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2022 年 7 月号（Vol.65） 

金融審議会「市場制度ワーキング・グループ中間整理」において 

示された論点と改正に向けた提言 

（1）成長・事業再生資金の円滑な供給について

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．成長・事業再生資金の円滑な供給 

Ⅲ．おわりに 

Ⅰ．はじめに 

金融庁が開催する金融審議会市場制度ワーキング・グループ（以下「市場制度 WG」

といいます。）は、2020 年 12 月に第一次報告書1を、2021 年 6 月に第二次報告書2をそ

れぞれ公表していましたが、その後も 2021 年 10 月以降、スタートアップ企業をはじ

めとした成長企業に対する円滑な資金供給等に向けて議論が行われてきました。 

これを踏まえて、今般、2022 年 6 月 22 日に、市場制度 WG から「金融審議会 市場

制度ワーキング・グループ 中間整理」（以下「本中間整理」といいます。）3が公表され、

これまでの議論の整理が行われました。 

本中間整理においては、成長企業への資金供給や市場インフラの機能向上を含む幅広

い論点に言及されており、わが国の資本市場の将来像を見通すにあたって、重要な示唆

が含まれています。 

具体的には、本中間整理は、市場制度 WG で議論された論点を以下の 4 つの項目に

分けて紹介しています。 

Ⅰ．成長・事業再生資金の円滑な供給 

Ⅱ．経済成長の成果の家計への還元促進 

Ⅲ．市場インフラの機能向上 

Ⅳ．社債市場の活性化 

本ニュースレターでは、非上場企業・上場企業への資金供給の観点から、上記のうち

1 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20201223.html 
2 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20210618.html 
3 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220622.html 

森・濱田松本法律事務所 

パートナー 石橋 誠之 

TEL. 03 6266 8905 
masayuki.ishibashi@mhm-global.com 

アソシエイト 平川 諒太郎
TEL. 03 5223 7712
ryotaro.hirakawa@mhm-global.com

アソシエイト 鈴木 彬史
TEL. 03 5293 4919
akifumi.suzuki@mhm-global.com

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20201223.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20210618.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220622.html
mailto:masayuki.ishibashi@mhm-global.com
mailto:ryotaro.hirakawa@mhm-global.com
mailto:akifumi.suzuki@mhm-global.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。 

© 2022 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

2 
 

「Ⅰ．成長・事業再生資金の円滑な供給」について取り上げますが、それ以外の部分に

ついても、今後、別回号のニュースレターにおいて取り上げていく予定です 

 

Ⅱ．成長・事業再生資金の円滑な供給 

 

1. 本中間整理で示された論点の概要 

 

本中間整理では、成長・事業再生資金の円滑な供給について、以下の論点が挙げら

れています。 

 

1．スタートアップ・非上場企業への成長・事業再生資金の円滑な供給 

（1）機関投資家による資金供給の拡大 

① アセットオーナー等による資金供給の拡大 

② 投資信託への非上場株式の組み入れ 

（2）非上場株式のセカンダリー取引の円滑化（私設取引システム（PTS）に

よる「特定投資家向け有価証券」の取扱い） 

（3）金融サービスの高度化に向けた個別課題 

① 地域企業の事業再生・事業承継の円滑化に向けた非上場株式の取引 

② デットファイナンスの拡充（事業全体に対する担保制度） 

③ 銀証ファイアーウォール規制 

2．企業の成長に資する上場等のあり方 

（1）新規公開（IPO）プロセスの見直し 

（2）企業特性に合わせた上場審査のあり方 

（3）上場手法等の多様化 

① ダイレクトリスティング 

② 合併・買収（M&A） 

③ SPAC（特別買収目的会社） 

 

これらの論点のうち、本中間整理において特に新たな方向性が示された論点（上記

のうち下線を付しているもの）について紹介いたします4。 

 

 
4 これまでの議論については、以下の当事務所のニュースレターでもご紹介しています。 

・「1．（3）②デットファイナンスの拡充」に関する事業成長担保権の議論について：
https://www.mhmjapan.com/content/files/00050770/20211227-021248.pdf 

・「1．（3）③銀証ファイアーウォール規制」について：
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065015/20220622-031703.pdf 

・「2．（1）新規公開（IPO）プロセスの見直し」について：
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064001/20220222-045114.pdf 

・「2．（3）③SPAC（特別買収目的会社）」について：
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064581/20220506-025013.pdf 
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063791/20220131-041906.pdf 
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047573/20210308-015456.pdf 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00050770/20211227-021248.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065015/20220622-031703.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064001/20220222-045114.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064581/20220506-025013.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00063791/20220131-041906.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00047573/20210308-015456.pdf
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2. 機関投資家による資金供給の拡大 

 

(1) アセットオーナー等による資金供給の拡大 

本中間整理では、年金基金や大学基金等の長期運用を行うアセットオーナーによ

るスタートアップ企業への資金供給について、わが国の規模は欧米と比べて限定的

であるとの指摘を行いつつ、以下のような改善策を提案しています。 

 

近年、運用資産規模の大きい国内のアセットオーナー等において、ポートフォ

リオの分散や長期のリスクプレミアム獲得等の観点から、VC への投資など、オル

タナティブ投資を拡大する動きがあるが、専門人材の不足や運用ノウハウが課題

として指摘されている。こうしたアセットオーナー等による国内 VC 等への投資

の拡大に向け、専門人材の育成や運用ノウハウに関するベストプラクティスの共

有などが有効と考えられる。  

また、国内 VC では、国内外の機関投資家からの資金調達拡大に向け、国際標

準である公正価値で投資先のバリュエーションを行うことが推進されており、こ

うした取組の進展が期待される。 

 

ここでは、①人材育成や運用に関するベストプラクティスの共有などの実務・運

用面での取組みと、②投資先のバリュエーションについて、国際標準に基づく公正

価値を算出する取組み5について言及されています。 

このうち、②については、市場制度 WG において「GPIF6を含む年金基金や国内

外の機関投資家からは、株価の上昇に基づく直近の時価を取り込む、公正価値評価

の採用が求められている」という指摘7もなされています。また、後述する投資信託

への非上場株式の組み入れの論点とも一部共通する議論になるものと思われます。 

 

(2) 投資信託への非上場株式の組み入れ 

本中間整理では、米国におけるミューチャルファンド等によるクロスオーバー投

資の増加に言及し、レイターステージから上場後のスタートアップの持続的成長に

資すると評価したうえで、以下のような提言を行っています。 

 

我が国では現行法令上、投資信託への非上場株式の組み入れは禁止されていな

 
5 市場制度 WG（第 15 回）においては、日本ベンチャーキャピタル協会による公正価値評価に向けた取

組み（経済産業省からの受託事業）が紹介されているほか、金融商品会計の見直しの必要性が指摘され

ています。ここでは、IPEV ガイドライン（https://www.privateequityvaluation.com/Valuation-Guidelines）

に言及しつつ、直近 180 日以内のファイナンス価格（もしなければ取得価格）を採用して VC のパフォー

マンスのベンチマークを算出する取組みが紹介されており（市場制度 WG（第 15 回）議事録

（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/gijiroku/20220217.html）赤浦オブザーバー発言）、

国際標準に則した非上場株式の公正価値評価に向けた取組みとして、注目すべきものと思われます。 
6 近時、GPIF による国内スタートアップに対する初の投資が行われる旨の報道もなされています。 
7 市場制度 WG（第 18 回）議事録（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/gijiroku/2022

0520.html）赤浦オブザーバー発言。 

https://www.privateequityvaluation.com/Valuation-Guidelines
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/gijiroku/20220217.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/gijiroku/20220520.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/gijiroku/20220520.html
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いが、投資信託の健全な運用を確保する観点から必要な枠組みを整備する必要が

ある。具体的には、投資信託協会において、非流動性資産である非上場株式の組

入れ比率のあり方や、基準価額の算定における非上場株式の評価のあり方（評価

を更新すべき場合や頻度を含む評価方法のあり方、評価体制の整備・検証等）に

ついて、適切な枠組みを整備するべきである。 

 

ここでは、①非上場株式の組入れ比率や②非上場株式の評価のあり方に関する、

投資信託協会（以下「投信協」といいます。）の制度整備が慫慂されています。 

①非上場株式の組入れ比率について、市場制度 WG では、各投資信託において最

も流動性が低い資産の組入比率の上限を設定することが投信協規則で求められてい

る8ものの、組入上限について一定の数値基準は設けられていないといった現状が指

摘されています9。 

また、②非上場株式の評価のあり方については、市場制度 WG では、投信協規則

において基準価格の算定に際して組入資産の評価は原則時価で行うことが求められ

ており10、非上場株式は「気配相場」で基本的に評価することとされているという現

状を紹介しつつ、『現状、「気配相場」で評価可能な非上場株式は存在せず、投資信託

に非上場株式を組み入れることが事実上困難である』との問題点を指摘していま

す 11。 

こうした現状の問題点について、本中間整理では制度整備の具体的な内容は提示

されていませんが、それぞれ、①非流動資産の比率を 15%以内に収めることを求め

る SEC 規則や、②非上場株式について公正価値評価で評価することとする 1940 年

投資会社法といった米国の制度との比較が行われており、今後、こうした米国の制

度を参考とした検討が行われてゆくものと推察されます。 

 

3. 非上場株式のセカンダリー取引の円滑化 

 

本中間整理では、非上場株式のセカンダリー取引を円滑化することにより、プライ

マリー取引も促進されるとともに、スタートアップに対する既存株主からの早期上場

圧力が緩和され、上場前にさらなる成長を追求することができるとの指摘を紹介して

います。 

これは、ファンド等非上場株式を保有できる期間に限りのある既存投資家や、所有

する株式について早期に現金化することを望む経営株主等に対して、（発行会社は非

上場のまま）エグジットの機会を提供することにより、こうした既存株主の意向にか

かわらず非上場を維持することが可能になると期待するものです。 

 
8 投資信託の運用に関する規則 2 条の 4 第 1 項（1）ロ①。 
9 市場制度 WG（第 15 回）資料（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/2022021

7/01.pdf）14 ページ。 
10 投資信託財産の評価及び計理等に関する規則 14 条 1 項。 
11 前掲注 9・市場制度 WG（第 15 回）資料 14 ページ。 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20220217/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/siryou/20220217/01.pdf
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そして、本中間整理では、そのための制度整備の一つとして、私設取引システム

（“Private Trading System”。以下「PTS」といいます。）における「特定投資家向け有

価証券」の取扱いを可能とする制度改正が提言されています。 

これは、日本証券業協会において特定証券情報の内容を定める自主規制の制度整

備 12により、プロ向け市場以外における「特定投資家向け有価証券」の取扱いが解禁

されたことにより、これを PTS においても行うことができるようにするための制度

整備を提言するものです13。ここで言及された日本証券業協会の改正自主規制規則は、

まさに 2022 年 7 月 1 日に施行されたところであり14、かかる制度の実務への浸透が

期待されるところですが、今後、かかる制度について、PTS の活用を含めたさらなる

展開が期待されます。 

なお、PTS については、「特定投資家向け有価証券」の取扱い以外にも制度整備の

提言がなされています。これについては、「Ⅲ．市場インフラの機能向上」と併せて次

回以降のニュースレターで詳述する予定です。 

 

4. 金融サービスの高度化に向けた個別課題―地域企業の事業再生・

事業承継の円滑化に向けた非上場株式の取引 

 

本中間整理では、「地域企業の事業再生・事業承継等のニーズが高まる中、地域の

金融機関等が積極的に対応し、地域企業の生産性の向上や地域経済の活性化につなげ

ていくことが期待される」として、成長企業への資金供給のみならず、地域企業の事

業再生・事業承継の円滑化の観点からも、非上場株式の取引の活性化が重要である旨

を述べています。 

この点に関して、日本証券業協会の自主規制規則により、証券会社等による非上場

株式の投資勧誘は原則として禁止されているところ、2019 年 7 月 16 日に行われた日

本証券業協会規則の改正により、経営権の移転等を目的とした一定の取引については、

証券会社等による投資勧誘が例外的に認められることとなりました15。 

もっとも、本中間整理では、この例外については「非上場株式の買付者が発行会社

の総株主の議決権の過半数を取得するとともに、買付者又は当該買付者が指名する者

 
12 日本証券業協会『「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」等の制定（案）等

について』（https://www.jsda.or.jp/about/public/bosyu/files/220216_hijojo_sankou.pdf）。かかる改正案に

ついては、当事務所の過去のニュースレターにおいて紹介しているため、併せてご参照ください（https:

//www.mhmjapan.com/content/files/00064035/20220307-050846.pdf）。 
13 なお、本中間整理は、この制度整備の検討について「日本証券業協会と PTS の連携により、一般投資

家が取引に参加することのないよう参加証券会社を管理する枠組みなどを構築した上で」行うべきこと

としています。ここでは、PTS において取引を行う投資家が特定投資家であることを確認する役割を負

うのは、PTS に参加する各証券会社であるとする方針が看取されます。 
14 かかる規則改正案については、2022 年 4 月 1 日にパブリックコメントの結果が公表されています（h

ttps://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/files/20220401_hijojo_kekka.pdf）。 

また、金融庁においては、これらの規則において定める情報を特定証券情報等として指定する告示（案）

について、2022 年 5 月 13 日からパブリックコメントの募集を開始し（https://www.fsa.go.jp/news/r3/s

houken/20220513/20220513.html）、2022 年 6 月 30 日にその結果を公表しています（https://www.fsa.g

o.jp/news/r3/shouken/20220630-2/20220630-2.html）。 

なお、当該告示についても、上記の規則と同じく、2022 年 7 月 1 日から適用が開始されています。 
15 店頭有価証券に関する規則 3 条の 2。 

https://www.jsda.or.jp/about/public/bosyu/files/220216_hijojo_sankou.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064035/20220307-050846.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00064035/20220307-050846.pdf
https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/files/20220401_hijojo_kekka.pdf
https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/files/20220401_hijojo_kekka.pdf
https://www.jsda.or.jp/about/public/kekka/files/20220401_hijojo_kekka.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220513/20220513.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220513/20220513.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220630-2/20220630-2.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220630-2/20220630-2.html
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が発行会社の代表者に就任することが要件とされており、これまで取引実績はない。」

とされています。 

そこで、本中間整理は、（投資家保護には配意しつつ）勧誘可能な非上場株式の取

引の範囲を拡大するよう自主規制を見直すべき旨を提言しています。 

この自主規制の見直しに関する具体的な方向性は、本中間整理では必ずしも明確に

示されているものではありません。もっとも、市場制度 WG においては、事業再生の

文脈でも、「プロ向け市場」以外での特定投資家私募が利用できるようにする制度整

備への言及がある16ところ、こうした制度整備に加えて、何らかの制度改正が行われ

ることになるのか、今後の動向が注視されます。 

 

5. 企業の成長に資する上場等のあり方―上場手法等の多様化（M&A） 

 

本中間整理は「我が国では、欧米と比べて上場企業との M&A によるエグジットが

少ない」と分析したうえで、その原因の一つとして、日本証券業協会の自主規制を挙

げています。 

この自主規制は、上場会社が M&A を目的として公募増資を行う場合、原則 1 年以

内に M&A を実行することや、実行されない場合の代替使途を公表することを求める

ものです17。 

スタートアップ企業が上場企業との M&A によってエグジットするためには、投資

家としての上場企業において、潤沢な M&A 資金が確保されていることが大前提とな

ります。現行規制の下では、公募増資によって調達した M&A 資金は 1 年以内に具体

的な投資先への投資に充当する必要があり、事実上、ある程度投資先企業の目星がつ

いた状態でなければ資金調達しづらい実情がありました。 

こうした規制については、日本証券業協会において、原則 1 年以内とされている資

金の充当期限等を見直す方向で検討が行われているところ18、充当期限が緩和される

方向で制度改正が行われた場合、M&A 資金を公募増資によって調達し、そのうえで

投資先企業を探索することが可能ないし容易になると期待されることから19、その進

展が注視されます20。 

 

 

 
16 前掲注 9・市場制度 WG（第 15 回）資料 21 ページ。 
17 有価証券の引受け等に関する規則 20 条。 
18 日本証券業協会・引受けに関するワーキング・グループ（https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei

/gijigaiyou/equitywg01.html）の第 83 回から第 85 回会合において議論が行われましたが、第 84 回会合

及び第 85 回会合における議論の詳細は公表されていません。 
19 但し、抽象的な予定としての M&A が資金使途であると説明する場合、これを投資家に訴求するため

の対応は別途必要となると思われます。この点に関して、本中間整理は、投資家へ適切な情報が提供さ

れるとともに、公表内容への投資家の信頼が裏切られることのないよう配意すべきという点を指摘して

います。 
20 なお、調達資金の使途については、有価証券届出書や上場規則に基づくプレスリリースにおいても記

載が求められていますが、上記の政策目的を達成するためには、これらの開示書類に対する財務局や取

引所の審査に際しても、本中間整理の示した問題意識を踏まえた対応が行われることが必要と思われま

す。 

https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/equitywg01.html
https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/equitywg01.html
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Ⅲ．おわりに 

 

以上ご紹介いたしましたとおり、本中間整理は、成長・事業再生資金の円滑な供給と

いう観点から様々な重要な論点について、法令改正や実務対応の変更が必要な点を含め

た制度整備の方針を示しています。 

本中間整理で示された問題意識が制度改正に結実した場合、成長・事業再生資金をと

りまく実務に相応の影響を与えることが予想されることから、当事務所においては、今

後の議論を注視し、実務上の影響を踏まえ、引き続き情報提供を行ってまいります。 

 

 

 

セミナー 

➢ セミナー  『第 4931 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「IPO に向けた準

備の全体像とポイント～IPO 前のファイナンスやアンダープラ

イシング問題、SPAC 等の近時トピックも～」』 

開催日時  2022 年 7 月 22 日（金）9:30～11:30 

講師       石橋 誠之 

主催       株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 7 回 CLO セミナー CLO／法務担当者に求められる「サステ

ナビリティ」開示の視点』 

開催日時  2022 年 7 月 28 日（木）18:30～19:30 

講師       宮田 俊 

主催       一般社団法人日本 CLO 協会 

 

➢ 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 ～基礎概念から

変更報告書の提出の要否の判断基準、報告書作成要領、取引類型・

保有形態別の留意点まで徹底解説～』 

視聴期間  2022 年 8 月 1 日（月）10:00～2022 年 9 月 1 日（木）17:00 

講師       根本 敏光 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『第 4945 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「セキュリティ・

トークン・オファリング（STO）の法律実務～不動産 STO・社債

STO の最新動向を中心に～」』 

開催日時  2022 年 8 月 5 日（金）13:30～16:30 

講師       石橋 誠之 

主催       株式会社 FN コミュニケーションズ 
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➢ セミナー  『有価証券報告書における「サステナビリティ」開示 ―金融審議

会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を踏まえて

－』 

視聴期間  2022 年 8 月 15 日（月）10:00～2022 年 9 月 15 日（木）17:00 

講師       宮田 俊 

主催       株式会社プロネクサス 

 

NEWS 

➢ IFLR1000’s 32nd edition にて高い評価を得ました 

IFLR1000’s 32nd edition において、当事務所および当事務所のバンコクオフィ

ス（Chandler MHM Limited）が以下の分野で高い評価を得ました。 

 

分野 

JAPAN 

Tier 1 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

・Capital markets : Structured finance and securitisation 

 

THAILAND 

Tier 3 

・Capital markets : Debt 

・Capital markets : Equity 

 

（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 


