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○「インサイダー取引規制」は、 
 

上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った会社関係
者（その職務等に関し知った場合に限る）や当該会社関係者から当
該事実の伝達を受けて知った者が、当該事実の公表前に、当該企
業の株式等の売買等を行うことを禁止。 
 

      【金融商品取引法 １６６条（会社関係者の禁止行為）】 
 

○「情報伝達・取引推奨規制」は、 
 

上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った会社関係
者（その職務等に関し知った場合に限る）が、当該事実の公表前に、
他人に売買等をさせることにより、当該他人に利益を得させる等の
目的をもって、情報伝達・取引推奨を行うことを禁止。 
 

      【同法 １６７条の２（未公表の重要事実の伝達等の禁止）】 
 

１．インサイダー取引規制等の概要 

 企業と投資家との対話との関係 

（出所）日本版スチュワードシップ・コードの策定を踏まえた法的論点に係る考え方の整理（平成26月2月26日） 金融庁 に基づき作成 
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１．インサイダー取引規制等の概要 

 重要事実の項目例について（１／４） 

（出所）インサイダー取引規制の概要 平成２３年７月８日 金融庁 （金融商品取引法１６６条の２および内閣府令） 



5 （出所）インサイダー取引規制の概要 平成２３年７月８日 金融庁 （金融商品取引法１６６条の２および内閣府令） 

１．インサイダー取引規制等の概要 

 重要事実の項目例について（２／４） 



6 （出所）インサイダー取引規制の概要 平成２３年７月８日 金融庁 （金融商品取引法１６６条の２および内閣府令） 

１．インサイダー取引規制等の概要 

 重要事実の項目例について（３／４） 



7 （出所）インサイダー取引規制の概要 平成２３年７月８日 金融庁 （金融商品取引法１６６条の２および内閣府令） 

１．インサイダー取引規制等の概要 

 重要事実の項目例について（４／４） 
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●適時開示が求められる開示情報 
  上場規程において、上場会社は、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして

施行規則で定める基準に該当するものを除き、直ちにその内容を開示することが求めら
れています。軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合にも、適時開示を行うこと
が義務づけられていますので、十分に留意して下さい。 

【上場規程 第401条関係】 

２．証券取引所における適時開示等 

 適時開示制度の概要 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

○上場会社の情報 
  ・上場会社の決定事実 
  ・上場会社の発生事実 
  ・上場会社の決算情報 
  ・上場会社の業績予想・配当予想の修正等 
  ・その他の情報 
 
○子会社等の情報 
  ・子会社等の決定事実 
  ・子会社等の発生事実 
  ・子会社等の業績予想の修正等 
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２．証券取引所における適時開示等 

 適時開示制度の概要 

上場会社の決定事実 
1. 発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処

分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新
株予約権の売出し 

2. 発行登録及び需要状況調査の開始 
3. 資本金の額の減少 
4. 資本準備金又は利益準備金の額の減少 
5. 自己株式の取得 
6. 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て 
7. 新株予約権無償割当てに係る発行登録及び需要状況・権利

行使の見込み調査の開始 
8. 株式の分割又は併合 
9. ストック・オプションの付与 
10. 剰余金の配当 
11. 合併等の組織再編行為 
12. 公開買付け又は自己株式の公開買付け 
13. 公開買付けに係る意見表明等 
14. 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 
15. 解散（合併による解散を除く。） 
16. 新製品又は新技術の企業化 
17. 業務上の提携又は業務上の提携の解消 
18. 子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他

の子会社等の異動を伴う事項 
19. 固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借 
20. 事業の全部又は一部の休止又は廃止 

21. 上場廃止の申請 
22.  破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 
23.  新たな事業の開始 
24.  代表取締役又は代表執行役の異動 
25.  人員削減等の合理化 
26.  商号又は名称の変更 
27.  単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設 
28.  決算期変更（事業年度の末日の変更） 
29.  債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣

総理大臣への申出（預金保険法第74条第5項の規定による申
出） 

30.  特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て 
31.  上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場

債権等に関する権利に係る重要な事項 
32.  公認会計士等の異動 
33.  継続企業の前提に関する事項の注記 
34.  有価証券報告書・四半期報告書の提出期限延長に関する承認

申請書の提出 
35.  株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め 
36.  開示すべき重要な不備、評価結果不表明の旨を記載する内部

統制報告書の提出 
37.  定款の変更 
38.  その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券

等に関する重要な事項 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

●上場会社の情報 
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２．証券取引所における適時開示等 

 適時開示制度の概要 
上場会社の発生事実 
1. 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 
2. 主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動 
3. 上場廃止の原因となる事実 
4. 訴訟の提起又は判決等 
5. 仮処分命令の申立て又は決定等 
6. 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁によ

る法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発 
7. 親会社の異動、支配株主(親会社を除く。)の異動又はその他

の関係会社の異動 
8. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保

権の実行の申立て又は通告 
9. 手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分 
10. 親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始

又は企業担保権の実行の申立て又は通告 
11. 債権の取立不能又は取立遅延 
12. 取引先との取引停止 
13. 債務免除等の金融支援 

14.  資源の発見 
15.  株式又は新株予約権の発行差止請求 
16.  株主総会の招集請求 
17.  保有有価証券の含み損 
18.  社債券に係る期限の利益の喪失 
19.  上場債券等の社債権者集会の招集その他上場債権等に関す

る権利に係る重要な事実 
20.  公認会計士等の異動 
21.  有価証券報告書・四半期報告書の提出遅延 
22.  有価証券報告書・四半期報告書の提出期限延長申請に係る

承認等 
23.   財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、

継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正
意見 

24.  内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明 
25.  株式事務代行委託契約の解除通知の受領等  
26.  その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券

等に関する重要な事実 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

上場会社の決算情報 上場会社の業績予想、配当予想の修正等 
1. 決算短信 
2. 四半期決算短信 

1. 業績予想の修正、予想値と決算値の差異等  
2. 配当予想、配当予想の修正 

その他の情報 
1. 投資単位の引下げに関する開示 
2. 財務会計基準機構への加入状況に関する開示 
3. MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示 

4.  支配株主等に関する事項の開示 
5.  非上場の親会社等の決算情報 
6.  上場廃止等に関する開示 
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２．証券取引所における適時開示等 

 適時開示制度の概要 

子会社の決定事実 子会社の発生事実 
1. 子会社の合併等の組織再編行為 
2. 子会社による公開買付け又は自己株式の公開買付け 
3. 子会社の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 
4. 子会社の解散(合併による解散を除く。) 
5. 子会社における新製品又は新技術の企業化 
6. 子会社における業務上の提携又は業務上の提携の解消 
7. 子会社における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又

は取得その他の孫会社の異動を伴う事項 
8. 子会社における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定

資産の賃貸借 
9. 子会社の事業の全部又は一部の休止又は廃止 
10. 子会社の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の

申立て 
11. 子会社における新たな事業の開始 
12. 子会社の商号又は名称の変更 
13. 子会社における債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれ

がある旨の内閣総理大臣への申出（預金保険法第74条第5項
の規定による申出） 

14. 子会社における特定調停法に基づく特定調停手続による調停
の申立て 

15. その他子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事項 

1. 子会社における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で
生じた損害 

2. 子会社における訴訟の提起又は判決等 
3. 子会社における仮処分命令の申立て又は決定等 
4. 子会社における免許の取消し、事業の停止その他これらに準

ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違
反に係る告発 

5. 子会社における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始
又は企業担保権の実行の申立て又は通告 

6. 子会社における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停
止処分 

7. 子会社における孫会社に係る破産手続開始、再生手続開始、
更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告 

8. 子会社における債権の取立不能又は取立遅延 
9. 子会社における取引先との取引停止 
10. 子会社における債務免除等の金融支援 
11. 子会社における資源の発見 
12. その他子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実 

 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

子会社の業績予想の修正等 
1. 子会社の業績予想の修正、予想値と決算値の差異等 

●子会社の情報 
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２．証券取引所における適時開示等 

 公平な開示・情報提供等について 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

●第1編第2章 適時開示に関する実務要領 
３．開示資料の作成に関する留意事項 
（3）開示資料の作成に共通する「記載上の注意」 
④ 公平な情報提供の観点での資料の作成 
上場会社は、投資者に対する情報提供を公平に行うことが求められます。例えば、適時開示に併せ
て実施した会見等において、開示資料に記載されていない重要な情報が伝達された場合、一部の投
資者のみが当該情報を知ることとなり不公平になります。このような場合、開示内容の変更・訂正が
必要となる場合もあり得ます。 
そのため、開示資料の作成に当たっては、投資者の視点に立って想定される質問への回答を開示内
容に織り込むなど、不公平な情報提供が生じないよう留意してください。 
  
４．適時開示当日の手続きに関する留意事項 
（4）ＴＤｎｅｔ以外の方法による情報開示 
東証は、適時開示情報の開示方法について、ＴＤｎｅｔを通じて開示することを義務付けていますが、Ｔ
Ｄｎｅｔに加えて行う情報開示の方法については、開示方法を定めていません。 
ＴＤｎｅｔに加えて行う情報開示の方法としては、一般に、記者会見、記者クラブへの資料投函、自社
ウェブサイトでの掲載などが考えられますが、投資者の投資判断に与える影響を考慮し、個別事象に
応じて適切に判断して下さい。 
なお、ＴＤｎｅｔを通じた開示を行う前に、その他の方法により情報開示を行った場合、当該情報開示に
よって会社情報を知った者が行う取引が内部者取引に該当するおそれがあります。そのため、ＴＤｎｅ
ｔ以外の方法による情報開示は、必ず、ＴＤｎｅｔを通じた開示がなされたことを確認した上で行うように
してください。 
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２．証券取引所における適時開示等 

 公平な開示・情報提供等について 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

●第1編第2章 適時開示に関する実務要領 
６．その他 
（1）適時開示情報に関する情報管理等 
適時開示情報の多くは、内部者取引規制における重要事実に該当します。そのため、上場会社は、
適時開示を行う前に一部の者のみがこれらの情報を知り取引を行うこととならないよう、適時開示情
報に関する情報管理を徹底することが必要です。 
取引先、機関投資家、証券アナリスト、報道機関等との間の日常的なコミュニケーション等においても、
未公表の会社情報を個別に提供しないように留意するとともに、意図したものであるか否かにかかわ
らず、未公表の会社情報を個別に提供してしまった場合には、公平な開示の観点から速やかに当該
情報をＴＤｎｅｔで開示するようにしてください。 
  
また、有価証券又はその発行者等に関する情報について報道又は噂が流布されている場合には、
東証が投資者に対して注意喚起を行うことがあります。注意喚起制度の詳細は、「第1章２．【注意喚
起制度の概要】」を参照して下さい。 
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２．証券取引所における適時開示等 

 公平な開示・情報提供等について 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

●第2編第3章 決算短信等 
上場規程に基づく開示義務及び要請事項並びに開示に関する注意事項等 
（3）開示に関する注意事項 
④「次期の業績予想」の開示を行わない場合の実務上の留意点 
b 内部者取引規制上の「重要事実」が社内に滞留するリスクの管理の必要性 
  
・ 金融商品取引法上の内部者取引規制においても、「新たな予想値の算出」が法令上の重要事実と
して規定されています。そのため、社内において「予想値」を有している場合には、上場会社及び上
場会社関係者による内部者取引の未然防止の観点からの適切な考慮が必要となります。 

 
・ 東証では、上場規程第442条において、上場会社の計算における内部者取引を禁止するとともに、
同第449条において会社関係者による内部者取引等の未然防止に向けた必要な体制整備を求め

ております。上場会社においては、「次期の業績予想」の開示を行わない場合であっても、内部者
取引規制上の「予想値」に相当する情報を有している場合には、その情報管理の徹底や、重要事
実に該当することとなった場合の適切な情報開示に向けて、十分な体制整備を図ってください。 

 
・ なお、内部者取引規制上の「予想値」（金融商品取引法第166条第2項第3号に規定する「予想値」
をいいます。）に係る法令解釈上の考え方については、平成24年に実施された業績予想開示実務

の見直しの際に、金融庁から、以下の内容が示されています（内部者取引規制に係るその他の法
令解釈上の論点につきましては、法律専門家にご相談ください。）。 
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２．証券取引所における適時開示等 

 公平な開示・情報提供等について 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

・ 内部者取引規制上の「予想値」（金商法166条第2項第3号に規定する「予想値」）に係る
法令解釈上の考え方（平成24年 金融庁） 

 業績に関わる将来予測情報がすべて内部者取引規制上の「予想値」に該当するものではありませ
ん。今回の金融商品取引所における業績予想開示に係る実務の見直しにより、従来から、内部者取
引規制上取引規制の対象ではなかった将来予測情報が、今後「予想値」となるものではありません。 
 すなわち、これまで、試算、集計過程等で内部者取引規制上の「予想値」には該当しない数値を保
有し、これを更に精査・加工の上、特定の売上高、経常利益又は当期純利益の数値を「予想値」とし
て開示していた場合、今回の実務の見直し後に特定の売上高、経常利益又は当期純利益の数値を
開示することをやめたことによって、これまで「予想値」に該当しなかった試算・集計過程等で保有す
る数値が内部者取引規制上の「予想値」とされるようなことはありません。 
  
（注）個別ケースによるが、例えば、会社の将来の業績が、その属する業界、事業活動を行う地域及
び会社を取り巻く法的・経済的環境等の要因により大きく影響を受ける等の理由で、将来の事象及び
状況等について蓋然性が必ずしも高いとは考えていない前提・仮定を設けたうえで試算した試算値・
参考値や、実質的に社内で確定するに至らず、対外的に合理的に説明するに至らないような試算値
等は一般的には「予想値」に該当しない可能性が高いと考えられる。 
 なお、こうした試算値等であったとしても、前提・仮定等の如何に拠らず、相当な蓋然性をもって重
要事実に該当し得るような大幅な業績の変動が見込まれる場合には、内部者取引規制の趣旨から
すれば、「予想値」を柔軟な手法も含め何らかの形で積極的に策定の上、公表することが望ましい。 
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２．証券取引所における適時開示等 

 公平な開示・情報提供等について 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

●第2編第3章 決算短信等 
c 「選択的な開示」が生ずるリスクの管理の必要性 
  
・ 上場会社が、期初に「次期の業績予想」を開示しない場合でも、社内において「次期の業績予想」
に相当する情報を有している場合には、その内容を、例えば、特定の取引先、機関投資家、証券ア
ナリスト又は報道機関等との間の日常的なコミュニケーションにおいて、意図したものであるか否か
にかかわらず、個別に提供してしまうリスク（「選択的な開示」が生じるリスク）が高まることとなりま
す。 

 
・ こうした「選択的な開示」は、個別の上場会社の情報開示姿勢に対する不信感の原因となるだけ
でなく、証券市場全体の公正性に対する投資者の信頼をも毀損する懸念がありますので、上場会
社においては、「選択的な開示」の防止や意図せずして「選択的な開示」を行った場合の公平かつ
速やかな開示の実施について、十分に配慮してください。 

 
・ 東証では、「選択的な開示」に起因するものであるか否かにかかわらず、上場会社について不明
確な情報が生じた場合（例えば、上場会社による適時開示が行われていない段階で、観測報道が
行われた場合など）においては、上場規程第415条第1項に基づき、その事実関係を上場会社に照
会するとともに、照会結果に基づいた適時開示を求めることとしています。 
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２．証券取引所における適時開示等 

 公平な開示・情報提供等について 

（出所）東京証券取引所「会社情報適時開示ガイドブック」（2014年6月版） より抜粋 

●第2編第3章 決算短信等 
 （4）その他の留意事項等 
②決算補足説明資料等の公平な提供 
・ 上場会社は、通期決算・四半期決算の内容について補足説明資料を作成し、決算説明会などに
おいて投資者へ提供する場合には、当該資料の投資者への公平な情報提供に努めることが義務付
けられています。                                        【上場規程第452条】 
  
・ 公平な情報提供方法に係る取組みとしては、例えば、以下のようなものが該当します（これらに限
定されるものではありません。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（具体例） 
一 自社のウェブサイトへの掲載 
二 投資者から求めがあった場合に個別送付 
三 ＴＤｎｅｔ／英文資料配信サービスへの登録 
四 個人投資家を含めた幅広い投資者に対する決算説明会の開放、自社ウェブサイトによる動

画・音声情報等の提供 など 



３．「日本版スチュワードシップ・コードの策定を踏また法的論点に係
る 考え方の整理」（2014年2月26日） 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

日本版スチュワードシップ・コードの策定を踏まえた 

法的論点に係る考え方の整理 

 

 

 

 

平成 26月 2月 26日 

金 融 庁 

  

参考資料１ 



  



はじめに 

本資料について 

○ 平成 26年 2月 26日、「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」（以下、「本検討会」）に

おいて、「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」（案）（以下、「日本版コー

ド」）が策定・公表された。 

○ 「日本版コード」は、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図

るため、機関投資家に対し、投資先企業との間で建設的な対話を行うことなどを求めている。今後、各機関投

資家には、投資先企業との対話のより一層の充実を図るため、本コードの趣旨を踏まえた主体的な取組みが期

待されるところである。 

○ 機関投資家と投資先企業との間での対話に関しては、本検討会における議論において、「『日本版コード』を

踏まえた機関投資家の主体的な取組みを促していく上では、機関投資家が投資先企業と対話等を行う場合に、

日本の既存の法制度との関係で疑義が生じないよう、法制度との関係についても整理が必要である」旨の指摘

がなされた。 

○ 本資料は、前記の指摘を踏まえ、機関投資家と投資先企業との対話がスムーズに行われるよう、以下の法的

論点について、解釈の明確化等を行うものである。 

  １．大量保有報告制度における「重要提案行為」と「投資先企業との対話」との関係 

  ２．大量保有報告制度における「共同保有者」・公開買付制度における「特別関係者」と 

「他の投資家との協調行動」との関係 

  ３．インサイダー取引規制等における「未公表の重要事実の取扱い」と「投資先企業との対話」との関係 

《本資料についての留意点》 

※ 本資料における記載は、あくまでも、法令に関する現時点での一般的な解釈等を示すものであり、個別事案に対する法令適用の有無を回

答するものではない。個別事案に対する法令適用の有無は、当該事案における事実関係を前提にし、事案ごとに、法令の趣旨を踏まえて実

質的に判断されるものであることに留意する必要がある。 

※ 本資料における記載は、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではない。また、将来における金融庁の解釈を保

証するものではない。 
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１．大量保有報告制度における「重要提案行為」と「投資先企業との対話」との関係① 

「検討会」における指摘 

○ 大量保有報告制度においては、日常の営業活動等において、反復継続的に株券等の売買を行っている金融

商品取引業者等に対して、「特例報告制度」が設けられている。 

・ 当該「特例報告制度」は、「大量保有報告書」とその後の「変更報告書」の提出頻度や期限等を緩和する

もの（次頁参照）。 

 

○ 但し、大量保有報告制度の趣旨を損なうような形での「特例報告制度」の利用を防止する観点から、株券

等の保有者が投資先企業に対し「重要提案行為」を行う場合には、これを利用できない、こととされている。 
 

○ したがって、機関投資家は、投資先企業と対話を行うにあたって、どのような行為が「重要提案行為」に

該当するかを考慮することになる。 
 

⇒ このため、機関投資家と投資先企業との対話を促していくためには、 

・ 具体的にどのような行為が「重要提案行為」に該当するかについての疑義を解消するため、解釈の更な

る明確化を図る必要がある 

との指摘。 

（注）なお、前記指摘は、機関投資家のうち特定の上場企業の５％超の株式を有する者が、当該上場企業と対話を行う場合だ

けに当てはまるものであり、機関投資家による対話全般に当てはまるものではない。 
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＜参考：「大量保有報告制度」と「特例報告制度」の概要＞ 

【「大量保有報告制度」の概要】  

 〇 「大量保有報告制度」とは… 

株券等の大量保有に係る情報が「経営に対する影響力」や「市場における需給」の観点から重要な情報である 

ことから、当該情報を投資者に迅速に提供することにより、市場の透明性・公正性を高め、 

投資者保護を図ることを目的として、株券等の大量保有者に対し、以下を義務付ける制度。 

＜株券等の大量保有者の義務＞ 

① 株券等の大量保有者（保有割合５％超）となった場合 

      ： ５％超の保有者となった日から、５営業日以内に「大量保有報告書」を提出 

② その後、保有割合が１％以上増減するなど重要な変更があった場合 

    ： 変更があった日から、５営業日以内に「変更報告書」を提出 

 

【「特例報告制度」の概要】 

 〇 「特例報告制度」とは… 

日常の営業活動等において反復継続的に株券等の売買を行っている金融商品取引業者等については、 

取引の都度、詳細な情報開示を求めると、事務負担が過大になるとの観点から、以下を要件として、 

「大量保有報告書」とその後の「変更報告書」の提出頻度や期限等を緩和する制度。 

  ・ 「大量保有報告書」・「変更報告書」は、通常であれば、提出事由が生じた日から５営業日以内に提出しなければ

ならないが、「特例報告制度」の適用を受ける者は、事前に届け出た「月２回の基準日」において、「大量保有報告

書」・「変更報告書」の提出義務を判断し、当該基準日から５営業日以内に報告書を提出すれば足りる。 

＜「特例報告制度」利用の要件＞ 

① 保有割合が１０％を超えないこと 

② 「重要提案行為」(次頁参照)を行わないこと 
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〇 「重要提案行為」とは… 

投資先企業の株主総会において、または、その「役員」に対し、発行者の事業活動に重大な変更を加え、 

又は重大な影響を及ぼす行為として政令に列挙する「一定の事項」を提案する行為。 
 

  ・ 「役員」： 

業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、また、名称のいかんを 

問わず、これらの者と同等以上の支配力を有すると認められる者も含まれる（令第 14条の８の２）。 
 

  ・ 「一定の事項」： 

発行者またはその子会社に係る以下の事項をいう（同上）。 

   ① 重要な財産の処分または譲受け 

   ② 多額の借財 

   ③ 代表取締役の選解任 

   ④ 役員の構成の重要な変更 

   ⑤ 支配人その他の重要な使用人の選解任 

   ⑥ 支店その他重要な組織の設置、変更または廃止 

   ⑦ 株式交換、株式移転、会社の分割または合併 

   ⑧ 事業の全部または一部の譲渡、譲受け、休止または廃止 

   ⑨ 配当に関する方針の重要な変更 

   ⑩ 上場または上場廃止 

   ⑪ 資本政策に関する重要な変更 

   ⑫ 解散 

   ⑬ 破産手続開始、再生手続開始または更正手続開始の申立て 
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１．大量保有報告制度における「重要提案行為」と「投資先企業との対話」との関係② 

既に示されている解釈 

 〇 どのような行為が、大量保有報告制度における「重要提案行為」に該当し、「特例報告制度」が利用できな

くなるかについては、「重要提案行為」の概念を設けた際に金融庁が公表した「パブリック・コメントへの回

答」（平成 18年公表)において、以下の解釈を示している。 

＜「パブリック・コメントへの回答」抜粋＞ 

コメントの概要 金融庁の考え方 

重要提案行為等については、例え

ば、発行会社からの要請に基づき行う

場合など、提案を行う状況によって重

要提案行為等に該当するか否か判断

の分かれる場合があると考える。 

判断要素として考えられる事項をお

示し頂きたい。 

重要提案行為等に該当するか否か、関係規定に照らして個別事案ごとに判断され

ることとなりますが、以下の三つの要件を満たすことが必要となります。すなわち、 

ⅰ） 第一に、提案の客観的内容が令第 14 条の 8 の2 第1 項各号に列記している

もののいずれかに該当することです。 

これらの列記事項について「重要な」や「多額の」という用語が含まれている場

合、そのような事項については軽微なものは重要提案行為等に該当しません。 

ⅱ） 次に、法第 27 条の 26 第 1 項本文の規定により、発行者の事業活動に重大な

変更を加える、又は重大な影響を及ぼすことを目的とすることが必要となります。 

したがって、当該発行者の主体的な経営方針にかかわりなく、他律的な影響力

を行使する行為が該当するものと考えられます。たとえⅰ）の要件を満たしていて

も、例えば純粋に発行者から意見を求められた場合や発行者が主体的に設定した

株主との対話の場面（決算来社報告、IR 説明会等）での意見陳述等には、この

ⅱ）の要件を満たす可能性は低くなります。 

ⅲ） 最後に「提案」に該当することが必要となります。 

ⅰ）、ⅱ）の要件を満たす場合であっても、例えばアナリストやファンドマネージャー

が取材の一環として純粋に質問をするような場合等には、このⅲ）の要件を満たす

可能性が低くなります。 

いずれにしても、最終的には個別事案ごとに判断されることとなります。 
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１．大量保有報告制度における「重要提案行為」と「投資先企業との対話」との関係③ 

解釈の明確化 

〇 前記の「パブリック・コメントへの回答」も踏まえ、具体的にどのような行為が、大量保有報告制度におけ

る「重要提案行為」に該当するかについての疑義を解消するため、以下の通り、更なる解釈の明確化を図る。 
 

（問）投資先企業との対話にあたり、株券等保有割合が５％超である機関投資家が、以下のような行為を行うこと

は、「重要提案行為」に該当しますか。 

  ① 投資先企業の経営方針等（ガバナンス・資本政策などに関する方針を含む）の説明を求める行為 

② 自らの議決権行使の方針、投資先企業に対する具体的な議決権行使の予定、自らの株式保有・処分の方針、 

当該投資先企業の株式の具体的な保有・処分の予定等を説明する行為 

③ 前記②の説明に対する投資先企業のスタンスの説明を求める行為 

④ 株主総会において、質問を行う行為 

⑤ 株主総会において、具体的な事項の決議を求める行為 

⑥ 前記③、④の投資先企業の説明が、自らの方針と一致しない場合に、投資先企業の経営方針等の変更を 

求める行為 

⑦ 前記⑥のほか、投資先企業の経営方針等の変更を求める行為 

（答）１．「重要提案行為」に該当するためには、以下の３要件を全て満たす必要があります。 

(ⅰ) 提案事項の客観的内容が、政令（令第 14 条の８の２）で列挙された事項に該当すること 

(ⅱ) 発行者の事業活動に重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼすことを目的とすること 

(ⅲ) 「提案」に該当すること 

  ２．この点、前記①～④の行為は、投資先企業との間で認識の共有を図る行為であり、(ⅲ)の「提案」に当

たらないと考えられることから、基本的には、「重要提案行為」に該当しない可能性が高いものと考えられ

ます。 6 



１．大量保有報告制度における「重要提案行為」と「投資先企業との対話」との関係④ 

 

３．他方、前記⑤～⑦の行為は、いずれも株券等保有割合が５％超である大株主が、投資先企業の経営方針

等の変更や、株主総会での決議を求めるものです。 

したがって、内容が（ⅰ）「政令で列挙された事項」に該当するものである限り、基本的には、(ⅱ)「発

行者の事業活動に重大な変更を加え、また重大な影響を及ぼすことを目的とする」（ⅲ）「提案」に該当す

る行為として、「重要提案行為」に該当する可能性が高いものと考えられます。 

４．ただし、前記⑥、⑦の行為であっても、その個別の態様によっては、「重要提案行為」に該当する可能性

が低いものも想定されます。 

５．具体的には、例えば、発行者から意見を求められた場合に、株主が、これに応えて受動的に自身の意見

を陳述するといった行為や、発行者が主体的に設定した株主との対話の場面（注）での意見陳述等は、「株主

の意見を聴取し、これを参考にしよう」、「自社の業績や戦略等について、対話を通じ、株主の理解を深め、

その支持を得よう」といった発行者の主体的意思に基づく要請を踏まえ、これに応じることを目的とする

行為であることから、（ⅱ）「発行者の事業活動に重要な変更を加え、または重大な影響を及ぼすことを目

的とする」行為に該当する可能性は低くなるものと考えられます。 

（注）決算報告会、IRミーティング(スモールミーティングを含む)等 
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２．大量保有報告制度における「共同保有者」・公開買付制度における「特別関係者」と「他の投資家との協調行動」との関係① 

「検討会」における指摘 
  
〇 「大量保有報告制度」では、株券等の保有者の「保有割合」を算出するに際し、「共同保有者」（注）の保有分

を合算する必要。 

（注）「共同保有者」には、保有者との間で「共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者」が

該当する（９頁参照）。 

〇 また、「公開買付制度」でも、株券等の買付者の「所有割合」を算出するに際し、「特別関係者」（注）の所有

分を合算する必要。 

（注）「特別関係者」には、買付者との間で「共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者」が

該当する（９頁参照）。 

〇 したがって、機関投資家が、「他の投資家」と協調して個別の投資先企業に対して行動を起こすに際し、当

該「他の投資家」と「共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意」している場合には、 

・ 当該「他の投資家」が大量保有報告制度上の「共同保有者」に該当することから、当該機関投資家は、

当該「他の投資家」の保有分も勘案しながら、大量保有報告制度に対応する必要（「大量保有報告書」やその後

の「変更報告書」の提出を行う必要）。  

・  当該「他の投資家」が公開買付制度上の「特別関係者」に該当することから、当該機関投資家は、当該

「他の投資家」の所有分も勘案しながら、公開買付制度に対応する必要（株券等の買付けを「公開買付け」の方法

により行う必要）。 

⇒ このため、機関投資家が、「他の投資家」と協調して個別の投資先企業に対して行動を起こすにあたっては、 

・ 具体的にどのような場合に「共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している

者」に該当するかについての疑義を解消するため、解釈の更なる明確化を図る必要がある 

との指摘。 

（参考）「日本版コード」では、英国コードのように「他の投資家と協調して個別の投資先企業に対して行動を起こすこと」を

促す原則を採用しているわけではない。なお、投資先企業との対話等をより適切なものとする一助としては、「他の投資家

との意見交換等も有益である」旨が記載されている（原則７の指針７－３）。 
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＜参考：大量保有報告制度の「共同保有者」と公開買付制度の「特別関係者」の概要＞ 

【大量保有報告制度における「共同保有者」の概要】 

〇 「大量保有報告制度」では、株券等の保有者は、その「保有割合」の算出において、以下のいずれかに該当する者（「共

同保有者」）がいる場合、当該「共同保有者」の保有割合も合算しなければならない（法第 27条の 23）。 

① 保有者との間で、共同して株券等を取得し、又は譲渡することを合意している者 

② 保有者との間で、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者 

③ 保有者との間で、一定の資本関係、親族関係その他特別の関係がある者 

 

 

【公開買付制度における「特別関係者」の概要】 

〇 「公開買付制度」とは… 

会社支配権に影響を与えるような取引（買付け等を行うことにより一定の「所有割合」に達することとなる取引）につ

いての透明性・公正性を確保するとの観点から、主に市場外で株券等の大量の買付け等をしようとする者に対し、当該

買付け等について、あらかじめ情報開示を行うとともに、全ての株主に公平に売却機会を付与すること（「公開買付け」）

を義務付ける制度。 

〇 「公開買付制度」では、株券等の買付者は、その「所有割合」の算出において、以下のいずれかに該当する者（「特

別関係者」）がいる場合、当該「特別関係者」の所有割合も合算しなければならない（法第 27条の２）。 

  ① 買付者との間で、共同して株券等を取得し、又は譲渡することを合意している者 

  ② 買付者との間で、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者 

  ③ 買付者との間で、株券等の買付けの後に、相互に当該株券等を譲渡し、または譲り受けることを合意している者 

  ④ 買付者との間で、一定の資本関係、親族関係その他特別の関係がある者 

9 



２．大量保有報告制度における「共同保有者」・公開買付制度における「特別関係者」と「他の投資家との協調行動」との関係③ 
 

既に示されている解釈 

 〇 どのような場合に、大量保有報告制度における「共同保有者」に該当するかについては、金融庁が公表し

ている「株券等の大量保有報告に関するＱ＆Ａ」(平成 22年公表)において、以下の解釈を示している。 
 

＜「株券等の大量保有報告に関するＱ＆Ａ」抜粋＞ 

（問）株主が、株主総会での議決権行使について話し合った場合、共同保有者に該当しますか。 

（答）話し合ったにとどまる場合は、共同保有者には該当しないと考えられます。 

   しかしながら、当該話合いにおいて、共同して議決権を行使することを合意した場合、その時点で共同保有者

に該当すると考えられます。 

 

（問）共同して株主提案権を行使した場合、共同保有者に該当しますか。 

（答）そのような場合、共同して当該権利を行使することを合意していることが明らかであるため、共同保有者に該

当すると考えられます。 
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２．大量保有報告制度における「共同保有者」・公開買付制度における「特別関係者」と「他の投資家との協調行動」との関係④ 
 

解釈の明確化 

〇 具体的にどのような場合に大量保有報告制度における「共同保有者」や公開買付制度における「特別関係者」
に該当するかについての疑義を解消するため、以下の通り、更なる解釈の明確化を図る。 

〇 以下は、大量保有報告制度における「共同保有者」を例に説明するが、具体的にどのような場合に公開買付
制度における「特別関係者」に該当するかについても、同様の解釈があてはまるものと考えられる。 

（問）株券等の保有者が、「他の投資家」との間で、特定の投資先企業に対する議決権行使の方針について意見交換

を行う場合や、投資先企業に対話の場を設けるよう共同で申し入れることや投資先企業の経営方針等の変更を共

同で求めることを合意した場合、当該「他の投資家」は、大量保有報告制度における「共同保有者」に該当しま

すか。 

（答） 「共同保有者」に該当するためには、「共同して株主としての議決権その他の権利を行使すること」を合意し

ている必要があります(法第 27条の 23)。 

当該「株主としての議決権その他の権利」とは、「議決権の他、株主提案権、議事録・帳簿閲覧権、役員等に

対する責任追及訴訟の提訴請求権など、株主としての法令上の権利」を指すものと考えられます。 

したがって、法令上の権利の行使以外の株主としての一般的な行動についての合意にすぎない場合には、基本

的に、当該「他の投資家」は、「共同保有者」には該当しないと考えられます。 

    （参考） 法令用語として用いられる「権利」とは、「一定の利益を自己のために主張することができる法律上保障された力をいう。」 

（「法令用語辞典・第９次改訂版」(学陽書房)） 

（問）株券等の保有者が、「他の投資家」との間で、特定の投資先企業の株主総会における議決権行使の予定を伝え

合い、その内容が一致した場合、当該「他の投資家」は、大量保有報告制度における「共同保有者」に該当しますか。 

（答）「共同保有者」に該当するためには、「共同して株主としての議決権その他の権利を行使すること」を「合意」

している必要があります(法第 27条の 23)。 

ここでいう「合意」は、単なる意見交換とは異なり、相互又は一方の行動を約する（文書によるか口頭によるかを問わ

ず、また、明示的か黙示的かを問わない）性質のものを指すものと考えられます。 

したがって、「他の投資家」との話合い等において、各々の議決権行使の予定を伝え合い、それがたまたま一致した

に過ぎないような状態では、基本的に、当該「他の投資家」は「共同保有者」には該当しないものと考えられます。 
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３．インサイダー取引規制等における「未公表の重要事実の取扱い」と「投資先企業との対話」との関係① 

「検討会」における指摘 

○ 「インサイダー取引規制」は、  

上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った会社関係者（その職務等に関し知った場合に限る）

や当該会社関係者から当該事実の伝達を受けて知った者が、当該事実の公表前に、当該企業の株式等の売買等

を行うことを禁止。 

○ 「情報伝達・取引推奨規制」は、 

上場企業の業務等に関する「未公表の重要事実」を知った会社関係者（その職務等に関し知った場合に限る）

が、当該事実の公表前に、他人に売買等をさせることにより、当該他人に利益を得させる等の目的をもって、

情報伝達・取引推奨を行うことを禁止。 

 

  ⇒ このため、インサイダー取引規制等が、機関投資家と投資先企業との間での踏み込んだ対話を不必要に萎

縮させるものとなっている可能性があるのではないか 

  との指摘。 
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３．インサイダー取引規制等における「未公表の重要事実の取扱い」と「投資先企業との対話」との関係② 

考え方の整理 

〇 「インサイダー取引規制等が、機関投資家と投資先企業との間での踏み込んだ対話を不必要に萎縮させるも

のとなっている可能性はないか」との指摘は、以下の２つの立場から整理できる。 

① 企業の立場 

  ・ 機関投資家へ「未公表の重要事実」を伝達すると、情報伝達・取引推奨規制に抵触するおそれがあるの

ではないか。 

⇒ これを回避するため、機関投資家との対話において「未公表の重要事実」を伝達しないとすれば、機関

投資家との間で踏み込んだ対話が行えないのではないか。 

 

② 機関投資家の立場 

  ・ 投資先企業から「未公表の重要事実」を受領し、当該事実の公表前に売買を行うと、インサイダー取引

規制に抵触するおそれがあるのではないか。 

⇒ これを回避するため、投資先企業との対話において「未公表の重要事実」を受領しないとすれば、投資

先企業との間で踏み込んだ対話が行えないのではないか。 
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３．インサイダー取引規制等における「未公表の重要事実の取扱い」と「投資先企業との対話」との関係③ 

既に示されている解釈及び解釈の明確化 

〇 前記①に関しては、 

・ 既に、金融庁が公表している「情報伝達・取引推奨規制に関するＱ＆Ａ」（平成 25年公表）において、以

下の解釈を示している。 

＜「情報伝達・取引推奨規制に関するＱ＆Ａ」抜粋＞ 

（問）未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、ＩＲ活動を行うことは取引推奨規制の対象となるのでしょうか。 

（答）上場会社等では、ＩＲ活動として、投資家等との間で自社の経営状況や財務内容等に関する広報活動が一般的に行わ

れているものと考えられます。こうした活動の一環として行う自社への投資を促すような一般的な推奨については、通常の

場合、他人に対し、特に重要事実の公表前の売買等を行わせ、それに起因した利益を得させるためのものではなく、「重

要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させる」等の目的を欠くと考えられるため、基本的に規制対象

とはならないものと考えられます。 

⇒ したがって、企業が機関投資家との間で行う踏み込んだ対話についても、通常の場合には、「重要事実の

公表前に（機関投資家に）売買等をさせることにより他人（機関投資家）に利益を得させる」等の目的を

欠くと考えられるため、基本的に、情報伝達・取引推奨規制の対象にはならないものと考えられる。 
 
〇 前記②に関しては、 

・ インサイダー取引規制は、「未公表の重要事実」を知った会社関係者（その職務等に関し知った場合に限る）

や、当該会社関係者から当該事実の伝達を受けて知った者が、当該事実の公表前に、当該企業の株式等の売

買等を行うことを禁止するものである。 

⇒ したがって、機関投資家が、投資先企業と踏み込んだ対話を行うために「未公表の重要事実」を受領す

る必要があると考える場合には、当該企業の株式の売買を停止するなど、インサイダー取引規制に抵触す

ることを防止するための措置を講じた上で対話に臨む必要があると考えられる。 

⇒ 以上を踏まえ、「日本版コード」では、機関投資家が投資先企業との対話において「未公表の重要事実」
を受領することについて、「基本的には慎重に考えるべき」とした上で、「投資先企業との特別な関係等に
基づき『未公表の重要事実』を受領する場合には、インサイダー取引規制に抵触することを防止するため
の措置を講じた上で、対話に臨むべき」旨を記載（原則４の指針４－３及び注 10）。 14 



３．インサイダー取引規制等における「未公表の重要事実の取扱い」と「投資先企業との対話」との関係④ 

〇 なお、一般に、機関投資家は、未公表の重要事実を受領することなく、公表された情報をもとに、投資先企
業との建設的な「目的を持った対話」を行うことが可能であることから、「日本版コード」では、原則４の指
針４－３の冒頭において、その旨を記載。 
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４．「インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ」（2014年6月27日） 



 

インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ 目次 

 

 

(問１) 上場会社が信託方式又は投資一任方式によって自己株式取得 

  を行う場合において、インサイダー取引規制に違反しないため 

  には、どのような配慮が必要でしょうか。・・・・・・・・・・・・・・１ 
 

 

(問２) 現在、一部の上場会社において、「役職員について、持株会を 

  通じる方法以外での自社株式取得を禁止する」という社内ルール 

  が設けられている例があるが、年末まで又は年度末までなど一時 

  的にこの社内ルールを解除し、インサイダー規制に反しない限り 

  役職員が自社株式を取得してよいこととしたいと考えますが、 

  インサイダー取引規制との関係で問題がありますか。・・・・・・・・２ 

 

 

（問３）上場会社の役職員が、自社や取引先の株式を売買する場合、 

  それらの会社に係る未公表の重要事実を職務等に関し知っていれば、 

  取引の経緯等から重要事実を利用する意図がないことが明らかで 

  あったとしても、インサイダー取引規制違反として課徴金納付命令 

  等の対象となるのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 



平成 20年 11月 18日 

（最終改訂：平成 26年６月27日） 

金融庁 

証券取引等監視委員会 

 

 

インサイダー取引規制に関するＱ＆Ａ 

 

 
 

(問１) 上場会社が信託方式又は投資一任方式によって自己株式取得を行う場 

合において、インサイダー取引規制に違反しないためには、どのような

配慮が必要でしょうか。 
 

 

（答） 

金融商品取引法第 166 条においては、「会社関係者」であって、上場会社に係

る業務等に関する「重要事実」を知った者は、その事実が公表された後でなけ

ればその会社の有価証券等の売買等をしてはならない旨が規定されています。 

(インサイダー取引規制) 

 

上場会社が信託方式又は投資一任方式によって自己株式取得を行う場合、実 

際には第三者である信託銀行等が買付主体となるところ、上記の会社関係者が 

重要事実を知って売買等を行う場合に該当するかどうかが問題となります。 
 

 

この点については、例えば、 

(1) 信託契約又は投資一任契約の締結・変更が、当該上場会社により重要事実

を知ることなく行われたものであって、 

(2) ① 当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行わない形の契約であ 

      る場合、 

   又は、 

② 当該上場会社が契約締結後に注文に係る指示を行う場合であっても、 

指示を行う部署が重要事実から遮断され、かつ、当該部署が重要事実を 

知っている者から独立して指示を行っているなど、その時点において、 

重要事実に基づいて指示が行われていないと認められる場合、 

においては、一般に、上記の会社関係者が重要事実を知って売買等を行う場合

に該当しないと考えられることから、基本的にインサイダー取引規制に違反し

ないものと考えられます。 
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(問２) 現在、一部の上場会社において、「役職員について、持株会を通じる方 

法以外での自社株式取得を禁止する」という社内ルールが設けられている 

例があるが、年末まで又は年度末までなど一時的にこの社内ルールを解除 

し、インサイダー規制に反しない限り役職員が自社株式を取得してよいこ

ととしたいと考えますが、インサイダー取引規制との関係で問題がありま 

すか。 

 

（答） 

インサイダー取引規制違反が生じないように、上場会社各社においてその実 

情に応じた社内ルールが整備されることは重要なことですが、同時に、社内ル

ールが過剰な内容になり、結果として自社株式売買を萎縮させることがないよ

うな配慮が必要です。 
 
 

御指摘のような、持株会を通じる方法以外での自社株式取得を禁止するとい

う社内ルールは法令上求められるものではなく、各社の判断でこれを解除する 

ことは、インサイダー取引規制に抵触するものではありません。 
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（問３）上場会社の役職員が、自社や取引先の株式を売買する場合、それらの

会社に係る未公表の重要事実を職務等に関し知っていれば、取引の経緯等

から重要事実を利用する意図がないことが明らかであったとしても、イン

サイダー取引規制違反として課徴金納付命令等の対象となるのでしょう

か。 

 

（答） 

 金融商品取引法第 166 条においては、上場会社の役職員等の「会社関係者」

であって、上場会社に係る業務等に関する「重要事実」を知ったものは、その

事実が公表された後でなければその会社の有価証券等の売買等をしてはならな

い旨が規定されています。（インサイダー取引規制） 

 

 上場会社の内部情報を知り得る特別の立場にある「会社関係者」が、未公表

の「重要事実」を知って売買等を行うことは、一般の投資家と比べて著しく有

利となって極めて不公平であり、そのような売買等が横行すれば、証券市場の

公正性・健全性に対する投資家の信頼を損なうおそれがあります。インサイダ

ー取引規制は、このような投資家の信頼を確保する観点から、「会社関係者」に

よる一定の売買等を禁止しているものと考えられます。 

しかしながら、投資家の信頼の確保という観点からは、「会社関係者」が未公

表の「重要事実」を知った後に売買等を行ったとしても、当該売買等が「重要

事実」を知ったことと無関係に行われたことが明らかであれば、それにより証

券市場の公正性・健全性に対する投資家の信頼を損なうおそれは乏しく、イン

サイダー取引規制によって抑止を図ろうとする売買等には該当しないものと考

えられます。 

 

このため、自社や取引先の未公表の「重要事実」を知っている上場会社の役

職員 （注１）が、それらの会社の株式を売買した場合であったとしても、例えば、

『「重要事実」が、その公表により株価の上昇要因となることが一般的に明白な

ときに、当該株式の売付けを「重要事実」の公表前に行っている場合』や『「重

要事実」を知る前に、証券会社に対して当該株式の買付けの注文を行っている

場合』など、取引の経緯等から「重要事実」を知ったことと無関係に行われた

ことが明らかであれば、インサイダー取引規制違反として課徴金納付命令等の

対象とされることにはならないものと考えられます。 

 

なお、いずれにしても、上場会社においては、役職員がインサイダー取引に

関与することのないよう、社内において相応の情報管理態勢の確保に努めるこ

とが求められます。（注２） 

 

 （注１）「重要事実」を知らない役職員については、単に重要事実を知り得る
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立場にあることをもって、その売買がインサイダー取引規制違反となる

ことはないものと考えられます。 

 

 (注２)日本証券業協会が運営し、上場会社の役員情報を管理・登録する仕組

みである Japan-Insider Registration & Identification Support System

（J-IRISS）への登録は、上場会社の役職員によるインサイダー取引を防

止するためのいわば「アラームシステム」としての機能を有しており、

上場会社における法令遵守態勢の整備に資するものであるため、J-IRISS

の登録が促進されることが強く望まれます。 
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５．「情報伝達・取引推奨規制に関するＱ＆Ａ」（2013年9月12日） 
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平成 25年 9月 12日 

金融庁 

 

情報伝達・取引推奨規制に関する Q&A 

（金融商品取引法第 167条の２関係） 
 
※インサイダー取引規制には、会社関係者を対象とした規制（金融商品取引法第 166条）と公
開買付者等関係者を対象とした規制（同法第 167条）があります。これを踏まえ、情報伝達・
取引推奨規制についても、会社関係者を対象とした規制（同法第 167条の２第１項）と公開
買付者等関係者を対象とした規制（同条第２項）があります。本 Q&Aでは、会社関係者を対
象とした情報伝達・取引推奨規制について解説をしていますが、公開買付者等関係者を対象
とした情報伝達・取引推奨規制についても同様の考え方となるものと考えられます。 

 

（問１）未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、業務上の必要から取引先等

に重要事実を伝達することは情報伝達規制の対象となるのでしょうか。また、社内で重

要事実を伝達することも当該規制の対象となるのでしょうか。 

 

（答） 

 情報伝達・取引推奨規制（金融商品取引法第 167 条の２）の対象となる行為は、上場会社

等の重要事実を職務等に関し知った会社関係者が、「他人」に対し、「重要事実の公表前に売

買等をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失を回避させる目的」（目的要件）

をもって情報伝達・取引推奨を行うことです。 

 

 情報伝達の相手方となる「他人」については、特に限定はなく、会社関係者が会社内の役

職員を含む他人に対して重要事実を伝達することが規制の対象となります。 

なお、会社関係者の所属する上場会社等の他の役職員も会社関係者であり、金融商品取引

法第 166 条第 1 項第 1 号の「職務に関し」は広く解釈されるため、会社内で会社関係者から

重要事実の伝達を受けた他の役職員（注）が、他人に対して重要事実を伝達することも規制の

対象となり得ます。 

（注）業務上正当な行為として伝達を受けたものでない場合も含まれ得ると考えられます。 

 

 一方、目的要件を満たさない情報伝達は規制の対象ではなく、業務上必要な社内外での情

報交換や情報共有は、通常の場合、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利

益を得させる」等の目的をもって行うものではないと考えられるため、基本的に規制対象と

はならないものと考えられます。 

 

 

（問２）未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、家族や知人に対し世間話と

して重要事実を話してしまった場合には、情報伝達規制の対象となるのでしょうか。 

 

（答） 

 情報伝達・取引推奨規制の対象となる行為は、上場会社等の重要事実を職務等に関し知っ

た会社関係者が、「他人」に対し、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利

益を得させる」等の目的をもって情報伝達・取引推奨を行うことです。 
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 このため、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させる」等の目

的を有していなければ、日常会話の中で重要事実を話したとしても、基本的に規制対象とは

ならないものと考えられます。 

 

 ただし、上場会社等の未公表の重要事実を、業務とは関係のない他人に話すことは、イン

サイダー取引が行われるおそれを高めるものであり、また、上場会社等の社内規則に違反す

るおそれもあるため、情報管理に留意する必要があると考えられます。また、日常会話の中

で重要事実を聞いた家族や知人が重要事実の公表前に取引を行えば、当該家族や知人はイン

サイダー取引規制の違反となることにも留意する必要があります。 

 

 

（問３）未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、ＩＲ活動を行うことは取引

推奨規制の対象となるのでしょうか。 

 

（答） 

 上場会社等では、ＩＲ活動として、投資家等との間で自社の経営状況や財務内容等に関す

る広報活動が一般的に行われているものと考えられます。 

 

 こうした活動の一環として行う自社への投資を促すような一般的な推奨については、通常

の場合、他人に対し、特に重要事実の公表前の売買等を行わせ、それに起因した利益を得さ

せるためのものではなく、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得さ

せる」等の目的を欠くと考えられるため、基本的に規制対象とはならないものと考えられま

す。 

 

 

（問４）証券会社等において、一部の役職員が上場会社等の未公表の重要事実を知っていた

としても、チャイニーズウォールにより営業部門の役職員がそれを知らなければ、当該

営業部門の役職員が顧客に取引推奨することは可能でしょうか。 

 

（答） 

 証券会社等の一部の役職員が上場会社等の未公表の重要事実を知っていたとしても、取引

推奨を行う営業部門の役職員がそれを知らない場合には、当該取引推奨行為は基本的に規制

違反とはならないものと考えられます。 
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（問５）上場会社等の未公表の重要事実を知っている証券会社の営業部門の役職員が、顧客

から当該上場会社等の評価を求められた場合、明示的に取引推奨を行わなければ取引推

奨規制の違反とならないのでしょうか。 

 

（答） 

 一般に証券会社等については、上場会社等の法人関係情報を提供して勧誘する行為が禁じ

られており（金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 1 項第 14 号）、証券会社等にお

いては、上場会社等の内部情報が、本来知る必要のない営業部門の役職員に伝わることのな

いよう適切に情報管理することが求められます。こうした情報管理態勢が適切に確立されて

いれば、証券会社の営業部門の役職員について、ご指摘のような場面が生じるおそれは低い

ものと考えられます。 

 

 証券会社等の営業部門の役職員が上場会社等の未公表の重要事実を職務等に関し知ってい

る場合でも、一般論としていえば、投資判断を示すものではない一般的な会社の評価に触れ

ることは差し支えありません。しかしながら、取引推奨規制の違反に該当するのは明示的に

取引推奨を行う場合だけに限られるものではなく、規制違反に該当するか否かは行為者の言

動等によって実質的に判断されることに留意が必要です。したがって、仮に明示的に取引推

奨を行わなかったとしても、顧客に対して早期の、又は一定期間内の売買を促すような言動

等を行った場合には、規制違反となるおそれがあると考えられます。 

 

 いずれにしても、証券会社の営業部門の役職員は、仮に未公表の上場会社等の重要事実を

職務等に関し知っている場合には、より慎重な対応を行うことが求められるため、顧客が取

引推奨をされたと受け止めることのないよう、言動等に十分留意する必要があります。 

 

 

（問６）情報伝達や取引推奨を行った者は、情報伝達や取引推奨を受けた者がインサイダー

取引等を行わなかった場合でも、情報伝達・取引推奨規制の違反になるのでしょうか。 

 

（答） 

 情報伝達・取引推奨規制に違反した者が処罰や課徴金の対象となるのは、当該違反により

情報伝達・取引推奨を受けた者が、重要事実の公表前に売買等をした場合に限ることとされ

ています（注）。 

（注）なお、重要事実の公表前にした売買等がインサイダー取引規制の適用除外に当たる場合につ

いても、処罰や課徴金の対象から除外されています（金融商品取引法第 175条の２、第 197条

の２第 14号・15号）。 

 

 しかしながら、他人に対し「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を

得させる」等の目的をもって情報伝達・取引推奨を行うことは、インサイダー取引等を引き

起こすおそれの強い不正な行為であり、結果的に重要事実の公表前の売買等が行われなかっ

たとしても、（処罰や課徴金の対象にならないものの、）規制違反に該当することとなります。 

 

 このため、金融商品取引業者等がこのような行為を行った場合には、行政処分の対象とな
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り得るほか、上場会社等の役職員がこのような行為を行った場合には、上場会社等の社内規

則に違反することとなり得ます。 

 

 

（問７）会社関係者が、保有株式を売却して資金調達するため、他人に対し、未公表の重要

事実を伝達した上で、インサイダー取引規制の適用除外となる、いわゆるクロクロ取引
（注）を行った場合、 

  （１）情報伝達を受けた者は重要事実の公表により利益を得ることもあり得ますが、会

社関係者がその可能性を認識しながら情報伝達した場合には、（取引要件を欠くた

め処罰や課徴金の対象にならないものの、）情報伝達規制の違反になるのでしょう

か。 

  （２）当該クロクロ取引が市場価格よりも割り引いた価格で行われた場合には、「重要事

実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させる」目的があることに

なるのでしょうか。 

（注）金融商品取引法第 166条第６項第７号 

 

（答） 

 情報伝達・取引推奨規制は、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を

得させる」等の目的があることが要件（目的要件）として必要であるとされています。 

 

 このため、 

（１）会社関係者が、資金調達を目的として未公表の重要事実を伝達した上で保有株式を

売却するような場合において、情報伝達に当たり、単に、情報の受領者が当該売却に

起因した利益を得る可能性があることを認識していたというだけでは、通常の場合、

「他人に利益を得させる」という目的要件を満たさないと考えられるため、基本的に

規制違反とはならないものと考えられます。 

 

（２）クロクロ取引が市場価格よりも割り引いた価格で行われるような場合には、取引の

相手方は取得価格と市場価格との差額の利益を得ることができる可能性があります。

しかしながら、情報伝達・取引推奨規制の目的要件を満たすか否かについては、単に

市場価格よりも割り引いたという事実があったか否かによってではなく、他人に対し、

特に「重要事実の公表前に」売買等を行わせ、「それに起因した」利益を得させる目的

があったか否かによって判断されることとなります。 
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６．主要国における関連規制について 

 概観 

（出所）金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成25年法律第45号）に係る説明資料 平成２ ５ 年６ 月 金融庁 

平成２５年改正 
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６．主要国における関連規制について 

 米国におけるインサイダー規制 

（出所）あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 

１．インサイダー取引とは 
  インサイダー取引、価格操作、偽情報の売却など、不公正な証券取引については、SEC規則10b-5で包括的に規制さ
れており、同規則は連邦規則集§240.10b-5で法典化されている。 
  
  さらにその細則である、SEC規則10b501（連邦規則集§240.10b5-1）で、インサイダー取引に焦点を絞って規定されて
いる。§240.10b5-1(a)(b)は、投資家が重要な非公開情報を知った上で証券の購入または売却を行った場合、重要な非
公開情報に基づいてその取引を行ったとみなされるとしている。 
§240.10b5-1 Trading “on the basis of” material nonpublic information in insider trading cases 
    §240.10b5-1(a) General 
        §240.10b5-1(b) Definition 
        §240.10b5-1(c) Affirmative defenses（積極的抗弁） 

（出展： 米国政府Federal Regulations §240.10b5-1）  
 

２．インサイダー取引に関する積極的抗弁 
 §240.10b5-1(c)は、インサイダー取引に関する積極的抗弁について規定している。次の条件を満たす場合は、重要な
非公開情報を知った上で証券の購入または売却を行ったとしても、インサイダー取引にはあたらないことを主張できる。 
  Ａ）その情報を知る前に、 
   （１）その証券の購入または売却するための拘束力のある契約の締結を始めていた 
   （２）その株式を購入または売却するよう第3者に指示していた、または 
   （３）証券取引に関する書面による計画に承諾していた 
  Ｂ）上記の契約、指示または計画に、 
   （１）購入または売却する証券の総額、単価及び取引日が明示されていた 
   （２）購入または売却する証券の総額、単価及び取引日を決定するための明示的な公式、アルゴリズム、またはコン

ピュータープログラムが含まれていた 
   （３）…（以下省略） 
  Ｃ）購入または売却は当該契約、指示または計画に基づき行われた。（以下省略） 

（出展： 米国政府Federal Regulations §240.10b5-1） 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4aa972f17a40fb8bb053ec19292ed850&node=se17.4.240_110b5_61&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4aa972f17a40fb8bb053ec19292ed850&node=se17.4.240_110b5_61&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4aa972f17a40fb8bb053ec19292ed850&node=se17.4.240_110b5_61&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4aa972f17a40fb8bb053ec19292ed850&node=se17.4.240_110b5_61&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4aa972f17a40fb8bb053ec19292ed850&node=se17.4.240_110b5_61&rgn=div8
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4aa972f17a40fb8bb053ec19292ed850&node=se17.4.240_110b5_61&rgn=div8
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６．主要国における関連規制について 

 米国におけるFD規制 

（出所）あずさ監査法人調べ（経済産業省委託調査「企業と投資家の対話及び企業情報開示のあり方に関する調査研究」）。 

・ Regulation FD （Fair Disclosure）とは 
  Regulation FDは2000年10月23日に発効したSECの選別的情報開示（selective 
disclosure）の禁止規則。証券を発行する企業は、その価格に影響を与える可能性のある重

要な情報を特定の株主や投資家のみに選別的に提供してはならない。アナリストやファンドマ
ネージャーなどが規制の対象となる。 
  
Regulation FDは連邦規則集（Code of Federal Regulations）§243で法典化されている。 
  
§243 Regulation FD 
  §243.100 General rule regarding selective disclosure 
  §243.101 Definitions 
  §243.102 No effect on antifraud liability 
   §243.103  No effect on Exchange Act reporting status 
  
  Regulation FDは、証券の発行企業が重要な非公開情報を意図的に規制対象者に提供す
る場合は、「同時に」SECにForm 8-k（重要事項報告書）を提出することなどにより、その情報

を一般にも公開することを求めている。また、意図的ではないものの、重要な非公開情報を規
制対象者に提供してしまった場合には、「すみやかに」同様の措置を取ることが求められる。 
 

（出展：米国政府Federal Regulations §243） 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e618285234ef935ad9bb8b4b10bef4ac&node=pt17.4.243&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e618285234ef935ad9bb8b4b10bef4ac&node=pt17.4.243&rgn=div5

	スライド番号 1
	目 次
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	【資料４－２】参考資料（インサイダー関連）
	fsaQ&A.pdf
	セット版
	目次入り
	問１
	問２
	問3(局長後監視委ノーコメ)140526Ｑ＆Ａ（追加案）

	問3修正



