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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 （略） ２ （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）～（２０）の２ （略） （１）～（２０）の２ （略） 

（２１） 複数の子会社の結合財務情報に関す

る書類 複数の子会社の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

計算書及び精算表をいい、新規上場申請者が

上場申請日の属する事業年度の初日以後持株

会社になった場合には、当該複数の子会社の

連結貸借対照表又は貸借対照表を結合した貸

借対照表を含む。 

（２１） 複数の子会社の結合財務情報に関す

る書類 複数の子会社の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

計算書をいい、新規上場申請者が上場申請日

の属する事業年度の初日以後持株会社になっ

た場合には、当該複数の子会社の連結貸借対

照表又は貸借対照表を結合した貸借対照表を

含む。 

（２２）～（２８） （略） （２２）～（２８） （略） 

  

（財務計算に関する書類） （財務計算に関する書類） 

第２０９条 規程第２０４条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める

書面を添付するものとする。 

第２０９条 規程第２０４条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、次

の各号に掲げる書類をいい、当該各号に定める

書面を添付するものとする。 

（１） 第２０４条第１項第４号ｃに規定する

書類、「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載される財務諸表等のう

ち第２０４条第１項第４号ｄ（同条第２項第

３号ｃにおいて準用する場合を含む。）に規

定する合併による解散会社若しくは持株会社

若しくは外国持株会社になった日の子会社の

うち主体会社でないものに係るもの又は第２

０４条第１項第１８号に規定する書類（第１

８号に規定する書類にあっては、合併主体会

社の財務諸表等に限る。） 

  法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と

認める場合には、日本公認会計士協会が定め

る「東京証券取引所の有価証券上場規程に定

める被合併会社等の財務諸表等に対するレビ

ュー業務に関する実務指針」その他の合理的

と認められる基準に準拠した手続に基づく財

務数値等に係る意見又は結論を記載した書面 

（１） 第２０４条第１項第４号ｃに規定する

書類、「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載される財務諸表等のう

ち第２０４条第１項第４号ｄ（同条第２項第

３号ｃにおいて準用する場合を含む。）に規

定する合併による解散会社若しくは持株会社

若しくは外国持株会社になった日の子会社の

うち主体会社でないものに係るもの又は第２

０４条第１項第１８号に規定する書類（第１

８号に規定する書類にあっては、合併主体会

社の財務諸表等に限る。） 

  法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と

認める場合には、財務数値等に係る意見を記

載した書面 

  この場合において、当該意見は、別添２

「被合併会社等の財務諸表等に対する意見表

明に係る基準」その他の合理的と認められる

手続によるものであることを要するものとす

る。 
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（２） 第２０４条第１項第１３号に規定する

書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める結合財務情報の作成に

係る保証業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面 

（２） 第２０４条第１項第１３号に規定する

書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添３

「結合財務情報に関する書類に対する意見表

明に係る基準」その他の合理的と認められる

手続きに基づく結合財務情報に対する意見表

明のための報告書 

（３） 第２０４条第１項第１４号及び第２０

５条第１号ａの（ｅ）に規定する書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面 

（３） 第２０４条第１項第１４号及び第２０

５条第１号ａの（ｅ）に規定する書類 

 一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添４

「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基

準」その他の合理的と認められる手続きに基

づく部門財務情報に対する意見表明のための

報告書 

（４） （略） （４） （略） 

（５） 第２０４条第１項第１６号又は第１９

号ｂの（ａ）若しくは同号ｄの（ａ）に規定

する書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面 

（５） 第２０４条第１項第１６号又は第１９

号ｂの（ａ）若しくは同号ｄの（ａ）に規定

する書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添４

「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基

準」若しくは別添５「譲受け又は譲渡の対象

となる部門に係る財務計算に関する書類に対

する意見表明に係る基準」その他の合理的と

認められる手続に基づく「部門財務情報に対

する意見表明のための報告書」 

  

（財務計算に関する書類） （財務計算に関する書類） 

第２２４条 規程第２１１条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、第

２２０条第１号ａの（ｅ）に規定する書類をい

い、一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書（当取引所が

適当と認める場合には、日本公認会計士協会が

定める「東京証券取引所の有価証券上場規程に

定める部門財務情報に対するレビュー業務に関

する実務指針」その他の合理的と認められる基

準に準拠した手続に基づく財務数値等に係る意

第２２４条 規程第２１１条第８項に規定する施

行規則で定める財務計算に関する書類とは、第

２２０条第１号ａの（ｅ）に規定する書類をい

い、一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添４

「会社分割により承継される事業に係る財務計

算に関する書類に対する意見表明に係る基準」

その他の合理的と認められる手続きに基づく

「部門財務情報に対する意見表明のための報告

書」を添付するものとする。 
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見又は結論を記載した書面）を添付するものと

する。 

  

（財務計算に関する書類） （財務計算に関する書類） 

第２２９条の８ 規程第２１６条の２第８項に規

定する施行規則で定める財務計算に関する書類

とは、次の各号に掲げる書類をいい、当該各号

に定める書面を添付するものとする。 

第２２９条の８ 規程第２１６条の２第８項に規

定する施行規則で定める財務計算に関する書類

とは、次の各号に掲げる書類をいい、当該各号

に定める書面を添付するものとする。 

（１） 第２２９条の３第１項第２号ａ及びｂ

に規定する書類又は「新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載される財

務諸表等のうち同号の規定による第２０４条

第１項第４号ｄ（第２２９条の３第２項第４

号の規定による第２０４条第２項第３号ｃに

おいて準用する場合を含む。）に規定する合

併による解散会社若しくは持株会社若しくは

外国持株会社になった日の子会社のうち主体

会社でないものに係るもの 

  法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と

認める場合には、日本公認会計士協会が定め

る「東京証券取引所の有価証券上場規程に定

める被合併会社等の財務諸表等に対するレビ

ュー業務に関する実務指針」その他の合理的

と認められる基準に準拠した手続に基づく財

務数値等に係る意見又は結論を記載した書面 

（１） 第２２９条の３第１項第２号ａ及びｂ

に規定する書類又は「新規上場申請のための

有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載される財

務諸表等のうち同号の規定による第２０４条

第１項第４号ｄ（第２２９条の３第２項第４

号の規定による第２０４条第２項第３号ｃに

おいて準用する場合を含む。）に規定する合

併による解散会社若しくは持株会社若しくは

外国持株会社になった日の子会社のうち主体

会社でないものに係るもの 

  法第１９３条の２の規定に準じた監査に基

づく監査報告書。ただし、当取引所が適当と

認める場合には、財務数値等に係る意見を記

載した書面 

  この場合において、当該意見は、別添２

「被合併会社等の財務諸表等に対する意見表

明に係る基準」その他の合理的と認められる

手続によるものであることを要するものとす

る。 

（２） 第２２９条の３第１項第１号に規定す

る第２０４条第１項第１４号及び第２２９条

の４第１項第１号ａの（ｅ）に規定する書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面 

（２） 第２２９条の３第１項第１号に規定す

る第２０４条第１項第１４号及び第２２９条

の４第１項第１号ａの（ｅ）に規定する書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添４

「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基

準」その他の合理的と認められる手続きに基

づく部門財務情報に対する意見表明のための

報告書 

（３） （略） （３） （略） 

（４） 第２２９条の３第１項に規定する第２

０４条第１項第１６号又は第２２９条の３第

１項第３号ｂの（ａ）若しくは同号ｄの

（ａ）に規定する書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書。ただし、

当取引所が適当と認める場合には、日本公認

会計士協会が定める「東京証券取引所の有価

（４） 第２２９条の３第１項に規定する第２

０４条第１項第１６号又は第２２９条の３第

１項第３号ｂの（ａ）若しくは同号ｄの

（ａ）に規定する書類 

  一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査報告書又は別添４

「会社分割により承継される事業に係る財務

計算に関する書類に対する意見表明に係る基
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証券上場規程に定める部門財務情報に対する

レビュー業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づ

く財務数値等に係る意見又は結論を記載した

書面 

準」若しくは別添５「譲受け又は譲渡の対象

となる部門に係る財務計算に関する書類に対

する意見表明に係る基準」その他の合理的と

認められる手続に基づく「部門財務情報に対

する意見表明のための報告書」 

  

（一部指定の申請に係る提出書類） （一部指定の申請に係る提出書類） 

第３０９条 （略） 第３０９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第３０７条第４項に規定する施行規則で

定める財務計算に関する書類とは、前項第１号

ｅに掲げる書類をいい、一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠した監査に基づく監査

報告書（当取引所が適当と認める場合には、日

本公認会計士協会が定める「東京証券取引所の

有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成

に係る保証業務に関する実務指針」その他の合

理的と認められる基準に準拠した手続に基づく

財務数値等に係る意見又は結論を記載した書

面）を添付するものとする。 

３ 規程第３０７条第４項に規定する施行規則で

定める財務計算に関する書類とは、前項第１号

ｅに掲げる書類をいい、一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠した監査に基づく監査

報告書又は別添３「結合財務情報に関する書類

に対する意見表明に係る基準」その他の合理的

と認められる手続きに基づく結合財務情報に対

する意見表明のための報告書を添付するものと

する。 

  

（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 （略） 第６０５条 （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）～（４） （略）  （１）～（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号から第１５号まで、第１６号

及び第１９号から第２５号の６までの場合 

 当取引所が必要と認めた日 

（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１６号及び第

１９号から第２５号の６までの場合 

 当取引所が必要と認めた日 

（５）の２・（６） （略） （５）の２・（６） （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和３年６月１１日から施

行する。 
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２ 改正後の規定（第６０５条を除く。）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、市場第一部銘柄へ

の指定申請又は上場市場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、財務計算に関する

書類に添付する書面が施行日以前に発行されて

いる場合その他当取引所が適当と認める場合

は、改正前の規定に定める書面を添付すること

ができる。 

 

  

別添２から別添５まで 削除 別添２ 被合併会社等の財務諸表等に対する意見

表明に係る基準 

  新規上場申請者が提出する第２０９条第１号に

規定する書類（以下この別添２において「被合併

会社等の財務諸表等」という。）に一定の信頼性

を付与することを目的として、公認会計士又は監

査法人が被合併会社等の財務諸表等について一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した監

査による意見表明の場合に比して限定的な保証を

与えるための意見表明に係る基準を次のとおり定

める。 

１．実施者 

 この基準による意見表明及びそれに要する手

続（以下この別添２において「意見表明等」と

いう。）は、新規上場申請者及び対象となる会

社（以下この別添２において「被合併会社等」

という。）との間に公認会計士法に定める利害

関係を有しない独立した公認会計士又は監査法

人（以下この別添２において「公認会計士等」

という。）が実施するものとする。 

２．対象となる被合併会社等の財務諸表等の範囲 

意見表明等の対象となる財務諸表等は、合併

等の直前の事業年度及び連結会計年度の財務諸

表等（連結財務諸表を作成すべき会社でない場

合及び連結財務諸表を作成することが著しく困

難であると認められる場合は、連結財務諸表を

除く。）とする。 

３．目的 

公認会計士等は、対象となる財務諸表等が、

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して作成され、財務諸表等規則、連結財務

諸表規則又は会社計算規則（平成１８年法務省

令第１３号）に従って開示されているか否かに

ついて、一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠した監査の場合に比して限定的な保証

を与えることを目的として意見表明等を実施す

る。 

４．意見表明に要する手続 
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公認会計士等は、意見表明の手続として、主

として次の（１）から（７）までに掲げる質問

又は分析的手続を実施する。 

（１） 被合併会社等の業務及び当該被合併会

社が属している業界の状況についての質問 

（２） 被合併会社等が採用している会計処理

の原則及び手続の内容とこれらの変更の有無

についての質問 

（３） 会計取引を記録し、これを分類、集計

する方法についての質問 

（４） 財務データ相互間又は財務以外のデー

タと財務データ間の矛盾又は異常な変動の有

無を検討し、財務諸表等の合理性を確かめる

分析的手続 

（５） 株主総会及び取締役会等の議事録並び

に重要な決裁文書の閲覧 

（６） 重要な後発事象又は偶発事象等の発生

の有無に関する質問 

（７） 対象とした被合併会社等の財務諸表等

についての経営者による確認書の入手 

５．報告書の記載事項 

 公認会計士等は、被合併会社等の財務諸表等

に対する意見表明のための報告書（以下この別

添２において「報告書」という。）に、次の

（１）から（７）までに掲げる事項を記載しな

ければならない。 

（１） 対象とした被合併会社等の財務諸表等

の範囲 

（２） 意見表明のための手続が本基準に準拠

して実施された旨 

（３） 実施した意見表明手続の種類及びこれ

が一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に当たって採用される監査手続

よりも限定されたものである旨 

（４） 意見表明手続が財務諸表等に対して付

与する保証が、一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠した監査の場合に比較して

限定的なものである旨 

（５） 報告書が、被合併会社等の財務諸表等

に対して、一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠した監査に基づく監査意見を述

べるものではない旨 

（６） 意見表明手続を実施した結果、被合併

会社等の財務諸表等が、一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠していないと

認められる重要な事項が発見されたかどうか

に関する結論（重要な手続が実施されなかっ

たことにより、結論の表明を行うことができ
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ない場合にあっては、結論の表明を差し控え

る旨及びその理由） 

（７） 新規上場会社及び被合併会社等と公認

会計士等との間に公認会計士法に定める利害

関係がない旨 

  

 別添３ 結合財務情報に関する書類に対する意見

表明に係る基準 

  新規上場申請者が第２０４条第１項第１３号及

び第３０９条第２項第１号ｅの規定により提出す

る結合財務情報に関する書類に一定の信頼性を付

与することを目的として、公認会計士又は監査法

人が当該書類について実施する、一般に公正妥当

と認められる監査の基準に準拠した監査による意

見表明の場合に比して限定的な意見表明に係る基

準を次のとおり定める。 

１．実施者 

 この基準による意見表明及びそれに要する手

続（以下この別添３において「意見表明等」と

いう。）は、新規上場申請者及び対象となる子

会社（以下この別添３において「結合対象会

社」という。）との間に公認会計士法に定める

利害関係を有しない独立した公認会計士又は監

査法人（以下この別添３において「公認会計士

等」という。）が実施するものとする。 

２．対象となる結合財務情報 

 意見表明等の対象となる結合財務情報は、当

取引所が定める「結合財務情報の作成基準」に

従って作成された結合財務情報に関する書類と

する。 

３．目的 

 この基準は、公認会計士等が、対象となる結

合財務情報に関する書類に、一般に公正妥当と

認められる監査又は四半期レビューの基準に準

拠した監査又は四半期レビューの場合に比して

限定的な意見表明を実施することを目的とす

る。 

４．意見表明に関する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続を、次の

（１）から（６）までに掲げるところにより実

施する。 

（１） 結合財務情報が、結合対象会社の財務

諸表等又は四半期財務諸表等を基礎として作

成されていることを確かめる。 

（２） 結合対象会社の財務諸表等又は四半期

財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して作成されているこ

とを、各監査報告書又は各四半期レビュー報

告書等により確かめる。 
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（３） 結合財務情報が、当取引所が定める

「結合財務情報の作成基準」に合致して作成

され、かつ表示されていることを確かめる。 

（４） 重要な後発事象の発生の有無に関して

質問する。 

（５） 対象とした結合財務情報についての経

営者による確認書を入手する。 

（６） その他意見表明のために必要と認めた

手続を実施する。 

５．報告書の記載事項 

 公認会計士等は、結合財務情報に対する意見

表明のための報告書（以下この別添３において

「報告書」という。）に、次の（１）から

（５）までに掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

（１） 対象とした結合財務情報の範囲 

（２） 意見表明のための手続が本基準に準拠

して実施された旨 

（３） 実施した意見表明手続及びその結論 

（４） 報告書が、結合財務情報に対して、一

般に公正妥当と認められる監査又は四半期レ

ビューの基準に準拠した監査又は四半期レビ

ューに基づく監査意見又は四半期レビューの

結論を述べるものではない旨 

（５） 新規上場申請者及び結合対象会社と公

認会計士等の間に公認会計士法に定める利害

関係がない旨 

  

 別添４ 会社分割により承継される事業に係る財

務計算に関する書類に対する意見表明に係る基

準 

  新規上場申請者が第２０４条第１項第１４号、

第２０５条第１号ａの（ｅ）（同号ｂの（ｃ）に

よる場合を含む。）及び第２２０条第１号ａの

（ｆ）（同号ｂの（ｄ）による場合を含む。）の

規定により提出する他の会社から承継する事業に

関する財務計算に関する書類並びに第２０４条第

１項第１９号ｂの（ａ）の規定により提出する会

社分割により承継される事業に係る財務計算に関

する書類に一定の信頼性を付与することを目的と

して、公認会計士又は監査法人が当該書類につい

て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

した監査による意見表明の場合に比して限定的な

保証を与えるための意見表明に係る基準を次のと

おり定める。 

１．実施者 

この基準による意見表明及びそれに要する手

続（以下この別添４において「意見表明等」と

いう。）は、新規上場申請者及び承継される事
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業を会社分割した会社（以下この別添４におい

て「分割会社」という。）との間に公認会計士

法に定める利害関係を有しない独立した公認会

計士又は監査法人（以下この別添４において

「公認会計士等」という。）が実施するものと

する。 

２．対象となる部門情報 

 意見表明等の対象となる部門財務情報は、当

取引所が定める「部門財務情報の作成基準」に

従って作成された他の会社から承継する事業に

関する財務計算に関する書類及び会社分割によ

り承継される事業に係る財務計算に関する書類

とする。 

３．目的 

 公認会計士等は、対象となる部門財務情報

が、当取引所が定める「部門財務情報の作成基

準」に従って作成及び開示されているか否かに

ついて、一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠した監査の場合に比して限定的な保証

を与えることを目的として意見表明等を実施す

る。 

４．意見表明に要する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続として、主

として次の（１）から（９）までに掲げる質問

又は分析的手続を実施する。 

（１） 分割会社の業務及び当該分割会社が属

している業界の状況についての質問 

（２） 部門財務情報を作成するために採用し

ている会計処理の原則及び手続の内容、これ

らの変更の有無に関する質問 

（３） 資産・負債及び部門共通損益の当該承

継対象部門への配賦方法についての質問 

（４） 内部取引を分類、集計する方法及び当

該承継対象部門における内部取引の計上基準

についての質問 

（５） 会計取引を記録し、これを分類、集計

する方法についての質問 

（６） 財務データ相互間又は財務以外のデー

タと財務データ間に存在する関係を利用して

推定値を算出し、推定値と財務情報を比較す

ることによって財務情報を検討する分析的手

続 

（７） 株主総会及び取締役会等の議事録並び

に重要な決裁文書の閲覧 

（８） 重要な後発事象又は偶発事象等の発生

の有無に関する質問 

（９） 対象とした部門財務情報についての経

営者による確認書の入手 

５．報告書の記載事項 
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 公認会計士等は、部門財務情報に対する意見

表明のための報告書（以下この別添４において

「報告書」という。）に、次の（１）から

（７）までに掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

（１） 対象とした部門財務情報の範囲 

（２） 意見表明のための手続が本基準に準拠

して実施された旨 

（３） 実施した意見表明手続の種類及びこれ

が一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に当たって採用される監査手続

よりも限定されたものである旨 

（４） 意見表明手続が部門財務情報に対して

付与する保証が、一般に公正妥当と認められ

る監査の基準に準拠した監査の場合に比較し

て限定的なものである旨 

（５） 報告書が、部門財務情報に対して、一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

した監査に基づく監査意見を述べるものでは

ない旨 

（６） 意見表明手続を実施した結果、部門財

務情報が、部門財務情報作成基準に準拠して

いないと認められる重要な事項が発見された

かどうかに関する結論（重要な手続が実施さ

れなかったことにより、結論の表明を行うこ

とができない場合にあっては、結論の表明を

差し控える旨及びその理由） 

（７） 新規上場申請者及び分割会社と公認会

計士等との間に公認会計士法に定める利害関

係がない旨 

  

 別添５ 譲受け又は譲渡の対象となる部門に係る

財務計算に関する書類に対する意見表明に係る

基準 

  新規上場申請者が第２０４条第１項第１６号及

び第１９号ｄの（ａ）の規定により提出する譲受

け又は譲渡の対象となる部門に係る財務計算に関

する書類に一定の信頼性を付与することを目的と

して、公認会計士又は監査法人が当該書類につい

て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

した監査による意見表明の場合に比して限定的な

保証を与えるための意見表明に係る基準を次のと

おり定める。 

１．実施者 

この基準による意見表明及びそれに要する手

続（以下この別添５において「意見表明等」と

いう。）は、新規上場申請者及び事業譲渡会社

又は事業譲受け会社（以下事業譲渡会社及び事

業譲受け会社を「事業譲渡会社等」という。）
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との間に公認会計士法に定める利害関係を有し

ない独立した公認会計士又は監査法人（以下こ

の別添５において「公認会計士等」という。）

が実施するものとする。 

２．対象となる部門財務情報 

意見表明等の対象となる部門財務情報は、当

取引所が定める「部門財務情報の作成基準」に

従って作成された譲受け又は譲渡の対象となる

部門に係る財務計算に関する書類とする。 

３．目的 

公認会計士等は、対象となる部門財務情報

が、当取引所が定める「部門財務情報の作成基

準」に従って作成及び開示されているか否かに

ついて、一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠した監査の場合に比して限定的な保証

を与えることを目的として意見表明等を実施す

る。 

４．意見表明に要する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続として、主

として次の（１）から（９）までに掲げる質問

又は分析的手続を実施する。 

（１） 事業譲渡会社等の業務及び当該事業譲

渡会社等が属している業界の状況についての

質問 

（２） 部門財務情報を作成するために採用し

ている会計処理の原則及び手続の内容、これ

らの変更の有無に関する質問 

（３） 資産・負債及び部門共通損益の当該事

業譲渡等部門への配賦方法についての質問 

（４） 内部取引を分類、集計する方法及び当

該事業譲渡等部門における内部取引の計上基

準についての質問 

（５） 会計取引を記録し、これを分類、集計

する方法についての質問 

（６） 財務データ相互間又は財務以外のデー

タと財務データ間に存在する関係を利用して

推定値を算出し、推定値と財務情報を比較す

ることによって財務情報を検討する分析的手

続 

（７） 株主総会及び取締役会等の議事録並び

に重要な決裁文書の閲覧 

（８） 重要な後発事象又は偶発事象等の発生

の有無に関する質問 

（９） 対象とした部門財務情報についての経

営者による確認書の入手 

５．報告書の記載事項 

公認会計士等は、部門財務情報に対する意見

表明のための報告書（以下この別添５において

「報告書」という。）に、次の（１）から



12 

（７）までに掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

（１） 対象とした部門財務情報の範囲 

（２） 意見表明のための手続が本基準に準拠

して実施された旨 

（３） 実施した意見表明手続の種類及びこれ

が一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に当たって採用される監査手続

よりも限定されたものである旨 

（４） 意見表明手続が部門財務情報に対して

付与する保証が、一般に公正妥当と認められ

る監査の基準に準拠した監査の場合に比較し

て限定的なものである旨 

（５） 報告書が、部門財務情報に対して、一

般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

した監査に基づく監査意見を述べるものでは

ない旨 

（６） 意見表明手続を実施した結果、部門財

務情報が、部門財務情報作成基準に準拠して

いないと認められる重要な事項が発見された

かどうかに関する結論（重要な手続が実施さ

れなかったことにより、結論の表明を行うこ

とができない場合にあっては、結論の表明を

差し控える旨及びその理由） 

（７） 新規上場申請者及び事業譲渡会社等と

公認会計士等との間に公認会計士法に定める

利害関係がない旨 

  

 

 


