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I. はじめに 
 
平成 24 年９月１２日に公布された金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 86 号）による

金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）の改正（以下「平成 24 年金商法改正」といいます。）のうち、インサ

イダー取引規制や課徴金制度の見直しに係る政令・内閣府令案が、平成 25 年６月 27 日から７月 29 日までパブ

リックコメントに付されておりましたが、平成 25 年 8 月 30 日、その結果が公表され、平成 24 年金商法改正の未

施行の部分と併せて、平成２５年９月６日から施行されることとなりました（以下これらの政令・府令の改正をそれ

ぞれ、「平成 25 年政令改正」、「平成 25 年府令改正」といいます。）1。今回施行される改正の内容は、平成 23 年

12 月 15 日付で金融審議会金融分科会のインサイダー取引規制に関するワーキング・グループから公表された

「企業のグループ化に対応したインサイダー取引規制の見直しについて」（以下「本報告書」といいます。）を受けた

見直しとなっています。 
本稿では、平成 24 年金商法改正のうちインサイダー取引規制に関する見直しについて、上記パブリックコメント

の結果及び政令・府令の施行を踏まえて説明いたします。 
 
 

II. 企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の適用関係の見直し 
 

１． 組織再編による保有株式の承継 
 
（１） インサイダー取引規制の適用対象化 
これまでのインサイダー取引規制では、上場株券等に係る「売買等」を対象としていたため、組織再編の一方の

当事者が未公表の重要事実を知りながら、組織再編により上場株券等を承継させ、又は承継した場合の規定の

適用について、組織再編の手段の中で不均衡があるとの指摘がなされていました。即ち、事業譲渡については、

個々の権利義務を承継する行為（特定承継）であるため「売買等」に該当し、インサイダー取引規制の対象となる2

一方で、合併及び会社分割については、権利義務を一括して承継させる行為（包括承継）であるため「売買等」に

該当せず、インサイダー取引規制の対象ではないと解されていました。 
この点、平成 24 年金商法改正では、166 条 1 項本文中に、「合併若しくは分割による承継（合併又は分割によ

り承継させ、又は承継することをいう。）」を追加して、こうした不均衡を解消する手当てがなされました。これは、イ

ンサイダー取引規制の趣旨である証券市場の公正性・健全性に対する一般投資家の信頼を損なうおそれの点か

らは、特定承継と包括承継とを区分する必要性は必ずしも高くないとして、合併や会社分割による上場株券等の

承継についてもインサイダー取引規制の対象とすることが適当であるとした本報告書の考え方を反映したもので

す。 
 

                                                   
1   平成 25 年政令第 258 号、平成 25 年内閣府令第 58 号 
2  事業譲渡による上場株券等の交付は、金商法 166 条 1 項本文の「その他の有償の譲渡若しくは譲受け」に含まれると解されてい

ます。 
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（２） 金商法 166 条の適用除外の追加 
平成 24 年金商法改正及び平成 25 年府令改正では、上記のように、合併や会社分割による上場株券等の承

継についてもインサイダー取引規制の対象に含める一方、下記の①～③のいずれかに該当する場合には、イン

サイダー取引規制の適用がないものとして、金商法 166 条に新たな適用除外規定を置いています。 
① 合併等3により上場株券等を承継させ、又は承継する場合であって、その上場株券等の帳簿価額のその合

併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が、100 分の 20 未満4であるとき（同条 6
項 8 号） 

② 合併等の契約（新設分割については新設分割計画）の内容の決定についての取締役会決議が重要事実

を知る前にされた場合において、その決議に基づいてその合併等によりその上場株券等を承継させ又は

承継するとき（同項 9 号） 
③ 新設分割（他社との共同新設分割は除く。）により新設分割設立会社に上場株券等を承継させる場合（同

項 10 号） 
これも、これらの場合には類型的にインサイダー取引に利用される可能性が低いと見込まれることから、インサ

イダー取引規制の適用を除外すべきとしていた、本報告書の提案に沿ったものです。 
 
（３） 公開買付者等関係者に係るインサイダー取引規制の適用除外の追加 
公開買付者等関係者に係るインサイダー取引規制（金商法 167 条）についても、上記 166 条と同様の適用除

外規定が追加されています。5 
なお、金商法 166 条 1 項と異なり、金商法 167 条 1 項には、合併や会社分割を直接法文に追加する改正は

なされていませんが、同項の「買付け等」及び「売付け等」の内容を具体的に定めている金商法施行令が平成 25
年政令改正により改正され、上場株券等を合併又は会社分割により承継することや承継させること等がそれぞれ

「買付け等」又は「売付け等」に該当するものとされました。6 
 
（４） 課徴金の規定 
インサイダー取引規制に係る課徴金の規定である金商法 175 条にも、合併や会社分割を直接法文に追加する

改正はなされていませんが、同条 1 項で 166 条 1 項に規定する「売買等」、同条 2 項で 167 条 1 項に規定する

「買付け等」又は「売付け等」が引用されており、175条3項及び4項でそれぞれ規定する「有価証券の売付け等」

及び「有価証券の買付け等」については、平成 25 年政令改正により、上場株券等を合併又は会社分割により承

継することや承継させることがそれぞれ「有価証券の売付け等」又は「有価証券の買付け等」に該当するものとさ

れました。7 
 

２． 組織再編の対価としての自己株式の交付 
 
組織再編の対価としての上場株券等の割当てに係るインサイダー取引規制の適用関係について、これまでの

インサイダー取引規制においては、新株発行によるときは「売買等」に当たらず規制対象とならない一方、自己株

式の交付による場合は「売買等」に当たり規制対象となると解されていました。 
しかし、組織再編における対価としての新株発行や自己株式の割当ては、①未公表の重要事実を利用して上

場株券等の売買をして利益をあげようとする典型的なインサイダー取引とは異なること、②有価証券の売買等を

行う市場取引とは関係性が高いとは考えられず、証券市場の公正性・健全性に対する一般投資家の信頼を確保

することを目的としたインサイダー取引規制の対象とする必要性は必ずしも高くないと考えられること、及び③組織

再編においては、当事者間におけるデュー・ディリジェンスが行われて自己株式の価値が慎重に吟味されることが

一般的と考えられ、さらに、原則として株主によるチェックを経て実施され、未公表の重要事実を利用した不公正な

取引が行われる蓋然性は類型的に低いと考えられる、といった指摘が本報告書でなされていました。8 
これを受けて、平成 24 年金商法改正では、合併等又は株式交換に際してその当事者である上場会社が保有

する自己株式等を交付し、又はその自己株式等の交付を受ける場合には、インサイダー取引規制の適用を除外

する規定が設けられました。9 
また、公開買付者等関係者に係るインサイダー取引規制についても、同様の適用除外規定が設けられていま

す。10 

                                                   
3 合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをいいます。以下同じ。 
4  有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 58 条の２。 
5  平成 24 年金商法改正後 167 条 5 項 8 号から 10 号まで。 
6  金商法施行令 33 条の 3 及び 33 条の４それぞれへの２号、４号及び６号の追加。 
7  改正後金商法施行令 33 条の 15 及び 33 条の 16 それぞれへの２号の追加。 
8  あくまで組織再編の局面に限定した検討であり、新株発行と自己株式の交付に係るインサイダー取引規制の一般的な適用関係

の整理については、本報告書の検討対象外とされています。 

9  平成 24 年金商法改正後 166 条 6 項 11 号。 
10  平成 24 年金商法改正後 167 条 5 項 11 号。 
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III. 発行者以外の者が行う公開買付け等に係る公表措置の見直し 
 
１． 改正の趣旨 

 
公開買付け等の実施・中止に関する事実（「公開買付け等事実」）の公表方法については、これまで、 
① 公開買付開始公告や公開買付届出書等の公衆縦覧がされたこと、 
② 公開買付け等事実を 2 以上の報道機関に公開し、12 時間が経過したこと、 
③ 上場会社等が金融商品取引所の規則で定めるところにより、公開買付け等事実を金融商品取引所に通知

し、当該金融商品取引所において公衆縦覧に供されたこと、 
の3つの方法のいずれかによることが規定されていました（改正前金商法167条4項、同金商法施行令30条）。 

このうち、③の方法については、東証の TDnet を通じた適時開示が想定されていますが、従前はこれを利用で

きるのは発行者による自社株公開買付けに限定され11、発行者以外の者が行う他社株公開買付けについては①

及び②の方法により、また公開買付けに準ずる買集め行為については②の方法により「公表」が行われ、③の方

法の利用は認められていませんでした。 
これにより、上場会社が他社株の公開買付者又は対象会社となるような場合で、公開買付届出書の提出の前

日以前に、取引所規則に基づいて公開買付けに関する決定事実や賛同表明が適時開示されている場合や公開

買付けに準ずる買集め行為については、、②の方法による 12 時間が経過するまでは、既に公開されている当該

事実についてインサイダー取引規制に服するといった不都合が生じうることとなっていました。 
 

２． 改正の具体的内容 
 

上記１．の不都合を解消するため、発行者以外の者が行う他社株公開買付けや公開買付けに準ずる買集め行

為についても、上記③の方法（具体的には TDnet による適時開示）による公表を認めることとし、平成 25 年政令

改正により、以下の場合には、TDnet による適時開示をもって「公表」と認められることになりました（改正後金商

法施行令 30 条１項）。 
① 上場会社等である公開買付者等が適時開示を行った場合（同項２号） 
② 上場株券等の発行者である会社（上場会社である対象者）に対し、公開買付け等の事実を証券取引所に

通知することを要請し、当該要請に基づき、当該上場会社である対象者が適時開示を行った場合（同項４

号。対象者との連名開示） 
③ 公開買付者等の上場会社である親会社に対し、公開買付け等の事実を証券取引所に通知することを要請

し、当該要請に基づき、当該上場会社である親会社が、適時開示を行った場合（同項４号。公開買付者等

の親会社との連名開示） 
具体的には、①公開買付者と対象者又は親会社が連名により作成する公表資料には、端的に公開買付者が

公開買付けを実施又は中止する旨を記載し、②公開買付者が作成する公表資料には公開買付けの実施又は中

止に関する事実と公開買付けの内容を記載して、この両方を開示することで連名の公表措置がとられたと認めら

れる（ただし、公開買付者と対象者又は親会社が連名で②の公表資料を作成した場合には①の内容を記載した

資料の公表を要しない。）とされています。12 
 
 
IV. 純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準の見直し等 
 
１． 改正の趣旨 

 
インサイダー取引規制（金商法 166条）は、上場会社等の会社関係者が、その職務等に関し、上場会社等の業

務等に関する未公表の「重要事実」を知りながら、株券等の売買等を行うことを原則として禁止しています。この

「重要事実」の一つである上場会社等自体に関する業績予想等の変動については、一定の基準（「重要基準」）を

超える変動が生じた場合にのみ重要事実に該当するものとされています（金商法 166 条 2 項 3 号、有価証券の

取引等の規制に関する内閣府令(「取引規制府令」)51 条）。 
これまで、「重要事実」のうち上場会社等自体に関する決定事実及び発生事実に係る軽微基準については、上

場会社単体の売上高及び純資産額等との対比で定められていたため、これらを連結ベースで判断する規制には

なっていませんでした（金商法 166 条 2 項柱書括弧書、改正前取引規制府令 49 条、50 条）。他方、上記の上場

会社等自体に関する重要基準については、原則として連結ベース・単体ベースのいずれかにおいて、基準を超え

る業績予想の変動が生じていれば、「重要事実」に該当するものとされていました。 

                                                   
11  改正前金商法施行令 30 条 1 項 2 号。 
12  平成 25 年８月 30 日金融庁公表パブリックコメント結果 1 頁１番 
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この点、株式所有を通じて事業会社の経営管理及びこれに附帯する事業を専ら営む純粋持株会社については、

その投資家の主たる関心事は、純粋持株会社単体の決算状況ではなく連結グループ全体の状況にあるものと考

えられるにもかかわらず、純粋持株会社単体の売上高はグループ全体の規模に比して少額となるため、これをも

とに算定される軽微基準・重要基準の水準が一般の事業会社に比して低くなり、比較的少額でインサイダー取引

規制に抵触する可能性が増大するといった不都合が指摘されていたところであり、本報告書でも、軽微基準・重要

基準を判断するにあたっては、原則として連結ベースの数値を用いるのが適当であるとされていました。 
また、関係会社からの収益依存度が 80％以上の会社についても、純粋持株会社同様に、連結ベースの計数を

用いることが適当であることも、本報告書において指摘されていました。 
 

２． 改正の具体的内容 
 
（１） 連結ベースの計数を用いることができる会社 
これを受けて、平成 25 年府令改正では、純粋持株会社やこれに準じて連結ベースの計数を用いることができ

る会社は、公衆縦覧に供されている直近の有価証券報告書13に含まれる最近事業年度の損益計算書において、

関係会社14に対する売上高（製品売上高及び商品売上高15を除く。）が売上高の総額の 80％以上である上場会

社等と定義され（取引規制府令 49 条２項）、「特定上場会社等」と呼ばれています。 
 

（２） 連結ベースの計数が基準となる決定事実、発生事実、決算情報 
「特定上場会社等」においては、上場会社等の株式交換等の機関決定に係る重要事実の軽微基準（取引規制

府令 49 条 1 項５号から 14 号まで）、災害等による損害発生等の発生事実に係る重要事実の軽微基準（同府令

50 条 1 号、３号から９号まで）、売上高・計上利益・純利益といった決算情報の重要基準（同府令 51 条１号から３

号まで）については、連結ベースの計数が基準となります。 
また、子会社に係る業務等に関する重要事実については、分母と分子が連結ベースであるか否かを明確にす

るための改正がなされています（取引規制府令 52 条１項６号、10 号及び 11 号、53 条１項２号から４号まで、６

号及び８号）。 
なお、子会社の業務提携の場合における株式の取得については、「取得される株式の数が子会社の最近事業

年度の末日における発行済株式総数の５％以下であると見込まれる」場合にのみ軽微基準に該当していましたが、

「取得される株式の取得価額が上場会社の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額と資本金

の額のいずれか少なくない金額の 100 分の 10 に相当する額未満であると見込まれる」ことと改正されました（取

引規制府令 52 条１項７号）。これは、本報告書においては触れられていませんでしたが、2012 年１２月１１日付

で一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）から公表されている「インサイダー取引規制の見直しについての

意見」において、「ビジネスの実態に合致したレベルまで引き上げるべきである。」との意見が述べられていたこと
16を踏まえた改正であると思われます。 

 
（３） 特定上場会社等である旨の開示 
ある会社が、「特定上場会社等」に該当するか否かは、施行日である本年9 月6日以後に終了する事業年度に

係る有価証券報告書の損益計算書における売上高をもとに判断されることになり（従って、四半期報告書提出時

には、「特定上場会社等」への該当性は変化しません）17、「特定上場会社等」に該当する場合には、その旨及び

その内容18を、有価証券届出書又は有価証券報告書の「事業の内容」欄に記載することとなりました（企業内容等

の開示に関する内閣府令２号様式（記載上の注意）（27）c、３号様式（記載上の注意）等）。 
そのため、有価証券報告書の提出日の前と後で、「特定上場会社等」への該当の有無が変わることとなる場合

があることに注意が必要です。 
また、純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準は、「特定上場会社等」に該当する旨を記載した（ないし損

                                                   
13  会社内容説明書を提出するグリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社についても、「特定上場会社等」に該当することと

なりました（平成 25 年 8 月 30 日金融庁公表のパブリックコメント結果 3 頁７番、取引規制府令 49 条２項）。 
14  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則８条８項に規定する関係会社を意味し、具体的には、財務諸表提出

会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会

社等をいいます。 
15  製造業でないため製品や商品という科目を使っていない会社においては、製品売上高又は商品売上高に相当する科目があれば、

それを除外すべきものとされています（平成 25 年 8 月 30 日金融庁公表のパブリックコメント結果 3 頁６番）。 
16  同意見書４（６）の 3 点目第 2 文。 
17  「特定上場会社等」に該当するか否かは、有価証券報告書の損益計算書における売上高を基準に判断されることから、特定上場

会社等に該当する旨の注記がなされていなかったとしても、基準を満たす場合には「特定上場会社等」に該当することになります

（平成 25 年 8 月 30 日金融庁公表のパブリックコメント結果３頁８番３つ目）。 
18  「その内容」とは、例えば「特定上場会社等に該当することにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結

ベースの数値に基づいて判断することとなる」こと等を記載することが考えられるとされています（平成 25 年 8 月 30 日金融庁公

表のパブリックコメント結果４頁 10 番）。 
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益計算書により判断される）有価証券報告書を提出した日以降に決定又は発生する重要事実に適用されることと

なるため、直前事業年度に係る有価証券報告書に「特定上場会社等」に該当する旨の記載がある場合で、事業年

度中に完全子会社と合併等することにより事業持株会社となったような場合には、当該事業年度に係る有価証券

報告書が提出されるまでの間は、純粋持株会社等に係る軽微基準がなお適用されることとなる点にも注意が必要

です19。 
 
 

V. 施行日・その他 
 

以上の平成24年金商法改正、平成25年政令改正及び同府令改正は、平成25年９月６日に施行されました。

ただし、上記Ⅳ.に記載した純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準の見直し等の個別企業への適用開始は、

当該施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書の提出日からとされています。従って、最短では、９

月末を決算期末とする上場会社が、平成 25 年９月期に係る有価証券報告書を 12 月末までに提出した日から適

用されることになります。 
なお、インサイダー取引規制関連以外にも、平成 24 年金商法改正により、外部協力者が虚偽の有価証券届出

書等の提出に加担する行為について課徴金の対象とされ、また課徴金に関する調査について、事件関係人又は

参考人に出頭を求める権限が追加されたことに伴って、平成 25 年府令改正により、課徴金額の計算方法の詳細

や出頭命令書の交付等の手続が定められており20、これらについても、平成 25 年９月６日に施行されています。 
 
 

VI. おわりに 
 

インサイダー取引規制に関する平成 24 年金商法改正、平成 25 年政令改正及び同府令改正は、M&A 実務や

会社における内部者取引防止規程の見直し等の実務に影響を及ぼす可能性があることから、その概要をご理解

いただくうえで本稿が一助となれば幸いです。 
 
 

 
 

最近の法令改正等の状況 
 
 

 2013 年８月８日、証券取引等監視委員会より、「金融商品取引法における課徴金事例集～不公正取引編～」が公

表されました。当該事例集は、証券取引等監視委員会の勧告に基づき、平成 24 年６月から平成 25 年６月までの間

に課徴金納付命令が発せられ、取消しの訴えの出訴期間が経過した（取消しの訴えがあり、現在係争中のものを除

く。）事例（26 事例）について、その概要が取りまとめられたものです。 
 

 2013 年９月６日付の発行者以外の者による公開買付け事実等の公表方法の見直し(本文中のⅢ)等に係る平成 24

年金商法改正に係る平成 25 年政令改正及び平成 25 年府令改正に伴って、株式会社東京証券取引所は、９月５日

に有価証券上場規程等の改正と会社情報適時開示ガイドブックの修正を公表し、同月６日より、施行されています。 
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19  平成 25 年 8 月 30 日金融庁公表のパブリックコメント結果 3 頁８番の１つ目及び２つ目。 
20  金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の改正。 
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