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2022 年 12 月号（Vol.67） 

IPO に関する上場制度の見直しの方向性 

～東証「IPO に関する上場制度等の見直しについて」 

及び市場制度 WG 第二次中間整理の公表～ 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．上場制度見直しの背景 

Ⅲ．今般公表された見直しの方向性 

Ⅳ．おわりに 

Ⅰ．はじめに 

株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、2022 年 12 月 16 日付で

「IPO に関する上場制度等の見直しについて」（以下「東証上場制度等見直し案」とい

います。）を公表し、パブリックコメント手続きを開始しました。 

また、2022 年 12 月 21 日に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。）から公表された「市場制度ワーキング・グループ第二次中間整

理」（以下「市場制度 WG 第二次中間整理」といいます。）においても、IPO プロセスの

あり方やダイレクトリスティングに関する論点に言及されています。 

本ニュースレターでは、東証上場制度等見直し案及び市場制度 WG 第二次中間整理

で示された IPO に関する上場制度の見直しの方向性について、その概要をご紹介いた

します。 

Ⅱ．上場制度見直しの背景 

IPO に関する上場制度の見直しについては、2021 年 6 月に閣議決定された「成長戦

略実行計画」で IPO 時の公開価格設定プロセスに関する言及がなされてから、様々な観

点から検討が進められているものです。 

2022 年 2 月 28 日には日本証券業協会から『「公開価格の設定プロセスのあり方等に

関するワーキング・グループ」報告書』（以下「公開価格 WG 報告書」といいます。）が

公表され1、2022 年 6 月 7 日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及

び実行計画・フォローアップ」（以下「実行計画フォローアップ」といいます。）におい

1 概要については当事務所ニュースレター「IPO の公開価格決定プロセスに関する公取委及び日証協の

動向」もご参照ください。公開価格 WG 報告書の提言事項については、その一部は「有価証券の引受け

等に関する規則」及び「親引けガイドライン」の一部改正として 2022 年 7 月 1 日付で施行されており、

その他の提言事項については公開価格の設定プロセスの見直しに係る「有価証券の引受け等に関する規

則」等の一部改正に関するパブリックコメントが同年 12 月 20 日に開始されています（2023 年 1 月 18

日まで）。 
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ても言及される等、その見直しが検討されてきました。今般公表された東証上場制度等

見直し案及び市場制度 WG 第二次中間整理も、これらを踏まえたものです。 

 

公開価格 WG 報告書においては、取引所規則等に関連する論点として、以下の 4 つ

の検討課題が挙げられ、これらの論点について、日本証券業協会が取引所と連携を図る

こととされました。 

公開価格 WG 報告書（2022 年 2 月 28 日） 

(1) 初値形成時の成行注文の禁止 

(2) 入札方式・ダイレクトリスティングの改善 

(3) 上場推薦審査のあり方 

(4) 大型上場、赤字上場の取組み促進 

 

また、実行計画フォローアップにおいては、以下のように言及されました。 

実行計画フォローアップ（2022 年 6 月 7 日） 

⚫ 東証においてスタートアップのダイレクトリスティング利用の円滑化策について

検討する。 

⚫ 従来の目線では評価が困難なビジネスモデルを有する企業について上場審査を円

滑に行う観点や上場維持基準の純資産要件が上場企業の適切なリスクテイクを阻

害しないものにする観点から、東証において上場ルールについて必要な検討を行

う。 

 

Ⅲ．今般公表された見直しの方向性 

 

1. 新規上場プロセスの円滑化 

 

東証上場制度等見直し案では、新規上場プロセスの円滑化の観点から以下の（1）

から（4）の具体的な改正の方向性が示されています。 

 

（1）新規上場申請書類 

新規上場申請書類については、財務情報及びその監査に関して、以下の見直しを

行うこととされています。 

監査報告書 ・Ⅰの部に添付する監査報告書につき、上場承認時までに提出

すれば足りるものとする。 

組織再編時の 

財務情報 

・最近 2 事業年度又は当事業年度に組織再編行為等を行った場

合に、その対象事業について下表の財務情報の提出を求め

る 2。 

 
2 スタンダード市場又はプライム市場への新規上場の場合のみ。 
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・組織再編行為等の主体となる会社又は事業（組織再編行為等

の対象会社／事業の中で最も規模が大きい会社又は事業）を

形式基準に係る審査対象とする等、所要の見直しを行う。 

対象会社／事業の規模3 必要となる財務情報 

新規上場申請者より大きい4 財務情報（監査必要） 

新規上場申請者の約 50％以上5 財務情報の概要（監査不

要） 

新規上場申請者の約 50％未満 ― 

 

監査報告書は、これまで上場申請時と上場承認時の計 2 回の提出が求められてい

たところ、この見直し案は、これを上場承認時までに 1 回提出すればよいこととす

ることで、監査法人の事務負担を軽減することを目的としています。 

組織再編時の財務情報に関しては、上場準備の過程で成長に向けた組織再編行為

等を機動的に活用することが可能となるよう、財務情報の提出やその監査手続き等

を効率化することを目的としています。 

 

（2）形式要件 

形式要件のうち、事業継続年数や時価総額に関して、以下の見直しを行うことと

されています。 

事業継続年数 ・株式会社として継続的に事業活動をしている期間を審査

対象とし、取締役会を設置してからの経過年数は問わな

いものとする6。 

時価総額及び 

流通株式時価総額7 

・公募又は売出しを行う場合においては、有価証券届出書に

記載される想定価格に代えて、価格決定日に決定された

公募又は売出しの価格に基づき算定された金額を審査対

象とする。 

 

事業継続年数に関する見直し案は、上場準備の過程で組織再編行為等を行う場合

を想定して、事業活動の実績に焦点を当てて確認を行う方針を示したものです。 

 
3 組織再編行為等を行う直前における総資産額・純資産の額・売上高・利益の額を比較して決定するこ

ととされています。 
4 組織再編行為等により新規上場申請者が新設される場合、対象会社／事業において最も規模が大きい

ことをいいます。 
5 組織再編行為等により新規上場申請者が新設される場合、対象となる会社又は事業において最も規模

が大きい会社又は事業に対する規模が概ね 50％以上であることをいいます。 
6 コーポレート・ガバナンスの有効性については、上場審査において実質的な確認を行うこととされて

います。 
7 なお、現行の形式要件においては、グロース市場においては流通株式時価総額が 5 億円以上であるこ

と、スタンダート市場においては流通株式時価総額が 10 億円以上であることが求められる一方、時価

総額については基準が設けられていません。これに対して、プライム市場においては流通株式時価総額

が 100 億円であることに加え、時価総額が 250 億円以上であることが求められています。 
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ここでいう「継続的に事業活動をしている」とは、新規上場申請者の「上場申請日

における主要な事業に関する活動」を継続的に行っていることをいうものとされて

います8が、組織再編行為等の実行により新たに主要な事業となった事業の事業継続

年数について、組織再編行為等以前に存在していた会社又は事業のうち、いずれの

事業継続年数を基準に判断することになるのかは必ずしも明らかではありません。

こうした点は規則上必ずしも明らかでない点の一例にすぎませんが、制度の運用に

あたっては今般の見直しの趣旨に照らした柔軟かつ実態に即した審査が期待されま

す。 

また、時価総額及び流通株式時価総額に関しては、いわゆる想定発行価格を基準

にする算定方法から、プライシング後の価格を基準とする算定方法への変更が提言

されています。この見直し案は「ブック・ビルディングに基づく投資家の評価をよ

り反映した価格に基づき確認を行う」ことを目的とするものとされているところ、

「上場承認を行った後、公募又は売出しの価格に基づき算定した金額が基準に適合

しないことが確認された場合には、新規上場を行わない」とされています。 

上場申請や上場承認の時点では、プライシング後の価格を正確に予測することは

必ずしも容易ではないため、オファリングの安定的な遂行の観点からは、IPO 時に

株式を新規発行することによって時価総額に係る形式要件を充足することを予定し

ている場合、相応に保守的な見立てに基づく発行株式数を決定することが必要とな

る状況が生じ得ると考えられます。 

 

（3）上場審査 

上場審査に関して、以下の見直しを行うこととされています。 

・新規上場申請者は、定時株主総会の到来（決算の確定）に関わらず、新規上場

申請日から 1 年の間は、改めて新規上場申請を行わず上場審査を継続できるも

のとする。 

この見直し案は、上場申請事業年度に係る決算確定日（一般的には定時株主総会

日）を超えて上場日を設定することとなった場合には、再び上場申請を行う必要が

あったところ、この再申請を不要とすることで、「上場スケジュールの柔軟な設定に

関するニーズが高まる中で、新規上場申請手続に関する事務負担の軽減を図る」も

のとされています。 

 

（4）初値形成 

初値形成に関して、以下の見直しを行うこととされています。 

・上場日における成行売呼値及び成行買呼値を禁止。 

・新規上場日に売買が成立しなかった場合は、初値決定日まで成行呼値を禁止。 

この見直し案は、「需給が不安定な状況における株価のボラティリティの過度な増

 
8 東証「2022 新規上場ガイドブック（スタンダード市場編）」（https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-

tse/new/guide-new/nlsgeu000005p6i4-att/nlsgeu000005p6ph.pdf）33 ページ等。 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/nlsgeu000005p6i4-att/nlsgeu000005p6ph.pdf
https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/nlsgeu000005p6i4-att/nlsgeu000005p6ph.pdf
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幅を抑える」ことを目的とするとされています。公開価格 WG 報告書において、「オ

ファリングサイズが小さい銘柄や人気銘柄については、成行注文により需給がタイ

ト化し、初値が高騰する原因となっている可能性がある」等の理由から「初値形成

時の成行注文の禁止」が提言されており、上記見直しはこれを受けたものと考えら

れます。 

 

（5）企業価値評価が困難な企業についての審査 

以上の東証上場制度等見直し案で示された方向性のほか、市場制度 WG 第二次中

間整理においては、新規上場を目指す企業のビジネスモデルの多様化を受けて、い

わゆるディープテック企業等「企業特性による企業価値評価が難しく、ビジネスモ

デルの評価に対する見解が分かれうる企業」が円滑に上場していくための取組みを

求めています。 

こうした取組みの一環として、「機関投資家から相応の規模で中長期的な投資を受

けている企業については、利益相反に留意して、当該機関投資家の投資判断にあた

り得られた評価を第三者の機関投資家や専門家の評価とともに活用することで、よ

り多様な視点から上場審査を行うこと」（いわゆるコーナーストーン投資家による評

価の活用）や、「そうした企業のビジネスモデル、競争優位性、市場規模、リスク情

報等の適切な開示」の確保等の施策について、引き続き、取引所において検討を行

うべきとしています。 

この点については東証上場制度等見直し案では具体的な方向性が示されていませ

んが、今後の検討を注視する必要があります。 

 

2. ダイレクトリスティング 

 

東証上場制度等見直し案では、ダイレクトリスティングについて以下のような見直

しを行うこととされています。 

① グロース市場への新規上場申請者は、新規上場時において時価総額が 250 億円以

上となることが見込まれる場合には、新規上場に際して公募の実施を求めないも

のとする。 

② ダイレクトリスティングを円滑に実施するために必要な制度整備として、幹事取

引参加者に対して、流動性確保のための方策を確認することとする。 

③ 流通参考値段（上場日の板中心値段を決定するにあたり参照する価格）の提出を

求めるほか、新規上場申請会社に対して、新規上場日までに有価証券報告書の提

出を求める。 

 

①は、現行制度においてはスタンダード市場及びプライム市場においてのみダイレ

クトリスティングが可能であるところ、これをグロース市場においても可能とするも

のであり、市場制度 WG 第二次中間整理においても同旨の指摘がなされています。 
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ここで、新規上場時にプライム市場上場の上場審査に係る形式要件と同等の 250 億

円の時価総額を求めているのは、「上場時点で相応の企業規模を有する会社において

は、未上場段階での資金調達により十分な資金余力があるため、公募を実施せずに新

規上場を行いたい場合も考えられる」ことを踏まえたものであり、未上場時点での十

分な資金調達ができる大規模な未上場企業をダイレクトリスティング制度の利用者

として想定するものといえます。 

 

②は、グロース市場においても 1,000 単位以上の流通株式、5 億円以上の流通株式

時価総額及び 25％以上の流通株式比率が形式要件として求められているところ、こ

のような形式要件を充足させるための方策を、幹事証券会社に対して確認するものと

考えられます。この点に関しては、公募・売出しを伴わないダイレクトリスティング

の場合、上場に際してその株式の引受けを行う証券会社が存在しないところ、いかな

る形でその担い手を確保するのか等、実務上の対応について検討が必要になるものと

思われます。 

 

③に関しては、ダイレクトリスティングを利用する発行者は上場の際に資金調達を

行わないため有価証券届出書の提出義務が課せられないことから、投資家に対する適

切な情報開示を確保する等投資家保護にも留意しつつ、発行者が円滑な上場を行える

ようにすることが必要であるという点が市場制度 WG 第二次中間整理において指摘

されています。 

なお、金融商品取引法上、有価証券報告書は（1）上場会社、（2）店頭登録会社、

（3）過去に募集・売出しに係る届出を行った会社又は（4）株主数が 1,000 名以上の

会社に該当した後、「遅滞なく」提出が求められるものである9ところ、必ずしも新規

上場日までに有価証券報告書を提出する義務を負うものではありません。そのため、

この見直し案における有価証券報告書がいかなる根拠に基づき提出されるものであ

るかは、今後の検討を注視する必要があると思われます。 

 

3. 上場維持基準の見直し 

 

東証上場制度等見直し案では、上場維持基準について以下の見直しを行うこととさ

れています。 

・グロース市場上場会社が、事業年度の末日において純資産の額が正でない状態と

なった場合においても、時価総額が 100 億円以上である場合には、当該状態となっ

 
9 金商法 24 条 3 項。但し、(3)により有価証券報告書の提出義務が生じた場合について、募集又は売出

しにつき有価証券届出書を提出したことにより有価証券報告書の提出義務が生じた場合であって、①そ

の日が事業年度の開始の日から 3 か月が経過している場合又は②当該有価証券届出書に直前事業年度の

財務諸表が記載されている場合を除き、その場合はその日の属する事業年度に係る有価証券報告書を提

出すれば足ります（開示府令 16 条の 2）。また、(4)により有価証券報告書の提出義務が生じた場合に

は、事業年度末日の有価証券の所有者数によって判断されるため、当該事業年度に係る有価証券報告書

を提出すれば足ります。 
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た理由が中長期的な企業価値向上に向けた投資活動に起因して生じた損失による

と東証が認めた場合に限り、基準の適合に向けた計画を適切に開示しているときに

は、当該計画の計画期間に基づき改善期間を設定する。 

この見直し案は、今後の成長可能性を相応に評価されているグロース市場上場会社

に対して、M&A 等のコーポレートアクションに関する過度な制約を与えないように

することに目的があるとされています。但し、理由が「中長期的な企業価値向上に向

けた投資活動」であるかについては東証による判断がなされるものとされているため、

運用次第では M&A 等を行おうとする企業の立場からは制約として残ることになると

考えられます。 

なお、現行制度においても、時価総額が 1,000 億円以上である場合であって、基準

の適合に向けた計画を適切に開示しているときには、基準に適合しないこととなった

理由に関わらず、当該計画の計画期間に基づき改善期間を設定することとされていま

す。また、上場後 3 年を経過していないグロース市場上場会社には、純資産の額に関

する上場維持基準は適用されないこととされています。 

 

4. 実施スケジュール 

 

以上の見直し案については、2023 年 3 月をめどに実施することとされており、各

見直し案に関する適用開始予定時期は以下のとおりとされています。 

項目 時期 

新規上場申請書類 

形式要件 

ダイレクトリスティン

グ 

・施行日以後に新規上場申請等を行う会社から適用 

上場審査 ・施行日時点で新規上場申請等を行っている会社から適

用 

初値形成 ・施行日以後に新規上場を行う直接上場銘柄から適用 

上場維持基準 ・施行日以後に終了する事業年度の末日において、基準に

適合していない会社（当該基準に係る改善期間にある会

社を含む。）から適用 

 

Ⅳ．おわりに 

 

今般公表された東証上場制度等見直し案は、IPO に関する上場制度についての一部の

議論を具体化するものといえます。一方で、公開価格 WG 報告書においては、「上場推

薦審査のあり方」（取引所による上場審査への一本化等）や「大型上場、赤字上場の取組

み促進」等についても提言されているところ、今般の見直し案においてはこれらの論点
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について直接的な言及はありませんでした。 

また、公開価格 WG 報告書においては、2022 年 12 月 20 日にパブリックコメントが

開始された『公開価格の設定プロセスの見直しに係る「有価証券の引受け等に関する規

則」等の一部改正』において、取引所の上場承認前に有価証券届出書を提出する場合を

想定した制度整備などを含む、上場制度に大きな影響を与える可能性のある改正案が公

表されています。 

これらの論点を含めて、上場制度の見直しについては今後も引き続き議論が行われる

ものと思われ、その動向が注視されます。 

  

https://www.jsda.or.jp/about/public/bosyu/files/20221220_hikiuke_kokaikakaku.pdf
https://www.jsda.or.jp/about/public/bosyu/files/20221220_hikiuke_kokaikakaku.pdf
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セミナー 

➢ セミナー  『戦略的コーポレート・ファイナンスの法務と実務 -新株予約権・

CB による第三者割当型ファイナンス、臨報方式の海外募集、新型

ライツ・オファリングをはじめ最新手法を徹底検証-』 

視聴期間  2022 年 12 月 15 日（木）10:00～2023 年 2 月 14 日（火）17:00 

講師       根本 敏光 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『2023 年 3 月期（6 月提出）から義務的適用 

有価証券報告書における「サステナビリティ」開示 セミナー 』 

視聴期間  2023 年 1 月 25 日（水）～2023 年 2 月 24 日（金） 

講師       宮田 俊 

主催       宝印刷グループ／株式会社宝印刷Ｄ＆ＩＲ研究所 

 

➢ セミナー  『サステナビリティ開示の義務化―2023 年 3 月期有価証券報告

書（6 月提出）から適用－』 

視聴期間  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～2023 年 3 月 31 日（金）17:00 

講師       宮田 俊 

主催       株式会社プロネクサス 

 

➢ セミナー  『2023 年 3 月期（6 月提出）有価証券報告書から適用「サステナ

ビリティ情報の義務的開示」』 

開催日時  2023 年 2 月 1 日（水）10:00～12:00 

講師       宮田 俊 

主催       一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『第 331 回 2023 年 3 月期から適用 有価証券報告書におけるサ

ステナビリティ開示』 

開催日時  2023 年 2 月 2 日（木）18:00～19:00 

講師       宮田 俊 

主催       一般社団法人日本 CFO 協会 

 

➢ セミナー  『第 5071 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「コーポレート PPA

の法規制と契約条項」』 

開催日時  2023 年 2 月 14 日（火）13:30～15:30 

講師       木村 純 

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  『第 5072 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023 年 3 月期有

価証券報告書から始まるサステナビリティ法定開示を正しく理解

する」』 

開催日時  2023 年 2 月 15 日（水）13:30～15:30 

講師       田井中 克之 

主催       株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

文献情報 

➢ 論文      「J-REIT の開示について考える～S-REIT を中心に海外 REIT

とも比較して～」 

掲載誌     ARES 不動産証券化ジャーナル Vol.70 

著者        佐伯 優仁（共著） 

 

NEWS 

➢ 2022 Lexology Client Choice Awards にて当事務所の弁護士が Winner に選ばれ

ました 

Law Business Research による 2022 Lexology Client Choice Awards において、

日本から選出された 8 名のうち、当事務所からは以下の 3 名の弁護士が Winner

に選ばれました。 

・Capital Markets 

根本 敏光 

・Construction 

諏訪 昇 

・Real Estate 

佐伯 優仁 

 

➢ Chambers Asia-Pacific 2023 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia-Pacific 2023 で、当事務所は日本における複数の分野で上位グ

ループにランキングされ、当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）、及びベトナムにおいても複数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の分野で高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

JAPAN 

・Capital Markets（Band 1） 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives（Band 1） 
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弁護士 

JAPAN 

・Capital Markets 

鈴木 克昌、尾本 太郎、根本 敏光、田井中 克之 

・Capital Markets: J-REITs  

尾本 太郎、藤津 康彦 

・Capital Markets: Securitisation & Derivatives 

佐藤 正謙、江平 享 

 

➢ 内田 修平 弁護士が ALB の Dealmakers of Asia 2022 に選出されました 

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）

Asia 2022 年 12 月号にて、内田 修平 弁護士が Dealmakers of Asia 2022 に選

出されました。 

 

➢ 名古屋オフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 名古屋オフィスは、この度、2022 年 12 月 12 日より、

大名古屋ビルヂングの 23 階から 29 階に移転することとなりましたのでご案内

申し上げます。 

 

➢ 新人弁護士（42 名）が入所しました 

 

 

（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@mhm-global.com 

03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


