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自主規制規則の見直しに関する検討計画について 

 
2 0 2 1 年 ７ 月 2 6 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

本協会では、本年４月 21日から５月 20日までの間、協会員等に対して「本協会の自主規制規

則の見直しに関する提案」の募集を行ったところ、８件の提案が寄せられた。 

寄せられた提案の内容及び検討計画は、次のとおりである。 

 

記 

 

○規制の見直しの検討に着手する事項 
項番 提案事項 提案の概要  検討計画 

１ 共同主幹事の引受

審査資料の受領時

期 

 

【有価証券の引受

け等に関する規

則】 

○新規公開時の募集又は売出しの共同

主幹事について、主幹事会員の引受審

査資料の具体的な受領期限を明示し

てはどうか。 

 

【提案理由】 

現行の引受規則では、新規公開時

において行う募集又は売出しに際し

て引受けを行う場合における主幹事

会員の引受審査資料の受領時期につ

いて、「引受審査を行うために十分な

期間前までに受領すること」と規定

されており、具体的な期限の明示が

ない。 

他の会員が共同主幹事会員の代表

（いわゆるトップレフト）である場

合であっても、共同主幹事会員とし

て必要な審査を行う期間を確保する

ため、資料の受領期限を明示すべき

と考える。 

共同主幹事案件が増加傾向にある

なか、その審査資料の受領時期を明

示することは、適切な審査を行う上

で望ましいと考えるため。 

⇒ 「引受けに関するワ

ーキング・グループ」

にて検討し、本年 12

月までに結論を得る

予定。 

 

２ 株券等の募集に係

るＭ＆Ａの資金使

途の開示 

 

【有価証券の引受

け等に関する規

則】 

○ 株券等の募集に係る資金の使途を

M&Aとする場合において、「有価証券の

引受け等に関する規則」第 20条第 2項

第 2号における原則１年以内としてい

る資金使途の充当期限及び代替使途

の開示について、発行者に対する公表

の要請に関する規定を撤廃し他の資

金使途と同様の運用とする方向で見

直しを行ってはどうか。 

 

【提案理由】 

⇒ 「引受けに関するワ

ーキング・グループ」

にて検討し、本年 12

月までに結論を得る

予定。 
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項番 提案事項 提案の概要  検討計画 

当該規定は実質的に国内公募にお

いて資金使途を M&Aとすることを制限

する規制となっているため、発行体に

資金使途を M&Aとするニーズがある場

合には、海外公募や第三者割当等、他

の資金調達手法に流れており、日本固

有のルールにより、国内の資本市場の

発展を妨げていると考えられる。過去

にも議論されたトピックではあるが、

最近の動向を踏まえ、あらためて議論

しても良いのではないか。 

例えば、我が国の課題としてスター

トアップ企業を育成が挙げられてい

ると認識しているが、スタートアップ

企業が成長のために、上場後、加速的

にサービス・機能等の強化を行うため

の戦略として機動的に M&Aを実施する

ニーズは強いと認識している。しかし

ながら、先行投資フェーズにあるスタ

ートアップ企業は資本が小さく、利益

やキャッシュフローが充分に生み出

せていないことから、クレジットキャ

パシティが無くブリッジローンによ

る調達ができず、手元資金も乏しいた

め、あらかじめ資金が調達できていな

ければ、魅力的な M&A案件があっても

機会を逸してしまう。また、資本が小

さいことから、万が一債務超過になっ

た場合には上場廃止基準に抵触する

等、事業運営上の大きな支障になり得

るため、M&A を実施するにあたり資本

を充実させるニーズがある。これらを

踏まえると、上場後のスタートアップ

企業がさらなる成長をしやすくする

環境を整える観点においても、資金使

途を M&Aとすることを制限する本規則

を見直すことには意義があると考え

る。 

３ 親法人等又は子法

人等が発行する社

債に係る売買高報

告の方法の見直し 

 

【有価証券の引受

け等に関する規

則】 

○ 引受会社の親法人等又は子法人等

が発行する有価証券の主幹事就任規

制において、算定基準日以前一年間の

市場売買高の総額が百億円以上であ

ることが主幹事就任要件（独立引受幹

事の設置免除要件）になっていること

から、引受会社が協会に対して自らの

親法人等又は子法人等の発行する社

債の売買高の報告を行っているが、こ

の報告方法、売買高の集計方法の見直

しを要望する。 

具体的には、社債の取引情報の報告

⇒ 「引受けに関するワ

ーキング・グループ」

にて検討し、本年 12

月までに結論を得る

予定。 
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項番 提案事項 提案の概要  検討計画 

制度がスタートしていることから、当

該報告制度に基づき協会が集約して

いるデータによる売買高判定に移行

するべきと考える。 

 

【提案理由】 

法の趣旨は本来、市場での流動性が

一定程度以上あることを要件として

いるが、主幹事就任規制の影響を受け

ない親法人等又は子法人等に該当し

ない引受会社は対象銘柄の売買高を

調査・報告するインセンティブがない

ことから、現状では、直接影響を受け

る親法人等又は子法人等にあたる引

受会社（以下、「親法人等引受会社」と

いう）が自ら関与・把握している売買

高のみを報告し、法令に定めるか要件

判定を行っている。現状の報告方法で

は市場の実態を正しく表すことがで

きず、実際には百億円以上の売買高が

市場に存在するにも関わらず、独立引

受幹事の設置を余儀なくされ、不利益

を被っている発行体が存在する可能

性が十分にある。 

発行時に親法人等引受会社に多く

集中的に引受配分した方がセカンダ

リーベースでも親法人等引受会社の

取り扱いが増え、結果として報告ベー

スの売買高は増えやすい。一方、逆に

それ以外の引受会社に多く関与させ、

引受配分を分散させる方が（主幹事就

任規制の趣旨からはその方が望まし

いとも考えられるが）かえって売買高

報告の数字が伸びにくい傾向になる。 

売買高報告をスタートした当時は

社債の流通価格・状況の透明性を高め

ることを目的とした取引情報報告制

度がなかったため、親法人等引受会社

の報告による売買高データのみに依

存せざるを得なかったが、取引情報報

告制度のデータが存在するならば、こ

れを活用して市場全体の売買高で要

件判定を行うべきと考える。 

４ IPO の公開価格設

定方法の見直し 

【有価証券の引受

け等に関する規

則】 

 

○ 世界的に見て、マザーズなどのベン

チャー企業向け市場における IPO時の

公開価格は、市場価値に比べ過度に低

い水準に設定される傾向にあり、十分

に有益な資金調達環境とは言い難い。 

 

【提案理由】 

⇒ 関係者との意見交換

を経て、見直しにつ

いて検討を行い、本

年 12 月までに結論

を得る予定。 
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項番 提案事項 提案の概要  検討計画 

企業の成長を促す資金調達環境、セ

カンダリーマーケット環境を整える

ために、IPO時の公開価格設定方法（ブ

ックビルディング制度、入札制度）の

運用の見直し（仮条件の設定・運用、

割当、情報公開、利益相反に対する姿

勢）を行うべきと考えられる。 

 

５ 親引けに係る規制

の見直し 

 

【株券等の募集等

の引受け等に係る

顧客への配分に関

する規則】 

○ 2012年にそれぞれ改訂・新設された

「株券等の募集等の引受け等に係る

顧客への配分に関する規則」、及び「親

引けガイドライン」においては、原則

親引けは禁止であり、公正配分に反し

ないと引受会員が判断した場合に例

外的に許容する建付けとされている

が、下記ニーズ・環境の変化を踏まえ、

いわゆる「コーナーストーン投資家制

度」の議論も含め、「親引け」に関する

規則の再検討と実態に応じた構成な

いし記載の見直しを検討すべきであ

る。 

 

【提案理由】 

 新規上場時の親引けは、上場前

の株主構成、会社の事業・資本戦

略等の背景から、割当先の属性、

規模等も多様化しているため 

 近時では、機関投資家に対する

親引けの事例も見られるほか、

スタートアップを中心にオファ

リングにおける海外販売比率を

高めるなど、発行会社、機関投資

家双方からの所有ニーズが高ま

っているため 

 また、非上場株式の発行・流通市

場の活性化についても活発な議

論がなされており、新規上場前

後の発行・流通市場も変革期を

迎えているため 

⇒ 関係者との意見交換

を経て、見直しにつ

いて検討を行い、本

年 12 月までに結論

を得る予定。 

６ 外国証券規則上の

「公開買付け」の

定義 

 

【外国証券の取引

に関する規則】 

○ 規則中に「公開買付け」が規定され

ているが、どのような取引形態が該当

するのか、定義を明確にしていただき

たい。 

 

【提案理由】 

金商法において「公開買付け」は、

株券等のみを対象とした取引として

規定されているため、「外国株券等、外

国新株予約権証券、外国新投資口予約

権及び外国債券の公開買付け（外国証

⇒ 「外国証券の取引等

に関するワーキン

グ・グループ」にお

いて検討し、本年 12

月までに結論を得る

予定。 
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項番 提案事項 提案の概要  検討計画 

券の取引に関する規則第２条第１項

第 18号）」「外国証券の公開買付け（同

規則第３条第９項）」とはどのような

ものなのか、わかりにくいと思われ

る。 

公開買付けに対する（買付け者へ

の）売付けの取次ぎ行為は、諸外国に

おける「公開買付け」に相当する取引

の様態や係る規制は様々であり、外国

証券取引口座約款上で一律に規定す

ることが困難であることから、投資者

保護等の観点から約諾書の取り交わ

しが必要、というのが規制の趣旨と考

えるが、現行の記載内容からそれを理

解することは難しいのではないか。 

協会員の正しい理解に資するため、

本規制の趣旨や定義を明確にしてい

ただきたい。 

７ 外国証券の業者間

取引に関する報告

書入力要領 

 

【外国証券の取引

に関する規則】 

○ 他の金商業者等への譲渡制限のな

い海外発行証券の売付けを「売出し」

の例外とするために必要な業者間取

引の報告について、定義府令第 10 条

の２第１項第５号及び第 19 号に規定

する外国証券のうち、「償還される対

象証券が株式であるもの」について、

償還対象株式を特定できる情報（日本

株の銘柄コード、米国株のティッカー

など）を記載することにより、当該株

式に関するその他の項目（報告フォー

マット上の項番４－５から４－８）の

記載を不要とすることを提案する。 

【提案理由】 

少人数私売出しに関する報告書に

おいては平成 25 年に上記の要領が導

入されている。業者間取引においても

同様とすることで、報告書作成義務を

省力化でき、また規制の趣旨には反し

ないと考える。 

⇒ 「『有価証券の売出

し』定義の見直し等

に関するワーキン

グ・グループ」にお

いて検討し、本年 12

月までに結論を得る

予定。 

８ 外務員登録申請に

係る誓約書原本の

保存義務 

 

【協会員の外務員

の資格、登録等に

関する規則】 

○ 電子情報処理組織を用いて外務員

登録申請を行った場合に、誓約書原本

の保存義務期間を５年とされている

が、これを短縮もしくは撤廃できない

か。 

 

【提案理由】 

在宅勤務が日常化する中、社内にお

いて紙の書類を電子化して保管する

動きが進んでいる。 

証券会社が作成する法定帳簿につ

いても紙で作成した書面を PDF化して

⇒ 関係者へのヒアリン

グ等を通じて、事務

局において検討す

る。 
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項番 提案事項 提案の概要  検討計画 

電子媒体保存する場合には原本の破

棄が認められているところ、誓約書に

ついても同様の考え方とできないか。

例えば、１年間は原本保存とし、その

後は PDF等印刷して確認できる電子フ

ァイルで保存することをもって代替

できないか。 

 

以  上 


