するものとする。この場

合において、当該優先証券の発行者は、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。

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

第９１０条 削除 第９１０条 上場債券（法第３条に定める有

価証券を除く。）の発行者（上場会社を除

く。）は、有価証券報告書、半期報告書又

は四半期報告書を内閣総理大臣等に提出し

た場合には、当該発行者の代表者又はそれ

に準ずると認められる者がその提出時点に

おいて当該有価証券報告書、半期報告書又

は四半期報告書に不実の記載がないことと

認識している旨及びその理由を施行規則で

定めるところにより記載した書面（法第２

４条の４の２第２項（法において準用する

場合を含む。）の規定により、同条第１項

に規定する確認書（同条第６項（法におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づい

て当該確認書に代わる書類を提出する外国

の者にあっては当該書類）を提出している

場合にあっては、当該確認書の写し）を遅

滞なく当取引所に提出するものとする。こ

の場合において、当該上場債券の発行者

は、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。

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

第９３３条 削除 第９３３条 上場交換社債券の発行者（上場

会社を除く。）は、有価証券報告書、半期

報告書又は四半期報告書を内閣総理大臣等

に提出した場合には、当該発行者の代表者
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がその提出時点において当該有価証券報告

書、半期報告書又は四半期報告書に不実の

記載がないと認識している旨及びその理由

を施行規則で定めるところにより記載した

書面（法第２４条の４の２第２項（法にお

いて準用する場合を含む。）の規定によ

り、同条第１項に規定する確認書（同条第

６項（法において準用する場合を含む。）

の規定に基づいて当該確認書に代わる書類

を提出する外国の者にあっては当該書類）

を提出している場合にあっては、当該確認

書の写し）を遅滞なく当取引所に提出する

ものとする。この場合において、当該上場

交換社債券の発行者は、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。

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

（削る） 第９４９条 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行

者（上場会社を除く。）は、有価証券報告

書又は半期報告書を内閣総理大臣等に提出

した場合には、当該上場ＥＴＮ信託受益証

券の発行者の代表者又はそれに準ずると認

められる者がその提出時点において当該有

価証券報告書又は半期報告書に不実の記載

がないことと認識している旨及びその理由

を施行規則で定めるところにより記載した

書面（法第２４条の４の２第２項（法にお

いて準用する場合を含む。）の規定によ

り、同条第１項に規定する確認書（同条第

６項（法において準用する場合を含む。）

の規定に基づいて当該確認書に代わる書類

を提出する外国の者にあっては当該書類）

を提出している場合にあっては、当該確認

書の写し）を遅滞なく当取引所に提出する

ものとする。この場合において、当該上場

ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、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。

（発行者の代理人等の選定） （発行者の代理人等の選定）

第９４９条 （略） 第９５０条 （略）

（上場ＥＴＮに関する行動規範） （上場ＥＴＮに関する行動規範）

第９５０条 （略） 第９５０条の２ （略）
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（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

（削る） 第１１０９条 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。以下この条において同じ。）は、有

価証券報告書又は半期報告書を内閣総理大

臣等に提出した場合には、当該管理会社の

代表者がその提出時点において当該有価証

券報告書又は半期報告書に不実の記載がな

いと認識している旨及びその理由を施行規

則で定めるところにより記載した書面を遅

滞なく当取引所に提出するものとする。こ

の場合において、当該上場ＥＴＦに係る管

理会社は、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。

（代理人等の選定） （代理人等の選定）

第１１０９条 （略） 第１１１０条 （略）

（受益権の分割の効力発生日等） （受益権の分割の効力発生日等）

第１１１０条 （略） 第１１１０条の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２ （略） 第１１１０条の３ （略）

（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～ｌ （略） ａ～ｌ （略）

ｍ 新規上場申請銘柄が投資証券である

場合には、投資信託法第１６６条第２

項第８号に規定する投資主名簿等管理

人（投資主名簿に関する事務を行う者

に限る。以下同じ。）が当取引所の承

認する機関として施行規則で定めるも

のであること。

ｍ 新規上場申請銘柄が投資証券である

場合には、投資信託法第１６６条第２

項第８号に規定する投資主名簿等管理

人が当取引所の承認する機関として施

行規則で定めるものであること。

ｎ・ｏ （略） ｎ・ｏ （略）
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（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）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 前項の規定のほか、上場不動産投資信託

証券の発行者等は、次の各号のいずれかに

該当する場合であって、当該各号に規定す

る事項に起因して「不動産投資信託証券の

発行者等の運用体制等に関する報告書」の

内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更

後の「不動産投資信託証券の発行者等の運

用体制等に関する報告書」を提出するもの

とする。この場合において、当該発行者等

は、当該変更後の報告書を当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとす

る。

（１） 上場投資法人の資産の運用に係る

業務の委託を受けた資産運用会社の異動

が生じた場合

（２） 上場投資法人の資産の運用に係る

業務の委託を受けた資産運用会社が合併

その他施行規則で定める行為（第１２１

８条第１項第１号ｂの（ｄ）及び（ｅ）

において「合併等」という。）を行った

場合

（３） 上場投資法人の資産の運用に係る

業務の委託を受けた資産運用会社の親会

社の異動が生じた場合

（新設）

７ （略） ６ （略）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

（削る） 第１２１５条 上場不動産投資信託証券の発

行者は、有価証券報告書若しくは半期報告

書を内閣総理大臣等に提出した場合又は運

用報告書を投資主若しくは受益者に交付し

た場合には、当該発行者の代表者がその提

出又は交付の時点において当該有価証券報

告書、半期報告書又は運用報告書に不実の

記載がないと認識している旨及びその理由

を施行規則で定めるところにより記載した

書面を遅滞なく当取引所に提出するものと

する。この場合において、当該上場不動産

投資信託証券の発行者は、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。
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（投資口又は受益権の分割の効力発生日

等）

（投資口又は受益権の分割の効力発生日

等）

第１２１５条 （略） 第１２１６条 （略）

（上場不動産投資信託証券に関する行動規

範）

（上場不動産投資信託証券に関する行動規

範）

第１２１６条 （略） 第１２１６条の２ （略）

（上場廃止基準） （上場廃止基準）

第１２１８条 上場不動産投資信託証券の発

行者等に係る上場廃止の基準については、

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。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１２１８条 上場不動産投資信託証券の発

行者等に係る上場廃止の基準については、

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。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） 投資証券 （１） 投資証券

次のａ又はｂに定めるところによる。 次のａ又はｂに定めるところによる。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者で

ある投資法人の資産の運用に係る業務

の委託を受けた資産運用会社が次の

（ａ）から（ｇ）までのいずれかに該

当する場合は、当該上場不動産投資信

託証券の上場を廃止する。ただし、施

行規則で定める場合は、この限りでな

い。

ｂ 上場不動産投資信託証券の発行者で

ある投資法人の資産の運用に係る業務

の委託を受けた資産運用会社が次の

（ａ）から（ｅ）までのいずれかに該

当する場合は、当該上場不動産投資信

託証券の上場を廃止する。ただし、当

該資産の運用に係る業務の委託を受け

た資産運用会社が行っていた業務が他

の資産運用会社に引き継がれ、かつ、

当該他の資産運用会社が「不動産投資

信託証券上場契約書」及び第１２０４

条第７項に規定する「取引所規則の遵

守に関する確認書」を提出するほか、

当該上場不動産投資信託証券が第１２

０６条第１項各号に適合する場合は、

この限りでない。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 当該投資法人の資産の運用に

係る業務の委託を受けた資産運用会

社でなくなった場合（合併等に起因

する場合を除く。）

（ｄ） 当該投資法人の資産の運用に

係る業務の委託を受けた資産運用会

社でなくなった場合

（ｅ） 合併等を行った場合（当該合

併等が当該資産運用会社のみ又は当

該資産運用会社と他の上場投資法人

の資産の運用に係る業務の委託を現

に受けている資産運用会社のみとの

間で行われる場合を除く。）であっ

て、当該合併等が行われる前におけ

る当該投資法人の資産の運用に係る

（新設）
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業務の運営体制が当該合併等が行わ

れた後において実質的に存続してい

ないと当取引所が認めるとき。

（ｆ） 当該資産運用会社の親会社の

異動が生じた場合であって、当該異

動が生じる前における当該投資法人

の資産の運用に係る業務の運営体制

が当該異動が生じた後において実質

的に存続していないと当取引所が認

めるとき。

（新設）

（ｇ） （略） （ｅ） （略）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（上場等に関する料金） （上場等に関する料金）

第１２２３条 新規上場申請に係る不動産投

資信託証券及び新投資口予約権証券の発行

者並びに上場不動産投資信託証券の発行者

は、上場審査料、予備審査料、上場廃止に

係る審査料、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を施行規則で定

めるところにより支払うものとする。

第１２２３条 新規上場申請に係る不動産投

資信託証券及び新投資口予約権証券の発行

者並びに上場不動産投資信託証券の発行者

は、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

料金を施行規則で定めるところにより支払

うものとする。

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

第１３１４条 削除 第１３１４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は、有

価証券報告書若しくは半期報告書を内閣総

理大臣等に提出した場合又は運用報告書を

投資主に交付した場合には、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

発行投資法人の代表者がその提出又は交付

の時点において当該有価証券報告書、半期

報告書又は運用報告書に不実の記載がない

と認識している旨及びその理由を施行規則

で定めるところにより記載した書面を遅滞

なく当取引所に提出するものとする。この

場合において、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

は、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。

（上場廃止基準） （上場廃止基準）

第１３１８条 （略） 第１３１８条 （略）

２ 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の

各号のいずれかに該当する場合には、その

２ 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の

各号のいずれかに該当する場合には、その
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上場を廃止する。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。

上場を廃止する。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）～（８） （略） （１）～（８） （略）

（９） 投資主名簿等管理人の設置 （９） 投資主名簿管理人等の設置

投資主名簿に関する事務を第１３０５

条第２号ｈに規定する当取引所の承認す

る機関に委託しないこととなった場合又

は委託しないことが確実となった場合

投資主名簿に関する事務を第１３０５

条第２号ｈに規定する当取引所の承認す

る機関に委託しないこととなった場合又

は委託しないことが確実となった場合

（１０）・（１１） （略） （１０）・（１１） （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

第１４１２条 削除 第１４１２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は、有

価証券報告書又は半期報告書を内閣総理大

臣等に提出した場合には、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

行投資法人の代表者がその提出の時点にお

いて当該有価証券報告書又は半期報告書に

不実の記載がないと認識している旨及びそ

の理由を施行規則で定めるところにより記

載した書面を遅滞なく当取引所に提出する

ものとする。この場合において、当該上場

カントリーファンドに係るカントリーファ

ンド発行投資法人は、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。

（上場審査の形式要件） （上場審査の形式要件）

第１５０５条 内国インフラファンドの上場

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１５０５条 内国インフラファンドの上場

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

ｌ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

ｌまでに適合していること。

ａ～ｋ （略） ａ～ｋ （略）

ｌ 新規上場申請銘柄が投資証券である

場合には、投資信託法第１６６条第２

項第８号に規定する投資主名簿等管理

人が当取引所の承認する機関として施

行規則で定めるものであること。

ｌ 新規上場申請銘柄が投資証券である

場合には、投資信託法第１６６条第２

項第８号に規定する投資主名簿管理人

が当取引所の承認する機関として施行

規則で定めるものであること。

２・３ （略） ２・３ （略）



8

（上場インフラファンドに関する情報の開

示）

（上場インフラファンドに関する情報の開

示）

第１５１３条 （略） 第１５１３条 （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

９ 前項の規定のほか、上場インフラファン

ドの発行者等は、次の各号のいずれかに該

当する場合であって、当該各号に規定する

事項に起因して「インフラファンドの発行

者等の運用体制等に関する報告書」の内容

に変更が生じたときは、遅滞なく変更後の

「インフラファンドの発行者等の運用体制

等に関する報告書」を提出するものとす

る。この場合において、当該発行者等は、

当該変更後の報告書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） 上場インフラファンドに係る管理

会社の異動が生じた場合

（２） 上場インフラファンドに係る管理

会社が合併その他施行規則で定める行為

（第１５２０条第１項第１号ｂの（ｄ）

及び（ｅ）において「合併等」とい

う。）を行った場合

（３） 上場インフラファンドに係る管理

会社の親会社の異動が生じた場合

（新設）

１０ （略） ９ （略）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書）

第１５１５条 削除 第１５１５条 上場インフラファンドの発行

者は、有価証券報告書若しくは半期報告書

を内閣総理大臣等に提出した場合又は運用

報告書を投資主若しくは受益者に交付した

場合には、当該発行者の代表者がその提出

又は交付の時点において当該有価証券報告

書、半期報告書又は運用報告書に不実の記

載がないと認識している旨及びその理由を

施行規則で定めるところにより記載した書

面を遅滞なく当取引所に提出するものとす

る。この場合において、当該上場インフラ

ファンドの発行者は、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。

（上場廃止基準） （上場廃止基準）

第１５２０条 上場インフラファンドの発行

者等に係る上場廃止の基準については、次

の各号に掲げる上場インフラファンドの区

分に従い、当該各号に定めるところによ

第１５２０条 上場インフラファンドの発行

者等に係る上場廃止の基準については、次

の各号に掲げる上場インフラファンドの区

分に従い、当該各号に定めるところによ
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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。

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） 投資証券 （１） 投資証券

次のａ又はｂに定めるところによる。 次のａ又はｂに定めるところによる。

ａ （略） ａ （略）

ｂ 上場インフラファンドに係る管理会

社が次の（ａ）から（ｇ）までのいず

れかに該当する場合は、当該上場イン

フラファンドの上場を廃止する。ただ

し、施行規則で定める場合は、この限

りでない。

ｂ 上場インフラファンドに係る管理会

社が次の（ａ）から（ｅ）までのいず

れかに該当する場合は、当該上場イン

フラファンドの上場を廃止する。ただ

し、当該管理会社が行っていた業務が

他の管理会社に引き継がれ、かつ、当

該他の管理会社が「インフラファンド

上場契約書」及び第１５０４条第７項

に規定する「取引所規則の遵守に関す

る確認書」を提出するほか、当該上場

インフラファンドが第１５０６条第１

項各号に適合する場合は、この限りで

ない。

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略）

（ｄ） 当該上場インフラファンドに

係る管理会社でなくなった場合（合

併等に起因する場合を除く。）

（ｄ） 当該上場インフラファンドに

係る管理会社でなくなった場合

（ｅ） 合併等を行った場合（当該合

併等が当該管理会社のみ又は当該管

理会社と他の上場投資法人の資産の

運用に係る業務の委託を現に受けて

いる管理会社のみとの間で行われる

場合を除く。）であって、当該合併

等が行われる前における当該投資法

人の資産の運用に係る業務の運営体

制が当該合併等が行われた後におい

て実質的に存続していないと当取引

所が認めるとき。

（新設）

（ｆ） 当該管理会社の親会社の異動

が生じた場合であって、当該異動が

生じる前における当該投資法人の資

産の運用に係る業務の運営体制が当

該異動が生じた後において実質的に

存続していないと当取引所が認める

とき。

（新設）

（ｇ） （略） （ｅ） （略）

（２） 受益証券 （２） 受益証券

次のａ又はｂに定めるところによる。 次のａ又はｂに定めるところによる。

ａ 上場インフラファンドに係る管理会

社が前号ｂの（ａ）から（ｃ）まで又

は（ｇ）のいずれかに該当する場合

は、当該上場インフラファンドの上場

ａ 上場インフラファンドに係る管理会

社が前号ｂの（ａ）から（ｃ）まで又

は（ｅ）のいずれかに該当する場合

は、当該上場インフラファンドの上場
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を廃止する。ただし、当該インフラフ

ァンドに係る管理会社が行っていた業

務が他の管理会社に引き継がれ、か

つ、当該他の管理会社が「インフラフ

ァンド上場契約書」及び第１５０４条

第７項に規定する「取引所規則の遵守

に関する確認書」を提出するほか、当

該上場インフラファンドが第１５０６

条第１項各号に適合する場合は、この

限りでない。

を廃止する。ただし、当該インフラフ

ァンドに係る管理会社が行っていた業

務が他の管理会社に引き継がれ、か

つ、当該他の管理会社が「インフラフ

ァンド上場契約書」及び第１５０４条

第７項に規定する「取引所規則の遵守

に関する確認書」を提出するほか、当

該上場インフラファンドが第１５０６

条第１項各号に適合する場合は、この

限りでない。

ｂ （略） ｂ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（上場等に関する料金） （上場等に関する料金）

第１５２６条 新規上場申請に係るインフラ

ファンド及び新投資口予約権証券の発行者

並びに上場インフラファンドの発行者は、

上場審査料、予備審査料、上場廃止に係る

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を施行規則で定める

ところにより支払うものとする。

第１５２６条 新規上場申請に係るインフラ

ファンド及び新投資口予約権証券の発行者

並びに上場インフラファンドの発行者は、

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を

施行規則で定めるところにより支払うもの

とする。

付  則

１ この改正規定は、令和３年３月１５日か

ら施行する。

２ 改正後の第１２１８条第１項第１号ｂの

（ｄ）から（ｆ）までの規定は、この改正

規定施行の日（以下「施行日」という。）

以後に上場不動産投資信託証券の発行者で

ある投資法人の資産の運用に係る業務の委

託を受けた資産運用会社が当該投資法人の

資産の運用に係る業務の委託を受けた資産

運用会社でなくなった場合、当該資産運用

会社が合併等を決定した場合及び当該資産

運用会社の親会社の異動が生じた場合の当

該上場不動産投資信託証券から適用する。

３ 改正後の第１５２０条第１項第１号ｂの

（ｄ）から（ｆ）までの規定は、施行日以

後に上場インフラファンドに係る管理会社

が当該上場インフラファンドの発行者であ

る投資法人の資産の運用に係る業務の委託

を受けた管理会社でなくなった場合、当該

管理会社が合併等を決定した場合及び当該
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管理会社の親会社の異動が生じた場合の当

該上場インフラファンドから適用する。
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

第８１６条 削除 第８１６条 規程第８１９条に規定する書面

には、上場優先証券の発行者の代表者によ

る署名を要するものとする。

２ 規程第８１９条に規定する理由の記載に

当たっては、有価証券報告書又は半期報告

書の作成に関して上場優先証券の発行者の

代表者が確認した内容を記載するものとす

る。

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

第９０６条 削除 第９０６条 規程第９１０条に規定する書面

（同条かっこ書きに規定する書面を除

く。）には、上場債券の発行者の代表者又

はそれに準ずると認められる者による署名

を要するものとする。

２ 規程第９１０条に規定する理由の記載に

当たっては、有価証券報告書、半期報告書

又は四半期報告書の作成に関して上場債券

の発行者の代表者又はそれに準ずると認め

られる者が確認した内容を記載するものと

する。

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

第９２６条 削除 第９２６条 規程第９３３条に規定する書面

（同条かっこ書に規定する書面を除く。）

には、上場交換社債券の発行者の代表者に

よる署名を要するものとする。

２ 規程第９３３条に規定する理由の記載に

当たっては、有価証券報告書、半期報告書

又は四半期報告書の作成に関して上場交換

社債券の発行者の代表者が確認した内容を

記載するものとする。

（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９３４条 規程第９４４条第２項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲

げる書類とする。

第９３４条 規程第９４４条第２項に規定す

る施行規則で定める書類は、次の各号に掲

げる書類とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 次のａからｄまでに掲げる書類 （４） 次のａからｄまでに掲げる書類

ａ （略） ａ （略）
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ｂ 規程第９４９条に基づき新規上場申

請に係るＥＴＮ信託受益証券の発行者

の代理人等を選定していること又は当

該代理人等から受託する旨の内諾を得

ていることを証する書面

ｂ 規程第９５０条に基づき新規上場申

請に係るＥＴＮ信託受益証券の発行者

の代理人等を選定していること又は当

該代理人等から受託する旨の内諾を得

ていることを証する書面

ｃ・ｄ （略） ｃ・ｄ （略）

（５） （略） （５） （略）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

第９４２条 削除 第９４２条 規程第９４９条に規定する書面

（同条かっこ書に規定する書面を除く。）

には、上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の

代表者による署名を要するものとする。

２ 規程第９４９条に規定する理由の記載に

当たっては、有価証券報告書又は半期報告

書の作成に関して上場ＥＴＮ信託受益証券

の発行者の代表者が確認した内容を記載す

るものとする。

（発行者の代理人等の選定の取扱い） （発行者の代理人等の選定の取扱い）

第９４３条 第４３４条の規定は、規程第９

４９条に規定する選定について準用する。

第９４３条 第４３４条の規定は、規程第９

５０条に規定する選定について準用する。

（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１１０３条 規程第１１０３条第２項に規

定する施行規則で定める書類は、次の各号

に掲げる書類とする。

第１１０３条 規程第１１０３条第２項に規

定する施行規則で定める書類は、次の各号

に掲げる書類とする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５） 外国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益

証券、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、次のａからｅまでに掲げる書類

（５） 外国ＥＴＦ、外国ＥＴＦ信託受益

証券、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、次のａからｅまでに掲げる書類

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 規程第１１０９条に基づき管理会社

若しくは外国投資法人の代理人等を選

定していること又は当該代理人等から

受託する旨の内諾を得ていることを証

する書面

ｃ 規程第１１１０条に基づき管理会社

若しくは外国投資法人の代理人等を選

定していること又は当該代理人等から

受託する旨の内諾を得ていることを証

する書面

ｄ・ｅ （略） ｄ・ｅ （略）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

（削る） 第１１１１条 規程第１１０９条に規定する

書面には、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
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外国ＥＴＦを受託有価証券とする外国ＥＴ

Ｆ信託受益証券にあっては、外国投資法

人）の代表者による署名を要するものとす

る。

２ 規程第１１０９条に規定する理由の記載

に当たっては、有価証券報告書又は半期報

告書の作成に関して上場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）の代表者が確認した内容を記載

するものとする。

（代理人等の選定の取扱い） （代理人等の選定の取扱い）

第１１１１条 第４３４条の規定は、規程第

１１０９条の規定による選定について準用

する。

第１１１２条 第４３４条の規定は、規程第

１１１０条の規定による選定について準用

する。

（上場契約違約金の取扱い） （上場契約違約金の取扱い）

第１１１２条 （略） 第１１１２条の２ （略）

（第６編における定義） （第６編における定義）

第１２０１条 （略） 第１２０１条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 規程第１２０１条第１号の６ａに規定す

る施行規則で定める資産とは、投資法人の

計算に関する規則第３７条第３項第１号チ

に規定する資産及びこれらに類するものと

して当取引所が適当と認める資産をいう。

６ 規程第１２０１条第１号の６ａに規定す

る施行規則で定める資産とは、投資法人の

計算に関する規則第３７条第３項第１号リ

に規定する資産及びこれらに類するものと

して当取引所が適当と認める資産をいう。

７～１０（略） ７～１０（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１２０２条 （略） 第１２０２条 （略）

２ 規程第１２０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる新

規上場申請銘柄の区分に従い、当該各号に

定める書類とする。

２ 規程第１２０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる新

規上場申請銘柄の区分に従い、当該各号に

定める書類とする。

（１） 投資証券 （１） 投資証券

次のａからｊまでに掲げる書類 次のａからｊまでに掲げる書類

ａ～ｈ （略） ａ～ｈ （略）

ｉ 規程第１２０５条第２号ｍに規定す

る投資主名簿等管理人（投資主名簿に

関する事務を行う者に限る。以下同

じ。）と投資主名簿に関する事務の委

託に係る契約を締結していることを証

する書面

ｉ 規程第１２０５条第２号ｍに規定す

る投資主名簿等管理人と投資主名簿等

に関する事務の委託に係る契約を締結

していることを証する書面
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ｊ （略） ｊ （略）

（２） （略） （２） （略）

３ （略） ３ （略）

（上場不動産投資信託証券に関する情報の

開示の取扱い）

（上場不動産投資信託証券に関する情報の

開示の取扱い）

第１２２９条 （略） 第１２２９条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

６ 規程第１２１３条第６項第２号に規定す

る施行規則で定める行為とは、会社分割、

株式交換、株式移転、株式交付及び事業の

全部又は一部の譲渡又は譲受けをいう。

（新設）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

（削る） 第１２３１条 規程第１２１５条に規定する

書面には、上場不動産投資信託証券の発行

者の代表者による署名を要するものとす

る。

２ 規程第１２１５条に規定する理由の記載

に当たっては、有価証券報告書、半期報告

書又は運用報告書の作成に関して上場不動

産投資信託証券の発行者の代表者が確認し

た内容を記載するものとする。

（上場契約違約金の取扱い） （上場契約違約金の取扱い）

第１２３１条 （略） 第１２３１条の２ （略）

（上場不動産投資信託証券の発行者等に係

る上場廃止基準の取扱い）

（上場不動産投資信託証券の発行者等に係

る上場廃止基準の取扱い）

第１２３２条 （略） 第１２３２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 規程第１２１８条第１項第１号ｂただし

書に規定する施行規則で定める場合とは、

次の各号のいずれかに該当する場合をい

う。

（１） 次のａからｃまでのいずれにも該

当する場合

ａ 上場投資法人の資産の運用に係る業

務の委託を受けた資産運用会社が行っ

ていた業務が他の資産運用会社に引き

継がれること（資産運用会社が合併等

（合併又は第１２２９条第６項に掲げ

る行為をいう。以下この号において同

じ。）を行った場合又は資産運用会社

において親会社の異動が生じた場合

は、当該合併等の当事者である資産運

（新設）
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用会社又は当該親会社の異動が生じた

資産運用会社において当該上場投資法

人の資産の運用に係る業務が引き続き

行われること。）。

ｂ 上場投資法人及び前ａに定める他の

資産運用会社（資産運用会社が合併等

を行った場合又は資産運用会社におい

て親会社の異動が生じた場合にあって

は、当該合併等の当事者である資産運

用会社又は当該親会社の異動が生じた

資産運用会社）が、業務を引き継いだ

後直ちに（資産運用会社が合併等を行

った場合又は資産運用会社において親

会社の異動が生じた場合にあっては、

同ｂの（ｅ）又は（ｆ）に該当した後

直ちに）、「不動産投資信託証券上場

契約書」及び規程第１２０４条第７項

に規定する「取引所規則の遵守に関す

る確認書」を提出すること。

ｃ 上場投資法人の資産の運用に係る業

務の委託を受けた資産運用会社が規程

第１２１８条第１項第１号ｂの（ａ）

から（ｇ）までのいずれかに該当した

日以後最初に終了する当該上場投資法

人の営業期間の末日から１年を経過す

る日（当該１年を経過する日が当該上

場投資法人の営業期間の末日に当たら

ない場合は、当該１年を経過する日の

直前営業期間の末日）までの期間内

に、当該上場投資法人が発行する上場

不動産投資信託証券が規程第１２０６

条第１項各号に適合すると当取引所が

認めること。

（２） 次のａ及びｂのいずれにも該当す

る場合

ａ 上場投資法人の資産の運用に係る業

務の委託を受けた資産運用会社が行っ

ていた業務が他の上場投資法人の資産

の運用に係る業務の委託を現に受けて

いる他の資産運用会社に引き継がれる

こと。

ｂ 上場投資法人及び前ａに定める他の

資産運用会社が、業務を引き継いだ後

直ちに、「不動産投資信託証券上場契

約書」及び規程第１２０４条第７項に

規定する「取引所規則の遵守に関する

確認書」を提出すること。

４ 前項第１号ｃに定める規程第１２０６条

第１項各号に適合するかどうかの審査は、

上場不動産投資信託証券の発行者等（規程

（新設）
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第１２０１条の２第１項各号に定める者を

いう。以下同じ。）からの申請に基づき行

うものとする。

５ 前項の申請を行う場合は、当該上場不動

産投資信託証券の発行者等は、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。

（新設）

６ 当取引所は、第４項の審査のため必要と

認めるときには、上場不動産投資信託証券

の発行者等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。

（新設）

７ 上場不動産投資信託証券の発行者等が第

４項の申請を行うことができる期限は、第

３項第１号ｃに定める期間が終了した後最

初の有価証券報告書の提出日から起算して

８日目（休業日を除外する。）の日とす

る。

（新設）

８ 上場投資法人の資産の運用に係る業務の

委託を受けた資産運用会社が規程第１２１

８条第１項第１号ｂの（ａ）から（ｇ）ま

でのいずれかに該当する場合において、上

場不動産投資信託証券の発行者から第３項

第１号ａに規定する業務の引継ぎ若しくは

業務の継続、同項第２号ａに規定する業務

の引継ぎ若しくは同項第１号ｂ若しくは第

２号ｂに規定する書面の提出を行うことが

できない旨の報告を書面で受けたとき、前

項に定める期限内に申請が行われなかった

とき（当該申請が行われないことが明らか

なときを含む。）又は当該上場不動産投資

信託証券が規程第１２０６条第１項各号に

適合しないと当取引所が認めたときに、同

ｂに該当するものとして取り扱う。

３ 上場不動産投資信託証券の発行者である

投資法人の資産の運用に係る業務の委託を

受けた資産運用会社が規程第１２１８条第

１項第１号ｂの（ａ）から（ｅ）までのい

ずれかに該当する場合において、上場不動

産投資信託証券の発行者から同ｂただし書

に規定する業務の引継ぎ又は書面の提出を

行うことができない旨の報告を書面で受け

たとき又は当該上場不動産投資信託証券が

規程第１２０６条第１項各号に適合しない

と当取引所が認めたときは、同ｂに該当す

るものとして取り扱う。

９ （略） ４ （略）

１０ （略） ５ （略）

１１ （略） ６ （略）

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い）

第１２３５条 当取引所は、上場不動産投資

信託証券が次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該上場不動産投資信託証券を規

程第１２２１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

３号の３、第７号、第８号、第１１号の２

又は第１２号のいずれかに該当する場合は

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１２３５条 当取引所は、上場不動産投資

信託証券が次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該上場不動産投資信託証券を規

程第１２２１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

７号、第８号、第１１号の２又は第１２号

のいずれか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。
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（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（３）の２ 第１２３２条第３項第１号ｃ

に定める期間の最終日までに、規程第１

２０６条第１項各号に適合することが確

認できない場合（次号に掲げるときを除

く。）

（新設）

（３）の３ 第１２３２条第３項第１号ｃ

に定める期間の最終日までに、規程第１

２０６条第１項各号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

合するかどうかの審査を行っていると

き。

（新設）

（４）～（１２） （略） （４）～（１２） （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、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める時から当取引所が当

該上場不動産投資信託証券を上場廃止する

かどうかを認定した日までとする。

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定

期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める時から当取引所が当

該上場不動産投資信託証券を上場廃止する

かどうかを認定した日までとする。

（１） （略） （１） （略）

（１）の２ 第１項第３号の２に該当した

場合

第１２３２条第３項第１号ｃに定める

期間の最終日の翌日

（新設）

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

（４） 第１項第３号の３、第７号、第８

号及び第１０号から第１２号までのいず

れかに該当した場合

（４） 第１項第７号、第８号及び第１０

号から第１２号までのいずれかに該当し

た場合

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） （略） （５） （略）

４ （略） ４ （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、上場廃

止に係る審査料、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１

２０６条第５項の規定は、この条に規定す

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。
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る純資産総額について、それぞれ準用す

る。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（２）の２ 上場廃止に係る審査料

上場不動産投資信託証券の発行者は、

第１２３２条第４項に規定する審査を申

請するときは、審査料として４００万円

を当該申請日が属する月の翌月末日まで

に支払うものとする。

（新設）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

２ （略） ２ （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１３０２条 （略） 第１３０２条 （略）

２ 規程第１３０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書

類とする。

２ 規程第１３０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる書

類とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人の規約

（４） 新規上場申請に係るベンチャーフ

ァンド発行投資法人の規約 ２部

（５） （略） （５） （略）

（６） 規程第１３０５条第２号ｈに規定

する投資主名簿等管理人と投資主名簿に

関する事務の委託に係る契約を締結して

いることを証する書面

（６） 規程第１３０５条第２号ｈに規定

する投資主名簿等管理人と投資主名簿等

に関する事務の委託に係る契約を締結し

ていることを証する書面

（７） 運用資産等の状況を記載した書面 （７） 運用資産等の状況を記載した書面

２部

（８）・（９） （略） （８）・（９） （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

（削る） 第１３２８条 規程第１３１４条に規定する

書面には、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の代表者

による署名を要するものとする。

２ 規程第１３１４条に規定する理由の記載

に当たっては、有価証券報告書、半期報告

書又は運用報告書の作成に関して上場ベン

チャーファンドに係るベンチャーファンド

発行投資法人の代表者が確認した内容を記

載するものとする。

（上場契約違約金の取扱い） （上場契約違約金の取扱い）

第１３２８条 （略） 第１３２８条の２ （略）
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（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）

（削る） 第１４０８条 規程第１４１２条に規定する

書面には、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の代表者

による署名を要するものとする。

２ 規程第１４１２条に規定する理由の記載

に当たっては、有価証券報告書又は半期報

告書の作成に関し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

の代表者が確認した内容を記載するものと

する。

（上場契約違約金の取扱い） （上場契約違約金の取扱い）

第１４０８条 （略） 第１４０８条の２ （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１５０２条 （略） 第１５０２条 （略）

２ 規程第１５０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる新

規上場申請銘柄の区分に従い、当該各号に

定める書類とする。

２ 規程第１５０４条第２項に規定する施行

規則で定める書類は、次の各号に掲げる新

規上場申請銘柄の区分に従い、当該各号に

定める書類とする。

（１） 投資証券に該当する内国インフラ

ファンド

（１） 投資証券に該当する内国インフラ

ファンド

次のａからｍまでに掲げる書類 次のａからｍまでに掲げる書類

ａ～ｋ （略） ａ～ｋ （略）

ｌ 規程第１５０５条第１項第２号ｌに

規定する投資主名簿等管理人と投資主

名簿に関する事務の委託に係る契約を

締結していることを証する書面

ｌ 規程第１５０５条第１項第２号ｌに

規定する投資主名簿等管理人と投資主

名簿等に関する事務の委託に係る契約

を締結していることを証する書面

ｍ （略） ｍ （略）

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

３ （略） ３ （略）

（上場インフラファンドに関する情報の開

示の取扱い）

（上場インフラファンドに関する情報の開

示の取扱い）

第１５３０条 （略） 第１５３０条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 規程第１５１３条第９項第２号に規定す

る施行規則で定める行為とは、会社分割、

株式交換、株式移転、株式交付及び事業の

全部又は一部の譲渡又は譲受けをいう。

（新設）

（有価証券報告書等の適正性に関する確認

書の取扱い）
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第１５３２条 削除 第１５３２条 規程第１５１５条に規定する

書面には、上場インフラファンドの発行者

の代表者による署名を要するものとする。

２ 規程第１５１５条に規定する理由の記載

に当たっては、有価証券報告書、半期報告

書又は運用報告書の作成に関して上場イン

フラファンドの発行者の代表者が確認した

内容を記載するものとする。

（インフラファンドの発行者等に係る上場

廃止基準の取扱い）

（インフラファンドの発行者等に係る上場

廃止基準の取扱い）

第１５３５条 （略） 第１５３５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 規程第１５２０条第１項第１号ｂただし

書に規定する施行規則で定める場合とは、

次の各号のいずれかに該当する場合をい

う。

（１） 次のａからｃまでのいずれにも該

当する場合

ａ 上場インフラファンドに係る管理会

社が行っていた業務が他の管理会社に

引き継がれること（管理会社が合併等

（合併又は第１５３０条第７項に掲げ

る行為をいう。以下この号において同

じ。）を行った場合又は管理会社にお

いて親会社の異動が生じた場合は、当

該合併等の当事者である管理会社又は

当該親会社の異動が生じた管理会社に

おいて当該上場インフラファンドに係

る上場投資法人の資産の運用に係る業

務が引き続き行われること。）。

ｂ 上場投資法人及び前ａに定める他の

管理会社（管理会社が合併等を行った

場合又は管理会社において親会社の異

動が生じた場合にあっては、当該合併

等の当事者である管理会社又は当該親

会社の異動が生じた管理会社）が、業

務を引き継いだ後直ちに（管理会社が

合併等を行った場合又は管理会社にお

いて親会社の異動が生じた場合にあっ

ては、同ｂの（ｅ）又は（ｆ）に該当

した後直ちに）、「インフラファンド

上場契約書」及び規程第１５０４条第

７項に規定する「取引所規則の遵守に

関する確認書」を提出すること。

ｃ 上場インフラファンドに係る管理会

社が規程第１５２０条第１項第１号ｂ

の（ａ）から（ｇ）までのいずれかに

該当した日以後最初に終了する当該上

（新設）
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場インフラファンドに係る上場投資法

人の営業期間の末日から１年を経過す

る日（当該１年を経過する日が当該上

場投資法人の営業期間の末日に当たら

ない場合は、当該１年を経過する日の

直前営業期間の末日）までの期間内

に、当該上場インフラファンドが規程

第１５０６条第１項各号に適合すると

当取引所が認めること。

（２） 次のａ及びｂのいずれにも該当す

る場合

ａ 上場インフラファンドに係る管理会

社が行っていた業務が他の上場投資法

人の資産の運用に係る業務の委託を現

に受けている他の管理会社に引き継が

れること。

ｂ 上場投資法人及び前ａに定める他の

管理会社が、業務を引き継いだ後直ち

に、「インフラファンド上場契約書」

及び規程第１５０４条第７項に規定す

る「取引所規則の遵守に関する確認

書」を提出すること。

４ 前項第１号ｃに定める規程第１５０６条

第１項各号に適合するかどうかの審査は、

上場インフラファンドの発行者等からの申

請に基づき行うものとする。

（新設）

５ 前項の申請を行う場合は、当該上場イン

フラファンドの発行者等は、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。

（新設）

６ 当取引所は、第４項の審査のため必要と

認めるときには、上場インフラファンドの

発行者等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。

（新設）

７ 上場インフラファンドの発行者等が第４

項の申請を行うことができる期限は、第３

項第１号ｃに定める期間が終了した後最初

の有価証券報告書の提出日から起算して８

日目（休業日を除外する。）の日とする。

（新設）

８ 上場インフラファンドに係る管理会社が

規程第１５２０条第１項第１号ｂの（ａ）

から（ｇ）までのいずれかに該当する場合

において、上場投資法人から第３項第１号

ａに規定する業務の引継ぎ若しくは業務の

継続、同項第２号ａに規定する業務の引継

ぎ若しくは同項第１号ｂ若しくは第２号ｂ

に規定する書面の提出を行うことができな

い旨の報告を書面で受けたとき、前項に定

３ 上場インフラファンドに係る管理会社が

規程第１５２０条第１項第１号ｂの（ａ）

から（ｅ）までのいずれかに該当する場合

において、上場インフラファンドの発行者

である投資法人から同ｂただし書に規定す

る業務の引継ぎ又は書面の提出を行うこと

ができない旨の報告を書面で受けたとき又

は当該上場インフラファンドが規程第１５

０６条第１項各号に適合しないと当取引所
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める期限内に申請が行われなかったとき

（当該申請が行われないことが明らかなと

きを含む。）又は当該上場インフラファン

ドが規程第１５０６条第１項各号に適合し

ないと当取引所が認めたときに、同ｂに該

当するものとして取り扱う。

が認めたときは、同ｂに該当するものとし

て取り扱う。

９ （略） ４ （略）

１０ （略） ５ （略）

１１ （略） ６ （略）

１２ （略） ７ （略）

１３ （略） ８ （略）

１４ （略） ９ （略）

１５ （略） １０ （略）

（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い）

第１５３９条 当取引所は、上場インフラフ

ァンドが次の各号のいずれかに該当する場

合は、当該上場インフラファンドを規程第

１５２４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３号

の３、第７号、第８号、第１２号又は第１

３号のいずれか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１５３９条 当取引所は、上場インフラフ

ァンドが次の各号のいずれかに該当する場

合は、当該上場インフラファンドを規程第

１５２４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７

号、第８号、第１２号又は第１３号のいず

れか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）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（３）の２ 第１５３５条第３項第１号ｃ

に定める期間の最終日までに、規程第１

５０６条第１項各号に適合することが確

認できない場合（次号に掲げるときを除

く。）

（新設）

（３）の３ 第１５３５条第３項第１号ｃ

に定める期間の最終日までに、規程第１

５０６条第１項各号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

合するかどうかの審査を行っていると

き。

（新設）

（４）～（１５） （略） （４）～（１５） （略）

２ 当取引所は、規程第１５２８条において

準用する規程第６０８条の規定により上場

廃止申請が行われた上場インフラファンド

を、監理銘柄へ指定することができる。こ

の場合においては、監理銘柄（確認中）に

指定する。

（新設）

３ 前２項の場合における監理銘柄への指定

期間は、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める時から当取引所が当

（新設）
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該上場インフラファンドを上場廃止するか

どうかを認定した日までとする。

（１） 第１項第１号から第３号まで、第

５号及び第９号のいずれかに該当した場

合

当取引所が上場インフラファンドの発

行者から書面による報告を受けた日の翌

日

（２） 第１項第３号の２に該当した場合

第１５３５条第３項第１号ｃに定める

期間の最終日の翌日

（３） 第１項第４号に該当した場合

猶予期間の最終日の翌日

（４） 第１項第６号に該当した場合

第１項第６号ａに該当した場合は、当

該開示を行った日の当取引所がその都度

定める時とし、第１項第６号ｂに該当し

た場合は、当該最終日の翌日

（５） 第１項第３号の３、第７号、第８

号及び第１０号から第１５号までのいず

れかに該当した場合

当取引所が必要と認めた日

（６） 前項に規定する上場廃止申請が行

われた場合

上場廃止申請が行われた日

４ 前項の場合において、当取引所が必要と

認めるときは、監理銘柄への指定期間の始

期については、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定める時とし、監理

銘柄への指定期間の終期については、同項

各号において監理銘柄への指定期間の最終

日として規定する日の当取引所がその都度

定める時とすることができるものとする。

（１） 前項第１号に掲げる場合

当該書面による報告を受けた日の当取

引所がその都度定める時

（２） 前項第２号から第６号までに掲げ

る場合

当取引所がその都度定める時

（新設）

（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い）

第１５４０条 当取引所は、上場インフラフ

ァンドが次の各号のいずれかに該当する場

合には、規程第１５２５条の規定に基づ

き、当取引所が当該インフラファンドの上

場廃止を決定した日から上場廃止日の前日

までの間、当該インフラファンドを整理銘

柄に指定することができる。

第１５４０条 当取引所は、上場インフラフ

ァンドが次の各号のいずれかに該当する場

合には、規程第１５２５条の規定に基づ

き、当取引所が当該インフラファンドの上

場廃止を決定した日から上場廃止日の前日

までの間、当該インフラファンドを整理銘

柄に指定することができる。
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（１） 規程第１５２０条第１項各号又は

第２項各号のいずれかに該当する場合

（第１５３５条第１項第１号若しくは同

条第１１項第１号又は第１５３８条第２

号若しくは第５号のいずれかに該当する

場合を除く。）

（１） 規程第１５２０条第１項各号又は

第２項各号のいずれかに該当する場合

（第１５３５条第１項第１号若しくは同

条第６項第１号又は第１５３８条第２号

若しくは第５号のいずれかに該当する場

合を除く。）

（２） （略） （２） （略）

（上場等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、上

場廃止に係る審査料、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）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（２）の２ 上場廃止に係る審査料

上場内国インフラファンドの発行者

は、第１５３５条第４項に規定する審査

を申請するときは、審査料として４００

万円を当該申請日が属する月の翌月末日

までに支払うものとする。

（新設）

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

付  則

この改正規定は、令和３年３月１５日から

施行する。


