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Ⅰ.  はじめに 

 

いわゆるスクープ報道がなされた場合の対応に関し、本年 4月 4日に株式会社東京証

券取引所（以下「東証」といいます。）は「不明確な情報への機動的な注意喚起を行う

ための開示注意銘柄制度の改善に係る上場制度等の見直しについて」を公表しました。 

本ニュースレターでは、公表された開示注意銘柄制度の注意喚起制度への改正（以下

「本改正」といいます。）の概要、並びに、本改正を踏まえた M&A・組織再編及び Equity 

Finance を行う際のスクープ報道への対応に関する実務上の留意点について解説致しま

す。 

 

Ⅱ.  開示注意銘柄制度の見直しの背景・概要 

 

1．本改正の背景 

 

上場会社について、当該上場会社による正式公表前にスクープ報道等により投資者の

投資判断に重要な影響を与えるおそれのある情報（以下「不明確情報」といいます。）

が発生した場合について、東証は、従前から、その事実関係についての情報開示を求め

ており、また、平成 24 年 12 月 25 日付で金融審議会「インサイダー取引規制に関する

ワーキング・グループ」が公表した報告書においても、「上場会社に係る重要事実につ

いてスクープ報道がなされた場合、当該上場会社において、当該報道に関する事実につ

いてより踏み込んだ情報開示が行われるよう検討することが求められる」との提言が行
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われました。 

また、平成 25 年には、上場会社 2 社が経営統合に向けた交渉に入る旨のスクープ報

道がなされ、これに対し一方の上場会社から、当該報道は同社が発表したものではなく、

またそのような事実もない旨の開示がなされたものの、その約 1か月半後に当該当事者

から当該開示を訂正し、交渉の事実を認める開示がなされたという事例もあり、日本取

引所グループからは「コメントとして開示された内容が投資判断の役に立たない、あり

きたりの内容に終始するのではなくて、投資判断に有益な情報となるようコメント開示

に関する運用を早急に見直す」という発言もなされていました（平成 25 年 6月 18 日記

者会見における斉藤惇 CEO 発言）。 

このような状況を踏まえ、東証は、平成 25 年夏頃から個別の開示事例において、そ

れまで行われていた「当社が発表したものではありません。」などの情報の出所に関す

る開示に留まらず、検討・交渉の有無等についても開示を求めるように運用を強めてお

りましたが、本改正はこれらの個別の開示事例における運用の強化と併せて、スクープ

報道等の不明確情報に関する対応を制度面から見直したものといえます。 

 

2．本改正の概要 

 

（1）開示注意銘柄制度の変更：上場会社に対する実効性確保手段から投資者への注意

喚起のための制度へ 

本改正の対象となった開示注意銘柄制度は、上場会社が有価証券上場規程に基づく

会社情報の開示を直ちに行わない状況にあると認められる場合に、当該情報が開示さ

れていないことを周知させるため、開示が行われるまでの間、東証が、当該上場会社

を開示注意銘柄に指定して、開示すべき事項が開示されていない旨及びその指定理由

を公表するという制度です。かかる制度は平成 11 年に導入されていますが、東証の

ウェブサイト1によれば、平成 17 年以降の適用事例は 9件のみとなっています。この

ように適用事例が僅少となっている理由として、これまでの開示注意銘柄制度は、下

記の通り適用される要件が厳格であるとともに、上場会社に対する有価証券上場規程

の遵守のための実効性確保の手段の一つと位置づけられており、東証において指定に

際し慎重な対応が必要となるため、機動的かつ柔軟な発動が困難だった点が挙げられ

ます。 

そこで、本改正では、下記(2)のとおり適用される要件を大きく緩和したうえで、

不明確情報の発生に対して、より機動的かつ柔軟に投資者に注意喚起をすることがで

きるよう、開示注意銘柄制度を、上場会社に対する実行性確保の手段から、投資者へ

の注意喚起のための制度へと変更しました。 

 

（2）要件の大幅な緩和 

従来の開示注意銘柄制度は、大要、(i)上場会社に適時開示が必要な会社情報が生

                               
1 http://www.tse.or.jp/listing/kaiji/index.html 
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じた場合（適時開示事項に該当する事実が決定された場合や発生した場合）と、(ii)

不明確情報の発生等に関し東証から照会を受け開示を求められたにもかかわらず開

示をしない場合を想定しており、スクープ報道で問題となる後者（ii）においては、

対象となる情報は、①上場株券等の上場廃止の原因となるおそれがある情報、②①に

準ずる情報、③投資者の投資判断に影響を与えるおそれがある情報のうち、上場株券

等の約定値段又は気配値段に相当の影響が生じている場合に限定されていました。 

そこで本改正においては、注意喚起の対象を、①投資者の投資判断に重要な影響を

与えるおそれがあると認められる情報が生じており、当該情報の内容が不明確である

場合、又は、②その他上場有価証券又はその発行者等の会社情報に関して、注意を要

すると認める事情がある場合と変更し、要件を大きく緩和しています。 

なお、東証が平成 26 年 4 月 11 日に公表した「『不明確な情報への機動的な注意喚

起を行うための開示注意銘柄制度の改善に係る上場制度等の見直しについて』に関す

る補足説明」（以下「本件補足説明」といいます。）によれば、本改正後において注意

喚起の対象となる不明確情報については、具体的な事案ごとに実質的に注意喚起の必

要性を判断することとされており、合併等の組織再編、新株発行による資金調達、上

場廃止の原因となりうるような事情に関する不明確情報が含まれるとされています。 

 

（3）注意喚起の方法 

注意喚起の方法は、①取引参加者（証券会社等）への通知、②報道機関への公表、

③東証ホームページへの掲載等の方法によることとされています。 

なお、当該銘柄が信用取引を行うことができる銘柄である場合において、東証が必

要と認めたときには、その信用取引残高を日々公表することができることとされてい

ます。 

 

（4）実務への影響 

上記 1.でも記載の通り、不明確情報が発生した場合の開示の内容については、平成

25 年夏頃から個別の開示事例において、それまで行われていた「当社が発表したもの

ではありません。」などの情報の出所に関する開示に留まらず、検討・交渉の有無等

についても開示を求める運用及びかかる運用に沿った開示がなされており、本改正の

前後で不明確情報に関する開示の内容について大幅な記載の変更が生じることはな

いものと考えられます。 

但し、本改正により注意喚起の対象となる要件が緩和されたことにより、適切な開

示をしない事例について、従前は、開示注意銘柄として指定されなかったような場合

であっても、本改正以降は注意喚起の対象として、東証のホームページ等を通じて公

表されうる点には留意が必要です。 

 

（5）実施時期等 

本改正は、平成 26 年 5月を目途に実施するとされています。 
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なお、本改正についてはパブリックコメント手続に付されており、パブリックコメ

ント手続の期限は 5月 4日までとなっております。 

 

Ⅲ.  本改正後のスクープ報道に対する実務上の留意点 

 

1．東証からの照会に対する対応  

 

スクープ報道に関し、東証から事実関係に関する照会を受けた場合、上場会社はかか

る照会に対し正確に報告を行う必要があります（有価証券上場規程 415 条 1項）。また、

かかる照会に対する回答の結果、東証が開示することが必要かつ適当と認める場合には、

上場会社は当該照会に係る事実を開示する必要があります（同条 2項）。 

なお、実際に M&A 等を検討しており、スクープ報道がなされた場合であっても、例え

ば、当該 M&A 等が適時開示における軽微基準に該当する場合であれば、そもそも開示の

必要がないと東証に対し説明することも考えられますので、M&A 等を行う際には、スク

ープ報道がなされた場合の対応の検討の前提として、当該案件が軽微基準に該当するか

について初期の段階で確認しておくことも有益と考えられます。 

 

2．スクープ報道に対する開示の具体的な記載 

 

M&A や株式の発行等に関するスクープ報道に対する近時の開示事例においては、従来

のように「当社が発表したものではありません。」というような情報の出所のみを開示

した事例はほとんど見受けられず、情報の出所が上場会社ではない旨の記載に加えて、

「買収について協議しているのは事実です」、「報道された企業買収について検討をして

おります」、「●●とも資金調達方法等についてご相談をさせていただいております」な

ど協議・検討等の事実について具体的に肯定する旨の記載をする事例と、「譲渡を含め

た様々な検討を行っておりますが、現時点で決定した事実はありません。」、「●●につ

いてはさまざまな検討を進めておりますが、現時点で開示すべき決定した事実はござい

ません。」など、報道内容も選択肢の一つとして検討はしているが現時点で決定した事

実はない旨の記載をする事例が多数を占めています。 

どの程度具体的な記載をすべきかは、実際の検討・交渉等の状況と、報道の内容によ

って異なると考えられますので、投資者に対する誤解を与えないような内容となるよう

個別に検討が必要であるとともに、後記Ⅳ.の相場操縦及び風説の流布との関係、並び

に（Equity Finance の場合においては）後記Ⅴ.の届出前勧誘規制との関係についても

留意が必要です。 

 

3．注意喚起のタイミング 

 

本改正後において、本制度に基づく注意喚起がどのようなタイミングで行われるかは
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現時点では明らかではありませんが、本件補足説明において、「投資者への注意喚起を

実施するのに先立って、上場会社によって、当該不明確な情報に関する事実関係につい

て適時かつ適切な情報開示が行われた場合には、注意喚起の必要がないと判断する」と

されていることからすれば、注意喚起がされないためには、上場会社が情報開示を行う

旨の意向を東証に伝えるのみでは不十分であり、東証により注意喚起されることが決定

されるまでに、現に上場会社によって情報開示が行われたことが必要と推察されます。 

 

4．取締役会決議予定日当日等にスクープ報道がなされた場合の対応 

 

実務上よく問題になる場面として、取締役会決議予定日の当日又は直前にスクープ報

道がなされた場合の対応が挙げられます。 

このような場合においても、基本的には、上記 2.で記載したようなスクープ報道に関

する開示を行った上で、予定された取締役会決議後に適時開示を行うという対応をとる

ことになるものと思われます。 

この点、特に、取締役会決議予定日の当日にスクープ報道がなされた場合において、

現在は、スクープ報道に対するコメントの開示を行わず、取締役会決議後に適時開示の

みを行うという対応も行われていますが、かかる対応を行った場合、今後は、適時開示

が行われる以前の時点において、東証ホームページへの掲載等の方法による注意喚起の

対象となりうる点に留意が必要です。 

また、取締役会決議予定日の当日又は直前にスクープ報道がなされた場合、東証から

取締役会への付議の予定について開示資料への記載を求められる場合もあり、特に取締

役会決議予定日の当日については、「本日開催の取締役会に付議する予定です」など、

取締役会での付議の予定を記載する事例も一部見受けられますが、具体的な対応につい

ては案件によって検討が必要になるものと思われます。 

 

Ⅳ. 相場操縦及び風説の流布との関係 

 

スクープ報道がなされた場合等における開示情報の内容については、その時点におけ

る事実関係や会社の意思決定との整合性や正確性にも十分に注意しなければなりませ

ん。典型的には、スクープ報道の対象となった M&A や Equity Finance が、その時点で

は実現可能性が必ずしも高くない場合にどのような開示を行うかが問題となります。 

まず、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）で禁止されている相場操縦行為

や風説の流布等への該当性を検討する必要があります。すなわち、金商法 159 条 2 項 3

号は、有価証券売買等2を誘引する目的をもって、有価証券売買等を行うにつき、重要

な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすることを、「表

示」による相場操縦として禁止し、また、金商法 158 条は、有価証券の募集、売出し若

                               
2 「有価証券売買等」とは、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引をいいます（金商法

159 条 2項 1号）。 
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しくは売買等のため又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって風説3を流布する

行為を禁止しています。 

いずれも有価証券売買等を誘引したり、相場変動を図るという目的（主観的要件）を

構成要件としているため、上場会社が、東証の規則に従いその要請に応じて情報開示を

行うのであれば、結果的に後に正式決定した内容が当初の開示内容と異なったとしても、

相場操縦や風説の流布に該当することは原則としてないと思われます。しかしながら、

株価の上昇を企図して、実現意図のない又は実現可能性の低い案件について、実現可能

性が高いと投資者に誤認させるような開示を行ったとすれば、相場操縦や風説の流布に

該当しうることとなりますし4、企業の経営者は一般的に株価を上昇させるインセンテ

ィブを有しているところ、経営者の実際の意図にかかわらず相場変動を図る意図が認定

されてしまうおそれも否定できません。 

また、相場操縦や風説の流布に該当しないとしても、実現可能性が低いにもかかわら

ずその検討状況について不完全な開示を行うことで、Event-driven の投資者の投機の対

象となり、市場の価格形成機能がかえって大きく損なわれるおそれもあります。さらに、

公開買付け、第三者割当増資や公募増資等当該上場会社の株式を対象とする案件では、

まだ案件実施に向けた交渉や検討が進行中の段階で上場会社が当該案件に関するスク

ープ報道を肯定する開示を行うことで、案件の成否にも大きな影響を及ぼすことも考え

られます。 

 

Ⅴ. 届出前勧誘規制との関係 

 

金商法は、新株発行等の有価証券の募集又は売出しについて原則として有価証券届出

書等の提出を要求しており、かかる届出の前に有価証券の取得勧誘又は売付け勧誘等を

行うこと（いわゆるガン・ジャンピング）を禁止しています（金商法 4条 1項）。 

ここでいう「勧誘」とは、特定の有価証券について投資家の関心を高め、その取得又

は買付けを促進することとなる行為と広く含むと解されており5（企業内容等の開示に

関する留意事項について（以下「開示ガイドライン」といいます。）B4-1 参照）、有価証

券の発行時期や発行価格等の取引条件を表示することも必要とされていません。株式の

募集等が近く予定されている局面では、当該募集等の予定に言及することは届出前勧誘

に該当する可能性もあるため、従前の資本市場の実務では、スクープ報道が行われた場

合であっても、当該募集等の届出前に当該募集等の予定には一切言及しないのが原則的

な対応として確立していました。 

                               
3 ここでいう「風説」とは、「虚偽の」情報であることまでは求められていないが、少なくとも行為者において合理

的根拠なくそれを語っているという認識が要求されると解されています。（神崎克郎ほか「金融商品取引法」（青林書

院・2012）1321 頁） 
4 実際には行われていない増資を開示したため風説の流布に問われた事案もあります。例えば上場会社の株価を高騰

させるため、同社が発行を決定した転換社債型新株予約権付社債につき、払込がなされていないのに発行総額につき

払込が完了した旨の虚偽の発表が行われたほか、同社債の一部について株式への転換が完了し資本金が充実された旨

の虚偽の発表も行われたケースでは、同社及び同社社長が風説の流布及び偽計の罪により懲役及び罰金に処されてい

ます。 
5 神崎克郎ほか「金融商品取引法」（青林書院・2012）317 頁 
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しかし、スクープ報道がなされてしまった際に、特に対応しない又は「決定された事

実はありません。」などの定型的な開示に留めることが許されず、東証の要請に従い注

意喚起の対象となることを回避するために上記Ⅲ.2.で記載したような検討状況に関す

る開示を行うとすると、届出前勧誘規制との関係を整理する必要があります。 

この点、ある開示が「勧誘」に該当するかは、情報発信の主体、相手方、時期、方法、

内容及び目的等を総合的に考慮して決せられるものと解されるところ、Equity Finance

に係るスクープ報道があった場合に東証の規則又は要請に従い Equity Finance の検討

状況について開示を行うことは、一般的には有価証券の勧誘の目的を欠くものとして、

届出前勧誘規制に該当しないものと整理することも一般的には可能であるように思わ

れます6。 

もっとも、実際に Equity Finance に関するスクープ報道や発行会社の検討状況に関す

る追加的な開示があった場合、投資者の当該上場会社の株式等への投資意欲を喚起する

ことは間違いがなく、その後の開示や情報発信等7をより慎重に行う必要があるように

思われます。 

また、届出前勧誘規制に違反しないとしても、実際に懸念されるのは、何らかの理由

で現在の市場価格を基準とするプライシングが困難であるケースにおいて、関係者が意

図的に Equity Finance に係る情報をリークし株価を下げ、持分の希薄化懸念により下

がった株価を基準にプライシングを行うようなケースです。この場合に発行会社がリー

ク報道を肯定するような開示を行った場合、リーク報道の内容がより信頼性の高いもの

となり株価の下落圧力となることが予測されるため、このようなリークを行うインセン

ティブがさらに高まることも懸念されますが、この場合に実際に損害を被るのはより不

利益な条件でプライシングを行わざるを得なくなった発行会社とその既存株主（特にス

クープ報道・発行会社による追加的な開示に適時に対応（株式の売却等）ができなかっ

た株主）である点にも留意が必要です。 

 

Ⅵ. 終わりに 

 

本改正は、これまで十分に機能していなかった開示注意銘柄制度を改正し、投資者に

対する注意喚起を効果的に行うことを主眼として行われたものであり、スクープ報道が

行われた際の上場会社の開示に関する現状の実務に、大幅な修正が必要となるものでは

ないように思われますが、上記のような法的問題点や資本市場の実務も踏まえ、実際の

                               
6 この点、平成 25 年 12月 25 日に公表された金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関

するワーキング・グループ」の報告書において、上場企業の資金調達を円滑化するために「届出前勧誘」に該当しな

い行為を明確化するために開示ガイドラインを改正することが提言されており、届出前勧誘に該当しない行為類型の

一つとして「金融商品取引法令又は金融商品取引所規則に基づき開示すること」が挙げられています。かかる提言を

踏まえ、開示注意銘柄制度の趣旨に従って上場会社が不明確な情報の早期是正を図ることや、少なくとも金融商品取

引所からの要求（有価証券上場規程 415 条 2項）に応じて公募増資等に言及した開示を行うことは、かかるセーフハ

ーバーに含まれ、届出前勧誘には該当しないと整理することが実務的にバランスの取れた解決策ではないかと考えら

れます。 
7 Equity Finance の実施状況に関する開示を行う場合には、国内外の投資者からの問い合わせにも対応する必要があ

ります。 
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開示内容や対応には引き続き慎重な検討が必要と思われます。 

M&A や Capital Markets における健全な案件の円滑な遂行に支障を来たさないよう、

市場関係者での議論を深めるとともに、適切な実例が蓄積されることが期待されます。 
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