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Ⅰ．フェア・ディスクロージャー・ルールガイドラインの制定 

 

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、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。 

FD ルールについては、平成 29 年 12 月 27 日に、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、併せて政府令に関連するパブリックコメントの結果が既に公表されておりまし

たが（詳細については、当事務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN 2017 年 4 月号

（Vol.32）及び 2018 年 1 月第 2 号（Vol.35）で解説しておりますので、ご参照くださ

い。）、さらに平成 30 年 2 月 6 日には、法令に関する現時点での一般的な解釈を示すも

のとして、「金融商品取引法第 27 条の 36 の規定に関する留意事項について（フェア・

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

が公表され、併せてガイドラインに関連するパブリックコメントの結果（以下「パブコ

メ回答」といいます。）も公表されました。 

FD ルールの導入に際しては、規制の対象となる範囲につき必ずしも明確な基準が設

けられていないこともあり、情報発信者である上場会社等における積極的な投資家との

対話への萎縮効果がかねてより懸念されていたところであり、ガイドラインが FD ルー

ルの解釈について一定の指針となることが強く期待されています。本稿では、ガイドラ

イン及びこれに係るパブコメ回答の内容につき、解説いたします。 
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Ⅱ．FD ルールの趣旨・意義（ガイドライン問 1） 
 

FD ルールとは、上場会社等の役員等が証券アナリスト等の取引関係者に対して重要

情報を伝達する場合、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

ならないとするルールです。 

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」を受けて、上場会社等による

投資者に対する公平な情報開示を確保するために導入されたものです。ガイドラインに

おいても、FD ルールには、発行者側の情報開示ルールが整備・明確化されることで、

発行者による早期の情報開示、ひいては投資者との対話が促進されるといった積極的意

義があると指摘されており、上場会社等においては、このような FD ルールの趣旨・意

義を踏まえ、積極的な情報開示が期待されることが示されています（ガイドライン問 1）。 

 

平成 29 年改正金商法が規定する FD ルール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 

⑥ 例外規定 （1）取引関係者が守秘義務等を負う場合、公表不要 

（2）意図的でない伝達の場合、伝達と同時の公表は不要 

  （速やかな公表が必要） 

 

Ⅲ．FD ルールの対象となる重要情報 
 

1．法令上の規定と解釈指針 

 

平成 29 年改正金商法は、FD ルールの対象となる情報（以下「重要情報」といいま

す。）を、「当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表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」と包括的に規定しており、

金商法及び政府令においては、上記以上に詳細な規定はありません。そのため、重要

情報の具体的な範囲については、解釈に委ねられています。ガイドラインにおいても、

FD ルールの実施に当たっては、「上場会社等と投資家との対話の中で、実務の積上げ

を図っていくことが望ましい」との金融庁の考え方が示されており（ガイドライン前

文）、何が重要情報に該当するかについて、上場会社等は個別具体的な判断を求めら
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れることとなります。 

もっとも、ガイドラインにおいては、FD ルールの下での情報管理の範囲について

の考え方や、重要情報に該当しない情報の一例が示されており、実務上「重要情報」

として取扱うべき情報か否かを判断するに当たって参考となる要素や考え方が示さ

れています。 

 

2．情報管理の範囲（ガイドライン問 2） 
 

ガイドラインは、FD ルールの対象となる情報は「未公表の確定的な情報であって、

公表されれば有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報」であるとしつ

つ、FD ルールを踏まえた情報管理の範囲として、上場会社等それぞれの事業規模や

情報管理の状況に応じて、以下のいずれかの方法により重要情報を管理することが考

えられるとしています（ガイドライン問 2）。 

 

現在の情報の管理基準 管理すべき情報の範囲 

① 既に諸外国のルールも念頭に、何が株

価に重要な影響を及ぼし得る情報か独

自の基準を設けて IR 活動を行ってい

るグローバル企業 

当該基準に沿って情報管理 

② 現在のインサイダー取引規制等に沿っ

て IR 実務を行っている企業 

・インサイダー取引規制の対象となる情報 

・それ以外の情報のうち、確定的な決算 

（年度又は四半期の決算）の数字であっ

て、株価に重要な影響を与える情報 

を管理 

③ ②の確定的な決算の情報のうち何が株

価に重要な影響を与えるのかの判断が

難しいとする企業 

・インサイダー取引規制対象となる情報 

・公表前の確定的な決算の数字全て 

を管理 

 

上記ガイドラインは、法令上 FD ルールの対象となる重要情報の範囲を限定し、上

記以外の情報について法令上の適用除外を認めるもの（いわゆるセーフ・ハーバー・

ルール）と解されるべきではありません。すなわち、法令上は、あくまで「当該上場

会社等の運営、業務又は財産に関する公表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」であれば FD ルールの対象となり、個別事案

ごとに実態に即して判断される1ことが前提とされつつ、ガイドラインにおいては、

FD ルールを踏まえた重要情報の管理方法としては、当面はインサイダー取引規制に

おける重要事実及び通期又は四半期に係る決算情報（インサイダー取引規制の重要事

                               
1 パブコメ回答 4 番・5 番参照。 
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実に係る軽微基準を満たさないものを含みます）について管理すれば足りるとの考え

方が示されています。上場会社等としては上記の情報を管理すれば、「 低限の情報

管理の範囲」として、「当面」は足りるとされており、上記以外の情報が「重要情報」

に該当するかどうかについては、後記 4．のような上場会社等と投資家との間の対話

によって実務が積み上げられていくべきと考えていると思われます2。 

なお、上記の「決算情報」については、決算に関する定量的な情報のみならず、増

収見込みである旨等の定性的な情報も含まれうることに留意が必要です3。他方、月

次の売上等の数値については、通期又は四半期に係る決算情報ではないため、一般的

にはそれ自体では「決算情報」に該当しないと考えられます4。 

 

3．重要情報の該当性が問題となる例（ガイドライン問 4） 
 

（1）中長期的な企業戦略・計画等に関する経営者との議論の中で交わされる情報 

今後の中長期的な企業戦略・計画等に関する経営者と投資家との建設的な議論の

中で交わされる情報は、一般的にはそれ自体では重要情報に該当しないとされてい

ます（ガイドライン問 4①前段）。このような情報が、一般的に重要情報に該当しな

いと考えられるのは、FD ルールは、投資家との対話の促進をその積極的意義に掲げ

ており（ガイドライン問 1）、また、一般的にはかかる情報は、有価証券の価額に重

要な影響を及ぼす蓋然性が低いといえるからであると考えられます。 

ただし、中期経営計画の内容として公表を予定している営業利益・純利益に関す

る具体的な計画内容などが、それ自体として投資判断に活用できるような、公表さ

れれば有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報である場合であって、

その計画内容を中期経営計画の公表直前に伝達する場合には、重要情報に該当する

可能性があるとされています（ガイドライン問 4①後段）。例えば、中期経営計画に

おいて、単年度の純利益について具体的な数値目標を策定している場合において、

当該数値目標を中期経営計画の公表前に取引関係者に伝達する場合は、当該数値目

標は重要情報に該当する可能性があると考えられます。 

 

（2）既に公表した情報の詳細な内訳や補足説明、公表済の業績予想の前提となった

経済の動向の見込み 

既に公表した情報の詳細な内訳や補足説明、公表済の業績予想の前提となった経

済の動向の見込みは、一般的にはそれ自体では重要情報に該当しないとされていま

す（ガイドライン問 4②前段）。このような補足説明等が、一般的に重要情報に該当

しないと考えられるのは、既に開示された情報の内訳や補足説明等であれば、公表

済みの情報とは別に、新たに投資判断に重要な影響を与える要素を通常含んでいな

                               
2 パブコメ回答 1 番・2 番参照。 
3 パブコメ回答 4 番。 
4 パブコメ回答 4 番。 



?? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

© 2018 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

 

いと考えられるからであると思われます。 

ただし、こうした補足説明等の中に、それ自体として公表されれば有価証券の価

額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報が含まれる場合には、かかる情報は重要

情報に該当する可能性があるとされています（ガイドライン問 4②後段）。このよう

な情報の具体例として、ガイドラインでは、企業の業績と契約済の為替予約レート

の関係に関する情報であって、その後の実際の為替レートの数値と比較することで

容易に今後の業績変化が予測できるような場合が挙げられています。例えば、売上

げ全体をカバーする為替予約がなされているような場合に、かかる為替予約レート

と為替感応度に係る情報の双方を伝達すれば、当該為替予約レートと現在の為替レ

ートを比較することにより、足許の業績（実績）が当初業績予想からどの程度乖離

するかを推知することができます。かかる情報が一般には公表されていない状況下

において5、特定の取引関係者にのみ伝達されるとすれば、当該情報は、それ自体と

して投資判断に重要な影響を与える要素を有しているといえるものと思われます。

なお、為替予約レートはあくまで例示であり、これが常に「その後の実際の数値と

比較することで容易に今後の業績変化が予測できる情報」に該当するわけではなく6、

また、これ以外が重要情報に該当しないことを示すものでもないと考えられます。 

 

（3）モザイク情報 

工場見学や事業別説明会で一般に提供されるような情報など、他の情報と組み合

わせることで投資判断に活用できるものの、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、それ自体では FD

ルールの対象となる情報に該当しないとされています（ガイドライン問 4③）。例え

ば、商品の販売実績の販売件数や平均単価については、その情報のどちらか一方の

みが公表されても有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性があるとはいえない

のであれば、モザイク情報に該当し、重要情報に該当しないと考えられます7。 

ただし、当該情報と過去に提供された情報とを一体として見た場合、当該上場会

社等の業績を容易に推知し得るような場合には、重要情報となり得ると考えられる

点は留意が必要です8。例えば、単一又は少数の商品のみを取扱う上場会社等におい

て、例年の決算説明会において、当該年度の売上と併せて上記商品の平均単価及び

販売件数を公表しているような場合に、今期の当該商品の平均単価と足許の販売件

数を伝達すれば、これらの情報を一体として見ることにより足許の売上実績を容易

に推知し得るように思われます。このような場合には、かかる情報は重要情報に該

当する可能性があり、かかる情報が一般には公表されていない状況下において、特

                               
5 為替予約レート等に関する情報が重要情報に該当するとしても、かかる情報が上場会社等のウェブサ

イト等で「公表」されていれば、かかる情報を決算説明会やアナリストミーティングの場で取引関係者

に伝達したとしても問題となりません。問題となるのは、あくまで公表されていない重要情報の伝達で

あって、決算説明会資料に記載してこれを自社のウェブサイトに掲載することは何ら妨げられません。 
6 パブコメ回答 15 番。 
7 パブコメ回答 17 番。 
8 パブコメ回答 17 番。 
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定の取引関係者にのみ伝達されるとすれば、FD ルールへの抵触が問題となります9。 

 

4．伝達した情報が重要情報に該当するのではないかとの指摘を受けた

場合の対応（ガイドライン問 3） 
 

上場会社等がその業務に関して情報を取引関係者に伝達した場合に、当該取引関係

者から、当該情報が重要情報に該当するのではないかとの指摘を受けた場合の対応と

して、金融庁は、以下の 3 つの対応策を示しています（ガイドライン問 3）。 

（i）当該情報が重要情報に該当するとの指摘に上場会社等が同意する場合は、当該

情報を速やかに公表する。 

（ii）両者の対話の結果、当該情報が重要情報に該当しないとの結論に至った場合

は、当該情報の公表を行わない。 

（iii）重要情報には該当するものの、公表が適切でないと考える場合は、当該情報

が公表できるようになるまでの間に限って、当該取引関係者に守秘義務及び当該上

場会社等の有価証券に係る売買等を行わない義務を負ってもらい、公表を行わない。 

上記は、いずれも上場会社等と取引関係者との対話を通じて情報公表の要否を判断

するものであり、ガイドラインにおいてかかる対応策が示されていることからも、金

融庁は、重要情報の該当性について、個別具体的な判断を求めており、まずは上場会

社等と投資家との間の対話により判断されることを重視していると思われます。 

また、上記（iii）については、投資家やアナリストとの面談等において、会社とし

ては公表が適切でないと考える重要情報を、役員等がたまたま話の流れで伝達してし

まった場合（ガイドライン問 8 参照）の実務対応として、当該取引関係者から公表ま

での間の守秘義務及び売買禁止に関するレター等をその場で取得するという対応が

有効であることを示唆するものと思われます。 

 

Ⅳ．FD ルールの対象となる情報受領者（取引関係者） 
 

1．法令上の規定 

 

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、以下の「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）。 

取引関係者 

① 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 

                               
9 なお、FD ルールの下でかかる情報の伝達が問題となるのは、業績が公表される前に当該業績を推知可

能な情報を伝達する場合であり、例えば決算説明会において公表した業績の補足説明として当期におけ

る平均単価や販売件数の増減に言及したとしても、当該情報は「既に公表した情報の詳細な内訳や補足

説明」に該当し、重要情報には該当しないこととなるものと思われます。 
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② 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 

 

上記①の類型には、金融商品取引業者や登録金融機関などの役員等も含まれますが、

役員等については、（i）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、（ii）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、（i）「重要情報の適切な管理のために必要な措

置」とは、金融商品取引業者等（投資法人を除く。）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）。 

また、上記②の類型については、上場会社等の株主は、上記②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」に含まれますが（重要情報公表府令 7 条 1 号）、株主が上場会社

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る場合に限ら

れています（金商法 27 条の 36 第 1 項 2 号）。 

 

2．重要情報の適切な管理のために必要な措置（ガイドライン問 5） 
 

上記①の類型の取引関係者から除外されるための要件である「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」としては、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役員・従業員に対する研修その他の措置をとる

ことが挙げられています（ガイドライン問 5）。 

たとえば、金融商品取引業者や登録金融機関が、日本証券業協会の「法人関係情報

管理規程（社内規程モデル）」を参照して社内規則等を規定している場合で、対象と

なる情報の範囲が重要情報を含んでおり、かつ登録金融機関業務以外の業務に従事す

る者にも適用されるなど、適切な社内規則等が既に整備され、適切な情報管理が行わ

れている場合には、基本的に新たな社内規程等の整備は不要とされています。なお、

FD ルールは、金商法令や日本証券業協会の規則に基づいて適切に法人関係情報の管

理態勢を整備している金融商品取引業者等に対して、新たに規制を課す趣旨ではない

ことも明確にされています10。また、厳格な情報隔壁（チャイニーズ・ウォール）の

                               
10 パブコメ回答 18 番。 
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整備などの具体的な利用制限措置については、多様な取引関係者のすべてにつき必須

とまではされていないと考えられます11。 

具体的には、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

はないことになると考えられます。 

 

3．親会社への情報伝達の取扱い（ガイドライン問 6） 
 
上述のとおり、上記②の類型の取引関係者については、「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って取引関係者に該当しますが、

上場会社等が他の会社の子会社である場合に、当該上場会社等の属する企業グループ

の経営管理のために、その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として、FD

ルールの対象とはならないとされています（ガイドライン問 6）。なお、上場会社等

の親会社以外の株主に対する情報伝達についても、投資家に対する広報（IR）とは関

連しない形で、上場会社等の属する企業グループの経営管理のために、自らの株主で

ある他の会社に重要情報を伝達するものであれば、FD ルールの対象外と解されてい

ます12。 

なお、上記②の類型における「広報に係る業務」としては、典型的には、決算説明

会や投資家との 1on1 ミーティング等に係る業務が想定されますが、株主総会等での

情報伝達についても、「広報に係る業務」としての情報伝達に含まれる可能性がある

とされており13、株主総会における株主に対する情報発信については、FD ルールの

対象となり得る点14に留意が必要です。 

 

 

 

 

 

                               
11 パブコメ回答 19 番参照。 
12 パブコメ回答 21 番。 
13 パブコメ回答 26 番。 
14 株主総会の開催時点（3 月決算の上場会社等においては、6 月下旬）においては、通期の決算情報は通

期決算短信により公表済みである一方で、第 1 四半期の決算情報はある程度見込みが見えてきているも

のの第 1 四半期決算短信の公表は未了の状況にあります。したがって、株主総会において、通期決算に

関する補足説明を行ったとしても、「既に公表した情報の詳細な内訳や補足説明」として重要情報には該

当しないのが原則であるのに対し（ガイドライン問 4）、いわゆる「足許の状況」（＝第 1 四半期決算の

着地見込み）については、「既に公表した情報」に該当しないので、確定的な決算情報の伝達として重要

情報に該当する可能性が高いことに留意が必要です。 
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Ⅴ．例外規定 
 

1．法令上の規定 
 

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には、当該重要情報を公

表する必要はないとされています（金商法 27条の 36第1項ただし書）（例外規定①）。 

また、上場会社等が重要情報を取引関係者に伝達するにあたり、「重要情報の伝達

と同時に当該情報を公表することが困難な場合」には、同時の公表は不要であり、当

該伝達があったことを知った後速やかな公表を行うことで足りるとされています（金

商法 27 条の 36 第 2 項）（例外規定②）。そして、上場会社等の役員等が、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」場合は、上記「重要情報の

伝達と同時に当該情報を公表することが困難な場合」に該当します（重要情報公表府

令 8 条 1 号）。 

 

2．証券会社の投資銀行部門等への重要情報の伝達（ガイドライン問 7） 
 

ガイドラインでは、以下の場合については、重要情報の公表が不要とされる例外規

定①の場合と同様に、市場の信頼が害されるおそれは少ないと考えられるとしており、

かかる場合には公表は不要と整理しているものと考えられます。 

 

（1）証券会社の投資銀行部門への情報伝達 

証券会社の投資銀行業務を行う部門においては、その業務を遂行する過程におい

て、上場会社等から重要情報の提供を受けることが想定されますが、投資銀行部門

に属する役員等は、金融商品取引業者の役員等に該当するので、FD ルールの対象と

なる取引関係者に含まれます（金商法 27 条の 36 第 1 項 1 号）。 

この点、ガイドラインにおいては、当該役員等は、金商法令において、法人関係

情報に基づいて有価証券の取引を行うことが禁じられていること（金商法 38 条 8

号、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。）117

条 1 項 16 号）、また、証券会社は、金商法令上、法人関係情報の管理について、不

公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じることが求められており

（金商法 40 条 2 号、金商業等府令 123 条 1 項 5 号）、これを踏まえた日本証券業協

会規則において、業務上、法人関係情報を取得する可能性が高い投資銀行業務を行

う部門は、他の部門から物理的に隔離すること等、法人関係情報について一定の場

合を除き伝達してはならない旨を社内規則等で定めることが求められていることか

ら、こうした管理体制が整備されている証券会社の投資銀行業務へ伝達された情報

については、当該情報が公表されないとしても、市場の信頼が害されるおそれは低
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いと考えられるとされています（ガイドライン問 7①）。 

 

（2）信用格付業者への情報伝達 

信用格付業者も、取引関係者に含まれていますが（金商法 27条の 36第 1項 1号）、

信用格付業者は、金商法令上、信用格付業者の業務に関して知り得た情報につき、

目的外利用がされないことを確保するための措置及び秘密漏洩防止を図るための措

置をとることが求められていること（金商法 66 条の 33 第 1 項、金商業等府令 306

条 1 項 12 号）を踏まえれば、このような措置を講じている信用格付業者に債券等の

格付を依頼する際の重要情報の伝達については、上場会社等により当該重要情報の

公表が行われなかったとしても、市場の信頼が害されるおそれが少ないと考えられ

るとされています（ガイドライン問 7②）。 

 

3．重要情報の伝達と同時に公表することが困難な場合（ガイドライン

問 8） 
 
上記例外規定②の「意図せず重要情報を伝達した場合」に該当する場合としては、

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挙げられています（ガイドライン問 8）。 

 

Ⅵ．終わりに 
 
ガイドラインは、平成 29 年改正金商法の施行日である平成 30 年 4 月 1 日より適用

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 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。平成 30 年 4 月 1 日に迫る FD ル

ールの施行に向けて、上場会社等の担当者の皆様におかれましては、FD ルールを踏ま

えたディスクロージャー・ポリシーの策定、情報管理規程等の社内規程の見直し、IR・

情報開示に関する社内研修の実施など具体的な対応につき、奔走されているところかと

存じますが、金商法令だけでなく、ガイドラインについてもその趣旨及び内容について

の理解を深め、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

するための内部規定等の整備を行うことが強く求められていることにご留意いただけ

ればと思います。本稿がそれを検討するにあたっての一助となれば幸いです。 
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セミナー・文献情報 

 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 

 

 セミナー  『ライツ・オファリングの新展開 ～「行使価額ノンディスカウン

ト型」や「一部コミットメント型」など新手法の登場～』 

開催日時  2018 年 4 月 24 日（火）13:30～16:30 

講師    根本 敏光 

主催    金融財務研究会 

 

 セミナー  『戦略的観点から選択されるコーポレート・ファイナンスをめぐ

る 新実務』 

開催日時  2018 年 7 月 3 日（火）14:00～17:00 

講師    根本 敏光 

主催    プロネクサス 

 

 セミナー  『大量保有報告制度の法的知識と実務上の留意点』 

開催日時  2018 年 7 月 18 日（水）9:30～12:30 

講師    根本 敏光 

主催    プロネクサス 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールのスタート～政府令とパ

ブリックコメント結果を踏まえての考察と実務対応～」 

掲載誌   ディスクロージャー&IR 2018.2 Vol.4 

著者    峯岸 健太郎 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールの全体像」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1504 

著者    根本 敏光、五島 隆文（共著） 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルール導入に向けた実務対応」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1504 

著者    根本 敏光、五島 隆文（共著） 
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 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドラインの解釈と実

務」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1508 

著者    根本 敏光、森田 理早（共著） 

 

NEWS 
 Chambers Global 2018 にて高い評価を得ました 

Chambers Global 2018 で、当事務所は日本における 6 つの分野で上位グルー

プにランキングされ、Capital Markets 分野において石黒 徹、鈴木 克昌及び尾

本 太郎が日本を代表する弁護士に選ばれました。当事務所のバンコクオフィス

において 3 つ、ヤンゴンオフィスにおいても 2 つの分野で上位グループにラン

キングされ、各オフィスに所属する弁護士がそれぞれの分野にて高い評価を得

ております。 

 

なお、ヤンゴンオフィスは日本の法律事務所として唯一、GENERAL 

BUSINESS LAW: MYANMAR 及 び GENERAL BUSINESS LAW: 

INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の分野でランクインし、ヤンゴンオフ

ィスの代表である武川 丈士が日本人として唯一 GENERAL BUSINESS LAW: 

INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR にランクインしております。 

 

 シンガポールオフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィスは、この度、2018 年 3 月 5 日

より下記に移転いたしましたのでご案内申し上げます。 

 

【移転先】 

1 Raffles Quay, #23-03 One Raffles Quay North Tower, Singapore 048583 

TEL：+65-6593-9750 / FAX：+65-6593-9751 

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAX に変更はございません。 

 

【業務開始日】 

2018 年 3 月 5 日（月） 

 

 パートナー及びオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 12 名の弁護士がパートナーに就任いたしました。 

 

【パートナー】  

加賀美 有人、大室 幸子、金丸 祐子、末廣 裕亮、園田 観希央、竹内 哲、東 陽

介、本間 隆浩、村上 祐亮、山内 洋嗣、李 政潤、河島 勇太 
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また、同日付で 7 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任いたしました。 

 

【オブ・カウンセル】 

佐藤 貴哉、田井中 克之、田中 浩之、藤田 知也、市村 拓斗、石田 幹人、金

丸 由美 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいた

します。 

（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 

www.mhmjapan.com

