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業務規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（呼値） （呼値） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１） （略） 

（２） 出資証券、優先出資証券、投資信託受

益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、

新投資口予約権証券、外国投資証券、受益証

券発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券（投資信託受益証券、外国

投資信託受益証券、外国投資証券、受益証券

発行信託の受益証券及び外国受益証券発行

信託の受益証券については次号に掲げるも

のを除く。以下この号において同じ。） 

前号ａの規定（新株予約権証券に係る部分

を除く。）は、出資証券、優先出資証券、投資

信託受益証券、外国投資信託受益証券、投資

証券、新投資口予約権証券、外国投資証券、

受益証券発行信託の受益証券及び外国受益

証券発行信託の受益証券について準用する。

この場合において、「１株」とあるのは、「１

口（新投資口予約権証券にあっては、新投資

口予約権１個を１口とし、投資法人債券に類

する外国投資証券にあっては、１証券を１口

とする。）」と読み替えるものとする。 

（２）の２ 投資信託受益証券、外国投資信託

受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託

の受益証券及び外国受益証券発行信託の受

益証券（円滑に決済を行うために売買単位当

たりの価格が円位以上を維持することがで

きると当取引所が認めるものに限る。以下こ

の号において同じ。） 

第１号ｂの規定は、投資信託受益証券、外

国投資信託受益証券、外国投資証券、受益証

券発行信託の受益証券及び外国受益証券発

３ 呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１） （略） 

（２） 出資証券、優先出資証券、投資信託受

益証券、外国投資信託受益証券、投資証券、

新投資口予約権証券、外国投資証券、受益証

券発行信託の受益証券及び外国受益証券発

行信託の受益証券 

 

 

 

 

前号の規定（新株予約権証券に係る部分を

除く。）は、出資証券、優先出資証券、投資信

託受益証券、外国投資信託受益証券、投資証

券、新投資口予約権証券、外国投資証券、受

益証券発行信託の受益証券及び外国受益証

券発行信託の受益証券について準用する。こ

の場合において、「１株」とあるのは、「１口

（新投資口予約権証券にあっては、新投資口

予約権１個を１口とし、投資法人債券に類す

る外国投資証券にあっては、１証券を１口と

する。）」と読み替えるものとする。 

（新設） 
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行信託の受益証券について準用する。この場

合において、「１株」とあるのは、「１口（投

資法人債券に類する外国投資証券にあって

は、１証券を１口とする。）」と読み替えるも

のとする。 

（３） 外国株預託証券 

第１号ａの規定（新株予約権証券に係る部

分を除く。）は、外国株預託証券について準用

する。この場合において、「１株」とあるのは、

「１証券」と読み替えるものとする。 

（４）・（５） （略） 

 

 

 

 

 

（３） 外国株預託証券 

第１号の規定（新株予約権証券に係る部分

を除く。）は、外国株預託証券について準用す

る。この場合において、「１株」とあるのは、

「１証券」と読み替えるものとする。 

（４）・（５） （略） 

４～８ （略） ４～８ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和３年１０月２９日以後

の当取引所が定める日から施行する。 

２ この改正規定施行の日における取扱いその

他必要な事項については、当取引所が別に定め

るところによる。 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（上場審査基準） （上場審査基準） 

第９４５条 ＥＴＮ信託受益証券の上場審査に

ついては、次の各号に掲げる基準によるもの

とする。この場合における当該各号の取扱い

は施行規則（第３号ｂの審査に関して必要な

事項については、上場審査等に関するガイド

ライン）で定める。 

第９４５条 ＥＴＮ信託受益証券の上場審査に

ついては、次の各号に掲げる基準によるもの

とする。この場合における当該各号の取扱い

は施行規則（第３号ｂの審査に関して必要な

事項については、上場審査等に関するガイド

ライン）で定める。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 新規上場申請銘柄が、次のａからｋ

までに適合していること。 

（３） 新規上場申請銘柄が、次のａからｋ

までに適合していること。 

ａ （略） ａ （略） 

ａの２ 新規上場申請銘柄に係る受託有価

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

書類又は新規上場申請銘柄に係る信託契

約に特定の指標又は償還価額若しくは買

取価額の変動を条件に当該新規上場申請

銘柄に係る受託有価証券であるＥＴＮの

繰上償還を行う旨又は信託契約を解約す

る旨の記載（特定の指標又は償還価額若

しくは買取価額が正でなくなった場合に

ＥＴＮの繰上償還を行う旨又は信託契約

を解約する旨の記載その他の当取引所が

適当と認める記載を除く。）がないこ

と。 

（新設）  

ｂ～ｋ （略） ｂ～ｋ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９５１条 上場ＥＴＮ信託受益証券は、次の

各号のいずれかに該当する場合に、その上場

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。 

第９５１条 上場ＥＴＮ信託受益証券は、次の

各号のいずれかに該当する場合に、その上場

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）・（２） （略） （１）・（２） （略） 
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（３） 上場ＥＴＮ信託受益証券が、次のａ

からｊまでのいずれかに該当する場合 

（３） 上場ＥＴＮ信託受益証券が、次のａ

からｊまでのいずれかに該当する場合 

ａ 次の（ａ）から（ｄ）までのいずれか

に該当する上場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の変更が行われる場

合 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれか

に該当する上場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の変更が行われる場

合 

（ａ）～（ｃ） （略） （ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） 特定の指標又は償還価額若しくは

買取価額の変動を条件に上場ＥＴＮ信託

受益証券に係る受託有価証券であるＥＴ

Ｎの繰上償還を行う旨又は信託契約を解

約する旨の定め（特定の指標又は償還価

額若しくは買取価額が正でなくなった場

合にＥＴＮの繰上償還を行う旨又は信託

契約を解約する旨の定めその他の当取引

所が適当と認める定めを除く。）が設け

られる場合 

（新設） 

ｂ～ｊ （略） ｂ～ｊ （略） 

２ （略） ２ （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１

（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１
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２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。 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

ｂの２ 新規上場申請銘柄の投資信託約款

に特定の指標又は基準価額の変動を条件

に投資信託契約を解約する旨の記載（特

定の指標又は基準価額が正でなくなった

場合に投資信託契約を解約する旨の記載

その他の当取引所が適当と認める記載を

除く。）がないこと。 

（新設） 

ｃ～ｇ （略） ｃ～ｇ （略） 

（３） （略） （３） （略） 

２ 外国ＥＴＦの上場審査については、次の各

号（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類する外

国ＥＴＦにあっては、第７号を除く。）に掲

げる基準によるものとする。 

２ 外国ＥＴＦの上場審査については、次の各

号（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類する外

国ＥＴＦにあっては、第７号を除く。）に掲

げる基準によるものとする。 

（１）～（２） （略） （１）～（２） （略） 

（２）の２ 新規上場申請銘柄の信託約款若

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特定の指標又は基準価

額の変動を条件に信託契約を解約する旨又

はファンドを終了する旨の記載（特定の指

標又は基準価額が正でなくなった場合に信

託契約を解約する旨又はファンドを終了す

る旨の記載その他の当取引所が適当と認め

る記載を除く。）がないこと。 

（新設） 

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略） 

３ 外国ＥＴＦ信託受益証券の上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。この場合の各号における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。 

３ 外国ＥＴＦ信託受益証券の上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものとす

る。この場合の各号における当該各号の取扱

いは施行規則で定める。 

（１） 第１項第２号ｄ、ｄの２、ｄの４、

ｅ及びｇ、同項第３号並びに前項第２号、

第２号の２及び第４号から第６号まで（新

規上場申請銘柄に係る受託有価証券である

（１） 第１項第２号ｄ、ｄの２、ｄの４、

ｅ及びｇ、同項第３号並びに前項第２号及

び第４号から第６号まで（新規上場申請銘

柄に係る受託有価証券である外国ＥＴＦが
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外国ＥＴＦが外国投資証券に該当する場合

にあっては、第１項第３号を除く。）に適

合すること。この場合において、第１項第

２号ｄ、ｄの２及びｅ並びに前項第２号、

第２号の２及び第４号中「新規上場申請銘

柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る

受託有価証券である外国ＥＴＦ」と、前項

第２号ｂ中「外国ＥＴＦ」とあるのは「新

規上場申請銘柄に係る受託有価証券である

外国ＥＴＦ」と、前項第５号中「新規上場

申請銘柄の発行」とあるのは「新規上場申

請銘柄に係る受託有価証券である外国ＥＴ

Ｆの発行」と、前項第６号中「外国ＥＴ

Ｆ」とあるのは「外国ＥＴＦ信託受益証

券」と、それぞれ読み替えるほか、新規上

場申請銘柄に係る受託有価証券である外国

ＥＴＦが外国投資証券に該当する場合にあ

っては、第１項第２号ｄ中「新規上場申請

銘柄の投資信託財産の一口あたりの純資産

額」とあるのは「当該外国ＥＴＦに係る一

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。）」と、同項第２号ｅ中「特定期間

（法第２４条第５項に規定する特定期間を

いう。以下同じ。）」及び「特定期間」と

あるのは「営業期間」と、「信託契約期間

の開始日」とあるのは「外国投資法人の設

立日」と、前項第２号中「外国投資証券に

該当する外国ＥＴＦ」とあるのは「新規上

場申請銘柄に係る受託有価証券である外国

ＥＴＦが外国投資証券に該当する場合」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

外国投資証券に該当する場合にあっては、

第１項第３号を除く。）に適合すること。

この場合において、第１項第２号ｄ、ｄの

２及びｅ並びに前項第２号及び第４号中

「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上

場申請銘柄に係る受託有価証券である外国

ＥＴＦ」と、前項第２号ｂ中「外国ＥＴ

Ｆ」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る

受託有価証券である外国ＥＴＦ」と、前項

第５号中「新規上場申請銘柄の発行」とあ

るのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価

証券である外国ＥＴＦの発行」と、前項第

６号中「外国ＥＴＦ」とあるのは「外国Ｅ

ＴＦ信託受益証券」と、それぞれ読み替え

るほか、新規上場申請銘柄に係る受託有価

証券である外国ＥＴＦが外国投資証券に該

当する場合にあっては、第１項第２号ｄ中

「新規上場申請銘柄の投資信託財産の一口

あたりの純資産額」とあるのは「当該外国

ＥＴＦに係る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。）」と、同項第２号ｅ中

「特定期間（法第２４条第５項に規定する

特定期間をいう。以下同じ。）」及び「特

定期間」とあるのは「営業期間」と、「信

託契約期間の開始日」とあるのは「外国投

資法人の設立日」と、前項第２号中「外国

投資証券に該当する外国ＥＴＦ」とあるの

は「新規上場申請銘柄に係る受託有価証券

である外国ＥＴＦが外国投資証券に該当す

る場合」と、それぞれ読み替えるものとす

る。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

４ 内国商品現物型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。 

４ 内国商品現物型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。 

（１）～（２） （略） （１）～（２） （略） 



 

7 

（２）の２ 新規上場申請銘柄の信託約款に

特定の指標又は基準価額の変動を条件に信

託契約を解約する旨の記載（特定の指標又

は基準価額が正でなくなった場合に信託契

約を解約する旨の記載その他の当取引所が

適当と認める記載を除く。）がないこと。 

（新設） 

（３）～（７） （略） （３）～（７） （略） 

５ 外国商品現物型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。 

５ 外国商品現物型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。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（２）の２ 新規上場申請銘柄の信託約款に

特定の指標又は基準価額の変動を条件に信

託契約を解約する旨の記載（特定の指標又

は基準価額が正でなくなった場合に信託契

約を解約する旨の記載その他の当取引所が

適当と認める記載を除く。）がないこと。 

（新設） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

６ 外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券の上場

審査については、第１項第２号ｄ、ｅ及び

ｇ、同項第３号、第２項第４号及び第６号、

第３項第２号及び第３号、第４項第４号並び

に前項第２号から第４号までに掲げる基準に

よるものとする。この場合において、第１項

第２号ｄ及びｅ、第２項第４号、第４項第４

号並びに前項第２号、第２号の２及び第３号

中「新規上場申請銘柄」とあるのは「新規上

場申請銘柄に係る受託有価証券である外国商

品現物型ＥＴＦ」と、第２項第６号中「外国

ＥＴＦ」とあるのは「外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券」と、前項第２号中「外国商品

現物型ＥＴＦ」とあるのは「新規上場申請銘

柄に係る受託有価証券である外国商品現物型

ＥＴＦ」と、前項第４号中「新規上場申請銘

柄の発行」とあるのは「新規上場申請銘柄に

係る受託有価証券である外国商品現物型ＥＴ

Ｆの発行」と、それぞれ読み替えるものとす

る。 

６ 外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券の上場

審査については、第１項第２号ｄ、ｅ及び

ｇ、同項第３号、第２項第４号及び第６号、

第３項第２号及び第３号、第４項第４号並び

に前項第２号から第４号までに掲げる基準に

よるものとする。この場合において、第１項

第２号ｄ、ｅ、第２項第４号、第４項第４

号、前項第２号及び第３号中「新規上場申請

銘柄」とあるのは「新規上場申請銘柄に係る

受託有価証券である外国商品現物型ＥＴＦ」

と、第２項第６号中「外国ＥＴＦ」とあるの

は「外国商品現物型ＥＴＦ信託受益証券」

と、前項第２号中「外国商品現物型ＥＴＦ」

とあるのは「新規上場申請銘柄に係る受託有

価証券である外国商品現物型ＥＴＦ」と、前

項第４号中「新規上場申請銘柄の発行」とあ

るのは「新規上場申請銘柄に係る受託有価証

券である外国商品現物型ＥＴＦの発行」と、

それぞれ読み替えるものとする。 
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（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商

品現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該

当する場合に、その上場を廃止する。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。 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商

品現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該

当する場合に、その上場を廃止する。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）～（２）の３ （略） （１）～（２）の３ （略） 

（３） 上場ＥＴＦが、次のａからｋまで

（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあって

はｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで及び

ｉ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

証券に該当する上場内国ＥＴＦにあっては

ｂの（ｈ）、ｂの２からｂの５まで及びｉ

の２を除き、上場内国商品現物型ＥＴＦに

あってはａ、ｂ及びｂの６を除く。）のい

ずれかに該当する場合 

（３） 上場ＥＴＦが、次のａからｋまで

（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあって

はｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで及び

ｉ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

証券に該当する上場内国ＥＴＦにあっては

ｂの（ｈ）、ｂの２からｂの５まで及びｉ

の２を除き、上場内国商品現物型ＥＴＦに

あってはａ、ｂ及びｂの６を除く。）のい

ずれかに該当する場合 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 次の（ａ）から（ｉ）までのいずれか

に該当する投資信託約款の変更が行われ

る場合 

ｂ 次の（ａ）から（ｈ）までのいずれか

に該当する投資信託約款の変更が行われ

る場合 

（ａ）～（ｈ） （略） （ａ）～（ｈ） （略） 

（ｉ） 特定の指標又は基準価額の変動を

条件に投資信託契約を解約する旨の定め

（特定の指標又は基準価額が正でなくな

った場合に投資信託契約を解約する旨の

定めその他の当取引所が適当と認める定

めを除く。）が設けられる場合 

（新設） 

ｂの２ 次の（ａ）から（ｅ）までのいず

れかに該当する信託約款の変更が行われ

る場合 

ｂの２ 次の（ａ）から（ｄ）までのいず

れかに該当する信託約款の変更が行われ

る場合 

（ａ）～（ｄ） （略） （ａ）～（ｄ） （略） 

（ｅ） 特定の指標又は基準価額の変動を

条件に信託契約を解約する旨の定め（特

定の指標又は基準価額が正でなくなった

場合に信託契約を解約する旨の定めその

（新設） 
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他の当取引所が適当と認める定めを除

く。）が設けられる場合 

ｂの３～ｋ （略） ｂの３～ｋ （略） 

２ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

ものを除く。）、上場外国ＥＴＦ信託受益証

券（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦを受

託有価証券とするものを除く。）、上場外国

商品現物型ＥＴＦ及び上場外国商品現物型Ｅ

ＴＦ信託受益証券は、次の各号のいずれかに

該当する場合に、その上場を廃止する。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。 

２ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

ものを除く。）、上場外国ＥＴＦ信託受益証

券（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦを受

託有価証券とするものを除く。）、上場外国

商品現物型ＥＴＦ及び上場外国商品現物型Ｅ

ＴＦ信託受益証券は、次の各号のいずれかに

該当する場合に、その上場を廃止する。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）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆ

までのいずれかに該当する場合 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆ

までのいずれかに該当する場合 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 次の（ａ）から（ｂ）まで（上場外国

ＥＴＦ及び上場外国ＥＴＦ信託受益証券

にあっては（ａ）の３を除き、上場外国

商品現物型ＥＴＦ及び上場外国商品現物

型ＥＴＦ信託受益証券にあっては（ａ）

及び（ａ）の２を除く。）のいずれかに

該当する信託約款（上場外国ＥＴＦ信託

受益証券及び上場外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券にあっては、受託有価証券

である外国ＥＴＦ又は外国商品現物型Ｅ

ＴＦに係る信託約款）の変更が行われる

場合 

ｂ 次の（ａ）から（ｂ）まで（上場外国

ＥＴＦ及び上場外国ＥＴＦ信託受益証券

にあっては（ａ）の３を除き、上場外国

商品現物型ＥＴＦ及び上場外国商品現物

型ＥＴＦ信託受益証券にあっては（ａ）

及び（ａ）の２を除く。）のいずれかに

該当する信託約款（上場外国ＥＴＦ信託

受益証券及び上場外国商品現物型ＥＴＦ

信託受益証券にあっては、受託有価証券

である外国ＥＴＦ又は外国商品現物型Ｅ

ＴＦに係る信託約款）の変更が行われる

場合 

（ａ）～（ａ）の３ （略） （ａ）～（ａ）の３ （略） 

（ａ）の４ 特定の指標又は基準価額の変

動を条件に信託契約を解約する旨の定め

（特定の指標又は基準価額が正でなくな

った場合に信託契約を解約する旨の定め

その他の当取引所が適当と認める定めを

除く。）が設けられる場合 

（新設） 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

ｂの２～ｆ （略） ｂの２～ｆ （略） 
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３ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

ものに限る。）及び上場外国ＥＴＦ信託受益

証券（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦを

受託有価証券とするものに限る。）は、次の

各号のいずれかに該当する場合に、その上場

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。 

３ 上場外国ＥＴＦ（外国投資証券に該当する

ものに限る。）及び上場外国ＥＴＦ信託受益

証券（外国投資証券に該当する外国ＥＴＦを

受託有価証券とするものに限る。）は、次の

各号のいずれかに該当する場合に、その上場

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）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆ

までのいずれかに該当する場合 

（５） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｆ

までのいずれかに該当する場合 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 上場ＥＴＦに係る外国投資法人におい

て、次の（ａ）から（ｃ）までのいずれ

かに該当する規約又はこれに類する書類

の変更が行われる場合 

ｂ 上場ＥＴＦに係る外国投資法人におい

て、次の（ａ）又は（ｂ）に該当する規

約又はこれに類する書類の変更が行われ

る場合 

（ａ）～（ｂ） （略） （ａ）～（ｂ） （略） 

（ｃ） 特定の指標又は基準価格の変動を

条件にファンドを終了する旨の定め（特

定の指標又は基準価額が正でなくなった

場合にファンドを終了する旨の定めその

他の当取引所が適当と認める定めを除

く。）が設けられる場合 

（新設） 

ｂの２～ｆ （略） ｂの２～ｆ （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和３年１０月２９

日から施行する。 

 

２ 改正後の第９５１条第１項第３号ａの

（ｄ）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

ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は保証者

が上場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
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る信託契約の変更を決定した場合の当該

上場ＥＴＮ信託受益証券から適用する。 

３ 改正後の第１１１２条第１項第３号ｂ

の（ｉ）、同号ｂの２の（ｅ）、同条第

２項第３号ｂの（ａ）の４及び同条第３

項第５号ｂの（ｃ）の規定は、施行日以

後に上場ＥＴＦに係る管理会社（外国投

資証券に該当する上場外国ＥＴＦ及び当

該上場外国ＥＴＦを受託有価証券とする

上場外国ＥＴＦ信託受益証券にあって

は、管理会社及び外国投資法人）が投資

信託約款又は信託約款（外国投資証券に

該当する上場外国ＥＴＦ及び当該上場外

国ＥＴＦを受託有価証券とする上場外国

ＥＴＦ信託受益証券にあっては、規約又

はこれに類する書類）の変更を決定した

場合の当該上場ＥＴＦから適用する。 

 

 

 


