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フェア・ディスクロージャー・ルールの全体像 

～平成 29 年 12 月 27 日公布の政府令及びパブリックコメント回答を踏まえて～ 

 
Ⅰ．フェア・ディスクロージャー・ルール 

の導入 

Ⅱ．フェア・ディスクロージャー・ルール 

の内容 

Ⅲ．終わりに 

 

 

 

Ⅰ．フェア・ディスクロージャー・ルールの導入 

 

平成 29 年 5 月 17 日に、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）の一部を改

正する法律（以下「平成 29 年改正金商法」といいます。）が成立し、平成 30 年 4 月 1

日より、個人投資家や海外投資家を含めた投資家に対する公平かつ適時な情報開示を確

保し、全ての投資家が安心して取引できるようにするため、上場会社による公平かつ適

時な情報開示に係るルール（フェア・ディスクロージャー・ルール、以下「FD ルール」

といいます。）が新たに導入されます。平成 29 年 12 月 27 日には、金融商品取引法施

行令（以下「施行令」といいます。）等の一部を改正する政令及び金融商品取引法第二

章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令（以下「重要情報公表府令」とい

います。）が公布され、また、これに伴い、パブリックコメント回答（以下「パブコメ

回答」といいます。）が公表されたことで、FD ルールの詳細が明らかになりました。 

本稿では、平成 30 年 4 月 1 日に導入が迫る FD ルールについて、明らかになった施

行令及び重要情報公表府令並びにパブコメ回答の内容を踏まえ、解説いたします1。な

お、FD ルールの導入経緯の詳細は、当事務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN 2017

年 4 月号（Vol.32）も併せてご参照ください。 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00026832/20170515-093906.pdf 

                                
1 なお、平成 29 年 10 月 24 日に、「金融商品取引法第 27 条の 36 の規定に関する留意事項（フェア・デ

ィスクロージャー・ルールガイドライン）」（以下「FD ルールガイドライン案」といいます。）も公表さ

れています。本稿脱稿時点において、パブリックコメントを踏まえた最終版は公表されていないため、

FD ルールガイドラインの詳細については、最終版の公表後に別途解説する予定です。なお、本稿では、

必要な限りで FD ルールガイドライン案にも言及しています。 
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Ⅱ．フェア・ディスクロージャー・ルールの内容 

 

1．概要 

 

平成 29 年改正金商法において、FD ルールについて定める「第二章の六 重要情報

の公表」が新設されました。FD ルールは、平成 28 年 12 月 7 日付「金融審議会 市

場ワーキング・グループ フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース報

告」（以下「タスクフォース報告」といいます。）を受けて、上場会社等による公平か

つ適時な情報開示を確保するために導入される全く新たな開示の制度であり、その概

要は以下のとおりです。 

 

要件／効果 概要 

① 情報提供者 
上場会社等、上場投資法人等の資産運用会社又はこ

れらの役員等が、 

② 情報受領者 取引関係者に、 

③ 対象となる情報 重要情報を、 

④ 行為 その業務に関して、伝達する場合には、 

⑤ 義務 
当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情

報を公表しなければならない。 

 

2．上場会社等・上場投資法人等の資産運用会社・役員等（上記 1．①

－情報提供者－） 

 

以下の者が、FD ルールの対象となる情報提供者として規定されています（金商法

27 条の 36 第 1 項）。 

情報提供者 概要 

上場会社等 

社債券、優先出資証券、株券、新株予約権証券、投資証券、新投資

口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券で金融商品取引所に

上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の

政令で定める有価証券2の発行者 

上場投資法人等の 

資産運用会社 
投資法人である上場会社等の資産運用会社 

役員等 
上場会社等、上場投資法人等の資産運用会社の役員（会計参与が法

人であるときは、その社員）、代理人若しくは使用人その他の従業者 

 
                                

2 「政令で定める有価証券」とは、本文記載の有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益権や、

外国の者の発行する有価証券で、本文記載の有価証券の性質を有するもの等が該当します（施行令 14 条

の 16 第 2 号以下）。 
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「役員等」のうち、代理人又は使用人その他の従業者については、取引関係者に情

報を伝達する職務を行うこととされている者のみが規制対象となります。これに対し、

役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいいます（金

商法 21 条 1 項 1 号）。）については、そのような限定がなく、職務内容にかかわらず

規制対象となる点に留意が必要です。「取引関係者に情報を伝達する職務を行うこと

とされている者」とは、典型的には広報や IR 部門の担当者等が該当します。 

 

3．取引関係者（上記 1．②－情報受領者－） 

 

FD ルールが適用されるのは、上場会社等から情報の伝達を受ける者が、「取引関係

者」に該当する場合に限られます（金商法 27 条の 36 第 1 項各号）。なお、報道機関

や取引先は、原則として取引関係者に含まれません3。 

 

（1）金融商品取引業者等 

上記(i)については、有価証券に係る売買や財務内容等の分析結果を第三者へ提供

することを業として行う者の類型であり、具体的には、以下の者（以下「金融商品

取引業者等」といいます。）がそれに該当します（重要情報公表府令 4 条）。 

 取引関係者(i) 金融商品取引業者等 

① 金融商品取引業者 

② 登録金融機関 

③ 信用格付業者その他信用格付業を行う者 

④ 投資法人 

⑤ 

専門的知識及び技能を用いて有価証券の価値等又は金融商品の価値等の

分析及びこれに基づく評価を行い、特定の投資者に当該分析又は当該評価

の内容の提供を行う業務により継続的な報酬を受けている者 

⑥ 高速取引行為者 

⑦ 
外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品取引業、登

録金融機関業務、信用格付業、⑤に規定する業務若しくは高速取引行為と

                                
3 田原泰雅ほか「平成二九年改正金商法の解説（2） フェア・ディスクロージャー・ルール」旬刊商事

法務 2140 号（2017）22 頁（図表参照）。 

取引関係者 

(i)  金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内閣府

令で定める者又はこれらの役員等 

(ii) 上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該

重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買

等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者 
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 取引関係者(i) 金融商品取引業者等 

同種類の業務を行う者又は投資信託及び投資法人に関する法律 2 条 25 項

に規定する外国投資法人 

 

①の金融商品取引業者（の役員等）については、自己勘定での上場株式の売買取

引を行う部署（いわゆるディーリング部門）に所属する従業員やセルサイド・アナ

リスト等が典型的な例といえますが、金融商品取引業者の役員等の職務内容により

限定されてはいません。なお、金融商品取引業者に所属しておらず、かつ、自らも

金融商品取引業の登録を受けていない、いわゆる独立系のアナリストについては、

⑤の類型に含まれると考えられます4。 

ただし、金融商品取引業者等の役員等については、（a）重要情報の適切な管理の

ために必要な措置として内閣府令で定める措置を講じている者において、（b）金融

商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者は「取引関係

者」から除外されています（金商法 27 条の 36 第 1 項 1 号括弧書）。そして、（a）

の措置とは、 金融商品取引業者等（投資法人を除きます。）において、金融商品取

引業等以外の業務を遂行する過程において、上場会社等から伝達を受けた重要情報

を公表前に金融商品取引業等において利用しないための的確な措置とされています

（重要情報公表府令 5 条）。具体的には、金融商品取引業等以外の業務を遂行する過

程において伝達を受けた重要情報を、当該重要情報が公表される前に金融商品取引

業等において利用しないための社内規則等（社内規則その他これに準ずるものをい

います。）を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の

措置を講じること等が必要と考えられています5。また、（b）の要件については、（a）

の措置を講じている金融商品取引業者等（投資法人を除きます。）において、金融商

品取引業等以外の業務に従事する者が金融商品取引業等以外の業務を遂行する過程

において重要情報の伝達を受けた場合における当該者とされています（重要情報公

表府令 6 条）。したがって、例えば、銀行業としての融資業務の他、金融商品取引業

に該当する業務を行う登録金融機関において、融資担当の職員が融資業務の過程で

上場会社等から重要情報の伝達を受けたとしても、当該重要情報が公表される前に

金融商品取引業において利用しないための社内規則や研修等がなされているのであ

れば、当該融資担当職員は取引関係者には該当しないことになり、このような情報

伝達に対して FD ルールの適用はないことになります。  

 

（2）売買等を行う蓋然性の高い者 

上記(ii)の「重要情報に基づく投資判断に基づいて上場有価証券等に係る売買等を

行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者」には、具体的には、以下の者が該

当します（重要情報公表府令 7 条）。ただし、かかる類型においては、上場会社等の

                                
4 パブコメ回答 52 頁 209 番 
5 FD ルールガイドライン案問 5 
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投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受ける場合に限られてい

ます（金商法 27 条の 36 第 1 項 2 号）。 

なお、①ないし③の類型に関しては、それらが法人その他の団体である場合には、

当該法人その他の団体の役員等も含まれますが、上場有価証券等に投資をするのに

必要な権限を有する者及び当該者に対して有価証券に関連する情報の提供又は助言

を行う者に限られます。具体的には、役員やファンドマネージャー、アナリスト等

が想定されています6。 

 

 取引関係者(ii) 売買等を行う蓋然性の高い者 

① 上場有価証券等の保有者 

② 適格機関投資家 

③ 
有価証券に対する投資を行うことを主たる目的とする法人その他の団体

（外国の法令に準拠して設立されたものを含む。） 

④ 
上場会社等の運営、業務又は財産に関する情報を特定の投資者等に提供す

ることを目的とした会合の出席者（当該会合に出席している間に限る。） 

 

①は、上場会社等の株主です。なお、上場会社等の属する企業グループの経営管

理のために、上場会社等が株主である親会社に重要情報を伝達する場合については、

通常、「投資者に対する広報に係る業務に関して」行われるものではないため、FD

ルールの対象とはならないと考えられます7。 

②は、適格機関投資家です。本類型については、上記のとおり、その役員等も取

引関係者に含まれることから、適格機関投資家に所属する、いわゆるバイサイド・

アナリストもこれに含まれることになると考えられます。 

なお、上場有価証券の保有者（①）又は適格機関投資家（②）が金融商品取引業

者等に該当する場合には、原則として重要情報公表府令 4 条に基づき取引関係者に

該当するため、重ねて重要情報公表府令 7 条の取引関係者には該当しないこととさ

れています。すなわち、保有者（①）又は適格機関投資家（②）のうち、重要情報

公表府令 4 条の例外として取引関係者に該当しないこととされる「金融商品取引業

に従事していない者」（重要情報公表府令 6 条）のみが、重要情報公表府令 7 条の対

象となります。 

③は、いわゆる投資ファンド等が該当すると思われます。③の類型に該当するか

どうかについては、法人その他の団体の定款等において有価証券に対する投資が主

たる目的として掲げられているかどうかのみならず、当該法人その他の団体の業務

内容も踏まえて判断され、本質的に投資以外の事業を行う会社であって、有価証券

                                
6 パブコメ回答 53 頁 213 番 
7 FD ルールガイドライン案問 6 
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への純投資を目的としない会社であれば該当しないと考えられます8。 

④の会合とは、上場会社等が企業内容等を理解してもらうことを通じて投資を促

す IR 目的の会合であり9、例えば上場会社の決算説明会はこれに該当します10。かか

る会合の出席者は、それに出席している間のみ、取引関係者に該当することになり

ます。なお、会合後に個別に質問があった事項に対してなされる回答についても、

それが IR 目的を持って行われるものであれば、④の会合に該当すると解されます11。 

 

4．重要情報（上記 1．③－対象となる情報－） 

 

FD ルールの対象となる情報は、「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公

表12されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの」

（以下「重要情報」といいます。）です（金商法 27 条の 36 第 1 項）。 

金商法及び政府令において、上記以上に詳細な規定はなく、重要情報の具体的な範

囲については、解釈や実務の積上げに委ねられることになります13。 

この点、タスクフォース報告及び立案担当者の文献によれば、FD ルールの対象と

なる情報の範囲については、インサイダー取引規制の対象となる情報の範囲と基本的

に一致させつつ、それ以外の情報のうち、発行者又は金融商品に関係する未公表の確

定的な情報であって、公表されれば発行者の有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋

然性があるものを含める14ことが考えられるという方針が示されており15、上場会社

の最低限の情報管理としては、インサイダー取引規制の対象となる情報、及び決算情

報（年度又は四半期の決算に係る確定的な財務情報をいいます。）であって、有価証

券の価額に重要な影響を与える情報を管理することが考えられるとの見解が示され

ています16。 

なお、FD ルールガイドライン案においては、他の情報と組み合わさることによっ

て投資判断に影響を及ぼし得るものの、その情報のみでは、直ちに投資判断に影響を

及ぼすとはいえない情報（いわゆる「モザイク情報」）は重要情報に含まれないこと

                                
8 パブコメ回答 53 頁 210 番 
9 パブコメ回答 53 頁 214 番 
10 パブコメ回答 53 頁 212 番 
11 パブコメ回答 53 頁 215 番 
12 ここでいう「公表」とは、金商法 27 条の 36 第 4 項及び重要情報公表府令 10 条に定める方法による

公表が含まれます（パブコメ回答 58 頁 234 番）。したがって、EDINET や TDnet では開示されておらず

上場会社等のウェブサイト上でのみ公表されている情報についても、重要情報公表府令 10 条 5 号の要件

を満たす場合には、重要情報に該当しないこととなります。 
13 パブコメ回答 51 頁 200 番ないし 202 番によれば、上場会社等においては、何が重要情報に該当する

かについて投資家と積極的に対話することが期待されるとされています。 
14 例えば、決算に係る情報について、インサイダー取引規制においては、公表された直近の予想値と新

たに算出した予想値又は決算の数値との間に重要な差異がある場合のみ重要事実（決算情報）に該当す

るが、FD ルールにおいては、インサイダー取引規制上の重要事実に該当しない決算に係る情報について

も、重要情報に該当する可能性があります。 
15 田原ほか・前掲注 3・24 頁 
16 FD ルールガイドライン案問 2 参照 
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が明確化されている等、重要情報の該当性について一定の解釈指針が示されています17。 

 

5．伝達（上記 1．④－行為－） 

 

「伝達」の意義については、金商法の文言上、明確には規定されていませんが、金

商法 166 条 3 項や 167 条の 2 の「伝達」と同様に解するのが適切であると考えられ

ます。また、伝達は、提供者の「業務に関して」行われることが必要とされています。

したがって、上場会社等の役員等が、自らの業務とは無関係に、プライベートで話し

た場合等は除かれると考えられます。 

 

6．公表（上記 1．⑤－義務－） 

 

公表については、発行者による速やかな公表や個人投資家等のアクセスの容易性と

いった観点を踏まえ、法定開示（EDINET による開示）、適時開示（TDnet による開

示）、2 以上の報道機関に公開後 12 時間経過した場合のほか、上場会社等がそのウェ

ブサイトに重要情報を掲載する方法によることも認められています（重要情報公表府

令 10 条各号）。 

ウェブサイトへの掲載については、(i)当該ウェブサイトに掲載された重要情報が集

約されている場合18であって、(ii)掲載した時から少なくとも 1 年以上投資者が無償で

かつ容易に重要情報を閲覧することができるようにされているとき19に限られていま

す。なお、「1 年以上」という期間の要件については、ウェブサイトに掲載した時点

で上場会社等において当該重要情報を 1 年以上継続して掲載する態勢がとられてい

れば足ります。したがって、その後に不測の事態等により当該重要情報が閲覧できな

い期間が生じたとしても、遡って公表が行われていなかったことにはなりません20。 

 

7．例外規定 

 

（1）取引関係者が守秘義務等を負う場合（公表義務の適用除外①） 

（a）公表義務の適用除外 

取引関係者が、以下の義務を負っている場合には、重要情報が当該取引関係者

に伝達されたとしても、市場の信頼が害されるおそれは少ないと考えられるため、

                                
17 FD ルールガイドライン案問 4 参照 
18 「重要情報が集約されている場合」とは、投資家が重要情報を閲覧しやすいよう、上場会社等のウェ

ブサイト上で見やすく、まとめて提供されている状態をいい、例えば、タイトルに「IR 情報」とあるカ

テゴリーの中に全ての重要情報が掲載されていれば、原則として「重要情報が集約されている場合」に

該当するものと考えられるとされています（パブコメ回答 57 頁 229 番）。 
19 「容易に重要情報を閲覧することができるようにされているとき」とは、例えば、当該重要情報を閲

覧するために会員登録を行う必要がない場合など、投資家が特別の行為をすることなく、当該重要情報

が記載されたページにアクセスすることができる場合をいうとされています（パブコメ回答 57 頁 229
番）。 
20 パブコメ回答 57 頁 230 番ないし 232 番 
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取引関係者に伝達した重要情報を公表する必要がないとされています（金商法 27

条の 36 第 1 項ただし書）。 

 

 

 

 

 

(ii)における売買等とは、具体的には、売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、

合併若しくは分割による承継又はデリバティブ取引をいいます（金商法 27 条の

36 第 1 項ただし書）21。 

なお、公表義務の適用除外を受けるためには、(i)及び(ii)の両方の義務を負って

いることが必要となります。したがって、FD ルールに基づく公表義務の適用除外

を受ける目的で守秘義務契約書等を締結する場合においては、(ii)の義務について

も明示的に規定しておくことが必要となることに留意が必要です。 

 

（b）例外的に公表義務が生じる場合 

金商法 27 条の 36 第 1 項ただし書には更に例外規定（いわば例外の例外）があ

り、取引関係者が上記（a）の義務を負う場合であっても、当該取引関係者が、法

令又は契約に違反して、(i)当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関す

る秘密を他の取引関係者に漏らしたこと、又は(ii)当該上場会社等の上場有価証券

等に係る売買等を行ったことのいずれかの事実を上場会社等が知ったときは、速

やかに、当該取引関係者に伝達した重要情報を公表しなければならないとされて

います（金商法 27 条の 36 第 3 項本文）。 

更に、同条 3 項ただし書においては、上記の場合であっても、やむを得ない理

由により当該重要情報を公表することができない場合には、公表を行う必要がな

いとされています（いわば例外の例外の例外）。やむを得ない理由の内容は、重要

情報公表府令 9 条に定められており、M&A 取引等を行う場合とエクイティ・ファ

イナンスを行う場合とに大別されます。具体的には、取引関係者が受領した重要

情報が以下の行為に係るものであって、当該重要情報を公表することにより、そ

れらの行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあるときが、やむを得ない理由

に該当します。 

 主体 やむを得ない理由に該当する行為 

M&A 取引等 

上場会社等若しくはその親会社

若しくは子会社又は上場投資法

人等の資産運用会社 

合併、会社の分割、株式交換、株式

移転、事業の全部又は一部の譲渡又

は譲受け、公開買付け、子会社の異

                                
21 ただし、上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより

上場有価証券等を取得すること等一定の行為が売買等から除外されています（重要情報公表府令 3 条）。 

公表義務の適用除外① 

取引関係者が、法令又は契約により、伝達された重要情報が公表される前に、(i)当該

重要情報に関する秘密を他に漏らしてはならず、かつ(ii)当該上場会社等の上場有価

証券等に係る売買等をしてはならない義務を負う場合 
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 主体 やむを得ない理由に該当する行為 

動を伴う株式又は持分の譲渡又は

取得、倒産手続開始の申立て、資

本・業務上の提携又はその解消 

エクイティ・

ファイナンス 

上場会社等 上場会社等が発行する優先出資証

券、株券、新株予約権証券、投資証

券、新投資口予約権証券、投資法人

債券又は外国投資証券の募集若し

くは売出し又はこれに類する行為 

 

（2）重要情報に該当することを知らなかった場合や伝達と同時に公表することが困

難である場合（公表義務の適用除外②） 

金商法 27 条の 36 第 2 項本文は、以下のいずれかに該当する場合には、上場会社

等は、取引関係者に伝達した重要情報を伝達と同時に公表する必要はない旨を規定

しています。 

公表義務の適用除外② 

上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、 

（a）その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行った時において伝達した

情報が重要情報に該当することを知らなかった場合、又は 

（b）重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合 

 

これらの場合には、当該上場会社等は、重要情報の公表を「伝達と同時に」行う

義務（金商法 27 条の 36 第 1 項本文）は免除されることになりますが、当該上場会

社等は、取引関係者に重要情報の伝達が行われたことを「知った後、速やかに」、当

該重要情報を公表する必要があります（金商法 27 条の 36 第 2 項第二文）。 

（b）は、①上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の役員等が、その業務

に関して、取引関係者に意図せず重要情報を伝達した場合、及び②上場会社等若し

くは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取

引関係者に重要情報の伝達を行った時において、当該伝達の相手方が取引関係者で

あることを知らなかった場合が該当します（重要情報公表府令 8 条）。①については、

例えば、上場会社等としては伝達する予定のなかった重要情報等を、その役員等が

たまたま話の流れで伝達してしまったような場合がこれに該当すると思われます。

②については、例えば、上場会社等の役員等が、情報伝達の相手方である金融商品

取引業者の従業員において重要情報の適切な管理のために必要な措置（上記 3．（1）

参照）が講じられている（したがって、取引関係者に該当しない）と信じて伝達し

たところ、実際には管理措置が不適切であったような場合には、「取引関係者に重要

情報の伝達を行った時において、当該伝達の相手方が取引関係者であることを知ら
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なかった場合」に該当し得ることとなります22。 

 

8．エンフォースメント 

 

平成 29 年改正金商法においては、FD ルールの実効性を確保するため、内閣総理大

臣に下表に記載の命令等の権限が与えられており、かかる命令等への違反に対する刑

事罰も規定されています。 

権限 刑事罰 

（a）公表者等に対する報告・ 

資料提出命令及び検査 

（金商法 27 条の 37） 

（a）による報告や資料提出を行わず又は虚偽の報告・

資料提出をした者及び検査を拒み、妨げ、又は忌避し

た者 

（b）の命令に違反した者 

⇒6 月以下の懲役若しくは 50 万円以下の罰金に処し、 

又はこれを併科する（金商法 205 条 5 号、6 号、6

号の 5） 

（b）重要情報の公表の指示・命令 

（金商法 27 条の 38） 

 

他方、FD ルール（金商法 27 条の 36）に基づく公表義務自体への違反に対する刑

事罰は規定されていません。これは、発行者と投資家との対話を促進するためには、

発行者による積極的な情報提供が行われることが重要であるところ、罰則を規定する

ことにより上場会社等による情報開示が萎縮することを避けるためと考えられます。

なお、FD ルールに関して、課徴金は規定されていません。 

具体的には、まず、①財務局等が情報の速やかな公表を促し、②これに適切な対応

が採られない場合に初めて、「公表の指示」がなされることになります。そして、③

公表の指示を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、指示に従わなかった場合に、

「公表の命令」がなされることになります。更に、④公表の命令にも従わなかった場

合に、刑事罰の対象となります。 

 

Ⅲ．終わりに 

 

平成 29 年改正金商法、施行令及び重要情報公表府令により新たに導入される FD ル

ールは、平成 30 年 4 月 1 日より施行されます。 

公平・公正な情報開示に対する市場の信頼を確保するという目的を有する FD ルール

の導入は、上場会社の情報管理・情報発信一般において極めて重要であり、上場会社の

IR や広報活動の実務に重要な影響を及ぼすことが予想されます。株主・投資者との建設

的な対話の促進と市場参加者の信頼の確保を実現するため、平成 30 年 4 月 1 日に迫る

施行に向けて、上場会社等の担当者においては、FD ルールの制度趣旨から制度の詳細

                                
22 パブコメ回答 55 頁 220 番 
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まで、全社的な理解を深めるとともに、ディスクロージャー・ポリシーや社内規程等の

整備を行うことが急務となると考えられます。 

 

 

セミナー・文献情報 

 セミナー  『フェア・ディスクロージャー・ルール導入までに必要な理解と

実務対応－平成 30 年 4 月 1 日施行・改正金融商品取引法への対

応－』 

開催日時  2018 年 2 月 22 日（木）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『フェア・ディスクロージャー・ルールの導入と実務対応の要点

～今後企業に求められる投資家との対話の留意点～』 

開催日時  2018 年 3 月 6 日（火）13:30～16:30 

講師    五島 隆文、森田 理早 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『大量保有報告制度の理論と実務～報告書の記載方法・留意点か

らケーススタディまで徹底解説する実務・応用編～』 

開催日時  2018 年 3 月 14 日（水）13:00～16:00 

講師    根本 敏光 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『ライツ・オファリングの復権と新展開－エクイティファイナン

スの新潮流－』 

開催日時  2018 年 3 月 19 日（月）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    金融ファクシミリ新聞社 

 

 セミナー  『好評により追加講演決定！平成 30 年 4 月 1 日施行直前 フェ

ア・ディスクロージャー・ルールの詳細と実務対応～平成 29 年

12 月 27 日付政府令公布・パブコメ回答により明らかになった FD

ルールの詳細につき徹底解説～』 

開催日時  2018 年 3 月 26 日（月）13:00～16:00 

講師    根本 敏光 

主催    経営調査研究会 
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 論文    「日本版フェア・ディスクロージャー・ルールの導入と資本市場

への影響」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2145 

著者    鈴木 克昌、五島 隆文、森田 理早（共著） 

 

 論文    「平成 29 年金商法改正で導入 フェア・ディスクロージャー・

ルールの概要と留意点」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1481 

著者    根本 敏光、五島 隆文、青山 慎一（共著） 

 

 論文    「平成 29 年金融商品取引法改正～フェア・ディスクロージャー・

ルールのアウトライン～」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル No.748 

著者    根本 敏光、青山 慎一（共著） 

 

 本     『金融商品取引法 ― 公開買付制度と大量保有報告制度編』（2017

年 12 月刊） 

出版社   株式会社商事法務 

著者    鈴木 克昌、久保田 修平、熊谷 真和、根本 敏光、藤田 知也、 

宮田 俊、五島 隆文（共著） 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールの導入に向けて必要な実

務対応」 

掲載誌   月刊監査役 No.676 

著者    根本 敏光 

 

 論文    「ICO とその法規制について」 

掲載誌   週刊 経営財務 No.3343 

著者    安部 健介、石橋 誠之 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


