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新株予約権による第三者割当型ファイナンスの仕組みと 

スキーム選定上の実務ポイント 

 

Ⅰ．新株予約権の第三者割当による資金調達の現状 

Ⅱ．新株予約権による第三者割当型ファイナンスの 

仕組み 

Ⅲ．新株予約権による第三者割当型ファイナンスの 

メリット・デメリット 

Ⅳ．新株予約権の商品・スキームの設計 

Ⅴ．新株予約権の発行手続と必要書類 

Ⅵ．おわりに 

 

 

Ⅰ．新株予約権の第三者割当による資金調達の現状 

 

新株予約権とは、行使期間内に一定の行使価額を支払って発行会社から株式を取得す

る権利（オプション）をいいます（会社法 2 条 21 号参照）。株式の市場価格が新株予

約権の行使価額を上回っている状況（イン・ザ・マネーの状態）においては、新株予約

権者は、市場価格より安い価額で発行会社の株式を取得することができます。新株予約

権は、これまでもインセンティブ報酬（ストック・オプション）や買収防衛策（著名な

例としてブルドックソース事件があります）等多様な目的で利用されてきましたが、上

場会社の資金調達手法としては、従前さほど多くはみられなかったと思われます。しか

しながら、近時、新株予約権の第三者割当による増資の件数及び調達額が急増しており

1、新株予約権の第三者割当を用いた資金調達は、希薄化や株価に与える影響を抑制し

つつ資金需要に応じて柔軟に実施できる資金調達手法として、また、流動性等の観点か

ら公募増資が困難とされる上場企業においても取り組みうる資金調達手法として、市場

の注目を集めています。本稿では、新株予約権の第三者割当について、新株予約権によ

る第三者割当型ファイナンスの仕組み、メリット・デメリット、商品設計や実務上の工

夫も含め、解説いたします。 

 

                               
1
 2018 年 8 月 18 日付け日本経済新聞。特に証券会社を割当先とする案件が中心ですが、ファンド等を

割当先とする案件も相当程度あると思われます。 
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Ⅱ．新株予約権による第三者割当型ファイナンスの仕組み 

 

上場企業の資金調達手法として実施される新株予約権の第三者割当（第三者割当型フ

ァイナンスと呼ばれることがあります）においては、新株予約権の割当先（証券会社や

ファンド）が一種の市場仲介機能を果たすことで、実質的に資本市場からの資本性の資

金調達を実現することが可能となります。例えば、①発行会社が割当先に新株予約権を

発行し、割当先は発行会社に払込金額（1 円）を払い込み、②割当先は、行使期間中、

市場株価の動向や流動性を見ながら、適宜のタイミング（市場株価 100 円）で新株予約

権を順次行使していき、行使の都度行使価額（90 円）を発行会社に払い込んで普通株

式を取得し、③割当先は、新株予約権の行使後速やかに2、取得した普通株式を市場内

外で投資家に対し市場価格（100 円）又はそれに準ずる金額で売却します。これにより、

発行会社は新株予約権の払込金額（1 円）と行使価額（90 円）の合計額（91 円）の資

金調達が可能となり、他方、割当先は株式の売却価額（100 円）から、発行会社に支払

った払込金額（1 円）と行使価額（90 円）の合計額（91 円）を控除した 9 円のキャピ

タルゲインを得ることになります（以上につき、下記図表をご参照ください。）。 

 

 

 

これにより、公募増資による資金調達が一般的には難しいとされるミドルキャップ以

下の銘柄についても公募に類似した資金調達が可能となるとともに、希薄化及び株価へ

の影響も一定程度抑制できることとなります。さらに、新株予約権の第三者割当型ファ

イナンスにおいては、発行会社の資金需要、資本政策、成長戦略、既存株主との関係等

に応じて、行使価額修正条項や行使停止・行使指示・行使コミットメントに係る条項を

                               
2
 新株予約権の行使請求（②）を行ってから、普通株式が交付され当該普通株式の売却（③）が可能と

なるまでには数営業日を要するところ、その間に株価が下落した場合には割当先が得られるキャピタル

ゲインは目減りすることになります。かかる株価下落リスクを排除するため、新株予約権の第三者割当

に伴い割当先が大株主から貸株を受けておき、割当先は新株予約権の行使に先立って普通株式（貸株）

の売却（いわゆるつなぎ売り）を行うことで売却益を確定し、同時に新株予約権を行使する（割当先は

普通株式の売却代金を新株予約権の行使価額の払込みに充当し、取得した株式を貸株の返還に充当する）

ことがあります。 
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付したり、発行条件の異なる複数の種類の新株予約権を同時に発行する等、柔軟な商品

設計も可能です。これらの点が評価され3、2018 年には調達金額が 200 億円を超える案

件を筆頭に 100 億円規模の案件もみられるようになる等、新株予約権の第三者割当型フ

ァイナンスは、公募増資に並ぶ重要な資本性資金調達手法として、上場企業による積極

的・戦略的な利用が目立つようになっています。 

 

Ⅲ．新株予約権による第三者割当型ファイナンスのメリット・デメリッ

ト 

 

1．メリット 

 

新株予約権を用いたファイナンス手法のメリットとしては、（i）新株予約権は、原

則として行使期間中（例えば 3 年間）を通じていつでも行使可能であり、また、株式

を一度に大量に売却することは株価下落につながるため割当先にとっても一般的に

合理的な行動とはいえないことから、新株予約権の行使及びそれにより取得した株式

の売却は一定程度分散して順次進んでいくことが期待されるため、株式の発行の場合

（払込期日において全株式が一度に発行され市場に流入することになる）と比べると、

希薄化による株価への影響の低減が図られ、既存株主の利益に配慮した資金調達手法

ということができる、（ii）新株予約権は権利（オプション）であるため、株式の市場

価格が新株予約権の行使価額を下回る場合（アウト・オブ・ザ・マネーの状態）では、

割当先は新株予約権の行使を強制されないことから、割当先としても株価下落による

ダウンサイド・リスクを負わない、（iii）新株予約権の払込金額は一般的に僅少であり、

また、割当先は新株予約権の行使直後に普通株式の売却をすることにより新株予約権

の行使に際して拠出した資金を速やかに回収することが可能であることから、割当先

が一度に確保すべき投資資金の額が少なくて済み（割当先は新株予約権を複数回に分

けて順次行使し、新株予約権の行使により取得した株式の売却により得た資金を次の

新株予約権の行使の際の払込みに充当することも可能です）、株式投資の場合と比べ

て投資効率の点で優れている等が挙げられます。 

また、第三者割当というスキームのメリットとしては、投資家としての投資判断の

ためのデュー・ディリジェンスや、証券会社が割当先となる場合には日本証券業協会

の「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく発行会社への確認や要請等は

行われますが、公募増資と異なり引受人（第一種金融商品取引業者）としての立場で

の証券会社による引受審査は行われない点が挙げられます。そのため、発行会社にお

                               
3
 行使価額（又は転換価額）修正条項付きの新株予約権（又は新株予約権付社債）については、過去に

割当先が大量の空売りを先行させ、空売りにより発行会社の株価が下落したところで、下方修正された

低い行使価額で新株予約権を行使し、取得した株式を貸株の返還に充当するという行為が行われたこと

もあり、望ましい資金調達手法ではないとのイメージが浸透していた時期もありましたが、現在は日本

証券業協会の「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」において会員による一定の空売りが規制され

ていることに加え、上記のような資金調達手法としてのメリットが積極的に評価されるに至ったこと等

から、市場においても広く受け入れられているものと思われます。 
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ける準備に要する時間的・物理的な負担も相応に軽減され、また、割当先としても自

己の投資判断で比較的柔軟に案件に取り組むことが可能となるように思われます。以

上のような性質から、新株予約権の第三者割当型ファイナンスは、これまで公募によ

る資金調達は難しいとされていた上場企業においても資金調達の選択肢となりうる

といえます。 

 

2．デメリット 

 

他方、新株予約権の第三者割当型ファイナンスのデメリットとしては、（i）新株予

約権の発行時においては新株予約権の払込金額（前述のように、新株予約権の行使価

額より相当に低い金額となることが一般的です）のみしか調達できず、割当先が新株

予約権を行使して初めて行使価額分の調達が実現する（そして、新株予約権の行使は

当初に纏めて全て行われるわけではなく、行使期間中にわたって行使の都度資金が払

い込まれます）ため、即時の資金調達・資本増強に資する手法とはいえない、（ii）新

株予約権の行使の有無、時期及び個数が専ら割当先の裁量に委ねられており、発行会

社の期待する時期において資金調達が実現することも最終的な調達金額も保証され

ておらず、株価変動その他の事由により資金調達が進まないおそれがあり、実際に調

達できる資金の予見可能性や調達の安定性が低い等が挙げられます。 

 

このように「新株予約権」による「第三者割当」を活用した資金調達という性質に

伴うメリットやデメリットがあるものの、下記のとおり、新株予約権の第三者割当の

場合には発行要項や割当契約の規定を工夫することにより、上記のデメリットを一定

程度補うとともに、発行会社の資金需要、資本政策、成長戦略、既存株主との関係等

に応じた柔軟な商品設計が可能です。 

 

Ⅳ．新株予約権の商品・スキームの設計 

 

新株予約権の第三者割当については、発行要項や割当契約に規定を設けることにより

柔軟な商品設計が可能であり、上記のデメリットについて一定程度補うことも可能です。

加えて、異なる条件の新株予約権を複数発行することにより、資金調達・資本増強の実

現タイミングや資金調達の基準となる株価水準を段階的なものとすることも可能です。

発行会社としては、その資金需要、資本政策、成長戦略、既存株主との関係等に見合っ

たスキームを適切に選定することが重要となります。 

 

1．行使の有無・時期・個数のコントロール 

 

上記のとおり新株予約権は権利（オプション）であり、割当先がその裁量により新

株予約権の行使の有無、時期及び個数を決定できるというのが本来の性質です。そし
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て、経済合理性の観点から、株式の市場価格が新株予約権の行使価額を上回っている

状況（イン・ザ・マネーの状態）にない限り、割当先は新株予約権を行使しないのが

原則です。しかしながら、発行会社及び割当先間の合意により、オプションという新

株予約権の本来の性質を修正し、新株予約権の行使の有無、時期や個数の決定に発行

会社が一定のコントロールを及ぼすことができるように設計することも可能であり、

実務上頻繁に行われています。 

 

（1） 行使価額修正条項 

例えば、新株予約権に行使価額の修正条項を付すことにより、割当先に対し、株

価の動向にかかわらず新株予約権を行使するインセンティブを付与することが考え

られます。 

すなわち、新株予約権の行使価額が、新株予約権の行使時の市場株価から一定の

ディスカウントを行った金額（例えば市場株価の 90％）に常に修正される行使価額

修正条項付新株予約権（いわゆる MS ワラント）とすることにより、市場株価（80

円）が当初行使価額（90 円）よりも低く推移するような場合でも、行使価額が行使

時の市場株価の 90％（72 円）に修正されるため、割当先は修正後の行使価額（72

円）で株式を取得し、当該株式を市場株価（80 円）で売却して利益を確保すること

ができます。これにより、市場株価が当初行使価額を下回る水準で推移する局面に

おいても新株予約権の行使が期待できます4。もっとも、行使価額が無制限に下方修

正されると資本効率が悪くなることから、下限行使価額（例えば当初行使価額の

60％）を定めることが一般的です。 

 

（2） 行使コミットメント・行使指示・行使停止・行使許可等に係る条項 

また、割当契約において、一定の条件の下、①割当先は一定期間の間に発行する

新株予約権の全部又は一部について行使義務を負う（行使コミットメント）、②発行

会社が新株予約権の行使を指示した場合には、割当先は当該指示に係る新株予約権

の行使義務を負う（行使指示）、③割当先は原則として任意に新株予約権を行使でき

るが、発行会社が指定をした期間は、割当先は新株予約権を行使できない（行使停

止）、④割当先は原則として任意に新株予約権を行使できず、発行会社により行使の

許可があった場合に限り、行使することができる（行使許可）等といった条項を規

定することで、発行会社の資金需要や資本政策に合わせて、新株予約権の行使につ

いて発行会社のコントロールを一定程度及ぼすことが考えられます5。また、株式の

                               
4
 行使価額の修正の水準を当初行使価額の 90％とした場合、発行会社に払い込まれる金額は市場株価よ

りも 10％低い金額ということになりますが、公募の場合でもディスカウントとスプレッド（引受証券会

社への手数料相当額）により実際に発行会社に払い込まれる金額は市場株価よりも低い金額となるため、

発行会社にとって大差というほどの差はないとの評価もありうると思われます。 
5
 割当先が行使義務を負う状況において、その時点で発行会社にインサイダー情報がある場合、新株予

約権の行使による株式の発行等はインサイダー取引規制の適用除外とされており（金商法 166 条 6 項 3

号）、インサイダー取引には該当しませんが、割当先による行使により取得した株式の市場売却はインサ

イダー取引に該当しうることになります。このため、行使指示等の場合においては、発行会社にインサ
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流動性や株価へ著しい悪影響を与えうる規模の新株予約権の行使についてのみ制限

することも考えられます6。 

 

（3） コールオプション条項・プットオプション条項 

発行会社の判断で新株予約権の全部又は一部を取得することができる取得条項

（コールオプション）を定めることにより、市場環境や資本政策の変化に応じて残

存する新株予約権をキャンセルし、他の資金調達手法への切り替えを可能とするこ

と等もできます。 

また、市場株価が下限行使価額を下回って推移し、新株予約権を全部行使せずに

行使期間が満了した場合には、新株予約権は消滅し、割当先は新株予約権の払込金

額を回収できないのが原則ですが、行使期間満了前の一定の期日において新株予約

権の払込金額相当の金銭を対価とする取得条項（あるいは割当先が要請した場合に

は発行会社が取得条項を発動する旨の合意（プットオプション）を定めることによ

り、株価が下限行使価額を下回った場合であっても、割当先が少なくとも新株予約

権の払込金額相当額を回収できるようにすることも可能です。 

 

2．発行条件の異なる複数トランシェの新株予約権の発行 

 

（1） 行使価額の異なる複数の新株予約権の同時発行 

近時、発行条件の異なる複数の新株予約権を同時に発行し、発行会社の企業価値

の向上と株価の上昇に応じて段階的に新株予約権が行使されることを狙うスキーム

も見受けられます。新株予約権の行使価額を、発行会社が将来的な目標とする株価

水準（ターゲットプライス等と呼ばれることがあります）に設定し、市場株価が当

該目標株価に到達した時点で、当該新株予約権の行使が進んでいくことを企図した

ものです。例えば、成長企業において今後の順調な事業拡大が見込まれ、将来の株

価の上昇の期待も高いような場合に（現在の株価は 100 円）、行使価額の異なる 2

種類の新株予約権（行使価額：120 円、200 円。行使価額の総額：12 億円、20 億円）

を発行する場合が考えられます。この場合、発行会社の事業拡大等により株価が 120

円まで上昇すると、その段階で行使価額 120 円の新株予約権の行使が開始し、発行

会社は 12 億円の資金調達を実現します。発行会社は、かかる調達資金を成長投資（設

備投資や M&A 等）に投じることで企業価値をさらに高め、その結果株価が上昇し

200 円を上回った場合には、行使価額 200 円の新株予約権の行使が開始し、更に 20

億円の資金調達を、より高い行使価額（200 円）で実現することができ、調達規模

の拡大と資本効率を高めることが可能となります。 

                                                                                          
イダー情報がないことが行使指示の要件とされることが多いと思われます。 
6
 なお、MSCB 等（いわゆる MS ワラントはこれに含まれます。）については、東京証券取引所の有価証

券上場規程により、1 暦月における行使数量が上場株券等の数の 10％を超える部分に係る新株予約権の

行使（制限超過行使）を行わないことを割当契約に定めることが義務付けられています（有価証券上場

規程 434 条、同施行規則 436 条 4 項）。 
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（2） 行使価額修正条項付新株予約権とターゲットプライス型の新株予約権の同時

発行 

複数発行される新株予約権のうち 1 回号について、行使価額固定型のものではな

く、行使価額修正条項付新株予約権とするという設計も考えられます。これにより、

1 回号目の行使価額修正条項付新株予約権については、（下限行使価額を下回らない

限り）株価水準にかかわらず当初より新株予約権の行使が進むことが期待できるた

め、当該 1 回号目の新株予約権の行使により順次払い込まれる資金を成長投資に充

当することにより企業価値及び株価が上昇し、その結果、行使価額が高い水準に固

定された 2 回号目の新株予約権についても行使可能となることが期待できます。こ

のように、発行会社としては、ファイナンスの実施目的について、将来の成長戦略

と資本政策を関連付けた、より合理性のある説明が可能となるように思われます。 

 

（3） 行使価額固定型新株予約権に対する行使価額修正選択権の付与 

行使価額を発行決議時の株価より高く設定した新株予約権は、株価が想定通りに

上昇せず行使価額を上回らなければ行使に至らないこともありえます。そこで、か

かる新株予約権について行使価額修正選択権（当初行使価額を発行決議時の株価よ

り高い金額に固定しつつ、発行会社が行使価額修正選択権を行使した場合には、そ

れ以後行使価額が修正される形となります）を付すことで、成長戦略が想定どおり

進捗せず株価が上昇しなかった場合でも、発行会社が行使価額修正選択権を行使す

ることにより、なお一定の資金調達は可能とすることを企図する事例もあります。 

 

（4） ターゲットプライス型の新株予約権発行時の開示上の留意点 

これらのスキームは、プレスリリースや有価証券届出書において、発行会社にお

ける将来の成長戦略と資本政策とを関連づけて合理的に説明することが重要となり

ます。もっとも、成長戦略を客観的根拠なく過度に強調したり、発行会社の市場株

価が開示時点の株価よりも相当程度高い行使価額まで上昇することが確実であるか

ような印象を与える表現となれば、投資家をミスリードするおそれがあり、相場操

縦又はそれに類する不適切な行為とみられるリスクもありうることから、開示書類

における記載内容については慎重に検討する必要があるといえます。 

 

Ⅴ．新株予約権の発行手続と必要書類 

 

1．概要 

 

上場会社による新株予約権の第三者割当の場合、取締役会による発行決議の日に、

有価証券届出書を提出しプレスリリースを行うことになります7。届出の効力発生後

                               
7
 財務局や証券取引所の事前相談を行う必要があります。かかる事前相談に際して、日程表等の書類も

必要となります。 
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に割当先への目論見書の作成・交付も必要となりますが、割当先が適格機関投資家等

一定の場合には、割当先から交付請求のない限り、交付は不要とされています（金商

法 15 条 2 項但書）。払込期日において、払込完了に係るプレスリリースを任意に行う

ことも多く見受けられます。 

また、契約書類としては、割当先との間で、新株予約権の割当契約を締結すること

になります。割当契約には、発行要項には規定されない上記Ⅳ．に記載の商品設計に

係る規定も定められることが一般的です。それに加えて、会社法上の募集事項等通知

書、新株予約権引受申込書、割当通知書を作成・交付する必要がありますが（会社法

242 条・243 条）、これに代えて総数引受契約8を締結することもでき、かかる方法に

よるのが比較的一般的と思われます（会社法 244 条 1 項）9。 

一般的なスケジュールの概要は次のとおりです。 

 

日 程 手続・必要書類 

X－14 日～X－10 日 財務局、証券取引所への事前相談 

X（ローンチ日） 発行決議、有価証券届出書提出・プレスリリース 

X＋15 日 届出の効力発生10、割当契約締結、目論見書交付 

X＋16 日（払込期日／

割当日） 

新株予約権の割当て 

総数引受契約締結11
 

払込完了のプレスリリース（任意） 

 

2．有利発行 

 

上場会社においては、原則として新株予約権の発行は取締役会で決議できますが、

有利発行に該当する場合には、株主総会決議が必要となります（会社法 240 条 1 項、

238 条 3 項）。株主総会決議が必要であるにもかかわらず、株主総会を経ずに新株予

約権を発行した場合には、発行手続に法令違反があることから、差止めの対象となる

ほか（会社法 247 条 1 号）、発行を決議した役員は損害賠償責任を負う可能性がある

ため、発行会社の役員としては、新株予約権の発行が有利発行に該当しないか慎重に

確認する必要があります。 

新株予約権の公正な払込金額（公正なオプション価額）と取締役会において決定さ

れた払込金額とを比較して、取締役会において決定された払込金額が公正なオプショ

                               
8
 なお、譲渡制限付新株予約権を発行する場合には、取締役会において総数引受契約の承認を受ける必

要があります（会社法 244 条 3 項）。 
9
 その他、前掲注 2 のとおり、割当先が発行会社の大株主から株式を借り受ける貸株契約を締結するこ

ともあります。 
10

 有価証券届出書が参照方式及び組込方式の場合には、効力発生日まで中 7 日で足りることとなります。

もっとも、会社法上、有価証券届出書の提出日から払込期日まで 2 週間を空ける必要があるとされてい

るため（会社法 240 条 4 項）、払込期日は通常方式の場合と基本的に大差ありません。 
11

 総数引受契約を締結するのではなく、申込通知・割当通知方式をとる場合には、払込み・割当ては通

知の翌日にする必要があるため、必要日数は 1 日多くなります。 
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ン価額を大きく下回るときは、原則として、募集新株予約権の有利発行に該当すると

解されています12。新株予約権には市場価格がないため、第三者算定機関より新株予

約権の価値評価に係る報告書を受領し、それを元に新株予約権の払込価額を決定する

ことで、有利発行ではないと整理して取締役会決議により発行するのが一般的です13。 

なお、開示書類において、有利発行該当性に関する監査役等の意見の記載が必要と

されているため、発行会社としては事前に監査役等から当該意見を取得する必要があ

ります。監査役の場合には、発行決議に係る取締役会の席上で意見を述べてもらえば

足りますが、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の場合、各委員の意見で

はなく監査委員会
．
や監査等委員会

．
の意見とされているため、取締役会決議に先行して、

各委員会において、有利発行該当性に係る意見について決議するのが適当と考えられ

ます。 

 

3．調達資金の使途の記載 

 

有価証券届出書及びプレスリリースにおいては、調達資金（新株予約権の行使によ

る調達資金も含まれる）の使途を具体的に開示しなければなりません。新株予約権に

よる資金調達については、発行する新株予約権が全て行使されるとは限らず、最終的

な調達金額が必ずしも保証されないことから、投資家に対しては、当初の想定通り資

金を調達できた場合の具体的な資金使途（例えば設備投資計画）に加え、当初の想定

通りの資金を調達できなかった場合における、当該投資計画に充当する資金の代替的

な資金手当て（手元資金により充当可能なのか、他の手法により資金調達を実施する

のか等）についても説明しておくのが望ましいといえます。 

エクイティ性の資金調達に際しては、調達資金を企業の成長のための資金に充当す

ることにより具体的にどのように企業価値を高めるかについての具体的かつ積極的

な説明（いわゆるエクイティ・ストーリー）が不可欠であるところ、新株予約権によ

る資金調達の場合には、最終的な調達金額が保証されていないという本来的性質に加

え、当該資金調達スキームの特徴に応じた説得的なエクイティ・ストーリーを策定・

開示する工夫が必要となると思われます。 

 

Ⅵ．おわりに 

 

新株予約権の第三者割当を用いたファイナンスは、上記のとおり、発行会社の資金需

要、資本政策、成長戦略、既存株主との関係等に応じて、柔軟に設計することが可能で

あり、近時急速に案件数が増加するとともに、公募に代わりうる重要なエクイティ・フ

                               
12

 サンテレホン事件（東京地決平成 18 年 6 月 30 日金融商事判例 1247 号 6 頁）。 
13

 なお、発行決議日の開示と同日に、業績予想の修正等株価に重要な影響を及ぼしうるコーポレートイ

ベントを公表するような場合には、適切な価格決定の観点から、これらのイベントによる株価変動が織

り込まれるのに必要な期間を発行決議日から空けた日を条件決定日と定め、その時点の終値も考慮して

最終的な払込金額等を決定する事例も近時増えています。 
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ァイナンスの選択肢となっています。他方で、スキーム設計の多様性の裏返しとして、

発行会社においては、発行要項や割当契約における各条項の意義や効果を正確に理解し

たうえで、当該発行会社のニーズに合った商品設計を適切に設計を行うことが重要とな

ります。本稿が、上場会社による資金調達手法の検討の一助となれば幸いです。また、

このような増資手法をご検討の際は、ご遠慮なく当職らまでご相談いただければ幸いで

す。 

 

 

 

セミナー・文献情報 

 セミナー  『FD ルールを踏まえた情報管理規程の改訂等の実務対応』 

開催日時  2019 年 2 月 14 日（木）10:00～12:30 

講師    根本 敏光 

主催    プロネクサス 

 

 論文    「シンガポール上場会社法制の最新動向－CG コードの改訂と議

決権種類株式上場の解禁等－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2183 

著者    小松 岳志、田井中 克之、畠山 佑介、花村 大祐 

 

 論文    「フェア・ディスクロージャー・ルールへの実務対応の動向－社

内規程等の整備と IR 実務対応－」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2185 

著者    根本 敏光、五島 隆文、森田 理早 

 

 論文    「新株予約権の第三者割当を用いた資金調達の実務ポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1533 

著者    根本 敏光、五島 隆文 

 

 

NEWS 

 Asia Law & Practice の  Asialaw Profiles 2019 The Definitive Guide to 

Asia-Pacific's Leading Domestic and Regional Law Firms (23rd edition) にて高

い評価を得ました 

Asialaw Profiles 2019 The Definitive Guide to Asia-Pacific's Leading Domestic 

and Regional Law Firms (23rd edition)  にて、当事務所は Recommended firms

として紹介され、Capital Markets を含む 9 の分野で特に高い評価を得ました。 
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 IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2019 にて高い評価を得ました 

IFLR1000 FINANCIAL AND CORPORATE 2019 にて、当事務所は日本における

Capital Markets を含む 7 つの分野で上位グループにランキングされ、15 名の

弁護士が日本を代表する弁護士として以下の通り高い評価を受けております。

当事務所のバンコクオフィス及びヤンゴンオフィスにおいても 5 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高い評価を受け

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、ランキングされてお

ります。 

 

分野（Japan） 

Tier 1 

・Capital markets: Debt 

・Capital markets: Equity 

・Capital markets: Structured finance and securitisation 

 

弁護士（Japan） 

Market leader 

佐藤 正謙 

 

Highly Regarded lawyer 

石黒 徹、河井 聡、桑原 聡子、棚橋 元、諏訪 昇、安部 健介、石綿 学、大石 

篤史、小澤 絵里子、小林 卓泰、松村 祐土、武川 丈士、鈴木 克昌、トニー・

グランディ 

 

 Who’s Who Legal: Japan 2018 にて高い評価を得ました 

Who's Who Legal: Japan 2018 において、Capital Markets 分野で石黒 徹、佐藤 

正謙及び鈴木 克昌が選ばれました。なお、鈴木 克昌は Most Highly Regarded

として特に高い評価を得ております。 

 

 Chambers Asia Pacific 2019 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia Pacific 2019 で、当事務所は日本における 15 の分野で上位グル

ープにランキングされ、Capital Markets 分野で、以下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。当事務所のバンコクオフィス及びヤンゴ

ンオフィスにおいても 5 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: INTERNATIONAL FIRMS — MYANMAR の分野でランクイン

http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/508.html
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/526.html
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/526.html
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/570.html
http://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/570.html
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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ランクインし

ております。 

 

・Capital Markets 

Leading Individual: 鈴木 克昌、尾本 太郎 

Senior States People: 石黒 徹 

Up and Coming: 根本 敏光 

 

・Capital Markets: J-REITs 

Leading Individual: 藤津 康彦、尾本 太郎 

 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

Leading Individual: 佐藤 正謙、江平 享 

 

（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 


