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I. 案件の紹介 
 

本年 3 月 27 日、トーセイ株式会社（株式会社東京証券取引所第一部上場。以下「トーセイ」といいます。）は、

シンガポール証券取引所（Singapore Exchange Securities Trading Limited。以下「SGX」といいます。）の

メインボード市場への普通株式のセカンダリー上場が完了したことを公表しました1。 
SGX は、証券取引所間の国際競争が激しさを増すなか、2000 年頃から規制や取引システム等の大幅な整備

を進め、2013 年 3 月には国際金融センター指標（Global Financial Centres Index）で第 4 位に位置するに

至り2、国際的な証券取引所として注目を浴びています。SGX によれば、2012 年 6 月末現在、SGX に上場する

企業 769 社のうち外国企業は 300 社を超え、その国籍は 20 カ国以上にわたります。また、アジアにおける地理

的優位性及び規制・取引システムの健全性から、特にアジアにおける中心的な証券取引所の一つとして注目が高

まっており、SGX に上場する外国企業のうち 90%以上が中国・東南アジアを含むアジアの企業が占めるに至っ

ています。トーセイによれば、SGX への上場について、東南アジアの投資市場でのトーセイの事業に対する理解

の深化とプレゼンスの向上を図ることを目的とする旨説明されており3、まさに SGX がアジアのハブとして位置づ

けられていることが伺えます。 
このように、アジアにおける中心的な証券取引所としてプレゼンスの高まりを見せる SGX ですが、日本企業に

よる株式上場4は、2000 年までに数件行われたものを 後として、十数年間途絶えておりました。トーセイによる

SGX 上場は、SGX が国際的な証券取引所として制度及び規則を整備してから行われた、日本の上場企業による

株式のセカンダリー上場の第 1 号案件といえ、海外事業展開を目指す日本企業にとって、SGX 上場の先駆的事

例として注目を集めています。 
本稿では、トーセイの SGX 上場案件のリーガルアドバイザーを務めた立場から、SGX へのセカンダリー上場の

概要及び実務上の留意点等について説明をいたします。 
 

II. シンガポール証券取引所規則の適用 
 

SGX でのセカンダリー上場における特徴は、一定の要件を満たす場合には、原則としてセカンダリー市場であ

る SGX における上場後の継続的義務（continuing listing obligations）が課されないこととなっています。 
具体的には、SGX のメインボード上場規則（以下「SGX 上場規則」といいます。）の第 217 条により、既に他の

主たる取引所（以下「プライマリー取引所」といいます。）に上場している発行体は、当該取引所の上場を維持し、

その上場規則等を引き続き遵守する限り、SGX 上場規則の第 7 章ないし第 12 章に定められる上場後の継続的

義務が課されず、以下の各義務のみを遵守すれば足りるとされます： 

                                                   
1 平成 25 年 3 月 27 日付プレスリリース「シンガポール証券取引所へのイントロダクション方式によるセカンダリー上場完了に関する

お知らせ」 
2 イギリスのシンクタンク The Z/Yen Group of Companies の発表による。http://www.zyen.com/ 
3 平成 25 年 2 月 22 日付プレスリリース「シンガポール証券取引所へのセカンダリー上場及び海外募集による新株式発行に関するお

知らせ」 
4 預託証券（DR）上場を除く。 
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①プライマリー取引所で開示する情報を、同時に、かつ英語で、SGX の電子開示システム（「SGXNet」と呼ば

れます。）を通じてシンガポールでも開示すること 
②SGX で既に上場している株式と同種類の株式を発行する場合、その旨を SGX に通知すること 
③その他 SGX が別途指定する SGX 上場規則の条項を遵守すること 
 
SGX でのセカンダリー上場を検討する日本企業は、SGX 上場規則の適用に当たり、概ね①及び③の対応が

課題となります。以下では、日本企業が SGX で上場する際に規則適用の観点から直面するいくつかの実務上の

問題点を説明いたします。 
 

（I）取引所開示資料の SGXNet での開示 
 

日本の上場会社が国内において公表するプレスリリースや決算短信等は、全て開示義務の対象となります

ので、当該資料の英語版を作成する必要があります。 
また、開示に際しての実際の運用としては、SGX からこれらの開示資料の事前確認を求められる場合があり

ます。したがって、日本の取引所における事前相談に加え、SGX の事前確認に要する時間を開示スケジュール

に組み込むことが必要となる場合があります。SGX の事前確認に要する時間はケース・バイ・ケースとなるため、

開示内容が複雑である場合又は海外において必ずしも一般的ではない制度を導入するような場合には準備ス

ケジュールに一定程度の余裕を確保した方が望ましいと思われます。 
 

（II）SGX が別途指定する SGX 上場規則の条項 
 

2008 年から 2009 年頃にかけて SGX にプライマリー上場していた企業の一部に不祥事が発覚したことを

きっかけに、投資家の信頼回復を目的として、SGX により上場基準及び上場規則の適用の厳格化の方針が打

ち出され、近年その傾向は顕著となっています。こうした上場基準及び上場規則の適用の厳格化の方針はセカ

ンダリー上場にも及んでおり、上述③の「SGX が別途指定する上場規則の条項」の範囲は拡大される傾向にあ

ります。それに伴って、日本の法制度及び実務との整合性の観点から様々な問題が発生します。 
以下では、セカンダリー上場において日本企業が SGX から遵守を要求される上場規則の条項のうち、重要

なものを取り上げます。 
 

1． 利害関係者取引 

 
(1) 背景 
 

SGX 上場規則の第 9 章「利害関係者取引」（Chapter 9: Interested Person Transaction）（以下「第 9
章規制」といいます。）は、上場会社及びそのグループ会社と利害関係者との間の取引に関して一定の規制を

設けることにより、上場会社及びその株主の利益を守ることを目的としています。SGX は、基本的には日本企

業のセカンダリー上場においてかかる第 9 章規制の遵守を要請しており、下記に述べる一部免除措置を除き、

SGX に上場した日本企業は第 9 章規制の規定に従う必要があります。 
第 9 章規制は概ね二種類に分けられます。一つ目は開示規制であり、その取引価値（value of 

transaction）が所定の水準を超えた利害関係者取引について、個別の適時開示及び各年ごとの一括開示

が義務付けられます。二つ目は取引規制であり、その取引価値が所定の水準を超えた利害関係者取引につ

いて、当該上場会社の株主総会による承認を契約締結もしくは履行要件とすることが義務付けられ、かつ、当

該株主総会において当該利害関係者の議決権行使が禁じられます。なお、規制の対象となる取引には一定

の軽微基準が設けられ、また、一定の取引類型については第 9 章規制の対象から除外されます。 
 

(2) 日本の法令等との整合性ないし免除措置 
 

日本の開示規制上も、財務諸表における「関連当事者との取引に関する注記」等が求められておりますが、

第 9 章規制の主体である「利害関係者」及び対象である「取引」の範囲は日本の開示規制のそれと必ずしも一

致しないため、注意が必要です。 
取引規制については、日本の法令上、取締役会設置会社における取締役による利益相反取引の承認権限

は取締役会に属し、また、取締役でない利害関係者による利益相反取引の場合、会社機関による承認は特段

要求されていないので、株主総会の承認決議を求める第 9 章規制の取引規制は、取締役会設置会社におけ

る株主総会の権限を定める日本の会社法第 295 条第 2 項との整合性が問題となります。加えて、日本の会

社法第 160 条第 4 項（特定の株主からの株式取得における当該特定の株主の議決権行使禁止）などの例外

的な場合を除き、利害関係者といえども株主総会での議決権行使は禁止されない（その結果著しく不当な決
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議がされた場合の救済手段として、決議取消しの訴えを提起できることとされています。）ので、利害関係者の

議決権行使禁止を求める第 9 章規制の取引規制は、会社法上の強行規定に反するものとして日本法上無効

と解されるおそれがあります。このように、第 9 章規制の取引規制をそのまま適用すれば、日本の法令と抵触

する疑義は否定できませんので、トーセイの SGX 上場においては、大要以下のような代替案をもって、第 9 章

規制が定める取引規制の一部免除を受けております。 
 
①取引価値が所定の金額水準を超えた利害関係者取引については、株主総会の勧告的決議の対象とする。

但し、当該利害関係者の議決権行使は制限されない。 
②上記①の勧告的決議に関して、上場会社は、適切な専門家（Expert）を選任し、当該専門家は、仮に当

該利害関係者の行使した議決権を除外したとしても、なお当該勧告的決議が有効に成立するか否かに関

して、その意見を表明する。 
③当該利害関係者取引に関わる契約書類において、(i)株主総会による承認決議があったこと、かつ、(ii)

上記②において当該専門家が肯定的意見（すなわち、利害関係者の行使した議決権を除外してもなお当

該勧告的決議が有効に成立するはずであること）を表明したこと、をクロージングの前提条件とする。 
 

2． 資産の取得又は処分 

 
(1) 背景 
 

SGX 上場規則の第 10 章「取得及び処分」（Chapter 10: Acquisitions and Realisations）（以下「第

10 章規制」といいます。）は、上場会社による資産の取得又は処分に関して一定の制限を設け、上場会社及

びその株主の利益を守ることを目的としています。SGXは、第9章規制と同様、基本的には日本企業のセカン

ダリー上場に際してかかる第10章規制の遵守をも要請しており、下記で述べる免除措置を除き、SGXに上場

した日本企業は第 10 章規制に従う必要があります。 
第 10 章規制は大要、上場会社による資産の取得又は処分について、(i)当該取得・処分資産の純資産価

値、(ii)当該取得・処分資産から想定される利益、(iii)当該資産の取得・処分対価、(iv)（取得対価として自社

株式を交付する場合）当該資産に対して交付される自社株式数、という四つの基準をもとに、当該資産の取得

又は処分を下記の四つのカテゴリーのいずれかに分類し、その分類に合わせて一定の開示規制又は取引規

制を設けています5。但し、下記④の重大取得もしくはリバース・テイクオーバーの場合を除き、当該上場会社

の日常の業務に属する取引については、本章の規制対象から除外されます。 
 
①非開示取引（Non-discloseable transaction）：開示規制もしくは取引規制の対象になりません。 
②開示取引（Discloseable transaction）：個別の適時開示が義務付けられます。また、開示内容につい

ても細かく規定されています。 
③重要取引（Major transaction）：個別の適時開示に加え、原則として株主総会による承認決議が要求さ

れます。 
④重大取得もしくはリバース・テイクオーバー（Very substantial acquisition or reverse takeover）：

個別の適時開示に加え、株主総会による承認決議及び SGX の承認がそれぞれ要求されます。なお、

SGX の承認を申請する際、取得する資産（リバース・テイクオーバーの場合、それにより上場会社の支配

権を実質的に取得する対象企業の価値）に関して独立第三者の専門家による評価の取得が義務付けら

れます。 
 

(2) 日本の法令等との整合性ないし免除措置 
 

日本の取引所規則上も、一定の規模に達した固定資産の譲渡又は取得が適時開示事由に該当するなど、

類似の開示制度が存在しますが、その開示基準及び開示内容は第 10 章規制と異なることに注意が必要で

す。 
一方、取引規制については、日本の法令上、合併や会社分割のような組織再編行為、事業の重要な一部

の譲渡や他の会社の事業の全部の譲受などを除けば、資産の取得又は処分について株主総会による承認は

特段要求されていないため、上述の③及び④の取引については日本法との整合性の問題が生じます。また、

当該上場会社の日常的なビジネスにおいて、上記④に該当する程度の取引が現実的に起こり得る場合、株主

総会決議を経なければならないことになると迅速な経営判断が妨げられるおそれがあり、同規制を受けない国

内同業者と比較して実質的に競争力の相対的低下が生じかねません（前述のとおり、上述の④のカテゴリー

については日常の業務に属する取引についての除外規定が及びません。）。トーセイの SGX 上場においては、

                                                   
5 但し、リバース・テイクオーバーは、上記基準に基づく分類ではなく、支配権の移動（change of control）を伴う取引とされていま

す。 
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以下のような代替案をもって、第 10 章規制が定める重大取得に関する取引規制の一部免除を受けておりま

す。 
 
重大取得が： 
①日常の業務に属する取引であること、 
②取得対価の基準を除き、純資産価値、想定される利益もしくは対価として交付される自社株式数のいず

れの基準によっても重大取引に該当しないこと、 
③取得対価の正当性は、独立第三者の専門家により査定されること、 

などの要件を全て満たす限り、第 10 章規制により本来要求される株主総会による個別の承認決議に代わり、

一定の期間の取引（但し、取得する資産の純資産価値が直近連結純資産総額を超えないものとする。）を対

象とする株主総会による包括的承認決議（general mandate）をもって足りるものとする。 
 

3． 上場廃止における株主へのエグジット・オファー（Exit Offer） 

 
(1) 背景 
 

SGX 上場規則第 1307 条は、SGX に上場されている会社による SGX での上場廃止申請の要件として、

当該会社の株主総会に出席する株主が保有する株式の 75%以上により可決し、かつ、反対する株主の株式

数の割合が 10%を下回る株主総会の承認決議を要求しています。加えて、同第 1309 条は、SGX の上場廃

止を行おうとする当該会社には、上場廃止の際にその株主に対して、その保有する株式の価値の合理的な還

元方法の提供、いわゆる「エグジット・オファー」（exit offer。典型例としては自己株取得や全部取得条項の行

使に基づく取得など）を義務付けています。 
 

(2) 日本の法令等との整合性ないし免除措置 
 

日本の法令上、証券取引所からの上場廃止は株主総会決議事項ではなく、通常取締役会の決議で決定さ

れますので、前記のSGX上場規則第1307条は日本の法令と整合しません。また、シンガポールの投資家に

のみエグジット・オファーをすることは株主平等原則からも困難と考えられます。トーセイの SGX 上場において

は、目論見書又はイントロダクトリー・ドキュメント（イントロダクション方式による上場に際して作成する投資家

向けの開示書類をいい、内容は目論見書と概ね重なります。なお、イントロダクション方式による上場について

は、下記「III. 資金調達」をご参照ください。）において投資家に適切に開示することを条件に、SGX 上場規則

第 1307 条及び第 1309 条の適用免除を受けております。 
 

4． コーポレートガバナンス 

 
トーセイの SGX 上場においては、SGX から役員構成等について一定の要求がなされています。 

 
(1) 独立取締役（Independent Director） 
 

監査役会構成員の半数以上は、シンガポールのコード・オブ・コーポレートガバナンス 2012 年版の第 2 原

則（Principle 2: Board Composition and Guidance）にいう「独立性」の要件を充たすことを要求されてい

ます。 
シンガポールの上場会社は、その大半が日本の会社法上の委員会設置会社に類似するガバナンス体制を

採用しており、取締役会（Board）の経営陣からの独立性及び経営陣に対する後見的・監督的な役割が強調さ

れます。一方、日本企業の上場会社においては、監査役（会）設置会社の機関設計を採用する会社が圧倒的

多数となっており、同じ「取締役会」といってもシンガポールの上場会社と比較して日本企業では経営陣として

の要素が強く、経営陣からの独立性及び経営陣に対する後見的・監督的な役割はむしろ監査役（会）に求めら

れます。こうした日本及びシンガポールの法制度・実務の相違を踏まえ、トーセイの SGX 上場においては、

コード・オブ・コーポレートガバナンス 2012 年版が要求している取締役会における半数以上の独立取締役の

要件はそのままでは適用されず、監査役会構成員の半数以上に独立性の充足が求められることとなりまし

た。 
なお、独立性の充足は、様々な要素や事情を総合衡量のうえ判断されるため、判断が困難な場合がありま

す。 
 

(2) シンガポール在住の独立取締役もしくは社外取締役 
 

SGX 上場規則第 221 条により、SGX に上場している外国会社には 低 2 名の独立取締役が要求され、
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かつ、当該 2 名の独立取締役はシンガポール居住者でなければならないとされておりますが、当該要件がセ

カンダリー上場にも適用されるかは必ずしも明らかではありませんでした。トーセイの SGX 上場における結論

としては、同条はセカンダリー上場にはそのまま適用されないが、1 名以上のシンガポール在住もしくは英語で

コミュニケーションが問題なく可能な国際経験のある、シンガポールの基準に基づく独立取締役又は日本の会

社法上の社外取締役の選任が要求されることとなり、シンガポール在住要件及びシンガポールの基準に基づ

く独立取締役要件はいずれも緩和されました。 
シンガポール在住の社外取締役の選任は日本企業にとって必ずしも容易ではないと思われる一方、英語堪

能かつ国際経験のある国内在住の社外取締役の候補者は比較的探しやすい可能性があり、トーセイの件で

示されたかかるSGXの考え方は、日本企業の SGX でのセカンダリー上場に際してハードルを少し下げたとい

えそうです。 
 

5． 国際会計基準（IFRS）の適用もしくは IFRS への組み換え 

 
SGX 上場規則第 220 条第 2 項によれば、SGX でセカンダリー上場されている会社の財務諸表はシンガ

ポール会計基準（SGFRS）、米国会計基準（US GAAP）もしくは国際会計基準（IFRS）のいずれかへ組み換え

（reconcile）する必要があります。 
複数の会計基準で財務諸表を準備することはコスト及び時間の増大につながること、国際的な会計基準を適

用することにより海外投資家の投資の促進が期待できること等の観点から、日本企業が SGX でのセカンダリー

上場をきっかけに、IFRS を任意適用させることは検討に値すると思われます。なお、トーセイは、SGX でのセカ

ンダリー上場に合わせて、その連結財務諸表及び連結計算書類について 2012 年 12 月より従来の日本会計

基準に替えて IFRS を任意適用することを決定し、2013 年 4 月 5 日には IFRS による 2013 年 11 月期第 1
四半期の連結決算発表を行っています6。 

 

6． 本国法令の改正等の開示 

 
SGX 上場規則第 216 条第 2 項により、SGX に上場している外国会社は、その本国の法令改正等により株

主の権利義務に影響又は変更が起こり得る場合には、改正等の内容を SGXNet を通じて速やかに開示しなけ

ればならないと義務付けられています。当該義務はセカンダリー上場の場合にも及ぶことが明確になりました。 
 

7． 目論見書又はイントロダクトリー・ドキュメントでの開示事項等 

 
目論見書又はイントロダクトリー・ドキュメントで開示する情報は多岐にわたり、また、通常の開示書類で見る

ことのできない情報（例えば、投資家の権利に関わるシンガポール法規制と日本法規制との比較表）が要求さ

れることもあります。 
また、目論見書又はイントロダクトリー・ドキュメントの内容は、SGX 上場規則による規制のほか、シンガポー

ル証券先物法（Securities and Futures Act）の規制をも受けます。シンガポール証券先物法は、目論見書

又はイントロダクトリー・ドキュメントにおいて、上場会社の重要な株主（substantial shareholder）の開示を

求めており、その重要株主の開示は名義株主の背後にある実質株主をも対象としています。かかる要求は、シ

ンガポール法上、上場会社はその名簿上の株主に対して当該名簿上の株主の背後に存在する実質株主の名

称や属性の開示を求める権利を有することを前提としていますが、日本ではかかる情報の開示を求める権利は

上場会社にはないため、トーセイの SGX 上場においては、目論見書又はイントロダクトリー・ドキュメントにおい

て役員の株式保有情報、大量保有者の情報その他一定の情報を開示することをもって、シンガポール証券先

物法が義務付ける重要な株主の開示の適用免除を受けました。 
 

III. 資金調達 
 

（I）SGX への上場方式 
 
SGX 上場規則においては、SGX の上場方式として、上場に際しての資金調達を伴わないイントロダクション

方式による上場が認められており、発行体は、 低浮動株主数等の SGX 上場規則上定める一定の要件を満

たす場合、資金調達を行わずに SGX のメインボード市場に上場をすることができます。但し、SGX 上場規則に

おいては、メインボード市場にイントロダクション方式により上場をする場合、発行体による資金調達活動に一

定の制約を設けており、具体的には、上場申請前 6 ヶ月以内にシンガポールにおいて資金調達活動を行ってい

                                                   
6 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第 93 条により、国際会計基準を任意適用するためには同規則第 1 条の 2
が定義する「特定会社」に該当しなければなりませんが、トーセイは、SGX での上場により、同規則第 1 条の 2 第 1 項第 1 号の各要

件を全て満たしています。 
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た場合、イントロダクション方式による上場を行うことはできず、また、イントロダクション方式による上場後3ヶ月

間はシンガポールにおいて資金調達活動を行うことはできないとされています。 
さらに、SGX 上場規則においてはイントロダクション方式による上場が認められているものの、実務上、SGX

より上場に際して一定額の資金調達を行うことを求められ、当該資金調達が上場の条件とされることがありま

す。 
トーセイの場合は、SGX の株式取引システム対応が未了のためイントロダクション方式による上場を行いま

したが、当該上場に際して同社は、上場後の適切な時期に、シンガポール域内等において株式の募集を行うこ

とを、SGX に対して表明しています。 
日本企業による SGX 上場に際しては、SGX における流動性の構築等の観点から、上場に際して一定額の

資金調達を行うことを求められる場合も多いと思われ、SGX との事前相談は不可欠になるものと思われます。 
 

（II）SGX 上場の際に資金調達を行う場合の概要 
 
SGX 上場の際に、機関投資家及び一般投資家を対象に資金調達を行う場合の一般的な手続の流れは以下

のとおりです。 
 
①SGX に上 場申 請書類 及び 目 論見書 のド ラ フ トを 提出 し 、SGX より 上 場承 認（ the letter of 

eligibility-to-list）を取得する。 
②新株式発行を含む資金調達について取締役会決議を行い、仮目論見書のシンガポール通貨庁

（Monetary Authority of Singapore。以下「MAS」といいます。）への届出（lodgment）を行う。発行体

が日本の上場企業の場合、日本国内においても新株式の発行に関連してプレスリリース及び臨時報告書

の提出を行う。 
③上記届出後に機関投資家に対するロードショー及びブックビルディングを実施する。 
④一般投資家向けのポーションに関連して新規発行株式の発行価格の上限価格を決定のうえ、一般投資家

向けのポーションに関する引受契約を締結し、また、MAS の審査を経て、当該上限価格を記載した本目論

見書の MAS への登録（registration）を行う。発行体が日本の上場企業の場合、日本国内においても発

行価格の上限価格の決定に関連してプレスリリース及び臨時報告書の訂正報告書の提出を行う。 
⑤上記登録後に一般投資家に対するマーケティング（勧誘活動）を開始する。 
⑥新規発行株式の発行価格を決定のうえ、機関投資家向けのポーションに関する引受契約を締結する。発

行体が日本の上場企業の場合、日本国内において発行価格の決定に関連してプレスリリース及び臨時報

告書の訂正報告書の提出を行う。 
⑦新規発行株式の発行後、SGX に上場する。 
 
SGX 上場に際しての一般的な資金調達の方法としては、機関投資家等を 対象とする資金調達

（placement）と一般投資家を対象とする資金調達（public offer）があります。両者を併用した場合、引受契

約はそれぞれについて別個に締結されることになりますが、両者間で販売株数を調整することを可能とする条

項が各引受契約に設けられます。 
プライシング（新規発行株式の発行価格の決定）はシンガポール市場において行われるブックビルディングの

方式によって実施されます。 
なお、プライシングに先立って、一般投資家向けポーションに関連して新規発行株式の発行価格の上限価格

が決定されます。ブックビルディングに基づき決定される発行価格が当該上限価格を上回る場合は資金調達は

中止されます。また、一般投資家向けポーションに関しては、一般投資家は上限価格を申込金として新株購入

の申込みを行い、発行価格決定後、当該発行価格と上限価格の差額分が一般投資家に返金されるという手続

がとられます。 
引受証券会社に対して支払う引受手数料の支払方法としては、日本国内においては、発行価格（株式を購入

する投資家が引受証券会社に支払う募集価格）と発行価額（引受証券会社が発行体に支払う引受価格）を設

定し、両者の差額分を引受手数料とするいわゆるスプレッド方式によって行われるのが通常ですが、かかる方

式はシンガポールの実務上一般的ではないようです。 
 

（III）決済に関連する事項 
 
決済後、新規発行株式が発行されますが、シンガポールの投資家は、直接当該株式を保有するのではなく、

預託機関である CDP（The Central Depository (Pte) Limited）を通じて発行体の株式を保有することにな

ります。CDP は日本の社債、株式等の振替に関する法律に基づく保管振替制度の参加者ではないため、日本

の会社法上は、シンガポールの投資家は株主ではなく、CDP のみが株主となります。したがって、シンガポール

の投資家に対する株主総会招集通知の発送や配当金の支払いについて、CDP を含め、適切なアレンジをする

ことが必要となります。 
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また、新規株式の発行後、シンガポール証券取引所への上場が認められないこととなった場合、シンガポー

ルの実務では、当該株式の発行を取り消し払込金を投資家に返還することが必要とされています。日本の会社

法上、既発行株式の払込金の返還と同等の経済効果をもたらすためには、当該発行株式を発行体が買い戻す

必要がありますが、このような自己株式取得を実施するには法律上及び実務上解決が難しい様々な問題があ

ります。シンガポール証券取引所へのセカンダリー上場の場合は、払込金返還の代替手段として当該株式をプ

ライマリー市場である東京証券取引所において売却することも考えられます。 
 

IV. 今後の展望 
 

トーセイの SGX セカンダリー上場により、同様のセカンダリー上場を目指す日本企業にとっては、SGX 規則の

適用範囲が相当程度明確になったことから上場準備の見通しを立てやすくなったといえるでしょう。しかしながら、

SGX セカンダリー上場の準備は財務諸表の IFRS への組み換え、開示書類の作成、デューディリジェンス対応、

MAS及び SGX等の当局対応等が必要となり、日本企業にとって相当の追加業務が生じるため、早い段階から英

語に対応できる専従スタッフの配属、専門家の起用等を検討すべきといえるでしょう。日本企業にとってシンガ

ポールを中心とした東南アジア市場の重要性は今後も高まることが予想され、SGX セカンダリー上場をご検討さ

れる企業も多いと思いますが、本稿がご参考になれば幸いです。 
 

 
 

最近の法令改正等の状況 
 

 2013 年 3 月 11 日、法務省より、同年 2 月 26 日付で決定された「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」が公

表されました。当該中間試案のパブリック・コメントの手続は同年 4 月 16 日から同年 6 月 17 日までの期間で実施さ

れます。 
 

 2013 年 3 月 7 日、金融庁より、「空売り規制の総合的な見直しについて（案）」及び「自己株式取得規制の緩和措置

について（案）」が公表されました。前者は、恒久的措置として、①空売りポジション報告・公表制度の見直し、②価格

規制の見直し、③売付けの際に株の手当てがなされていない空売り（Naked Short Selling）の禁止の見直し等を

行うものであり、後者は、現在時限的に講じられている上場企業による自己株式取得に係る 1 日の買付数量の上

限・買付時間の緩和措置について恒久的措置とするものです。当該案に対するパブリック・コメントの募集期間は終

了しています。 
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News 
 

 Chambers Asia 2013 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia 2013 で、当事務所は Capital Markets を含む 13 の分野で上位グループにランキングされ、

26名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護士に選ばれました。詳細はChambersのウェブサイトに掲載され

ております。 
 
 Chambers Global 2013 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2013 において、当事務所および当事務所の 22 名の弁護士が

Capital Markets を含む 11 の分野で高い評価を受けました。詳細は Chambers
のウェブサイトに掲載されております。 
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