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Ⅰ. はじめに

平成 25年 6 月 19 日、第 183 回国会において可決された「金融商品取引法等の一部を

改正する法律」（以下「改正法」といいます。このうち、1年半以内施行部分にかかるも

のを「改正法（1 年半以内施行）」といいます。）が公布されました。改正法の内容は多

岐にわたっておりますが、その中には、昨年、計 13 回にわたり投資信託・投資法人法

制の見直しについて検討及び審議を行ってきた金融審議会「投資信託・投資法人法制の

見直しに関するワーキング・グループ」（以下「ワーキング・グループ」といいます。）

がとりまとめた最終報告を受けた改正も多く含まれております。改正法のうち投資信託

法制の見直しに関する改正部分については、Asset Management Bulletin 2013 年 5 月号

「投資信託法制の見直し『金融商品取引法等の一部を改正する法律案』について」をご

参照下さい。

本ニュースレターにおきましては、平成 26 年 7 月 2日に公布されました改正法（1年

半以内施行）等にかかる政令及び内閣府令並びに同年 6 月 27 日に公表されましたパブ

リックコメントの結果の内容にも触れながら、投資法人法制の見直しに関する改正につ

いて概観いたします。なお、改正制度の詳細すべてを記載しているわけではないことに

ご留意下さい。

なお上記政令及び内閣府令公布の同日に、改正法（1 年半以内施行）の施行期日を平

成 26年 12 月 1 日とする政令が公布されました。

森・濱田松本法律事務所

弁護士 尾本 太郎

TEL. 03 6312 8307

taro.omoto@mhmjapan.com

弁護士 江橋 翔

TEL. 03 6266 8953

sho.ebashi@mhmjapan.com

弁護士 尾登 亮介

TEL. 03 6266 8970

ryosuke.onobori@mhmjapan.com

弁護士 竹岡 裕介

TEL. 03 6266 8979

yusuke.takeoka@mhmjapan.com



CAPITAL MARKETS BULLETIN

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

Ⅱ. 資金調達手段の多様化による財務基盤の安定性の向上

1．新投資口予約権

改正法が施行された後の投資信託及び投資法人に関する法律（以下「改正投信法」と

いいます。）は、新投資口予約権の創設に係る規定を設けています。これにより、投資

主に対する新投資口予約権の無償割当てを活用した資金調達（いわゆるライツ・オファ

リング）が可能になりました。

 投資法人は、投資主に対する無償割当てを行う場合、役員会の決議を行います（改

正投信法第 88 条の 14第 3 項）。

 投資法人は、新投資口予約権の募集による発行は認めず、投資主に対する無償割

当てを行う場合に限り、新投資口予約権の発行をすることができます（改正投信

法第 88条の 4 第 1 項）。すなわち、ライツ・オファリングの目的以外に新投資口

予約権を用いることはできません。

 新投資口予約権には譲渡制限を付すことができない（改正投信法第 88条の 6 第 2

項）ため、割当てを受けた既存投資主は、金銭を払い込んで新投資口予約権を行

使することにより投資口を取得するか、新投資口予約権を譲渡するか、いずれか

を選択することができます。投資法人から見ると、割当てを受けた既存投資主又

は同人から譲渡を受けた者が新投資口予約権を行使して金銭を払い込めば、資金

調達を行うことができます。

 新投資口予約権行使可能期間が限定されています（当該新投資口予約権無償割当

てがその効力を生ずる日から 3 ヵ月以内）（改正投信法第 88 条の 4 第 2 項）。

 投資法人においては、現物出資（改正投信法第 71 条第 9項、第 82条第 1 項第 2

号）及び金銭以外の財産による投資口の払戻しや配当（改正投信法第 125 条、第

137 条）が認められていないことから、新投資口予約権行使時の払込み（改正投

信法第 88条の 2 第 2 号）や新投資口予約権の取得対価の交付（改正投信法第 88

条の 2第 4号ニ）についても同様に金銭に限定されています。

 改正投信法施行令では、会社法の規定を準用する場合に必要な読替えが多く規定

されています。

2．出資総額等からの控除による損失の処理

 改正投信法は、出資総額等の額が純資産額を超える場合において、出資総額等か

ら純資産額を控除して得た額を損失と定義し、投資法人が出資総額等から損失を

控除することを可能としました（改正投信法第 136 条第 2 項）。計算方法等の詳

細は、改正後の投資法人の計算に関する規則をご参照下さい（改正投資法人の計

算に関する規則第 20 条第 2 項、第 21 条第 2 項、第 39 条第 3 項、第 77 条）。こ
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の処理は金銭の分配に係る計算書に基づき行われることから、役員会の承認が必

要となります（改正投信法第 131 条第 2 項）。

 従来、保有する不動産の評価額の低迷等により損失を計上した投資法人が分配を

行う場合、実質的な分配原資は各期の利益であるにもかかわらず利益超過分配に

該当してしまうおそれがあると指摘されていました。上記の損失の処理により、

このような事態が解消されることが期待できます。ただし、かかる損失の処理を

行った場合でも、会計上の処理にすぎず、投資法人から直ちに資金が流出するも

のではありません。

3．自己投資口の取得

 従前、投信法において、投資法人が当該投資法人の投資口（以下「自己投資口」

といいます。）を取得することは、合併後消滅する投資法人から承継する場合等

の限られた場合を除いて禁止されていましたが、改正投信法はその例外を設け、

その資産を主として政令で定める特定資産に対する投資として運用することを

目的とする投資法人が、投資主との合意により自己投資口を有償で取得すること

ができる旨を規約で定めた場合は、自己投資口を取得することができます（改正

投信法第 80条第 1 項第 1 号）。投資口価格が低迷した金融危機時に、自己投資口

の取得が資本政策として有用であると指摘する声があったことに応えた改正と

評価できます。

 投信法施行規則の改正によって、「政令で定める特定資産」には、不動産等資産

（不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産のみを信託する信託の受益権

及び第 221条の 2第 1項に規定する法人（以下「海外不動産保有法人」という。）

の発行済株式（当該発行済株式（当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を

除く。）の総数に第 221 条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発

行済株式に限る。）をいう。）が含まれることになりました（改正投信法施行令第

69 条の 2、改正投信法施行規則第 128 条の 2、第 105 条第 1 号へ）。なお、投信法

施行令の改正1により「特定資産の範囲」を定める投信法施行令第 3 条第 11 号が

新設され、「再生可能エネルギー発電設備2」が含まれる見込みです。

 自己投資口を取得することができる旨を規約で定めるためには、投資主総会の特

別決議が必要です（改正投信法第 140 条、第 93 条の 2 第 2 項第 3 号）が、規約

改正後は役員会の決議により自己投資口を取得することができます（改正投信法

第 80 条の 2第 3項）。

 投資法人においては金銭以外の財産による投資口の払戻しや分配が認められて

いない（改正投信法第 125 条、第 137 条）ことを踏まえて、自己の投資口の取得

                              
1 「『投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令（案）』等の公表について」（平成

26 年 6 月 6 日金融庁発表）をご参照下さい。

2 「再生可能エネルギー発電設備」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法第 2 条第 3 項に規定する再生可能エネルギー発電設備（第 3 号に掲げるものに該当するものを

除く。）をいいます。
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対価についても金銭に限定されています（改正投信法第80条の2第1項第2号）。

 取得の方法は、全投資主に対する通知又は公告（改正投信法第 80条の 3）を行っ

た上での取得のほか、取引所金融商品市場における取引（市場取引）又は公開買

付け（改正投信法第 80 条の 5 第 1 項）による取得があります。役員会で決定す

べき事項は、市場取引又は公開買付けによる取得の場合は改正投信法第 80条の 5

第 2 項及び第 80 条の 2 第 1 項、通知又は公告を行った上での取得の場合は第 80

条の 2第 1項をご参照下さい。

 投資法人は、取得した投資口につき、相当の時期に処分又は消却をしなければな

りません（改正投信法第 80条第 2 項）。

Ⅲ. 投資家からより信頼されるための運営や取引の透明性の確保

改正投信法において、資産運用会社の利害関係人等（以下「利害関係人等」といいま

す。）との取引について登録投資法人の事前同意を得なければならない旨の規定が設け

投資法人の資金調達手段の多様化

 新投資口予約権

 役員会の決議により発行される

 投資主に対する無償割当てによる発行に限られる

 譲渡制限を付すことはできない

 行使可能期間が限定されている（当該新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる

日から 3 ヵ月以内）

 新投資口予約権行使時の払込み及び新投資口の取得対価の交付は金銭に限定されて

いる

 出資総額等からの控除による損失の処理

 役員会の決議による

 （出資総額等＞純資産額）の場合、出資総額等から損失を控除することができる

 （出資総額等－純資産額）を損失と定義

 自己投資口の取得

 投資主との合意により自己投資口を有償で取得することができる旨を規約で定める

必要がある

 取得は役員会の決議による

 自己の投資口の取得対価の交付についても金銭に限定されている

 役員会で決定すべき事項

 市場取引又は公開買付けによる取得の場合：改正投信法第 80 条の 5第 2項、第

80 条の 2 第 1 項

 通知又は公告を行った上での取得の場合：改正投信法第 80 条の 2 第 1項

 投資法人は、取得した投資口につき、相当の時期に処分又は消却をしなければならな

い
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られているところ、投信法施行規則改正によって同意を不要とする軽微基準が設けられ

ました。

また、監督役員の独立性を強化すべく、投信法施行規則の改正によって、監督役員の

欠格要件に該当する者に、スポンサー会社の利害関係者が追加されました。

1．利害関係人等との取引の制限

改正投信法は、当該登録投資法人とその資産運用会社の利害関係人等との間で有価証

券の取得、譲渡若しくは貸借又は不動産の取得、譲渡若しくは貸借が行われることとな

るときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、役員会の承認を受けて登録投資法人の同

意を得なければならない旨を定めました（改正投信法第 201 条の 2）。

ただし、登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める取引

は、この規制の対象から除かれるところ、改正投信法施行規則第 245 条の 2が軽微基準

を定めています。

事前同意が必要な取引類型及びその軽微基準を纏めると以下の通りとなります。

※なお、登録投資法人の営業期間が 6 月である場合には、改正投信法施行規則第 245 条

の 2 第 1 項第 3 号及び第 6 号の「各営業期間」を「各特定営業期間（連続する二営業期

間をいいます。）（一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限ります。）」、「最近

営業期間の営業収益」を「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えることにな

ります（改正投信法施行規則第 245 条の 2第 2 項）。

取引類型 軽微基準

有価証券の取得又は譲

渡（改正投信法第 193

条第 1項第 1 号）

当該有価証券の取得（譲渡）価額が、当該登録投資法人の最近営業期間

の末日における固定資産の帳簿価額の 100 分の 10 に相当する額未満で

あると見込まれる取引（改正投信法施行規則第245条の 2第 1項第1号、

第 2 号）

有価証券の貸借（改正

投信法第 193 条第 1 項

第 2 号）

当該有価証券の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営

業期間開始の日から 3 年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期

間において、いずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人

の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の

100 分の 10 に相当する額未満であると見込まれる取引（改正投信法施

行規則第 245 条の 2 第 1 項第 3 号）

不動産の取得又は譲渡

（改正投信法第 193 条

第 1 項第 3号）

当該不動産の取得（譲渡）価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の

末日における固定資産の帳簿価額の 100 分の 10 に相当する額未満であ

ると見込まれる取引（改正投信法施行規則第 245 条の 2第 1 項第 4号、

第 5 号）

不動産の貸借（改正投

信法第 193 条第 1項第

4 号）

当該不動産の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業

期間開始の日から 3 年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間

において、いずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の

営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の100

分の 10 に相当する額未満であると見込まれる取引（改正投信法施行規

則第 245 条の 2 第 1 項第 6 号）
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(1) 「資産運用会社の利害関係人等」

事前同意が必要な取引の相手方となる「資産運用会社の利害関係人等」は改正投信

法第 201 条第 1 項、改正投信法施行令第 123 条各号及び改正投信法施行規則第 244 条

の 3 に定義されており、資産運用会社の親法人等3、子法人等4、特定個人株主5及び主

要株主6をいいます。

親法人等には、親会社の子会社や関連会社も含まれるため、検討の際には注意が必

要となります。

(2) 事前同意の対象となる取引

事前同意が必要となる取引は、上記４類型となりますが、改正投信法第 201 条の 2

の事前同意の対象となる取引か否かの判断について、パブリックコメントの結果が以

下の通り公表されています。

(ア) マスター・リース契約

まず、金融庁によると、不動産についてマスター・リース契約を前提とする転貸

借契約がなされる場合、投資法人と利害関係人等との間で行われるマスター・リー

ス契約が事前同意の対象となる不動産の賃借とされます。他方で、利害関係人等が

エンドテナントとして入居する場合には、転貸に係る取引は事前同意の対象となら

ないとされています。

したがって、利害関係人等をマスター・レッシーとする不動産の貸借の場合には、

軽微基準に照らして事前同意が必要か、検討することが必要になるといえます。

(イ) 賃料の改定

また、投資法人と利害関係人等とが不動産の賃貸借契約を締結している場合にお

いて、当該賃貸借契約の定めに従って賃料を改定しようとする場合には、同意を要

しないとされています。他方で、賃貸借契約に定められていない賃貸条件に改定す

る場合や当該契約に定められていない時期に改定を行う場合には、軽微基準に照ら

して、同意の要否を判断する必要があるとされています。

したがって、既存の賃貸借契約の賃料改定がなされる場合には、その賃料の改定

が契約の定めに従ったものかどうかによって、同意の要否を検討する必要性が変わ

ってくることになります。

                              
3 金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第 31 条の 4 第 3 項に規定する「親法人等」をいいま

す。かかる親法人等は、①親会社等、②親会社等の子会社等、③親会社等の関連会社等、④特定個人株

主に係る一定の事業体をいいます。親会社等、子会社等及び関連会社等の定義については、金融商品取

引法施行令（以下「金商法施行令」といいます。）第 15 条の 16 第 3 項、第 4 項及び金融商品取引業等

に関する内閣府令（以下「金商業等府令」といいます。）第 33 条及び第 34 条に定められています。

4 金商法第 31 条の 4 第 4 項に規定する「子法人等」をいいます。かかる子法人等は、①子会社等、②関

連会社等をいいます。子会社等及び関連会社等の定義については、金商法施行令第 15 条の 16 第 3 項第

4 項及び金商業等府令第 33 条及び第 34 条に定められています。

5 金商法施行令第 15 条の 16 第 1 項第 4 号の定める「特定個人株主」をいいます。かかる特定個人株主

とは、総株主等の議決権の 100 分の 50 を超える議決権を保有する個人をいいます。

6 金商法第 29 条の 4 第 2 項が規定する「主要株主」をいいます。かかる主要株主の定義を要約すると、

総株主等の議決権の 100 分の 20 以上の数の議決権を保有している者をいいます。
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(3) 軽微基準

更に、軽微基準の考え方についても、パブリックコメントの結果が公表されていま

す。

(ア) 不動産の取得・譲渡

不動産の取得・譲渡について、投資法人と利害関係人等との間で複数の不動産の

取得又は譲渡が行われることとなる場合に、軽微基準該当性の判断を個別の不動産

について行うか、複数の不動産の取得又は譲渡価格を合算した価格によって判断す

るか、という点について次のような回答が示されています。

金融庁によれば、まず、同一の利害関係人等との間で、複数の不動産の取得又は

譲渡を行うこととなる場合には、当該複数の不動産の取得又は譲渡の取引に一体性

が認められると、取得価格又は譲渡価格を合算して判定する必要があるとされてい

ます。他方で、複数の利害関係人等との間で、不動産の取得又は譲渡を行うことと

なる場合には、複数の不動産の取得価格又は譲渡価格を合算して判定する必要はな

いものとされています。

したがって、同一利害関係人等との間で、複数の不動産の取得又は譲渡を行う場

合には、取引の一体性という観点から価額を合算して軽微基準を判断する必要があ

るのか、検討が必要になるといえ、合計すると大きな金額の取引を行う場合には、

注意が必要です。

(イ) 不動産の貸借

また、金融庁によれば、不動産の貸借については、賃貸借契約締結時に将来の賃

料決定方法があらかじめ決められている場合（増減率が決定されている場合、客観

的指標（物価指数）等に連動する計算方法が定められている場合、テナントの収入

に連動する歩合賃料等）、賃貸借契約締結時において見込まれる営業収益増加額が

軽微基準を満たす場合には、同意を要しないとされています。

したがって、将来賃料が変動する可能性がある場合にも賃料決定方法が予め定ま

っている場合には、契約締結時を基準として軽微基準を充足する限り、同意は不要

ということになります。

2．監督役員の独立性の強化

今回の投信法施行規則改正では、投資家の信頼を高めるための役員会の機能強化の観

点から、監督役員について、現行の資産運用会社の関係者ではないことに加え、資産運

用会社がスポンサー企業の子会社等の関連会社であることを鑑みて、スポンサー企業の

関係者でないことを要件とする内容が盛り込まれました。

具体的には、監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者に、監督役員の親族を役

員若しくは使用人（以下、「役員等」といいます。）としている金商業者、監督役員を親

会社やいわゆる兄弟会社の役員等としている又はしていたことのある金商業者などが

追加されます（詳細は、改正投信法施行規則第 244 条をご覧下さい。）。
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今後監督役員を選任する場合には、監督役員候補ないしその親族が要件に該当しない

か、慎重に検討する必要があります。なお、現任の監督役員については、4年間の経過

措置が設けられることから、その間に対応する必要があります（附則第 3条第 3 項）。

Ⅳ. その他

1．新投資口の発行差止請求

改正法では、投資家保護の観点から、投資主による新投資口発行の差止請求が設けら

れました（改正投信法第 84 条第 1項、会社法第 210 条）。改正法施行により、投資口の

発行が法令又は規約に違反する場合、投資口の発行が著しく不公正な方法により行われ

る場合において、投資主が不利益を受けるおそれのあるときは、投資主は、投資法人に

対し、新投資口の発行をやめることを請求できることが明文化されます。

2．投資主総会の開催時期、役員任期の柔軟化

また、従前、投資主総会を開催するためには、投資主総会の日の 2 か月前までに当該

日を公告しなければならないとされていたところ、一定の日及びその日以後、遅滞なく、

投資主総会を招集する旨を規約で定めた場合において、当該規約の定めに従って開催さ

れた直前の投資主総会の日から 25 か月を経過する前に開催される投資主総会について

は、公告の手続きを省略できることとなりました（改正投信法第 91 条第 1項但書）。公

告手続きの省略を活用することを検討している投資法人は、次回の投資主総会において

規約の変更が必要となります。なお、規約改正後の初めての投資主総会においては、こ

れまで通り 2 か月前までの公告が必要となることには注意する必要があります。

同時に、投資主総会の開催時期について規約で定めをおいた場合には、2年／4年を超

えることができないとされていた執行役員／監督役員の任期についても、一定の場合に

例外を設ける規定が新設されています（改正投信法第 99条第 2項、同第101条第 2項）。

3．海外不動産保有法人株式の過半数取得の解禁

加えて、改正法では、特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他のやむを得

ない理由により不動産の取得、譲渡、貸借又は管理の委託ができない場合において、専

らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行株式の過半数を取得することが可

能となります（改正投信法第 194 条第 2項、改正投信法施行令第 116条の 2）。当該改正

に伴い、投資法人が海外不動産保有法人の株式の過半を取得することは、当該法人が保

有する不動産を自ら保有するのと同視できるとの考え方にしたがって、短期投資法人債

の発行、投資口の申込みをしようとする者に対する通知事項、不動産の鑑定評価が義務

付けられる範囲、有価証券届出書等の開示書類の記載事項などにおいて関連する改正が
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行われています。

特定資産が所在する国の法令の規定又は慣行その他のやむを得ない理由により不動産

の取得、譲渡、貸借又は管理の委託ができない場合に該当する国として、具体的に、例

えば、アメリカ合衆国、インド、インドネシア、中華人民共和国、ベトナム及びマレー

シアが該当するものと考えられる、との見解が金融庁より示されています。今後これら

の国に所在する不動産の取得等を行おうとする投資法人は、規約を変更する必要があり

ます。
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出版社   ビジネス法務 Vol.14 No.7 2014 年 7月号

著者   峯岸 健太郎
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出版社   ビジネス法務 Vol.14 No.8 2014 年 8月号
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出版社   ジュリスト 1470号 2014 年 8 月号

著者   澤口 実、戸嶋 浩二
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NEWS

 Asian-MENA Counsel 誌の Deals of the Year 2013 を受賞しました

Pacific Business Press 発行の Asian-MENA Counsel 誌による "Deals of the Year 

2013" に当事務所の関与した 3 案件が選ばれました。

・Global offering of Japan Tobacco Inc shares by the Japanese government

・SoftBank’s acquisition of Sprint Nextel, Sprint Nextel’s acquisition of 

Clearwire

・IPO global offering of Suntory Beverage & Food Limited (Suntory)

また、下記の 2 案件は "Honourable Mentions" として掲載されました。

・Micron Technology’s acquisition of Elpida Memory (in connection with 

Elpida’s corporate reorganisation proceedings)

・Restructuring of Sanko

 日経ヴェリタスにて、戸嶋 浩二 弁護士の紹介記事が掲載されました

2014 年 6 月 8 日付、日経ヴェリタス『サイバーダインの上場支えた法律家』と題し

た記事において、戸嶋 浩二 弁護士の紹介文が掲載されました。

 ALB Japan Law Awards 2014 にて受賞しました

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB(Asian Legal Business)

による ALB Japan Law Awards 2014 において、当事務所は Japan Deal of the Year 

と Japan Law Firm of the Year を含む、10カテゴリーで受賞しました。

 トムソン・ロイターの 2014 年上半期の資本市場リーガルアドバイザリー・レビュ

ーにて 1 位を獲得しました

トムソン・ロイターによる 2014 年上半期の資本市場リーガルアドバイザリーレビ

ューが発表になり、当事務所は、日本における普通株式の発行体側のリーガルアド

バイザーのランキングにおいて、1 位を獲得しました。

 日経産業新聞にて、石井 裕介 弁護士のコメントが掲載されました

2014 年 7 月 25 日付、日経産業新聞 18 面『改正会社法で変わる企業統治・再編（下）

弁護士石井裕介氏―第三者割当増資に新規律。』と題した記事において、石井 裕介

弁護士のコメントが掲載されました。
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 新日本有限責任監査法人・IPO センサー 2014 夏号にて、当事務所が共催した、『研

究開発型ベンチャー企業の種類株を活用した IPOセミナー』の様子が掲載されまし

た

新日本有限責任監査法人・IPO センサー 2014 夏号の、『研究開発型ベンチャー企業

の種類株を活用したIPOセミナー』と題した記事において、当事務所の戸嶋 浩二 弁

護士が講師を務めたセミナーの様子が掲載されました。

（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


