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Ⅰ．はじめに 

 

近年、国内のスタートアップ企業の株式発行による資金調達額は増加傾向にあり、

2019 年の調達総額は 4,976 億円に達した1。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け

た 2020 年上半期においてもその傾向に大きな変化はなく、今後の国内のスタートアッ

プ企業による資金調達環境についてはポジティブな見方もされているところである2。

IPO を控えたレイターステージにおいても、ビジネスをさらに拡大させることを目的と

した大規模な資金調達に対するニーズは一層高まりつつあるものの、日本においては、

スタートアップ企業による資本アクセスに関する制度的な整備が未だ不十分であるこ

とが課題であると指摘されてきた。このような問題意識を踏まえ、2020 年 9 月 16 日、

自主規制機関である日本証券業協会（「日証協」）が、店頭有価証券に関する規則（「店頭

有価証券規則」）の改正を含む非上場株式の一層の活用のための関連規則の改正案を公

表3する等、証券会社によるプレ IPO ファイナンス・スタートアップ企業へのリスクマ

ネー供給への関与について動きが見られている。 

もっとも、このようなプレ IPO ファイナンスを行うに当たっては、その後の IPO 時

に課される規制を見据えた対応が必要となる等、発行会社のみならず投資家側でも留意

すべき点がある。本ニュースレターでは、プレ IPO ファイナンスを取り巻く近時の状況

や留意点を紹介した上で、プレ IPO ファイナンス・スタートアップ企業へのリスクマネ

 
1 https://initial.inc/articles/startup-finance-2020h1 
2 https://initial.inc/articles/startup-finance-2020h1 
3 https://www.jsda.or.jp/about/public/bosyu/files/200916_shushikosshitou_hijojo.pdf 
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ー供給への証券会社の関与についての動きの 1 つである、日証協による店頭有価証券規

則の改正の背景・内容を概説する。 

 

Ⅱ．プレ IPO でのエクイティファイナンスの現状と留意点 

 

1. IPO 予備軍企業をとりまく資本市場環境の現状 

 

（1） 発行会社の資金調達手法と投資家のイグジット手法 

非上場会社による資金調達方法には多様なものがあるが、特に IPO 直前のメガベ

ンチャーを含む非上場会社によるエクイティファイナンス手法としては、少人数私

募4による第三者割当増資の方法を採ることが一般的である5。 

また、上場前の投資家のイグジット手法としては、既存投資家が自ら又は発行会

社の紹介により、新たな投資家を呼び込み、既存投資家と新規投資家との間におい

て相対で売却（私売出し）をすることによることが一般的であると言える。 

 

（2） 非上場会社による公募増資の事例 

一方、現行の法規制においても、非上場会社が証券会社による勧誘なく不特定多

数の者から資金調達を行うことも可能である。沖縄野球球団は、NPB 入りを目指す

プロ野球球団琉球ブルーオーシャンズを運営する非上場の株式会社であるが、有価

証券届出書を提出の上、一口オーナー制度として種類株式の公募（自己募集）を行

っている（2019 年 12 月 2 日付有価証券届出書6、2020 年 2 月 10 日付有価証券届出

書7、2020 年 9 月 15 日付有価証券届出書8）。 

当該案件は基本的にオンラインで申込み手続きを完了させるとともに、リスクと

リターンの異なる 2 つの種類株式を同時募集することで個人を含む投資家の様々な

ニーズを取り組む工夫を行っているが、証券会社による勧誘等は行われていない。 

このように、非上場会社の資金調達やイグジットの場面において、証券会社の関

与は限定的にしか認められておらず（後述Ⅲ．参照）、非上場資本市場における証券

会社の仲介機能が発揮できる規制環境にないというのが現状である。 

 

 

 

 
4 少人数（50 人未満）の投資家に対してのみ勧誘を行う場合（いわゆる 49 名要件）が該当し、ここで

の勧誘は最終的に株式を取得した人数ではなく、「勧誘」を行った人数で判断される。 
5 金商法上の「募集」を行う場合には、原則として有価証券届出書の提出が必要となるところ、有価証

券届出書やその後に毎期の提出が必要となる有価証券報告書に掲載される財務諸表について監査法人等

による監査証明を受ける必要がある等、発行会社にとってコスト・オペレーション面での負担が大きい。 
6 ローンチ日：2019 年 12 月 2 日、申込期間・払込期間：2019 年 12 月 18 日～2020 年 1 月 17 日 
7 ローンチ日：2020 年 2 月 10 日、申込期間：2020 年 2 月 26 日～2020 年 3 月 26 日、払込期日：2020

年 3 月 27 日 
8 ローンチ日：2020 年 9 月 15 日、申込期間：2020 年 10 月 1 日～2020 年 11 月 30 日、払込期日：2020

年 12 月 1 日 

https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp?uji.verb=W00Z1010initialize&uji.bean=ek.bean.EKW00Z1010Bean&TID=W00Z1010&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1603091091192&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=%E6%B2%96%E7%B8%84%E9%87%8E%E7%90%83%E7%90%83%E5%9B%A3&oth=on&cal=1&era=R&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=S100HICU
https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp?uji.verb=W00Z1010initialize&uji.bean=ek.bean.EKW00Z1010Bean&TID=W00Z1010&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1603091091192&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=%E6%B2%96%E7%B8%84%E9%87%8E%E7%90%83%E7%90%83%E5%9B%A3&oth=on&cal=1&era=R&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=S100HYGK
https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp?uji.verb=W00Z1010initialize&uji.bean=ek.bean.EKW00Z1010Bean&TID=W00Z1010&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1603091091192&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=%E6%B2%96%E7%B8%84%E9%87%8E%E7%90%83%E7%90%83%E5%9B%A3&oth=on&cal=1&era=R&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=S100HYGK
https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp?uji.verb=W00Z1010initialize&uji.bean=ek.bean.EKW00Z1010Bean&TID=W00Z1010&PID=W1E63011&SESSIONKEY=1603091091192&lgKbn=2&pkbn=0&skbn=1&dskb=&askb=&dflg=0&iflg=0&preId=1&mul=%E6%B2%96%E7%B8%84%E9%87%8E%E7%90%83%E7%90%83%E5%9B%A3&oth=on&cal=1&era=R&yer=&mon=&pfs=4&row=100&idx=0&str=&kbn=1&flg=&syoruiKanriNo=S100JPJX
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2. IPO 直前のファイナンスに関する証券取引所規制 

 

IPO 直前におけるファイナンスについては、発行会社の内部者やそれに近い立場に

ある者が IPO の際に短期的に利益を得ること等を防止する趣旨で、証券取引所が主

に 2 つの規制を設けている。 

そのうちの 1 つが上場申請の際に提出する有価証券報告書である I の部及び上場時

の有価証券届出書における開示である。大要、上場申請直前 2 期前の期首から上場日

の前日までの期間、第三者割当増資により株式等が発行されている場合には、その内

容（割当先の名称、事業の内容及び発行会社との関係、取得株式の種類と数、その対

価を含む。）を株式公開情報において開示する必要がある9。 

もう 1 つはいわゆる制度ロックアップである。大要、上場申請直前期の末日の 1 年

前の日から上場日の前日までの期間、第三者割当増資により株式等を取得した者は上

場後の 6 ヶ月間はロックアップに服することになり、そのロックアップ期間中は、原

則として、当該株式等を売却することができない。 

 

Ⅲ．店頭有価証券規則の改正 

 

1. プレ IPO ファイナンスでの証券会社の役割とこれまでの課題 

 

現行の店頭有価証券に関する日証協規則においては、対適格機関投資家を除き、原

則として証券会社による非上場株式の勧誘は禁止されている。この点について、有価

証券の勧誘行為に関して、金商法における開示規制の適用範囲は、原則として、勧誘

が行われる場所が日本国内である場合又は勧誘の相手方が日本の居住者である場合

に限られるものと解されている10のに対し、業規制である日証協規則は、勧誘地に関

わらず、日証協の協会員である証券会社に適用されるものであることから、証券会社

が国内で勧誘を行う場合に限らず、その海外エンティティを通じて海外投資家を対象

に海外で勧誘を行う場合であっても、証券会社側において勧誘に当たらないことを明

確にする必要がある。 

このような規制の下、プレ IPO ファイナンスの現状の実務においては、証券会社の

関与の仕方としては、発行会社と投資家とのマッチングや発行会社に対する投資家の

紹介等、付随業務としてできることのみに限定され、私募の取扱い、資料作成や交渉・

議論への参加・契約の取りまとめ等について、発行会社としては十分なサポートが受

けられないのが現状である。 

上記のように、現行の制度の下では、非上場株式については発行会社及び投資家は、

いずれも証券会社のノウハウやリソースを頼ることができず、双方の負担が大きいと

いった問題があった。具体的には、IPO 直前のレイターステージでさらなる成長を目

 
9 なお、I の部及び有価証券届出書は、上場承認日（ローンチ日）において、それぞれ TDnet 及び EDINET

において公衆縦覧に供される。 
10 2009 年 12 月 18 日付金融庁・パブコメ回答 10 ページ-11 ページ 37 番 
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指す企業にとっては、ファイナンスでの必要調達額も大きくなり、海外機関投資家を

含む幅広い層の投資家にアクセスできることが望ましいにも関わらず、海外投資家と

のパイプラインを有する証券会社の積極的な関与が望めないという問題や、同時に、

海外投資家にとっては、証券会社に対し、発行会社の紹介にとどまらず、取引の最後

まで関与してほしいといった声や、書類や発行会社との条件交渉の取りまとめ等を行

ってほしいという声があるにも関わらず、これらの支援が期待できないという問題が

あった11。また、国内の証券会社からも、現行の制度の下では行うことが難しい証券

会社のサービスを拡張することで、わが国における非上場株式投資や企業の成長促進

の環境醸成に貢献したいとの要望があった12。 

 

2. 改正による証券会社が勧誘することができる投資家の範囲拡大 

 

このような環境の変化を受け、「非上場株式の取引等に関するワーキンググループ」

での検討を経て、店頭有価証券に関する規則が改正され、証券会社が非上場株式の投

資勧誘を行うことのできる投資家の範囲が拡大することとなった。 

従前は適格機関投資家に限定されていた対象投資家について、下記図13の特定投資

家のうち、自ら企業価値評価等が可能な者に関しては、証券会社が投資勧誘を行うこ

とができることとされた。これにより、証券会社は従前のマッチングや紹介に加え、

投資家に対し私募の取扱い等も可能となり、資料作成や交渉・議論への参加・契約の

取りまとめ等のより能動的なサポートが可能となった。この改正により、証券会社に

よる調達フローの効率化、発行会社の本業の成長への集中が可能となる。また、非上

場株式投資や企業の成長を促進する環境の醸成に寄与することが期待される。 

 

 

 

 
11 日証協「『店頭有価証券規則』及び『株主コミュニティ規則』の一部改正について－非上場株式の一層

の活用－」5 ページ参照 
12 日証協「『店頭有価証券規則』及び『株主コミュニティ規則』の一部改正について－非上場株式の一層

の活用－」9 ページ参照 
13 日証協「『店頭有価証券規則』及び『株主コミュニティ規則』の一部改正について－非上場株式の一層

の活用－」7 ページより抜粋 
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3. 新ルールが適用される要件 

 

改正後の店頭有価証券規則においては、上記のとおり対象投資家は機関投資家から

特定投資家のうち自ら企業価値評価等が可能な者へと範囲が拡大している。但し、対

象投資家の範囲には、企業価値評価等が可能であるかの見極めが難しいことを踏まえ、

個人投資家は含まれないこととされたため、個人富裕層のいわゆるエンジェル投資家

に対しては引き続き証券会社が勧誘を行うことはできない。また、対象となる取引は、

金商法上の開示規制の対象外である少人数私募、少人数売出し、売買とされるため、

勧誘者の数と勧誘の期間には制約が課されることとなる。 

対象投資家の範囲につき、自ら企業価値評価等が可能であることが要件とされてい

るため、勧誘対象の投資家として適当であるかを画する目的で、投資家から自らの責

任において企業価値評価等を行った上で取引を行う旨等を記載した表明・確約書を書

面で徴求することが要件とされる。 

また、規制緩和と投資者保護のバランスの観点から、証券会社から顧客に対し、企

業・事業の概要、財務情報、私募の取扱いを行う場合は将来の見通しに関する事項等

一定の情報提供も行うべきこととされている。但し、顧客が情報提供を不要とした場

合には、これらの情報を行うことは必要ではない。 

さらに、今後の非上場株式の取引制度の見直しの議論に資するため、利用実態の把

握の観点から、事後報告も求められる。報告内容等については今後 Q&A 等での明確

化がなされることとされている。 

 

Ⅳ．IPO を見据えた投資家とのコミュニケーション 

 

プレ IPO ファイナンスは、相当程度具体的に IPO を見越している状況で行われるこ

とから、IPO に関する事前勧誘規制が問題となる。すなわち、IPO 直前のファイナンス

における勧誘行為が、IPO 時に行う募集又は売出しの届出前勧誘であるとみなされるこ

とがないよう、主に以下の点につき注意を要する。 

まず、IPO 直前のファイナンスの勧誘行為が IPO 時の有価証券届出書の提出日の 1 ヶ

月以上前に行われる場合には、事前勧誘に関する有価証券届出書の提出日の 1 ヶ月以上

前に行われる情報発信に係る免除規定の利用が検討可能である14。 

この免除規定の適用に当たっては、（予定されている IPO の）「募集又は売出し」に言

及できないという制約があるが、金融庁によれば、単に上場準備を行うことの情報発信

については、有価証券の募集又は売出しに関する事項に該当しないと解されている15た

め、IPO 直前のファイナンスに際して将来の IPO のスケジュール、スキーム、想定売出

価格・時価総額等を投資家に伝達しないのであれば、当該免除規定の利用も考えられる。

この免除規定に依拠することができない場合、その後の IPO のプロセスも含め、IPO 直

 
14 開示ガイドライン B2-12③ 
15 2014 年 8 月 27 日金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」7 ページ 22 番参
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前のファイナンスでの勧誘が IPO の「勧誘」でないことを確保するための実務上の一定

の工夫が必要となるように思われる。 

IPO 直前のファイナンスでの勧誘に際しての発言や使用する資料について、IPO 時に

使用する開示書類における記載と矛盾が生じたり、開示書類には記載されない情報が含

まれている場合には、IPO に係る開示書類の記載内容に不実記載があるものとして発行

会社や引受証券会社が法的責任を負うリスクが高まる点にも注意が必要である。また、

IPO では公表されない情報のリークにより IPO におけるマーケティングに支障を生じ

るリスクが生じることや、事業計画等 IPO では開示されないが上場後にインサイダー

取引規制上の重要事実やフェアディスクロージャー・ルールの重要情報に該当する情報

の取扱いをどうするか等も検討する必要がある。 

従って、IPO 直前のファイナンスで使用する資料の記載内容の（客観性を含む）正確

性やその利用制限には十分な留意を要するため、弁護士のレビューを受けることが必要

と言える。 

 

Ⅴ．今後の見通し 

 

本改正は、2020 年 10 月 15 日までパブコメ手続きに付され、現時点ではパブコメ回

答が待たれている状況であり、2020 年 12 月 1 日に施行予定である。 

本改正は、非上場株式へのアクセス（特に CVC や海外の政府系ファンド等）が促進

されスタートアップ企業へのリスクマネーの供給促進に資することが見込まれる。 

他方、上場前のエクイティファイナンスには、上記Ⅳ．で述べた事前勧誘規制等業規

制以外の法的論点もあり、弁護士のレビューを受けながら案件を遂行することが引き続

き必要となると考えられる。 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『改正金商法におけるセキュリティトークン及び STO 規制の全

体像』 

開催日時  2020 年 12 月 7 日（月）9:30～11:30 

講師    増田 雅史 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

文献情報 

➢ 本     『暗号資産の法律』（2020 年 7 月刊） 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    増島 雅和、堀 天子（共編著） 

  江平 享、小島 冬樹、増田 雅史、石橋 誠之、岡野 智、 

  寺井 勝哉、（共著） 
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➢ 論文    「LIBOR 参照社債におけるフォールバック条項の導入に関する法

的論点」 

掲載誌   NBL No.1174 

著者    佐藤 正謙、青山 大樹、森 勇貴 

 

➢ 論文    「＜TOPIC2 LIBOR 停止と金融機関業務＞2 全銀協「相対貸出

のフォールバック条項の参考例（サンプル）」の解説」 

掲載誌   銀行法務 21 No.857・858 

著者    佐藤 正謙、青山 大樹、森 勇貴 

 

➢ 論文    「全銀協「相対貸出のフォールバック条項の参考例（サンプル）」

の解説」 

掲載誌   NBL No.1173 

著者    佐藤 正謙、青山 大樹、森 勇貴 

 

➢ 論文    「LIBOR 参照社債におけるフォールバック条項の導入に関する法

的論点」 

掲載誌   金融法務事情 No.2139 

著者    佐藤 正謙、青山 大樹、森 勇貴 

 

➢ 論文    「全銀協「相対貸出のフォールバック条項の参考例（サンプル）」

の解説」 

掲載誌   金融法務事情 No.2139 

著者    佐藤 正謙、青山 大樹、森 勇貴 

 

➢ 論文    「Global Legal Insights - Initial Public Offerings 2020 - Japan 

Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Initial Public Offerings 2020 

著者    根本 敏光、宮田 俊、田村 哲也（共著） 

 

NEWS 

➢ IFLR1000’ s thirtieth edition にて高い評価を得ました 

当事務所と当事務所の 31 名の弁護士が高い評価を受けており、Capital markets

分野からは下記の弁護士が高い評価を受けております。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各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。 
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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 

箱田 英子、諏訪 昇、安部 健介、小澤 絵里子、小林 卓泰、鈴木 克昌、尾本 

太郎、青山 大樹、江平 享、根本 敏光、トニー・グランディ 

 

Notable Practitioner 

藤津 康彦 

 

Rising Star 

田井中 克之 

 

➢ asialaw Profiles による"asialaw Leading Lawyers 2021"にて高い評価を得まし

た 

asialaw Profiles による"asialaw Leading Lawyers 2021"にて、当事務所の弁護

士 35 名が高い評価を得ました（日本オフィス 29 名、バンコクオフィス 6 名）。

Capital Markets 分野では、佐藤 正謙、鈴木 克昌、尾本 太郎、藤津 康彦、根

本 敏光が選ばれました。 

 

➢ asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて高い評価を得ました 

asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて、当事務所は"Recommended 

firms"として紹介され、Capital markets を含む 13 の分野で高い評価を得まし

た。また、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）及びヤンゴ

ンオフィスも"Recommended firms"として紹介され、各分野で高い評価を得て

おります。 

 

➢ Who's Who Legal: Japan 2020 の各分野別ランキングにて高い評価を得ました 

Law Business Research が発行する Who's Who Legal: Japan 2020 の各分野別

ランキングにて、当事務所の弁護士 21 名が National Leader として選ばれまし

た。Capital Markets 分野では、佐藤 正謙、鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光
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（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

が選ばれました。 

 

➢ Who’s Who Legal: Global 2020 の各分野別ランキングにて高い評価を得ました 

Law Business Research が年間を通して発行する Who's Who Legal 2020 のグ

ローバル版において、当事務所の 18 名の弁護士が Global Leader に選ばれまし

た。Capital Markets – Debt and Equity 分野では、鈴木 克昌、尾本 太郎、熊

谷 真和、根本 敏光、トニー・グランディが、Capital Markets – Structured 

Finance 分野では、佐藤 正謙が選ばれました。 

 

➢ Asia Business Law Journal にて当事務所の弁護士が Japan's top 100 lawyers に

選ばれました 

Asia Business Law Journal 誌において同誌の独自調査により、当事務所の 9 名

の弁護士が Japan's top 100 lawyers に選ばれました。Capital Markets 分野で

は、鈴木 克昌が選ばれました。 

 


