
Initial Public Offering 2019
株式公開ガイドブック
有限責任監査法人トーマツ　IPO支援室





　2018年のIPO社数は98社（TOKYO PRO Marketへの上場を含む。）となり、2014年に80社を超えて以降、高い水準で推移しており、

IPO市場は引き続き活況な状況といえます。

　日本経済を活性化させるためには、より多くの起業がされ、その企業が成長して雇用を増やしていくことが必要とされていま

す。IPOは企業成長のためにとても有効なステップのひとつと言えます。

　しかしながら、上場後間もない会社の業績下方修正や会計不正が残念ながら起きており、大企業においても不祥事が絶えませ

ん。政府の成長戦略の具体的施策の中においても、コーポレート・ガバナンスの強化が掲げられており、上場企業には日本取引所が

策定したコーポレートガバナンス・コードが2015年6月から適用され、2018年6月にコードの改訂も行われています。ステークホル

ダーは、企業がどのようなガバナンス体制を構築しているかますます注目するようになっていますし、上場審査においても慎重に

検討されています。

　株式市場の状況は少なからずIPO社数に影響を与えますが、IPOのメリットは資金調達だけではなく、信用力が向上し様々な面

で恩恵を受けることができることにあります。IPOを目指すにあたり、必要以上に株価の変動にとらわれることなく、上場会社に

ふさわしい組織的な体制を作ることが重要です。

　有限責任監査法人トーマツは、長年にわたりIPO支援活動を行い、実績を上げています。その豊富な経験を活かし、IPOするため

の技術的な支援を行うだけでなく、企業の経営がより良くなるための支援業務も行っています。監査・アドバイザリー業務・セミ

ナー・出版を通じて、企業のIPOを支援します。この小冊子が少しでもお役に立てば幸いです。

はしがき



はしがき
Page

１．株式公開とは
 １）株式公開の本質 …………………………………………………………………………………… 1
 ２）証券取引所市場の仕組み ………………………………………………………………………… 2
 ３）企業の成長ステージに対応した市場 …………………………………………………………… 2
 ４）株式公開のメリットと負担 ……………………………………………………………………… 3
 　　　①株式公開のメリット　②株式公開の負担

２．株式上場の審査基準
 １）形式基準と実質基準 ……………………………………………………………………………… 4
 ２）資格要件（形式基準） ……………………………………………………………………………… 4
 　　　①形式基準について　②上場前の第三者割当増資等について　③合併等の実施が上場申請に与える影響

 ３）審査項目（実質基準） …………………………………………………………………………… 12
 　　　①東証二部上場審査、JASDAQスタンダード上場審査の主な内容

 　　　②マザーズ上場審査、JASDAQグロース上場審査の主な内容

 ４）子会社上場の取扱い …………………………………………………………………………… 15

３．金融商品取引所の審査手続と申請書類
 １）審査手続と審査スケジュール ………………………………………………………………… 16
 　　　①東証二部上場　②マザーズ上場　③JASDAQ上場

 ２）申請書類 ………………………………………………………………………………………… 18 
 　　　①Ⅰの部　②Ⅱの部　③マザーズ上場のための申請書類

 　　　④JASDAQ上場申請レポート（通称「JQレポート」）

 ３）株式上場審査における「Ⅰの部」、「Ⅱの部」等の位置付け ……………………………… 21
 　　　①申請会社の実態を把握するための資料　②上場後における開示書類作成能力の審査

 　　　③上場審査の要点を確認するための資料

４．財務諸表等
 １）財務諸表等と会計監査 ………………………………………………………………………… 22
 ２）監査意見 ………………………………………………………………………………………… 23
 ３）四半期レビュー報告書の結論 ………………………………………………………………… 24
 ４）税務会計との相違 ……………………………………………………………………………… 24
 　　　①企業会計と税務会計との基本的相違点　②企業会計への変更

 ５）収益認識について ……………………………………………………………………………… 25
 　　　①収益の認識時期　②収益額の測定（総額表示と純額表示）

 ６）過年度遡及会計基準 …………………………………………………………………………… 25
 ７）12か月未満の事業年度の取扱い ……………………………………………………………… 25
 ８）監査契約締結の時期 …………………………………………………………………………… 26
 　　　①株式公開のための課題調査　②期首残高調査

目次



Page
５．資本政策（企業の成長戦略とコーポレート・ファイナンス）
 １）資本政策の目的 ………………………………………………………………………………… 27
 ２）資本政策の諸手段 ……………………………………………………………………………… 27
 　　　①株主割当増資　②第三者割当増資　③新株予約権　④株式移動　⑤投資単位の調整

 　　　⑥ストック・オプション　⑦従業員持株会

 ３）株価の考え方 …………………………………………………………………………………… 29
 　　　①インカム・アプローチ　②マーケット・アプローチ　③コスト・アプローチ

 ４）上場前の金融商品取引法の規制 ……………………………………………………………… 29

６．株式上場の準備
 １）株式上場のポイント …………………………………………………………………………… 30
 　　　①利益管理制度　②ディスクロージャー体制　③内部管理体制と内部統制報告制度への対応

 　　　④関連当事者等の整理

 ２）準備体制 ………………………………………………………………………………………… 32
 　　　①全社をあげた取組みと継続　②上場準備プロジェクトチーム　③主幹事証券会社の決定

 　　　④監査法人の決定　⑤資本政策の立案・実行　⑥その他

 ３）デロイト トーマツ グループが提供するサービス …………………………………………… 35
 　　　①上場準備サービス・支援項目　②コンピューターの利用による経営管理システム導入のアドバイス

 　　　③上場準備のための監査

 ４）証券会社の役割 ………………………………………………………………………………… 36
 ５）株式上場に係る費用 …………………………………………………………………………… 37
 　　　①株式上場までの準備費用　②株式上場時の費用　③株式上場後の費用

７．株式上場後の開示制度
 １）制度の概要 ……………………………………………………………………………………… 39
 ２）大会社の決算日程例 …………………………………………………………………………… 39
 ３）対応すべき開示制度 …………………………………………………………………………… 40
 　　　①会社法の開示制度　②金融商品取引法の開示制度　③各市場における適時開示制度



１）株式公開の本質

　株式公開は、英語でIPO（I
・

nitial P
・

ublic O
・

ffering）といい、自社の株
式を初めて市場に提供することで、ほとんどの場合公募により資金
調達が行われます。広く一般投資家から資金を集める以上、そこに
はその資金を元手に事業を拡大し、投資家に適切に還元するという
成長戦略が当然にあるはずです。金融商品取引所はこのニーズに応
えるため、証券市場の改革に積極的に取組んでおり、ベンチャー企
業が成長に必要な良質な資金を調達することを可能にしています。
これから成長しようとする企業にとって、最も必要とする時期に資
金を調達できるかどうかは、死命を制するほど重要です。ひと昔前
のオーナーの財産形成の一環として考えられていた株式公開は、IPO
本来の目的へ変化してきており、現在ではここに株式公開の本質が
あると考えられています。

　また、株式公開はGoing Public、すなわち、マイ・カンパニーからパ
ブリック・カンパニー（社会的公器）への変革をも意味しています。こ
れは株式を公開することにより、自社の株式が証券市場において広
く一般投資家の間で売買されることになり、利害関係者の数が飛躍
的に増加するからです。パブリック・カンパニーへの変革とは、適時
適切なディスクロージャーを行える体制を構築するとともに、ワン
マン経営・属人的業務運営から脱脚し、組織的計画的な経営を実践
し、事業の継続性及び収益性を確保できるよう自社の仕組みを見直
していくことを意味します。これはオーナー経営者に大きく意識変
革を迫るものであり、経営者は自社がパブリック・カンパニーに変革
できるか慎重に検討し、強い意志を持って株式公開を進めていくこ
とが重要になります。

マイ・カンパニーからパブリック・カンパニーへ

①ディスクロージャー体制の充実
　→投資家の投資判断に役立つ情報を適時適切に開示できる体制を備えている会社である

②組織的計画的経営
　→ワンマン経営・属人的業務運営からの脱却が図られ、企業経営の健全性が確保されている会社である

③事業の継続性及び収益性の確保
　→経営成績の見通しが良好であり、経営活動の継続性の前提となる支払能力が維持されている会社である

1 株式公開とは

Point
コーポレート・ガバナンスをめぐる一連の動き
　近年コーポレート・ガバナンスが確立されている会社かどうかを見極めることが投資判断の重要なポイントとされており、これは
上場審査においても重要な審査項目のひとつとなっています。コーポレート・ガバナンスの強化へ向けた動きは続いており、2013年
6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、成長戦略とコーポレート・ガバナンスの強化がセットとして発信されました。この流
れを受けた法令・規則として大きく以下2点があげられます。
①会社法改正
　�　2015年５月の改正により、監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る）であって、有価証券報告書提出会
社については、社外取締役を置いていない場合の理由の説明・開示が事業報告において必要とされました。
　�　また、株式会社のガバナンスの形態として監査等委員会設置会社という制度が新たに設けられました。監査等委員会設置会社と
は、社外取締役が過半数を占める監査等委員会により会社の経営をチェックする形態です。
②コーポレートガバナンス・コードの創設
　�　2015年6月より新たに取引所規則によりコーポレートガバナンス・コードが導入されています。コード導入の意図としては、会社
の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自律的対応が図られることに主眼が置かれており、その観点から主要な原
則が取りまとめられています。2018年6月改訂後の項目数は5つの基本原則に加え、31の原則・42の補充原則から成り立っていま
す。例えば、独立社外取締役については少なくとも2名以上を求めるなど、会社法より厳しいものも含まれた内容となっています。
当該コードはソフトロー（法的拘束力はなく、報告書等で考え方を提示するもの）である点が特徴であり、全ての原則を一律に実施
しなければならないわけではありません。ただし、実施しない場合にはその理由を説明する必要があります。主として東証本則市
場に上場している会社に適用され、マザーズ及びJASDAQ上場の会社は基本原則(5項目)のみの適用が求められることとなってい
ます。
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２）証券取引所市場の仕組み

　証券取引所市場とは、各金融商品取引所（以下、「取引所」）が管理・
運営の主体となって株式の売買が行われる市場です。一般の投資家
からの売買注文は証券会社を通じて取引所に集中されます。
　取引所は、大量の売買注文を迅速、かつ公正に処理し、適正な株価
形成と株式の円滑な流通を図ることを目的としています。

３）企業の成長ステージに対応した市場

　証券取引所市場には企業の成長ステージ、規模及び株式の流通性
の度合等により、いくつかの市場が開設されています。
　したがって、どの市場で株式公開すべきかは、自社の成長ステージ
を考慮しつつ、各市場の特徴を理解して決定する必要があります。

JASDAQ
（スタンダード・グロース）

マザーズ

TOKYO PRO Market

本則市場その他
（札幌・名古屋・福岡）

アンビシャス
セントレックス

Q-Board

一般企業向け 新興・成長企業向け

市場第一部、二部東京
証券取引所

日本取引所
グループ

Point
最近の株式市場の動き
①東京証券取引所と大阪証券取引所の経営統合について
　2013年1月に、東京証券取引所グループと大阪証券取引所が経営統合しました。我が国の証券市場におけるセントラル・マーケット
である東京証券取引所と、デリバティブ取引に関する業務に競争力を有する大阪証券取引所が統合することで、グローバルな取引所
間競争においてプレーヤーとして生き残るための新たな取引所グループが誕生したわけです。この統合により株式等の現物市場は
東京証券取引所（以下「東証」）に集約され、デリバティブ取引は大阪取引所に集約されることになりました。
　この統合により、東証一部と大証一部は統合され東証一部になり、同様に、東証二部と大証二部は統合され東証二部になりました。
マザーズとJASDAQ、TOKYO�PRO�Marketは従来からの枠組みを維持しています（JASDAQは大証ではなく東証が運営）。
②東京証券取引所における各市場の特徴について
　市場第一部・市場第二部は、国内外を代表する大企業・中堅企業が上場する日本の中心的な株式市場です。特に、市場第一部は国際
的な市場として、市場の規模や流動性においても世界のトップクラスの市場です。なお、市場第一部及び市場第二部を総称して「本則
市場」といいます。
　マザーズは、近い将来の市場第一部へのステップアップを視野に入れた成長企業向けの市場です。そのため、「高い成長可能性」が
求められます。会社が高い成長可能性を有しているか否かについては、主幹事証券会社がビジネスモデルや事業環境などを基に評
価・判断します。多くの成長企業に資金調達の場を提供するという観点から、その上場対象とする企業について、規模や業種などによ
る制限は設けられていません。近年、マザーズにIPOを果たす企業の割合は年々増加しており、またマザーズ上場後、多くの企業が市
場第一部にステップアップしています。
　JASDAQは、1．信頼性、2．革新性、3．地域・国際性という3つのコンセプトを掲げる市場です。また、一定の事業規模と実績を有する
成長企業を対象とした「スタンダード」、特色ある技術やビジネスモデルを有し、より将来の成長可能性に富んだ企業群を対象とした
「グロース」という2つの異なる内訳区分を設けています。
　TOKYO�PRO�Marketは、2009年5月に開設されたプロ投資家向けの新しい市場です。通常の上場市場と異なる点は、証券会社などの
指定アドバイザー（J-Adviser）が、企業の上場適格性を評価するとともに、上場後も企業が一定の市場ルールを遵守するよう指導する
ことです。また、いわゆる形式基準（株主数は時価総額など）はなく、上場準備に関する負担も軽減されています。
　このように、日本の新興市場はそれぞれコンセプトの異なる市場に再編されており、上場を目指す企業は自社の成長にとってどの
市場に上場するのが良いのかを慎重に検討する必要があるでしょう。
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Road to Going Public　－株式公開への道のり－

事業計画の策定

株式公開の意義確認

主幹事証券会社の選定

株式公開の検討

監査法人の選定

監査法人による調査を
実施し課題抽出

プロジェクトチーム発足

株式上場申請書類の作成

資本政策の立案

経営管理体制の整備

株式公開準備

ディスクロージャー体
制の整備

金融商品取引法第193条
の2第1項の規定に準じ
た監査実施

株式上場申請

金融商品取引所による審査

金融商品取引所による上場承認

株式上場申請

金 融 庁 長 官(各 管 轄 財 務
局)へ有価証券届出書提出

株　式　上　場

関係会社の整理、関連
当事者等との取引整理

４）株式公開のメリットと負担

　株式公開の各利害関係者に与えるメリット及び会社にとっての
負担としては、一般的に以下の事項が考えられます。

①株式公開のメリット
（ａ）会社自体のメリット
　イ）資金調達能力の増大
　ロ）知名度の向上、優秀な人材の獲得
　ハ）経営基盤の強化
　ニ）従業員の財産形成

（ｂ）一般株主のメリット
　上記（ａ）の会社のメリットはすべて株主のメリットにつなが
ると言えますが、このほかに、株式の流動性が増すとともに、資産
価値の増大にもつながります。また、証券市場において株価が形
成・公表されることにより株価算定の客観性が増し、公正な株価

形成が可能となります。

（ｃ）オーナーのメリット
　イ）創業者利潤の享受
　ロ）資産価値の増大
　ハ）相続発生時の納税資金の確保

②株式公開の負担
　パブリック・カンパニーとして広く公衆に責任を負うため、
　イ）コーポレート・ガバナンス体制の確立
　ロ）タイムリー・ディスクロージャー
　ハ）管理コストの増加
　ニ）株式事務コストの増加
といった負担が当然に生じます。また、業績や企業価値向上につい
て株主等にモニタリングされることになるため、適切なＩＲ活動も
必要となってきます。

Point
　株式公開は企業が成長するための一つの手段として考える必要があります。成長のための資金を調達する場の一つとして株式市
場があるのですから、業績が比較的安定しており、これ以上規模の拡大を望まない会社の場合には、株式公開を目指すことがベスト
の戦略とは言えない場合もあります。上場企業としての経営管理体制の整備や上場を維持するためのコストなど、企業の負担が大き
くなる面もあるので、株式公開は成長志向が旺盛な企業が検討すべき企業戦略と言えます。
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１）形式基準と実質基準

　株式を上場する際には、上場企業としてふさわしいかどうかを確
認するための審査が行われます。
　審査基準には具体的な上場審査プロセスに進むための資格要件
となる受付基準としての「形式基準」と、収益性や企業活動の健全
性、また投資家への開示の適正性等、上場会社として必要とされる
事項が備わっているか否かを判断する際の判断基準となる「実質基
準」の両面があります。また、上場申請に際しては形式基準に適合す
るとともに、申請の不受理事項に該当しないことが必要になり
ます。

２）資格要件（形式基準）

①形式基準について
（ａ）各市場の上場基準

　東京証券取引所が定める上場の形式的資格要件は、次頁のとお
りです。

Point
IPOに関連するルールをめぐる近年の流れ
　リーマンショックの影響を受け、IPO社数が史上最低水準となったのが2009年でした。その後2010年6月に民主党政権下で閣議決
定された「新成長戦略」のテーマとして、「新興市場等の信頼性の回復と活性化策の検討」が掲げられたことに伴い、2010年12月に金融
庁からアクションプランが発表されました。このアクションプランに従い、金融庁や取引所はIPOを活性化させつつ、信頼性を担保す
るというバランスを取りながらルールの改正が行われています。
　東京証券取引所においては、2011年3月に新たな上場基準が施行され、マザーズ市場に対するIPOの活性化に向けた施策として、市
場コンセプトに即した上場審査手法が導入されました。市場第一部・二部についても、2012年3月に同様の観点から上場基準が改正さ
れました。その後、2013年7月に行われた大阪証券取引所との現物市場統合に伴う制度改正が2013年４月に行われました。当該統合
については、基本的には両取引所の制度を維持する方向での改正であり、コンセプトが異なるマザーズとJASDAQは当面併存される
ことになりました。このように、取引所における上場審査の基準は現在の経済環境に即した形で、IPOを活性化させる方向で改正され
ています。
　金融商品取引法においても、上場時に提出する有価証券届出書の記載内容が簡略化される改正が行われました。また、従来では、上
場後には内部統制監査を受ける必要がありましたが、IPO後3年間は免除が可能となる改正が行われました。
　このようにIPO時の負担を軽減し、IPOを活性化させる流れでルールが改正されています。一方で、コーポレートガバナンス・コード
のように、企業の信頼性を向上させる仕組みも導入されています。加えて、2016年3月には日本取引所自主規制法人から「上場会社に
おける不祥事対応のプリンシプル」が公表され、問題に直面した上場企業の速やかな信頼回復と企業価値の再生のための行動原則が
示されています。

2 株式上場の審査基準
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摘要
東京証券取引所

市場第二部 マザーズ JASDAQ
スタンダード

JASDAQ
グロース

1 対象企業 ― 高い成長の可能性を有してい
ると認められる企業

一 定 の 事 業 規 模 と 実 績 を 有
し、事業の拡大が見込まれる
企業

特色ある技術やビジネスモデ
ルを有し、将来の成長可能性
に富んだ企業

2 事業継続年数

直前事業年度の末日から起算
して３か年以前から取締役会
を設置して、継続的に事業活
動をしていること

上場申請日から起算して１か
年以前から取締役会を設置し
て継続的に事業活動をしてい
ること

― ―

3 純資産の額
（注１）

上場時において連結が10億円
以上、かつ、申請会社単体が負

（債務超過）でないこと
― 上場時において連結が２億円

以上
上場時において純資産の額が
正であること

4 利益の額等
最近２年間における利益の総
額 が ５ 億 円 以 上 で あ る こ と

（注２、３）
―

最近１年間における利益の総
額が１億円以上計上されてい
ること（注２、３）

―

5 上場時価総額 上場時価総額20億円以上 上場時価総額10億円以上 ― ―

6 上場（公開）
株式数 ― 上場に際し500単位以上の公

募（注４）

上場時の公募または売出し株式数が以下ａ、ｂのいずれか多
い株式数以上であること
ａ. 1,000売買単位
ｂ.上場株式数の１0％

7 株主数（注５） 上場時までに800人以上とな
る見込みのあること

上場時までに200人以上とな
る見込みのあること 上場時までに200人以上となる見込みのあること

8 流通株式
（注６）

以下のa、b、cを上場時の見込
みとしてすべて満たすこと
a.流通株式数が4,000単位（注

４）以上であること
b.流通株式時価総額が10億円

以上であること
c.流通株式数が上場株券等の

株数の30％以上であること

以下のa、b、cを上場時の見込
みとしてすべて満たすこと
a.流通株式数が2,000単位（注

４）以上であること
b.流通株式時価総額が5億円

以上であること
c.流通株式数が上場株券等の

株数の25％以上であること

流通株式時価総額が、上場時の見込みとして５億円以上であ
ること

９ 虚偽記載
（注７・８・９）

監査法人の意見表明の対象となる年度及び四半期に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」を
行っていないこと

10

監
査
意
見
等

（
注
７
・
８
・
９
・
10
）

年　度

最近２事業年度に係る財務諸
表等について監査が必要であ
り、意見は「適正」、かつ、最近
１年間に終了する年度につい
ては「無限定」

「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に添付される監査報告書において、意見は
「適正」、かつ、最近１年間に終了する年度については「無限定」

四半期 申請事業年度に係る四半期財務諸表等についてレビューが必
要であり、結論は「無限定」

上場日の直前の四半期に係る四半期財務諸表等についてレ
ビューが必要であり、結論は「無限定」

11 主な申請書類

❖新規上場申請のための有価
証券報告書（Ⅰの部）
❖新規上場申請のための有価

証券報告書（Ⅱの部）
❖新規上場申請のための四半

期報告書

❖新規上場申請のための有価
証券報告書（Ⅰの部）
❖新規上場申請のための四半

期報告書
❖上場申請者に係る各種説明

資料

❖新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）
❖新規上場申請のための四半期報告書
❖JASDAQ上場申請レポート

12 その他 会計監査人の設置、株式事務代行機関の設置、単元株式数が上場時に100株となる見込みのあること、株式譲渡制限の撤廃（上
場時までに制限を外す見込みであればよい）、指定振替機関における取扱いに係る同意
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（注）

1 「純資産の額」の算定
方法 純資産の部の合計額＋特別法上の準備金－新株予約権－非支配株主持分

2 「利益の額」の算定方
法 経常損益＋非支配株主に帰属する当期純利益

3
「 時 価 総 額 」に 係 る
「利益の額」の適合除

外

以下の条件を満たしている場合には「利益の額」に係る基準への適合は要しません。
（市場第二部）上場日における「時価総額」が500億円以上となる見込みがあり、かつ、最近１年間における売上高が100億円以

上である場合
（JASDAQスタンダード）上場日における「時価総額」が50億円以上となる見込みがある場合

4 単位 １単位は、単元株式数を定めている場合は一単元の株式数、単元株式数を定めていない場合は１株をいいます。

5 株主数 １単位（上記注４）以上を所有する株主の数をいい、申請会社（自己株式）を除きます。

6 流通株式

役員（取締役・監査役・役員持株会・会計参与・執行役）、関係会社、自己株式、10％以上の株数を保有する者の株数を除いた株式
数
ただし、役員には役員の配偶者及び二親等内血族、役員又は役員の配偶者及び二親等内血族が議決権の過半数を保有する会
社、関係会社の役員が含まれます。

７ 有価証券報告書等 有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類の添付書類及びこれらの書類にかかる参照書類、有価
証券報告書及びその添付書類並びに四半期報告書、目論見書

8
年度、四半期、財務諸
表等、四半期財務諸
表等

年度：事業年度及び連結会計年度、四半期：四半期会計期間及び四半期連結会計期間、財務諸表等：財務諸表及び連結財務諸表、
四半期財務諸表等：四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表

9 監査意見等 年度：監査意見、四半期：レビューの結論

10 内部統制報告書等
国内の他の金融商品取引所に上場されている場合には、最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に「評価結果を
表明できない」旨が記載されていないこと及び添付される「内部統制監査報告書」に「意見の表明をしない」旨が記載されてい
ないこと

　各市場では、対象となる企業に応じて、それぞれ異なる形式基準
を設け、特色を打ち出しています。特に従来からの既存市場である
市場第一部・二部等での形式基準と、新興企業向けの市場であるマ
ザーズ・JASDAQスタンダード・JASDAQグロース等での形式基準と
の間には、各市場が求める企業像に応じて、基準の項目や、各基準で
求める数値等の水準に大きな違いが見られます。

　また、新興市場間においても、マザーズは市場第一部へのステッ
プアップ市場と位置づけられているのに対し、JASDAQはスタン
ダード・グロースを並列させ、様々な規模の企業が上場銘柄として
名を連らねる市場とするなどの違いが見られ、その違いは審査基準
にも反映されています。
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摘　　要 東京証券取引所　市場第一部

1 上場時価総額 250億円以上

2 株主数 上場の時までに2,200人以上

3 流通株式
以下のa,bを上場時の見込みとしてすべて満たすこと
　a.流通株式数が20,000単位以上であること
　b.流通株式数が上場株券等の株数の35％以上であること

（c）東証一部指定基準
　市場第二部に上場している会社が、市場第一部に指定されるた
めの形式的資格要件は以下のとおりです。

　すでに市場第二部に上場している実績を勘案し、直接上場する
（b）の場合よりも基準は緩和されています。

摘　　要 東京証券取引所　市場第一部

１ 上場時価総額（注１） 40億円以上

２ 株主数 一部指定の時までに2,200人以上

３ 流通株式

以下のa,b,cを一部指定の時の見込みとしてすべて満たすこと
　a.流通株式数が20,000単位以上であること
　b.流通株式時価総額が20億円以上であること
　c.流通株式数が上場株券等の株数の35％以上であること

４ 純資産の額 一部指定日において連結で10億円以上、かつ、単体で負（債務超過）でないこと

５ 利益の額
最近２年間における利益の額（連結経常損益＋少数株主損益）の総額が５億円以上であること
＊当該基準を満たす場合は、「６．時価総額」に係る基準への適合を要さない

６ 時価総額
500億円以上、かつ、最近１年間における連結売上高が100億円以上
＊当該基準を満たす場合は、「５．利益の額」に係る基準への適合を要さない

７ 虚偽記載・監査意見

　a.最近５年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
　b.最近５年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」又は「限定付適正」
　c.最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨が記載されていないこ

と及び添付させる内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨が記載されていないこと

８ 月平均売買高（注２） 200単位以上

注）１．時価総額の算定方法
時価総額は、一部指定日において見込まれる上場株券等の数に株価を乗じて得た額に、その申請会社が発行するその他のすべての株式（国内の取引所に上場
又は外国の取引所等において上場若しくは継続的に取引されているものに限る。）に係る時価総額を加えて算出します。
算出の際には次の価格を用います。
＜公募又は売出しを行う場合＞

指定に係る公募又は売出しを行う場合には、「公募又は売出しの見込み価格」と「指定承認日の前々日以前１か月間における株式の最低価格」のいずれか低
い価格を用います。 

＜公募又は売出しを行わない場合＞
　指定に係る公募又は売出しを行わない場合には、指定承認日の前々日以前１か月間における株式の最低価格を用います。 

　　２．月平均売買高
市場第一部への指定の申請日を含む月の前月の末日以前６か月間を、「前半３か月間」及び「後半３か月間」に区分したそれぞれの期間における市場内売買の
売買高合計の月割高を言います。
上場会社が売買高の算出対象期間内に単元株式数の引下げを行っている場合には、変更前については当該変更前の単元株式数、当該変更後については当該変
更後の単元株式数に基づき、当該基準に規定する売買高を算定します。

（ｂ）東証一部へ直接上場するための基準
　通常、市場第二部を経由しなければ市場第一部に上場すること
はできませんが、上場株式数が多大で、株式の分布状況が特に良

好と認められる企業の場合には、後述（c）の市場第一部指定基準
と同時に以下の流通性に係る条件を満たすことによって、直接市
場第一部に上場することができます。
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②上場前の第三者割当増資等について
　株式上場前の第三者割当増資等については、以下に示す事項に該
当する場合、申請不受理又は受理の取消し、あるいは追加的な情報
開示が必要となることがあります。
　企業の円滑な資金調達の要請に応えつつも、株式上場前に行われ
た第三者割当増資や株式移動による特定の株主の短期利得行為を
極力排除し、株式上場制度の透明性・信頼性を確保する観点から、株
式上場前の第三者割当増資等及び特別利害関係者等の株式移動に
ついては、一定の規制を受けることになります。
　なお、この規制については、すべての市場において同様の取扱い
となっています。

（ａ）上場前の第三者割当増資等による募集株式の割当
　上場申請直前事業年度の末日の１年前の日以後から上場日の
前日までの期間（制限期間）において行われた第三者割当増資等
については、取得者は当該株式等の発行日から上場日以後６か月
を経過する日までの間、その株式をいかなる方法でも売却するこ
とはできません。
　また、第三者割当増資等の際には、発行会社と取得者との間で、
書面により継続的な所有等に関する確約を行うとともに、上場申
請時には当該確約書の提出が求められます。

（ｂ）ストック・オプション及び権利行使により取得した株式
　制限期間において、申請会社（当該会社の財務諸表等規則上の子
会社を含む。）の役員又は従業員等に給与等として新株予約権（ス
トック・オプション）を発行した場合、会社と取得者との間で継続
的な所有等に関する確約を行うとともに、上場申請時には当該確
約書の提出が求められます。取得者は付与日から上場日の前日又
は権利行使を行う日のいずれか早い日までが継続所有期間となり
ます。当該新株予約権の権利行使により発行された新株も規制の
対象となり、新株を取得した日から上場日の前日までが継続所有
期間となります。

（ｃ）�第三者割当増資等及び特別利害関係者等の株式等の移動の状
況に関する開示

　申請会社は、上場申請直前事業年度の末日から遡る２年前の日
から上場日の前日までの期間に、第三者割当増資等又はストッ
ク・オプションを発行している場合、あるいは特別利害関係者等
が株式等の移動を行っている場合には、その内容をＩの部（18頁

「２）申請書類」の項参照）及び有価証券届出書の株式公開情報に
開示することが義務付けられています。したがって、これらの内
容は、公衆の縦覧に供されることになります。

（ｄ）上場申請の不受理又は受理の取消し
　前述した確約を証する書面を、申請会社が提出しない場合、ま
た確約に基づく所有を現に行っていない場合（一部例外を除く。）
には、不受理又は受理の取消しとなります。
　また、Ⅰの部及び有価証券届出書への記載に誤りがある場合、
形式基準での虚偽記載の疑義が生じるとともに、取引所は申請会
社及び幹事取引参加者の名称、記載内容が正確でなかった旨を公
表することができるとされています。
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（例） ３月決算 ：上場申請日８月１日、上場日１１月１日
 N ：申請事業年度
 N-1 ：直前事業年度
 N-2 ：直前々事業年度

直
前
事
業
年
度
末
日
の

２
年
前
の
日
の
翌
日

直
前
事
業
年
度
末
日
の

１
年
前
の
日
の
翌
日

上
場
日
以
後
６
か
月
間

を
経
過
す
る
日

直
前
事
業
年
度
末
日

上
場
申
請
日

上
場
日
の
前
日

上
場
日

申
請
事
業
年
度
末
日

（Ｎ-２）

フリー期間 制　限　期　間

第三者割当増資等（注１）の実施の規制対象となる期間

上記により発行された株式等（注２）の継続的な所有期間（注３）

ストック・オプションの実施の規制対象となる期間

Ⅰの部等に内容を記載し、公衆の縦覧に供する対象とする期間

ストック・オプションの継続的な所有期間（注４）

（Ｎ-１） （Ｎ）

4/1 4/1 3/31 8/1 10/31 11/1 3/31 4/30

（注）１．第三者割当増資等
株主割当以外の株式等（株式、新株予約権（ストック・オプションを除く。）及び新株予約権付社債）の発行を言い、自己株式又は自己新
株予約権の処分を含み、数種の株式の他の種類の株式への転換、新株予約権の行使、合併及び株式の公募増資等による株式の発行を
除きます。

　　　２．規制対象となる株式等
当該株式等のほか、当該株式等の株式分割や権利行使等により発行された新株も継続的な所有の対象となります。

　　　３．株式等の継続的な所有期間
上場日以後６か月間を経過する日が第三者割当増資等の日以後1年間を経過していない場合には、当該第三者割当増資等の日以後
１年間を経過する日。（例）において、７月１日に第三者割当増資等を実施した場合、継続的な所有の期限は翌年の６月30日までとな
ります。

　　　４．ストック・オプションの継続的な所有期間
権利行使により発行された株式（分割による新株も含む。）も規制の対象となり、新株を取得した日から上場日の前日までが継続的な
所有期間となります。

　　　５．特別利害関係者等
31頁参照

（a）第三者割当増資等

（b）ストック・オプション

（c）第三者割当増資等、ストック・オプション、特別利害関係者等（注５）の株式等の移動

上場前の第三者割当増資等に対する規制の具体例
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③合併等の実施が上場申請に与える影響
　合併等については、以下に示す事項に該当する場合、申請不受理
又は受理の取消し、あるいは追加的な情報開示が必要となることが
あります。

（ａ）合併等の実施によって申請不受理となる場合
　東証では以下の２つの場合には、それらの行為によって会社の

事業内容、財政状態及び経営成績等に著しい影響を与え、会社の
実態を把握することが困難であることから、上場申請を受理しな
いか又は申請後に把握した際に受理の取消しを行うこととして
います。

（注）１．合併、事業の譲受けもしくは譲渡
申請会社の子会社が行った又は行う予定のある場合を含みます。

　　　２．会社分割
申請会社の子会社が行った又は行う予定のある場合を含みます。なお、上場会社から事業を承継する人的分割（承継する事業が申請会社の主要な営業とな
るものに限る。）である場合は除きます。

　　　３．子会社化もしくは非子会社化
「子会社化」とは他の会社を子会社とすることであり、「非子会社化」とは他の会社の親会社でなくなることを言います。

種　　類 申請不受理となる場合

１

・合併（注１）
・会社分割（注２）
・子会社化もしくは非子会社化（注３）
・事業の譲受もしくは譲渡（注１）

（以下「合併等」という）

新規上場申請日以後、同日の直前事業年度の末日から2年以内に合併等のいずれかを行う予定
があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなっている、又はなくなる
場合

２ ・合併、株式交換又は株式移転
申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を新規
上場申請日の直前事業年度の末日から2年以内がある場合（上場廃止予定の会社を上場させる
ことは好ましくないため）

（ｂ）�（ａ）以外の合併等の実施であり、その行為が会社の財政状態
及び経営成績に重要な影響を与えるため書類の提出が必要と
なる場合

　上記（a）以外の合併等は不受理又は受理の取消しとはなりま
せんが、申請会社が申請直前事業年度末日から遡って１年間又は
上場申請日の属する事業年度の初日以降において申請会社の財

政状態及び経営成績に重要な影響（注）を与える合併等を行って
いる場合には、その行為の前後における期間比較等を可能にする
ため、以下の書類の提出が必要となり、これらの書類は公衆縦覧
に供されることとなります。

（注） 申請会社の連結財務諸表における総資産額、純資産の額、売上高及び利益の
額に50％以上の影響を与えている合併等を言います。

種　　類 提出が必要となる書類

１ 合併 ❖新規上場申請のための被合併会社等の概要書
❖合併当事会社の財務諸表等（注１）

２ 会社分割 ❖新規上場申請のための会社分割概要書
❖分割により継承される事業に係る財務計算に関する書類（注２）

３ 子会社化もしくは非子会社化 ❖新規上場申請のための異動子会社に関する概要書
❖子会社化又は非子会社化した会社の財務諸表等（注１）

４ 事業の譲受もしくは譲渡 ❖新規上場申請のための事業の譲受け（又は譲渡）概要書
❖譲受け又は譲渡の対象となる部門に係る財務計算に関する書類（注２）

（注）１．財務諸表に対する意見
財務諸表等に金融商品取引法に基づく監査証明が付されていない場合には、当該財務諸表等に対する監査法人の意見を記載した書面を添付することが必
要です。

　　　２．財務計算に関する書類に係る意見
当該営業部門の財務情報に対する監査法人の意見を記載した書面を添付することが必要です。
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（ｃ）�（ａ）以外の合併等の実施であり、承継される事業が申請会社
の事業の主体となる場合

　企業再編の制度が整備されたことを考慮し、各取引所ではより
申請会社の実態に近い財政状態及び経営成績に基づいた審査を
実施するため、次のような上場制度上の対応を図っています。
イ）事業継続年数

　合併主体会社（合併当事会社のうち、事業規模の最も大きい
会社）における主要な事業の活動期間を加算して算出すること
ができます。

ロ）利益の額
　審査対象期間又は上場申請日の属する事業年度の初日以後
に合併を行っている場合、合併前の期間については、合併主体

会社の各連結会計年度の連結損益計算書に基づいて算定され
る利益の額に相当する額が審査対象となります。

ハ）財務諸表等
　審査対象期間に合併を行っている場合には、審査対象期間の
うち合併前の期間については、合併主体会社の当該期間内に終
了する事業年度の財務諸表等及び当該財務諸表等が参照され
る有価証券報告書等が審査対象となります。
　合併を行っている場合に提出が必要となる財務諸表等の範
囲及び当該財務諸表等への監査意見の要否については以下の
とおりです。
　なお持株会社化及び会社分割、事業の譲受けについては上記
とほぼ同様の趣旨の規定が定められています。

東京証券取引所

市場第二部 マザーズ JASDAQ

合併が行われる期間 最近２年間 又は 申請期初日以後 最近２事業年度 最近１年間 又は 申請期初日以後

財務諸表の範囲

対象会社 合併当事会社全て 被合併会社 合併当事会社（申請会社とその子
会社除く。）

対象期間 対象となる合併が行われた期間内
に終了する事業年度 最近２事業年度 対象となる合併の日の属する事業

年度

上記のうち監査意見が必要となる
もの 合併主体会社の財務諸表 ─ 合併主体会社の財務諸表

Point
TOKYO Pro Market市場の特色
　東証が2009年5月に設立したプロ投資家向けの新市場「TOKYO�Pro�Market」には、設立時の経緯からロンドン証券取引所が運営する
英国AIM市場を参考にした制度がおかれています。具体的には、証券会社などの指定アドバイザー（J-Adviser）が、企業の上場適格性を
評価するとともに、上場後も企業が一定の市場ルールを遵守するよう指導する点が特徴です。TOKYO�Pro�Marketの特徴を既存市場と
比較すると以下のとおりです。

項　　目 既存市場 TOKYO Pro Market

開 示 言 語 日本語 日本語または英語

会 計 基 準 日本基準 日本基準・国際会計基準・米国基準・その他J-Adviserや公認会計士等が適
切と判断し、取引所が認めた基準

上 場 基 準 数値基準あり（５頁参照） 数値基準なし・J-Adviserが会社内容を評価

監 査 証 明 直近２年度分 直前年度のみ

内 部 統 制 報 告 書 必須 任意

四 半 期 開 示 必要 任意（決算開示義務があるのは年２回）

投 資 家 制限なし 非居住者及び日本の特定投資家（機関投資家、法人、個人富裕層）
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３）審査項目（実質基準）

　形式基準が上場審査に入る最低限の要件である受付基準である
のに対し、実際の上場審査は実質基準への適合状況を確認すること
で行われることになります。前述したとおり東証等の既存市場にお
ける実質審査についての考え方は大きく異なる点はありませんが、
マザーズ・JASDAQグロース等の新興市場の審査については、対象
企業の性質上、実質審査項目が一部異なっています。

①東証二部上場審査、JASDAQスタンダード上場審査の主な内容
　上場審査は、申請会社及びその資本下位会社等により構成される
企業グループを対象として行われます。その際、両市場とも、有価証
券上場規程及び上場審査等に関するガイドラインに掲げる事項に
基づいて行われます。
　両市場の実質基準は、その名称及び対象範囲が若干異なるもの
の、概ね同様の項目が設定されており、審査内容が大きく変わるも
のではないと考えられます。実質基準には、企業の継続性（存続性）
及び収益性、コーポレート・ガバナンスと内部管理体制の有効性、開
示の適正性、公益性及び投資家保護などがあります。

②マザーズ上場審査、JASDAQグロース上場審査の主な内容
　上場審査は、①と同様の企業グループを対象として、それぞれの
取引所の規則に掲げる事項に基づいて行われます。
　第一の特徴としては、本則市場・JASDAQスタンダードにおける
審査項目の１つである企業の継続性（存続性）及び収益性について
の項目がありません。
　その代わりに企業の将来性に関する項目（事業計画の合理性・企
業の成長可能性）が定められており、リスク情報の開示の充実を詳
細な例示によって強く求めたり（マザーズ）、中期経営計画の適切な
策定を求めたり（JASDAQグロース）することで、投資家にその将来
像を示すことを求めています。
　第二の特徴として、コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制
の有効性の審査を申請会社の規模や成熟度に応じて行うことが定
められています。申請会社に大企業と同等の体制整備を求めるも
のではないことを明らかにし、発展途上にある申請会社が、人的リ
ソース等が十分でないことを理由に上場への途が閉ざされること
がないよう配慮されています。
　以下で各市場の審査項目（実質基準）に関する項目を示します。
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摘要
東京証券取引所

市場第二部 マザーズ

１
企業の継続性及び収益性

（継続的に事業を営み、か
つ、安定的な収益基盤を有
していること）

⑴新規上場申請者の企業グループの事業計画が、そのビジネス
モデル、事業環境、リスク要因等を踏まえて、適切に策定され
ていると認められること

⑵新規上場申請者の企業グループが今後において安定的に利益
を計上することができる合理的な見込みがあること

⑶経営活動が、次のａからeまでに掲げる事項その他の事項（注
1）から、安定かつ継続的に遂行することができる状況にある
と認められること

―

２

事業計画の合理性（当該事
業計画を遂行するために
必要な事業基盤を整備し
ていること又は整備する
合理的な見込みのあるこ
と）

―

⑴事業計画が、そのビジネスモデル、事業環境、リスク要因等を
踏まえて、適切に策定されていると認められること

⑵事業計画を遂行するために必要な事業基盤が整備されている
と認められること又は整備される合理的な見込みがあると認
められること

３
企業経営の健全性（事業を
公正かつ忠実に遂行して
いること）

⑴特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないと認められること
⑵役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な職務の執行又は

有効な監査の実施を損なう状況でないと認められること
⑶親会社等を有している場合には、経営活動が当該親会社等からの独立性を有する状況にあると認められること

４

企業のコーポレート・ガバ
ナンス及び内部管理体制
の有効性（コーポレート・
ガバナンス及び内部管理
体制が適切に整備され、機
能していること）

【マザーズ】
（コーポレート・ガバナン

ス及び内部管理体制が、企
業の規模や成熟度等に応
じて整備され、適切に機能
していること）（注2）

⑴役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、相応に整備され、適切に整備、運用されている状況にあると認められること
⑵経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が、適切に整備、運用されている状況にあると認められること
⑶経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制の維持のために必要な人員が確保されている状況にあると認められ

ること
⑷その実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあると認められること
⑸経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための有効な体制が、適切に整備、運用され、また、最近において重大な法令違

反を犯しておらず、今後においても重大な法令違反となるおそれのある行為を行っていない状況にあると認められること

５

企業内容等の開示の適正
性（企業内容等の開示を適
正に行うことができる状
況にあること）

【マザーズ】
（企業内容、リスク情報等

の開示を適切に行うこと
ができる状況にあること）

⑴経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示することができる状況にあると
認められること。また、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあると認められること

⑵新規上場申請書類のうち企業内容の開示に係るものについて、法令等に準じて作成されており、かつ、新規上場申請者及びその企
業グループの業種・業態の状況を踏まえて適切に記載されていると認められること（注3）

⑶特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
⑷親会社等を有している場合には、当該親会社等の開示が有効であるものとして、次のａ又はｂのいずれかに該当すること
a.親会社等が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること
b.親会社等（前ａに適合する親会社等を除く。）に関する事実等の会社情報を適切に把握することができる状況にあり、当該会社情

報のうち新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを投資者に対して適切に開示することに当該親会社等が同意するこ
とについて書面により確約すること

６
その他公益又は投資者保
護の観点から当取引所が
必要と認める事項

⑴株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと
⑵買収防衛策を導入している場合には、企業行動規範に掲げる事項を遵守していること
⑶経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
⑷反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公

益又は投資者保護の観点から適当と認められること
⑸市場第二部の場合、新規上場申請に係る内国株券等が、無議決権株式又は議決権の少ない株式である場合は、所定の要件のいずれ

にも適合すること
⑹マザーズの場合、主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生している状況が見られないこと
⑺その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

（注） １. a. 事業活動が、仕入れ、生産、販売の状況、取引先との取引実績並びに製商品・サービスの特徴及び需要動向その他の事業の遂行に関する状況に照らして、安
定かつ継続的に遂行することができる状況にあること

  b.企業グループの構造が、継続的な事業活動の遂行を著しく妨げるものでないこと
  c. 新規上場申請者の企業グループの設備投資及び事業投資等の投資活動が、投資状況の推移及び今後の見通し等の状況に照らして、経営活動の継続性に支

障を来す状況にないこと
  d. 新規上場申請者の企業グループの資金調達等の財務活動が、財務状況の推移及び今後の見通し等に照らして、経営活動の継続性に支障を来す状況にない

こと
  e.新規上場申請者の企業グループの主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生している状況が見られないこと
 ２．  マザーズの場合、コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が申請会社の規模や事業内容、成長ステージ等に照らして相応に整備され、適切に機能してい

ることが求められます。
 ３． 例示として以下のものがあげられています。
  a. 財政状態及び経営成績、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等の投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
      （マザーズの場合は、資金収支の状況に係る分析及び説明、研究開発活動の状況、従業員の状況、配当政策、公募増資の資金使途等の投資者の投資判断上有

用な事項が追加される）
  b.主要な事業活動の前提となる事項
  c. マザーズの場合は、事業年数の短さ、累積欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役員への経営の依存、他社との事業の競合状況、市場や技術の不確実性、

特定の者からの事業運営上の支援の状況等の投資者の投資判断に際して新規上場申請者のリスク要因として考慮されるべき事項
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（注） １. a. 事業活動が、仕入れ、生産、販売の状況、取引先との取引実績並びに製商品・サービスの特徴及び需要動向その他の事業の遂行に関する状況に照らして、安
定かつ継続的に遂行することができる状況にあること

  b. 新規上場申請者の企業グループの設備投資及び事業投資等の投資活動が、投資状況の推移及び今後の見通し等の状況に照らして、経営活動の継続性に支
障を来す状況にないこと

  c.新規上場申請者の企業グループの資金調達等の財務活動が、財務状況の推移及び今後の見通し等に照らして、経営活動の継続性に支障を来す状況にないこと
  d. 新規上場申請者の企業グループの主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生している状況が見られないこと
 ２．  申請会社の企業グループが健全な企業統治及び有効な内部管理体制を確立しているか否かについて、基本的にはスタンダード及びグロースともに同様の

観点から確認がなされます。ただし、グロースにおいては、申請会社の成長段階を踏まえ、各基準に適合するかどうかが検討されます。
 ３． 例示として以下のものがあげられています。
  a. 財政状態・経営成績・資金収支の状況に係る分析及び説明、関係会社の状況、研究開発活動の状況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当政策、公募増資

の資金使途等の投資者の投資判断上有用な事項
     （グロースの場合は、成長可能性のある技術又はビジネスモデルの特徴、事業環境、本格的な事業展開までの行程及び進捗状況が追加される）
  b. 事業年数の短さ、累積欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役員への経営の依存、他社との事業の競合状況、市場や技術の不確実性、特定の者からの事

業運営上の支援の状況等の投資者の投資判断に際してリスク要因として考慮されるべき事項
  c.主要な事業活動の前提となる事項

摘要
東京証券取引所

JASDAQスタンダード JASDAQグロース

１

企業の存続
性（ 事 業 活
動の存続に
支障を来す
状況にない
こと）

⑴新規上場申請者の企業グループの損益及び財政状態の見通し
が今後の企業の存続に支障を来す状況にないこと

⑵経営活動が、次のａからdまでに掲げる事項その他の事項（注1）
から、安定かつ継続的に遂行することができる状況にあると認
められること

企業の成長
可 能 性（ 成
長可能性を
有している
こと）

⑴新規上場申請者の企業グループの損益又は財政状態の見通し
が向上する見込みであること

⑵経営計画の基礎となっている競争優位性及び事業環境につい
て、合理的な根拠を有すること

⑶経営計画の実現に向けた社内の人員体制及び設備の構築につ
いて、現状及び計画の根拠に疑義を抱かせるものでないこと

⑷新規上場申請者の企業グループの主要な事業活動の前提とな
る事項について、その継続に支障を来す要因が発生している状
況が見られないこと

２

健全な企業
統治及び有
効な内部管
理体制の確
立（ 企 業 規
模に応じた
企業統治及
び内部管理
体制が確立
し、有 効 に
機能してい
ること）

（注2）

⑴役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、相応に整備
され、適切に運用されている状況にあると認められること

⑵役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の
役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な職務の執行
又は有効な監査の実施を損なう状況でないと認められること

⑶その実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組
織が、適切に整備、運用されている状況にあると認められるこ
と

⑷経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための有効
な体制が、適切に整備、運用されている状況にあると認められ
ること

⑸経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が、相応に整備
され、適切に運用されている状況にあると認められること

成長の段階
に応じた健
全な企業統
治及び有効
な内部管理
体制の確立

（ 成 長 の 段
階に応じた
企業統治及
び内部管理
体制が確立
し、有 効 に
機能してい
ること）

（注2）

⑴役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、相応に整備
され、適切に運用されている状況にあると認められること

⑵役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の
役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な職務の執行
又は有効な監査の実施を損なう状況でないと認められること

⑶その実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組
織が、適切に整備、運用されている状況にあると認められるこ
と

⑷経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための有効
な体制が、適切に整備、運用されている状況にあると認められ
ること

⑸経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が、相応に整備
され、適切に運用されている状況にあると認められること

３

企業行動の
信 頼 性（ 市
場を混乱さ
せる企業行
動を起こす
見込みのな
いこと）

⑴特定の者との間で、原則として、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないと認められること
⑵親会社等を有している場合には、経営活動が当該親会社等からの独立性を有する状況にあると認められること
⑶経営陣が金融商品市場に上場する責任及び意義に関する識見を有していること
⑷次のａからｃまでに該当しないこと
a.新規上場申請日以降、同日の直前事業年度の末日から３年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化又は事業の譲受け若しくは譲渡

を行う予定のある場合であって、新規上場申請者が当該行為により実質的な存続会社でなくなると当取引所が認めたとき
b.新規上場申請者が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を新規上場申請日の直前事業年度の末日から３年

以内に行う予定のある場合
c.新規上場申請者の大株主、経営者、従業員その他特定者が行う株式の全部取得その他の方法による上場廃止を上場申請日の直前事業年度の末日

から３年以内に行う予定のある場合
⑸買収防衛策を導入している場合には、企業行動規範に掲げる事項を遵守していること
⑹反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者

保護の観点から適当と認められること
⑺最近において重大な法令違反又は公益に反する行為を犯しておらず、今後においても重大な法令違反又は公益に反することとなるおそれのあ

る行為を行っていない状況にあると認められること

４

企業内容等
の開示の適
正 性（ 企 業
内容等の開
示を適正に
行うことが
できる状況
に あ る こ
と）

⑴経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示することができる状況にあると認められること。ま
た、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあると認められること

⑵新規上場申請書類のうち企業内容の開示に係るものについて、法令等に準じて作成されており、かつ、新規上場申請者及びその企業グループの
業種・業態の状況を踏まえて、適切に記載されていると認められること（注3）

⑶特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、新規上場申請者の企業グループの実態の開示を歪めていないこと
⑷新規上場申請者の議決権の過半数を実質的に所有している会社を有している場合には、当該過半数所有会社の開示が有効であるものとして、次

のａ又はｂのいずれかに該当すること
a.過半数所有会社が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること
b.過半数所有会社（前ａに適合する過半数所有会社を除く。）に関する事実等の会社情報を適切に把握することができる状況にあり、当該会社情報

のうち新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを投資者に対して適切に開示することに当該過半数所有会社が同意することについて
書面により確約すること

⑸経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が、相応に整備され、適切に運用されている状況にあると認められること

－ ⑹中期経営計画を適切に策定し、投資者への説明会等を行える状況にあること

５

その他公益
又は投資者
保護の観点
から東証が
必要と認め
る事項

⑴株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと
⑵経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
⑶新規上場申請に係る内国株券等が、無議決権株式又は議決権の少ない株式である場合は、所定の要件のいずれにも適合すること
⑷その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること
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４）子会社上場の取扱い

　子会社上場に関しては、通常の実質基準に関する審査に加えて、
親会社等からの独立性の確保の状況について確認が行われます。上
場審査の観点からは、大株主である親会社等による人的関係や取引
関係による支配関係が、一般投資家である少数株主の利益を損なう
可能性がないかという点で審査が行われることになります。
　具体的には、
①親会社等との間に取引関係がある場合の当該取引の申請会社か

ら見た取引の合理性、条件の妥当性
②事業基盤や経営体制そのものの独立性
③申請会社の事業活動に影響を及ぼす親会社等の財務情報の開示

の十分性
の３点から審査が進められます。
　なお子会社上場については市場への新たな投資対象の提供や親

会社とのシナジー関係の維持、子会社に対する親会社の統制などと
いった意義が見出せる一方、

（ａ） 親会社と少数株主の間には潜在的に利益相反の関係があり、株
主全体の利益を犠牲にして親会社の利益を図った経営が行わ
れるおそれがある

（ｂ） 親会社の短期的な決算対策としての上場や上場後短期間での
完全子会社化、上場親会社が同じ事業を行っている中核子会社
を上場させることによって新規公開に伴う利益を二重に得よ
うとするなどのおそれがある

ことなどから、多くの市場関係者にとって必ずしも望ましい資本政
策とは言えないものとされています。
　このため上場審査においては上記のような弊害が生じないよう、
親会社からの独立性確保や継続的な利益相反が発生しないような
施策の実施等について、通常の実質基準に加えた審査が行われるも
のと考えられます。

子会社上場に関するルール（各市場でほぼ共通）

１ 申請会社が、事実上、親会社等（注）の一事業部門と認められる状況にないこと

２ 申請会社と親会社等が、通常の取引条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと

３ 申請会社又は親会社等の不利益となる取引行為を親会社等又は申請会社が強制し、又は誘引していないこと

４ 親会社等からの出向者受入れに対して過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害していないこと

５ 親会社等が上場会社又は継続開示会社であること、もしくは非上場の親会社等に関する決算情報を取引所に提出すること

（注）親会社等
申請会社の親会社（注ａ）及び申請会社が他の会社の関連会社（注ｂ）である場合における当該他の会社を言い、その適用範囲は財務諸表等規則に準じます。ただ
し、上場前の公募又は売出し等により上場後最初に終了する事業年度の末日までに「親会社等」を有しないこととなる見込みのある場合は除きます。
a.親 会 社： 財務諸表等規則第８条第３項に規定される「親会社」を言います。財務諸表等規則第８条第３項に規定されている「親会社」とは、他の会社等の財務

及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配している会社を言い、「子会社」とは、当該他の会社等を言います。親会社及び子会社又は子会社が、
他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなします。

b.関連会社： 財務諸表等規則第８条第５項に規定される「関連会社」を言います。財務諸表等規則第８条第５項に規定されている「関連会社」とは、会社（当該会
社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。）が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又
は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等を言います。

Point
MBO後の再上場の取扱いについて
　近年、MBOを実施し上場廃止となった後、数年後に再上場するという企業が増加しています。MBOは経営陣と一般株主との間で利
益相反を引き起こすおそれもあることから、過去にMBOを実施して上場廃止となった会社が再上場する際には、市場に対する信頼性
を維持する観点から、通常の上場審査に加えて、個別に下記のような視点により総合的な審査を行うことが東京証券取引所により整
理されました。
①MBOと再上場の関連性
　・主導者（経営者・株主）の同一性・連続性
　・MBOから再上場までの期間の長短
②買収プレミアムの適切性・MBO実施の合理性
　・MBO時の手続きのMBO指針への準拠性
　・MBO時の計画とMBO後の進捗との間に乖離がある場合の理由

15

株式公開ガイドブック 2019 ｜ 2. 株式上場の審査基準



１）審査手続と審査スケジュール

　上場審査には主幹事証券会社による審査と、上場を希望する取引
所の審査があります。
　主幹事証券会社の審査は、申請会社の上場に際し、推薦書を提出
するに足る企業内容であるかどうか、並びに当該会社の株式の公
募・売出しに際し、引受責任を負えるかどうかの二つの視点から行
われます。この主幹事証券会社の審査を経て、取引所への上場申請
が行われることになります。

①東証二部上場
　申請直前事業年度の定時株主総会終了後に上場申請が行われま
す。取引所側では、受付基準である形式基準を充足していることを
確認したうえで、上場企業としてふさわしい適格性を備えているか
どうかを実質基準への適合状況を元に判断を行います。
　この上場審査は標準で３か月程度かかるため、その後の公募・売
出し期間も含めると３月決算会社の場合は、10月から12月が上場
のピークとなります。

〈通常申請〉
　申請直前事業年度の定時株主総会終了後（３月決算会社の場合通
常は７月以降）、取引所に対し上場申請を行い、そこから上場審査が
スタートする方法です。

〈予備申請〉
　わが国では３月決算会社が圧倒的に多いため、どうしても上場申
請時期が集中することになります。そこで上場時期の平準化のた
め、上場申請直前事業年度の末日から遡って３か月前の日以後、予
備申請を行うことができることとなっています。その場合、予備申
請に伴う資料（有価証券上場予備申請書、通常の上場申請に必要な
資料のドラフト）をベースに審査をスタートすることになります。
　この場合でも、正式申請は定時株主総会終了後となりますが、実質
審査が先行して行われているため、上場日は早まることになります。
　予備申請を活用することにより、新規上場の少ない時期に上場で
きることから、注目度が高まることが期待できますが、通常申請に
比べ早い段階で決算を固め必要書類を提出しなくてはならず事務
作業的な負担は増大します。またせっかく予備申請を行っても、上
場申請年度の業績の進捗状況を確認するために正式な申請自体が
遅れてしまう場合もあるため、早期申請の可否については主幹事証
券会社との十分な相談が必要です。

（ａ）東証二部上場申請から取引所による上場承認まで（３月期決算の場合の標準的な日程）

《上場申請事業年度》 標準スケジュール 備　　　考

４月１日

５月中旬

６月下旬

７月上旬

９月中旬

９月下旬

申請事業年度初日

決算承認取締役会

定時株主総会

上場申請決議取締役会
事前確認・

スケジュール調整
▼

上場申請
▼

ヒアリング

実地調査（実査）

▼

公認会計士ヒアリング
▼

社長（ＣＥＯ）面談、
監査役面談等

▼
社長説明会

▼
東証内決裁

▼
東証による上場承認

（対外公表）
▼

以下次頁（ｂ）へ

主幹事証券会社と取引所の間で、公開指導・引受審査の内容に関する
事項や、審査日程などを確認したうえで行います

上場申請に伴う提出書類を提出

ヒアリングは、上場申請時のヒアリングを除いて３回が標準とされ
ています

審査担当者が申請会社の本社・工場等に赴き、事業内容の実態をより
正確に把握したり、会計伝票・帳票等を閲覧します

申請会社の業種・業態に応じて審査の初期段階で行うこともありま
す

経営者としてのビジョンや上場した際の投資家への対応等について
ヒアリングを実施します

会社の特徴、経営方針及び事業計画等について説明します

申請会社は東証の上場承認の発表にあわせて業績見通しなどの将来
予測情報の公表を行います

３
か
月

3 金融商品取引所の審査手続と申請書類
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（ｂ）ファイナンス手続（公募・売出しを行う場合）の例

②マザーズ上場
　マザーズは、本則市場の上場審査に比較すると、約２か月程度と
審査期間が短期間となっています。
　審査のポイントは、新興企業の特性を踏まえた内容が「上場申請

のための有価証券報告書（Ⅰの部）」において適切に記載されてい
るかどうかとなります。マザーズにおける上場審査で特徴的な部分
は、以下のとおりです。

標準スケジュール 備　　　考
○月１日

15日
16日

22日
23日
24日
25日

30日

翌月１日
翌月２日

取引所による上場承認・対外公表
新株発行決議取締役会

有価証券届出書提出
▼

（プレマーケティング期間）
▼

仮条件決定取締役会
会社法（第201条第３項及び第４項）公告

訂正届出書提出（第１次）
▼

（ブックビルディング期間）
▼

発行価格、引受価格の決定
訂正届出書提出（第２次）

届出書効力発生
募集開始

▼
（募集期間）

▼
募集終了

払込期日・新株効力発生日
上場日

申請会社が金融庁に提出します

（９営業日）

会社法上の払込金額が決定されます

申請会社が金融庁に提出します

（５営業日）

申請会社が金融庁に提出します

（４営業日）

15
日
以
上

標準スケジュール 備　　　考

事前確認・スケジュール調整
▼

上場申請
▼

ヒアリング

実地調査（実査）

▼
公認会計士ヒアリング

▼
社長（ＣＥＯ）面談、監査役面談等

▼
社長説明会

▼
東証内決裁

▼
東証による上場承認

（対外公表）

主幹事証券会社と取引所の間で、公開指導・引受審査の内容に関する事項や、審査日
程などを確認したうえで行います

上場申請に伴う提出書類を提出

ヒアリングは、上場申請時のヒアリングを除いて３回が標準とされています

審査担当者が申請会社の本社・工場等に赴き、事業内容の実態をより正確に把握した
り、会計伝票・帳票等を閲覧します

申請会社の業種・業態に応じて審査の初期段階で行うこともあります

経営者としてのビジョンや上場した際の投資家への対応等についてヒアリングを実
施します

会社の特徴、経営方針及び事業計画等について説明します

申請会社は東証の上場承認の発表にあわせて業績見通しなどの将来予測情報の公表
を行います

２
か
月
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（ａ）高い成長可能性について
　上場申請の受付に際して、事前に主幹事証券会社との間で、申
請会社の事業内容、高い成長可能性があると判断した理由の確認
が行われる点が特徴です。
　取引所は、上場申請が行われた後、高い成長可能性に係る判断
が、客観的かつ合理的な事実、資料などに基づいて行われている
かについて確認することとなります。
　高い成長可能性を有しているか否かについては、主幹事を務め
る証券会社が判断することになります。主幹事証券会社は、申請
会社が高い成長可能性を有している旨を記載した東証所定の「推
薦書」に、申請会社の成長に係る評価の対象とした事業について
記載した書面を別紙として添付し、東証に提出します。東証は、こ
の高い成長可能性に係る主幹事証券会社の判断を前提として、申
請会社の上場審査を行います。審査では、申請会社が立案した事
業計画が、そのビジネスモデル、事業環境、リスク要因等を踏まえ
て適切に策定されているかどうかを、申請会社へのヒアリング等
を通じて確認します。

（ｂ）上場日の開示（成長可能性に関する事項）
　マザーズに新規上場する会社は、その上場日当日に、自社の成
長可能性に関する事項の開示を行います。具体的には、例えば以
下のような事項の説明を通じて、申請会社が成長可能性を有して
いることを開示します。
❖中期経営計画の概要及びその根拠等
❖市場規模の予測、業界環境及びそれらを踏まえた成長戦略
　なお、開示内容については、あらかじめ審査期間中に提出し、上
場審査の一環として確認が行われます。会社の事業実態や上場審
査において説明した事業計画、主幹事証券会社による成長可能性
に関する評価などと比較して整合的な内容となっているか（適切
な内容となっているか）という観点や、分かり易さの観点から確
認が行われます。

③JASDAQ上場
　JASDAQはマザーズ同様、本則市場の上場審査に比較すると約
２ヶ月と審査期間が短期間となっています。
　JASDAQの上場審査においては、「スタンダーﾄﾞ」は一定の事業規
模と実績を有し、事業の拡大が見込まれる企業群を対象としている
ことから、「事業活動の存続に支障を来す状況にないこと」及び「企
業規模に応じた企業統治及び内部管理体制が確立し、有効に機能し
ていること」等に重点をおいて審査されます。
　一方、「グロース」は、特色ある技術やビジネスモデルを有し、将来
の成長可能性に富んだ企業群を対象としていることから、「成長可
能性を有していること」及び「成長の段階に応じた企業統治及び内
部管理体制が確立し、有効に機能していること」等に重点をおいて
審査されます。いずれも、あくまで申請会社の企業グループの規模、
業種等あるいは成長の段階を踏まえて総合的に判断されることに
なります。

２）申請書類

　株式上場申請は、取引所への申請書類の提出をもって行われます。
申請に際して提出すべき書類一覧は、各市場別に発行している「新規
上場ガイドブック」等、又はWebサイト上で公開されています。
　申請書類のうち中心となるのが、「新規上場申請のための有価証
券報告書（Ⅰの部）」と「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの
部）」です。
　審査担当者は、申請会社に出向いて視察した後に申請書類を読み
始めるのではなく、まず提出されたⅠの部、Ⅱの部等の申請書類に
より申請会社の実態を把握し、その後、その記載内容の確認のため
に質問及び主要な事業所への実地調査を行います。したがって、上
場申請するにふさわしい会社であること、すなわち投資対象として
魅力的な会社であることを上記の申請書類に的確に表現すること
が、株式上場審査の合否を決める重要なポイントとなります。

①Ⅰの部
　Ⅰの部は「企業内容等の開示に関する内閣府令」第８条第２項に
定める「有価証券届出書第二号の四様式」に準じて作成します。
　Ⅰの部の中心は、「第５ 経理の状況」における「１.（1）連結財務諸
表｣ 及び「２.（1）財務諸表」です。これは金融商品取引法に基づく「連
結財務諸表規則」、「財務諸表等規則」に従って作成される財務諸表
等（連結財務諸表及び個別財務諸表）です。
　Ⅰの部には、原則として申請会社の個別財務諸表及び連結財務諸表

（子会社を有する場合）をそれぞれ２年間、記載することが必要です。
　Ⅰの部に記載する財務諸表等には、監査法人の監査証明が必要で
す。監査証明は、東証本則市場に上場申請する場合は最近２年間、
JASDAQ及びマザーズに上場申請する場合は最近２事業年度の財
務諸表等について必要です。

②Ⅱの部
　Ⅱの部は実質的な審査のための項目を文書化して標準化した書
類です。したがって、実質審査はⅡの部に沿って進められ、審査の内
容及び進行度合いはⅡの部の記載内容とそのレベルにより大きく
左右されます。
　Ⅱの部の記載内容は原則として、東証の公表する記載要領に従い
ます（記載要領は前述した「新規上場ガイドブック」等を参照してく
ださい。）。なお、会社の業種業態によって記載要領の様式に合わせ
ることが適当でない場合には、申請会社の判断で適当な様式に変え
ても差し支えありません。

③マザーズ上場のための申請書類
　マザーズへの上場申請では、Ⅱの部の作成は不要ですが、Ⅱの部
に代わる「上場申請者に係る各種説明資料」として、事業の内容や今
後の事業計画、関連当事者との取引内容等に関する資料の提出を求
められています。

④JASDAQ上場申請レポート（通称「JQレポート」）
　JASDAQでは、市場関係者の意見を踏まえつつ、より深度があり、
かつ実効性のある上場審査に資することを目的として、「JQレポー
ト」の作成が求められています（詳細は19頁参照）。JQレポートの
記載項目は、JASDAQスタンダード、JASDAQグロースとで共通する
項目も多いのですが、監査役の活動状況、内部監査機能、過去の業績
推移等一部の項目においては、JASDAQスタンダードの申請会社に
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ついてのみ記載が求められます。
　JQレポートには、以下の３つのポイントがあげられます。
❖予見性を高め申請後の事務負担を軽減

　大半の申請会社に質問をしていた項目を申請書類の記載事項
とし、また申請後に求めていた審査資料をあらかじめ申請書類と
して定めることで、申請後に生じる申請会社の事務負担の軽減を
図っています。
❖重複する記載事項の整理・統合

　他の申請書類と重複する記載事項を整理・統合し、申請書類作
成の際の申請会社の事務負担の軽減を図っています。
❖記載方法の簡素化

　一部の限られた申請会社にしか該当しなかった記載事項は、
チェックリスト形式とし、また、代替資料の提出により記載の省略を
認める項目を拡大することで、記載方法の簡素化を図っています。

　Ⅱの部とJQレポートの記載項目を比較すると以下の表のように
なります。
　なお、JASDAQにおいては、JQレポートのほかに、該当事項申告書
を作成し、記載されている事項の該当事項の有無を示すとともに、
該当状況に応じて、別添資料に記載することとなります。
　下表では、Ⅱの部とJQレポートの記載項目（内容）について比較
しています。なお、マザーズにおけるⅡの部に代わる「上場申請者に
係る各種説明資料」は、Ⅱの部及びJQレポートと比較すると若干位
置づけが異なるため、参考情報として記載しています。
　なお、左側のⅡの部を基準として比較を行い、対応関係を示して
いるため、JQレポートでの記載順のとおりとはしていません。実際
のJQレポートでは、末尾の番号順に記載されることとなります。

Ⅱの部の記載項目（目次） ＪＱレポートにおける記載項目（目次） （参考）マザーズ各種説明資料

Ⅰ上場申請理由について 上場申請理由等【上場準備過程】1 上場申請理由について

Ⅱ企業グループの概況について
1.沿革について
2.企業グループの状況について

3.親会社等との関係について

申請会社グループの状況【会社の概要】3 投資ファンドの状況について

親会社等との関係について
Ⅲ事業の概況について
1.業界について
2.事業の内容について

事業の内容等【事業の内容】16
知的財産の管理体制【経営管理体制】11
仕入れの状況【事業の内容】17
生産の状況【事業の内容】18
販売の状況【事業の内容】19
研究開発・商品開発【事業の内容】20

業界の状況について
事業の内容について
主要取引先の状況について
主要取引先の状況について
主要取引先の状況について

許認可、免許及び登録等の状況について
事務フローについて

Ⅳ経営管理体制等について
1.組織体制について
2.コーポレート・ガバナンス等について

3.内部監査について

4.監査役監査について

5.適時開示体制について

6.有価証券報告書の作成体制等について

7.内部情報管理体制及びインサイダー取引
防止策について

8.リスク管理及びコンプライアンス体制に
ついて

9.役員及び役員に準ずる者について

10.従業員の状況について

コーポレート・ガバナンス等【経営管理体
制】7

内部監査機能【経営管理体制】9

監査役（監査委員会）の活動状況【経営管理
体制】8
適時開示体制【経営管理体制】15

インサイダー取引防止策【経営管理体制】14

コンプライアンス【経営管理体制】10
反社会的勢力等の排除体制等【その他】26

役員等の状況【会社の概要】4
コーポレート・ガバナンス等【経営管理体
制】7

労務の状況【経営管理体制】13

コーポレート・ガバナンスについて

内部監査について

適時開示体制について
ＩＲ活動について

内部情報管理・インサイダー取引防止の体
制について
リスク管理及びコンプライアンス体制につ
いて

最近３年間及び申請事業年度の役員及び役
員に準ずる者について
役員等が実質的に所有している会社の事業
内容等について
オーナーが関与する会社等の状況について
従業員・労務の状況について
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Ⅱの部の記載項目（目次） ＪＱレポートにおける記載項目（目次） （参考）マザーズ各種説明資料
Ⅴ株式等の状況について

1.大株主について

2.自己株式の取得
3.他人名義での株式所有について
4.種類株式について
5.上場後における申請会社の利益配分につ

いて

大株主の状況【会社の概要】5 大株主の最近3年間における所有株式数及
び持株比率の推移について

他人名義での株式所有について

Ⅵ経理の状況について
1.最近3年間の連結財務諸表の明細について
2.最近3年間の財務諸表の明細について
3.関連当事者取引等
4.担保資産の状況について
5.最近5年間の監査意見について
6.会計参与について
7.アウトソーシングについて
8.最近3年間及び申請事業年度の国税庁及び

税務署からの調査について
9.財務報告に係る内部統制の評価・報告体制

の整備状況について

関連当事者との取引の状況【会社の概要】6

コーポレート・ガバナンス等【経営管理体
制】7

関連当事者取引について
担保契約等の重要な契約について

Ⅶ予算統制等について
1.予算統制について

2.資金の調達及び運用の方針等について

予算統制について

Ⅷ過年度の業績等について
1.最近5年間の連結貸借対照表及び連結損益

計算書について
2.最近5年間の連結損益の変動要因について

3.最近5年間の収支の変動要因について

業績の推移【業績の推移及び今後の見通し】
21
業績の推移【業績の推移及び今後の見通し】
21

Ⅸ今後の見通しについて
1.今後2年間の企業集団の状況について 利益計画【業績の推移及び今後の見通し】22

資金計画（キャッシュ・フロー計画）【業績の
推移及び今後の見通し】25

中期経営計画及び年度予算の内容について

Ⅹその他について 上場準備の過程【上場準備過程】2 主幹事取引参加者及び公認会計士・監査法
人との契約について

Ⅺ添付書類について 添付書類【その他】27 添付書類について

（注） ITの利用及び管理・運用【経営管理体制】12
（注） 直前期利益計画実績対比【業績の推移及び

今後の見通し】23
申請期利益計画進捗状況【業績の推移及び
今後の見通し】24

（注）Ⅱの部における記載事項とはなっていませんが、上場審査の過程で、質問等により、確認が求められることとなります。
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３） 株式上場審査における「Ⅰの部」、「Ⅱの部」等の位置付け

①申請会社の実態を把握するための資料
　上場審査上、取引所や証券会社の審査担当者はⅠの部、Ⅱの部等
を熟読することで会社の実態を把握します。
　その意味でⅠの部、Ⅱの部等の作成は、組織体制や事業内容等を
中心とする実態面を整備することと同様に株式上場に際して重要
なことであると言えます。

②上場後における開示書類作成能力の審査
　Ⅰの部は株式上場後の継続開示書類である有価証券報告書の
ベースとなるもので、開示のルールに沿って企業内容、リスク情報
等を適切に開示しているか、またその作成能力が申請会社にあるか
について審査されます。申請書類の作成業務の一部についてアウト
ソーシングしているケースでも、当然ですが、審査対応も含めた作
成責任はあくまで申請会社が負っている点に留意する必要があり
ます。

③上場審査の要点を確認するための資料
　Ⅰの部、Ⅱの部等の申請書類は、上場審査要点に対応する内容を
意図して、その項目、様式が決められています。
　したがって、申請書類の作成にあたって、審査要点との関連性を
考慮し作成することが、適切に会社を理解・審査してもらううえで
重要です。
　Ⅰの部は一般に開示される書類になりますが、Ⅱの部は幹事証券
会社及び各市場の審査担当者のみが必要とする書類で、一般に開示
されることはありません。
　マザーズに申請する場合はⅡの部の作成は不要とされています
が、前述した「上場申請者に係る各種説明資料」の作成が必要です。
また、審査の過程で内容的にⅡの部と同等な資料の提出が求められ
る場合もあります。したがって、提出が求められる可能性のある項
目については、事前に主幹事証券会社へ十分確認しておき、情報を
収集できる体制を整えることが必要です。
　一方、JASDAQに申請する場合にも、Ⅱの部の作成は不要ですが、

「JQレポート」の作成が必要になります。JQレポートは、申請会社
グループの組織、内部管理体制、適時開示体制、事業の内容等につい
て記載する資料であり、Ⅱの部とほぼ同様の位置づけとなります。
このほか、一部の申請会社にしか該当しえなかった記載事項につい
ては、該当事項申告書において、種々の項目についてまず該当の有
無を示し、その該当状況に応じて各項目の記載要領に従って記載
し、必要に応じて添付資料を提出することになります。

Point
申請書類の作成について
　Ⅱの部に記載する事項は、審査の目的を達成するのに必要な審査項目を網羅している訳ですから、その記載要領を一通りチェックし
てみることによって、自社の問題点が見えてきたりします。これが「Ⅰの部とⅡの部の作成自体が上場準備作業」と言われる所以です。
　ただし、従来は資料作成自体が事務処理能力の証明と言われることもありましたが、最近では重複する資料や削除できる書類はなる
べく減らされる方向にあります。分量の処理能力ではなく、ポイントを押さえた開示能力が問われるようになってきているのです。こ
れらの資料作成のためには、作成される目的や役割をよく理解して準備作業を進めることが重要です。
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１）財務諸表等と会計監査

　株式上場申請に際しては、原則として直前２事業年度の財務諸表
等の開示が求められています。
　開示される財務諸表等については、虚偽記載がないことが当然の

要件となりますが、さらに独立した専門家によってその信頼性を確
保するため、各市場ごとに以下に示す期間については、金融商品取
引法第193条の２第１項の規定に準じて公認会計士又は監査法人
の監査・レビューを受ける必要があります。

書類

市場

有価証券届出書
上場申請書類

上場Ⅰの部 四半期報告書
（注1,4）年度 四半期（注1,2） 年度 四半期（注1,3）

東
証

市場第二部
最近２年間に終了する
連結会計年度及び事業
年度

提出時期により以下の
期の連結財務諸表を記
載
1Q終了後45日経過後
提出…N期の1Q
2Q終了後45日経過後
提出…N期の2Q
3Q終了後45日経過後
提出…N期の3Q

（特定事業会社について
は「2Q終了後60日経過後
…N期の中間」となりま
す。）

最近２年間に終了する
連結会計年度及び事業
年度

申請時期により以下の
期の連結財務諸表を記
載
1Q終了後45日経過後
提出…N期の1Q
2Q終了後45日経過後
提出…N期の2Q
3Q終了後45日経過後
提出…N期の3Q

（特定事業会社について
は「2Q終了後60日経過後
…N期の中間」となりま
す。）

申請事業年度の第１四半
期以降上場（申請）日の直
前の四半期まで全て

マザーズ

最近２連結会計年度
及び最近２事業年度

最近２連結会計年度及
び最近２事業年度

JASDAQ 申 請 事 業 年 度 の 上 場（ 申
請）日の直前四半期のみ

（注） １． 連結財務諸表を作成しない会社の場合には、個別の四半期財務諸表を記載します。
 ２．  上場申請期（以下、「N期」）の各四半期（「1Q」「２Q」「３Q」）終了後、四半期報告書の提出期間を経過するまでの間に有価証券届出書を提出する場合には、「経

理の状況」の「その他」に各四半期の業績の概要を前年同期と比較して記載する必要があります。この記載は、財務諸表の形式によることが可能なときは当
該形式で記載しますが、四半期レビューが終了し四半期財務諸表を「経理の状況」に掲載する場合は不要です。

  届出書の提出時期（各四半期終了後～提出期間を経過する日（45日）まで）と、業績の概要の記載対象期間の対応関係は以下のとおりです。
  N期の1Q終了後…N期の3か月の業績の概要
  N期の2Q終了後…N期の6か月の業績の概要
  N期の3Q終了後…N期の9か月の業績の概要
 ３． 上記2.の内容はⅠの部においても同様であり、この場合、届出書の提出時期を上場Ⅰの部の提出日（上場申請日）に読み替えて適用します。
 ４． 通常、上場申請日以降に四半期報告書の提出期限が到来した場合、取引所より当該四半期の四半期報告書の提出を求められます。

Point
国際会計基準(IFRS)適用による上場
　2013年10月に連結財務諸表等規則が改正され、IFRSを任意適用できる会社の要件から上場していることという要件が撤廃されたこ
とにより、IFRSに基づいた連結財務諸表を開示したうえで上場する企業が2014年から登場し、2018年までに19社上場しています。
　「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、新規上場を行う会社がIFRSに基づいて作成した連結財務諸表を有価証券届出
書に記載する場合、比較情報を含む最近連結会計年度に係る財務諸表(すなわち、2期分)を記載すれば良いこととなっていますが、個別
財務諸表(個別計算書類)については日本基準での作成が必要となることについては留意が必要です。

4 財務諸表等

22

株式公開ガイドブック 2019 ｜ 4. 財務諸表等



２）監査意見

　監査の結果は監査意見として表明され、上場申請書類等に記載
される財務諸表等に添付されます。監査意見の種類については以
下のとおりとなっています。

　上場審査上は、監査対象となる財務諸表等に添付される監査報告
書において「適正意見」が表明されていることが求められます。

無限定適正意見
財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められると判
断したとき

限定付適正意見
意見に関する除外 無限定適正意見を表明することはできないが、その影響が財務諸表等に対する意見表明ができない

ほどには重要でないと判断したとき監査範囲の制約

不適正意見
財務諸表が全体として虚偽の表示にあたると判断したとき、もしくは継続企業の前提が成立してい
ないことが一定の事実をもって明らかである場合に財務諸表等が継続企業が前提として作成されて
いるとき

意見を表明しない 財務諸表等に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかったとき

　直前事業年度を除き、必ずしも「無限定」であることは要求されて
いません。しかしどのような限定事項があってもよいというもので
はありません。
　適正意見であっても限定事項がある場合には、財務諸表等の虚偽
記載とされる可能性もあり、原則として認められないと考えるべき
です。

追記情報の例

会計方針の変更 財務諸表等に広範な影響を及ぼす新しい会計基準の早期適用（早期適用が認められている場合）

重要な偶発事象又は重
要な後発事象

・重要な訴訟や規制上の措置の将来の結果に関する不確実性
・企業の財政状態に重大な影響を及ぼした、又は今後も引き続き及ぼす大きな災害

継続企業の前提

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断し、当該事象又は
状況を解消、改善するための対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合において、これらに関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断して無限定適
正意見を表明する場合の、当該重要な疑義に関するもの

　また、追記情報が記載される場合、内容によっては厳しく審査さ
れるものもあります。
　追記情報とは、監査人が財務諸表等に対する意見を形成した上
で、監査人が必要であると判断する場合に、監査報告書に明瞭に追
記することによって、利用者の注意を喚起する事項です。

　上記のうち、「継続企業の前提」とは企業が将来にわたって事業活
動を継続するとの前提を言います。財務諸表等はこの前提を基礎と
して作成されるため、この前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況が存在する場合、その内容を投資家に対し適切に開示す
ることが求められます。
　監査上は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切
であり、かつ、財務諸表等に開示すべき事項が適切に開示されてい
れば「無限定適正意見」が表明されます。

　一方、上場審査上は「無限定適正意見」であっても重要な疑義の内
容によっては審査の基準に抵触する可能性があるので注意が必要
です（例えば形式基準のうち純資産に関するもの）。
　重要なことは、問題となりそうな会計処理の方法、開示の方法等
については、早めに担当の監査法人に相談することです。

23

株式公開ガイドブック 2019 ｜ 4. 財務諸表等



３）四半期レビュー報告書の結論

　結論の種類は、監査意見と同様です。しかし四半期報告書制度で
は、企業業績等に係る情報の適時かつ迅速な開示が求められている
ため、四半期財務諸表の作成において簡便的な決算手続の実施だけ
でなく、レビュー手続においても監査手続より簡便的な手続の実施
が認められている点、四半期財務諸表に対する結論の表明は、監査
基準に基づき作成される監査報告書ではなく、四半期レビュー基準
に基づき作成される四半期レビュー報告書により行われる点が異
なります。
　四半期レビュー報告書では二重否定（適正に表示していないと信
じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。）の
消極的な結論形成にとどまり、監査意見での積極的意見表明（適正
に表示しているものと認める。）のレベルにはいたりません。

４）税務会計との相違

　株式上場準備前の段階においては「一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準」（以下、「企業会計」）には準拠せず、税務会計に従っ
て会計処理をしている場合が多く見られます。
　上場準備に際して作成する財務諸表等は「企業会計」に準拠した
ものである必要があります。現在では「企業会計」と税務会計の乖離
が大きくなっており、できるだけ早期のうちに「企業会計」の適用を
図る必要があります。

①企業会計と税務会計との基本的相違点
（ａ）連結財務諸表等の作成義務

　子会社及び関連会社がある場合には、原則として連結財務諸表
等（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結
株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務
諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結
附属明細表）を作成する必要があります。

（ｂ）会計基準の相違
　主に税効果会計、退職給付会計、金融商品会計、減損会計、企業
結合会計、研究開発費及びソフトウェア、自己株式、ストック・オ
プション、リース取引、資産除去債務等の会計基準に相違があり
ます。

②企業会計への変更
　企業会計への変更に際し、重要な影響を及ぼす可能性の高い点に
ついて、導入時の留意事項をご説明します。
　なお、日本公認会計士協会等が作成した「中小企業の会計に関す
る指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」に沿って会計処理を
行っていたとしても、それは企業会計に準拠しているとは言えない
ことにも留意が必要です。

（ａ）税効果会計の導入
　税効果会計とは、企業会計と税務会計との相違による法人税等の
額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と法人税等
を合理的に対応させるための調整手続のことを言います。上場準備
における適用初年度では過年度分に相当する税効果調整額につい
ても当年度分と一緒に「法人税等調整額」として一括計上することと
なり、当期純利益に大きな影響を与えるため留意が必要です。

（ｂ）退職給付会計の導入
　退職給付会計とは、将来の退職給付（退職金及び企業年金等）の
うち当期の負担に属する額を当期の費用として引当金に繰り入
れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上する会計処
理を言います。
　上場準備における適用初年度において退職給付会計基準を適用
したことにより、期首時点に退職給付会計基準にて計上すべき退職
給付引当金の金額と従来の会計基準により計上していた退職給与
引当金等の金額との差額を一括して引当計上することになるため
留意が必要です。この差額を会計基準変更時差異として認識して一
定年数にわたり定額法により費用処理することは認められません。

（ｃ）金融商品会計の導入
　金融商品会計基準の一つに貸倒引当金の算定に関する取扱い
があります。
　税務会計では個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に損金算
入限度額が規定されています。
　一方、「企業会計」では一般債権に対しては貸倒実績率法によ
り、貸倒懸念債権及び破産・更生債権等に対しては財務内容評価
法等により貸倒引当金を算定することが必要です。

（ｄ）減損会計の導入
　減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が
見込めなくなった場合に、投資額の回収可能性を反映させるよう
に、固定資産の帳簿価額を減額させる会計処理です。
　減損会計を適用するためには、独立したキャッシュ・フローを
生み出す単位（例えば、店舗別等）に固定資産をグルーピングする
とともに、当該固定資産グループから将来生み出されるキャッ
シュ・フローを見積もる必要があります。
　そのうえで、当該資産グループが使用されている営業活動から
生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる
など、減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうか
を判定し、減損損失を認識すべき固定資産については、帳簿価額
を回収可能価額と使用価値のいずれか高い方まで減額し、当該減
少額を減損損失として処理することとなります。
　なお、減損損失は税務上、原則として損金に算入できないため、
税務計算上、加算調整が必要となります。

（ｅ）ソフトウェア
　自己の制作に係るソフトウェアについては、税務上、その利用
により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな
研究開発費を除いて、原材料費、労務費及び経費をその取得価額
として資産に計上しなければなりません。
　一方、企業会計上は、自社利用のソフトウェアについては、その
利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場
合にのみ資産計上され、それ以外の場合には発生時に費用として
処理することとなります。
　そのため、税務上の資産及び費用の額と、企業会計上で計上す
べき資産及び費用の額が異なるケースが発生します。
　特に、IT企業のように、自社で開発したソフトウェア（システ
ム）を利用して収益を獲得するビジネスモデルの場合は、税務上
資産計上すべき金額について、会計上は費用として処理すべき場
合がありますので、留意が必要となります。
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（ｆ）リース取引に係る会計処理
　ファイナンス・リース取引について、リース会計基準では、通常
の売買取引に係る方法に準じた会計処理が行われます。法人税に
係る法令の規定においては、会計上賃貸借処理をしたとしても、
その金額は償却費として損金経理をした金額に含まれることか
ら、賃貸借処理を行っている会社が多いと考えられます。
　重要性のあるファイナンス・リース取引については、賃貸借処
理に代えて売買処理を行う必要があるため、留意が必要です。

（ｇ）資産除去債務
　資産除去債務とは、有形固定資産の除去に関して、法令又は契約で
要求される法律上の義務やそれに準ずるものをいいます。有形固定
資産を取得して資産除去債務が発生する場合には、その金額を合理
的に見積り、負債として計上する必要があります。また、資産除去債
務と同額を有形固定資産の帳簿価額に加え、減価償却を通じて除去
費用が費用配分されます。

５）収益認識について

　税務会計からの変更以外にも、企業会計の適用に際し、慣例的に
採用されている会計処理の適用に関する考え方を修正する必要が
ある場合が考えられます。その中で特に収益認識（認識時期、収益額
の測定）については、留意が必要となります。

①収益の認識時期
　企業会計上、収益の認識は実現主義に基づいて認識されることと
なり、物品の販売取引については「財貨の移転の完了」と「対価の成
立」という収益認識要件を満たした時点で収益を認識する必要があ
ります。
　一方、実務上、顧客の検収時点ではなく、物品を出荷時点や顧客の
指定納入場所に到着した時点で収益を認識しているケースも多く
あります。そのような場合、厳密に解釈すると収益計上できない場
合もあります。
　特に、物品の出荷から顧客の検収まで時間を要する場合や、顧客
の検収そのものが販売プロセスにおいて重要である場合には、顧客
の検収が終了するまでは収益計上が認められない可能性があるこ
とに留意が必要です。

②収益額の測定（総額表示と純額表示）
　収益を総額で表示するか、純額（手数料部分のみ）で表示するかに
ついては、実務上、各企業のそれぞれの合理的な判断に委ねられて

います。
　企業会計の適用に際し、代理人となっている取引についても、契
約上の取引当事者のために回収した金額で収益が表示されている
ケースなど、（a）物品の販売などについて顧客の検収に責任を負
う、（b）在庫リスクを負担する、（c）価格設定に裁量権を有する、（d）
顧客の信用リスクを負担するなどの状況にない場合は、収益の総額
表示が認められず、手数料部分のみを純額で収益の金額として表示
する必要があるケースが考えられます。

６）過年度遡及会計基準

　上場会社では、2011年４月１日以降開始事業年度より、「会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が適用されています。
　これまでは、会計方針の変更を行っても過年度の財務諸表を修正
することはありませんでしたが、この基準が適用されることによっ
て、基本的に新たな会計方針を過去の財務諸表に遡って適用してい
たかのように会計処理されることとなりました。上場準備会社が、
N-1期に会計方針を変更した場合には、少なくともN-2期の期首ま
で遡って適用する必要が生じます。
　上場会社が提出する有価証券報告書では、前期の財務諸表は当期
の財務諸表の比較情報との位置づけですが、新規上場の際に提出す
る有価証券届出書やⅠの部の場合は、２期間とも監査対象であると
いう相違があります。このため、N-2期の財務諸表はN-1期に適用さ
れる基準で作成されなければならないとされています。
　なお、最近５事業年度の主要な経営指標の推移を修正するかどう
かは任意であり、遡及適用をした場合にはその旨を注記することと
されています。
　この会計基準が導入されたことにより、正当な理由による会計方
針の変更を行った場合や、過去の誤謬を修正する実務が複雑なもの
となります。どこまで遡及すればよいか、注記はどのようにすれば
よいかの判断は、必ず監査法人や証券会社と協議してきめることが
重要となります。

７）12か月未満の事業年度の取扱い

　決算期変更や設立後間もない段階などでは、１事業年度が12か
月に満たない場合があります。監査対象期間にこのような変則の事
業年度が含まれる場合には、２期間の業績を比較対照することが困
難になるため、投資情報としての価値を損ねることになります。し
たがって、原則として、監査対象期間に変則事業年度を含むことは
好ましくないということになりますが、事業運営上、合理的な判断

Point
「収益認識に関する会計基準」の公表について
　2018年３月30日に、企業会計基準委員会（ASBJ）から企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針
第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」が公表されています。当該基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客
への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこととされていま
す。当該基準は、2021年４月１日以後開始する事業年度の期首から強制適用になるため、上場準備にあたっては、この基準への対応を
進めていく必要があります。
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市場 変則決算の取扱い

東京証券取引所

市場第二部 最近２年間に終了する事業年度を対象としているので、事実上、必ず24か月以上の期間が対象となりま
す。

マザーズ 事業年度の月数について特に制限はありませんが、単純に早期上場を目的としている場合には、合理的
な理由とは認められません。

JASDAQ N-1期の決算期変更は認められず、N-2期が6か月に満たない場合はN-3期の監査が必要とされています。

８）監査契約締結の時期

　監査法人の関与をスタートさせる時期は、個々の会社の状況によ
り異なりますが、監査のスタートまでに下記の二つの調査を実施す
る必要があります。なお、関係会社を含めたグループ戦略や関連当
事者との取引等については監査のスタートまでに整理しておくこ
とが望ましく、監査対応を視野にいれた内部統制の整備について
も早い段階で相談しアドバイスを受けておくと上場準備がよりス
ムーズに進むものと考えられます。

①株式公開のための課題調査
　上場準備過程においてクリアすべきであると考えられる課題を
抽出し、その対応方針や優先順位を整理する調査です。この調査結
果は監査受嘱の可否の判断にも利用されるため、監査初年度（直
前々期、上場申請事業年度の２期前）の期首より相当程度前に監査
法人を選定して受ける必要があります。

②期首残高調査
　監査法人が監査受嘱の可否を判断するため、監査初年度の期首の
会計数値に関して行われる調査です。この調査においては、原則と
して監査初年度の期首日もしくは前期末の期末日に、監査法人の実
物調査や会社が実施する実地棚卸の立会が行われます。したがっ
て、①の株式公開のための課題調査で発見された課題の改善を行
い、期首残高調査を受ける準備をしておく必要があります。
　期首経過後に期首残高調査を実施することは不可能ではありま
せんが、会計数値の性質によっては、過去に遡って調査を実施する
ことが困難なものがあります。例えば現物の棚卸資産などは、期首
時点でどのくらいの数量（≒金額）があったかを遡ることができな
いケースがあります。過去に遡って検証することのできない会計数
値が多額であると、その重要性の程度によって意見が表明できない
可能性もあり、上場スケジュールに大きく影響するため注意が必要
です。

　監査を受ける上で見過ごされがちな問題として、会社の監査受入
体制の整備に関する問題があります。監査を受けるためには、会社
に監査受入体制があるかどうかを監査法人が確かめます（予備調
査）が、監査をスタートさせるにあたっては、決算を行うにあたって
必要な情報が収集できることや、決算の内容を外部の第三者が検証
可能であること等、会社に一定の体制が備わっていることが必要で
す。監査を受ける最低限の体制がないと監査を行うことができませ
ん。経理業務を税理士事務所等にすべて外注し社内に経理担当者が
いない場合や、会計数値に関する資料や証憑（契約書や請求書など）
が保管されていない等のケースでは監査が行えないことも考えら
れます。
　監査対象期間前の監査法人の関与の期間が短いと、監査受入体制
の整備が間に合わない可能性もあり、当初想定していた上場スケ
ジュールに大きく影響します。そのような事態を避けるために、８）
①の株式公開のための課題調査をできるだけ早い段階で受け、監査
法人から決算体制及び監査受入体制の整備についてアドバイスを
受けることが望まれます。

に基づく場合もあり、一概に否定することはできません。そこで、各
市場において変則決算の取扱いを定めています。
　なお、いずれの場合でも決算期変更の合理的な理由が求められま

すが、２期連続で決算期変更が行われている場合には、原則として
合理的な理由はないものとみなされ、上場は認められません。
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１）資本政策の目的

　株式上場を目指す会社の資本政策とは、株式上場に向けて、次の
ような課題を達成することを目的として実施される、株主構成の調
整、資金調達、株式数の調整等を総合的に行う資本戦略として位置
付けられます。

❖事業の成長に合わせたタイムリーな資金調達
❖株式上場時における安定した財務体質の実現
❖高い流通性の期待できる上場株式数の確保
❖インセンティブプラン（役員、従業員）
❖事業戦略パートナーとの関係強化
❖適切な株主比率構成の実現

　最近の株式上場の目的としては公募増資による資金調達と財務
体質の改善が多くなり、資本政策においても上場後の株式の流動性
の確保、並びに適時適切な資金調達を可能とする点に主眼が置かれ
るようになっています。

２）資本政策の諸手段

　上場準備段階での資本政策については、第三者割当・新株予約権
の付与並びに権利行使などについて継続保有等の規制はあります
が、原則フリーに近い状態となっています。資本政策の実行手段を
前述の目的と関連付けると図表のようになります。

①株主割当増資
　株主割当増資とは、既存の株主に対して、その株式の保有割合に
応じて有償で新株を発行することを言います。株主割当増資は、現
状の株主構成を保ちながらの資金調達が可能ですが、すべての株主
が資金調達に応じる必要があるため、企業規模が小さく、株主数が
比較的少ない時期に行われることが多い方法です。
　株主割当増資は株主間の持分の移動がないため、発行価額の規制
はありませんが、増資に応じない株主が生じた場合には、第三者割
当増資として取扱われる可能性がありますので注意が必要です。

目　　　　的 主な実行手段等

事業の成長に合わせたタイムリーな資金調達
株式上場時における安定した財務体質の実現

株主割当増資
第三者割当増資
新株予約権付社債

高い流通性の期待できる上場株式数の確保 株式分割、株式併合
単元株数の括り直し

インセンティブプラン（役員、従業員） ストック・オプション
従業員持株会

事業戦略パートナーとの関係強化 第三者割当増資
新株予約権

適切な株主比率構成の実現
第三者割当増資
株式移動
新株予約権

資本政策の目的と主な実行手段

②第三者割当増資
　第三者割当増資とは、既存の特定の株主又は第三者に対し有償で
新株を発行することを言います。第三者割当増資は、株主の持分を
変動させる資金調達手段であり、非公開会社（株式譲渡制限会社）は
株主総会の特別決議が必要になります。１株当たりの時価評価額で
の第三者割当増資は、既存株主の利益を損ねずに新たな出資を募る
有効な手段です。
　発行価額が会社法上の「特に有利な発行価額」に該当する場合に
は、公開会社（その株式のすべて又は一部につき譲渡制限のない会
社）・非公開会社のいずれも株主総会の特別決議が必要になります。
なお、特別決議の有無にかかわらず税務上の有利発行に該当する場
合には、増資に応じた株主は発行価額と株式の時価との差額につ

いて、法人は受贈益として法人税が課税され、個人は給与所得、退職
所得又は一時所得として所得税が課税されることになります（新株
主が既存株主の親族の場合には贈与税が課せられる場合がありま
す。）。

③新株予約権
　新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式
会社の株式の交付を受けることができる権利を言います。株式上場
を目指す会社の資本政策上は従業員等に対するストック・オプショ
ンとして利用されることが多いようです。

5 資本政策（企業の成長戦略とコーポレート・ファイナンス）
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④株式移動
　会社の資金調達手段とはなりませんが、株主構成を変動させるた
めの直接的な方法として「株式移動」があります。「株式移動」とは、
既存の株主が、他の株主又は第三者に自己の所有する株式を譲渡又
は贈与することを言い、株式持分の移転を意味します。株式移動を
利用した組織再編〔持株会社（ホールディング・カンパニー）〕設立も
考えられます。

⑤投資単位の調整
　市場に流通する株式の絶対数が少ないと投資家の絶対数が少な
くなり、売買の成立機会が減少し、値付率が低くなるため、投資家か
ら敬遠されることにもなりかねません。また、投資単位当たりの株
価が高い場合には、需要が減退することも考えられます。このよう
な問題を株式の流動性の低下と言います。これを解消するための手
段として、株式分割を実施して発行済株式数を増やす方法や、定款
を変更して１単元の株式数を引下げる方法があります。これらの方
法により投資単位当たりの株価を下げることができます。現在、金
融商品取引所は、より多くの個人投資家の参入を促す観点から、投
資単位を50万円未満とすることを要請しています。
　なお、投資単位の調整としては、上記と反対に発行済株式数を減
少させる方法として、株式併合という方法があります。株式併合は

「１株当たり利益」や「１株当たり純資産額」などの指標を改善する
ための手段として実施されます。

⑥ストック・オプション
　ストック・オプションとは、役員や従業員に対して将来株式が値
上がりしたときに、予め定められた価額（権利行使価額）で株式を購
入できる権利（新株予約権）を与えることにより、勤労意欲を高め、
会社の業績向上を図るインセンティブとする制度です。株式上場を
目指す企業においては、株式上場後のキャピタルゲインを付与対象
者に共有させることで、株式上場に向けてのインセンティブを高め
る目的で利用されることが多くなっています。
　この制度は、権利を付与される側にとっては原則的には投資リス
クがないと言えますが、将来新株予約権を行使した際に発行済株式
数が増大し株価の希薄化（ダイリューション）を招く可能性もありま
す。したがって、あまり多量にストック・オプションを発行すると、将
来の株価形成上不利な要素にもなります。また、最近の企業不祥事の
ように、企業価値の増大を通り越して株価高だけを狙うことになっ
てしまったり、また付与された者と付与されなかった者との不公平
感が発生するなどの弊害も考えられますので注意が必要です。

（ａ）ストック・オプション制度に関する会社法及び税法の取扱い

会社法 優遇税制
対象会社 すべての会社（公開会社・非公開会社を問わない。） 同左

対象者 制限なし

❖自社の取締役・使用人
❖子会社の取締役・使用人

ただし、大口株主（上場会社については発行済株式総
数の10分の１超、非上場会社については３分の１超
を有する個人）、及びその親族等である特別関係者は
対象とならない

権利行使期間 制限なし 付与決議日から２年経過後10年以内
付与株式総数 制限なし 同左（大口株主、及びその特別関係者を除く。）

新株予約権者の行使の方式 ❖自己株式（金庫株）の処分
❖新株の発行 同左

譲渡性 自由。ただし、新株予約権の譲渡につき、取締役会の承
認を要する旨を定めることができる。 譲渡できない旨を定める。

新株予約権の発行価額 有償・無償 無償

その他

新株予約権の行使によって発行される新株の発行価額
（新株予約権の発行価額と新株予約権の行使に際して

払い込むべき金額の合計額）が、時価よりも低い価額で
発行される場合には、新株予約権の有利発行となる。

❖権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額が1,200
万円を超えないこと
❖権利行使価額は付与契約締結時の株式の時価相当額

以上であること
❖権利行使による株式の発行は、会社法第238条（募集

事項の決定）第１項の規定に反しないで行われるこ
と
❖権利行使により取得する株式が付与会社を通じて金

融商品取引業者等に保管の委託又は管理等が信託さ
れること
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（ｂ）新株予約権を付与される個人の所得税法上の取扱い
イ）優遇税制の適用がある場合

　新株予約権の権利付与時及び権利行使時には課税されず、権
利行使により交付された株式を売却した時点で課税されます。

ロ）優遇税制の適用がない場合
ｉ）譲渡制限を付した新株予約権を無償で付与された場合
　新株予約権の権利付与時には課税されず、権利行使時に権利
行使時の株式の時価と権利行使価額との差額について、給与所
得、雑所得又は事業所得として課税されます（退職所得及び一
時所得に該当する場合もあります）。
　また、権利行使により交付された株式を売却した時点では株
式の売却価額と権利行使時の株式の時価との差額について、 
通常の株式を売却した場合と同様の課税関係が生じます。
ⅱ）新株予約権が有償の場合
　新株予約権が時価で発行される場合には、その取得時及び権
利行使時に課税されることはないと考えられます。なお、非上
場会社の場合には、新株予約権の時価の算定が困難であるた
め、実行するにあたっては慎重な配慮が必要です。

（ｃ）新株予約権を発行する法人の法人税法上の取扱い
　従業員等に付与されるストック・オプションが労働（役務提供）の
対価である場合には、発行会社においてその公正な評価額（時価）を
会計上の費用として計上します。この会計処理に伴う発行会社にお
ける損金算入時期と損金算入額は次のとおりです。
　基本的に、損金算入時期についてはストック・オプションを取得
した個人の所得課税時期と一致させることとされており、損金算入
額については新株予約権の付与時の公正な評価額となります。会計
上は、役務提供に対応して費用計上されますので、税務上の取扱い
との相違に留意が必要です。

イ）優遇課税の適用がある場合
　権利行使により交付を受けた株式の譲渡時まで個人の所得
税の課税がないため、発行会社の費用計上額は損金不算入とな
ります。

ロ）優遇課税の適用がない場合
ｉ） ストック･オプションを個人から受ける役務提供の対価と

して発行する場合
　個人が給与所得課税等を受ける場合に限り、その課税事由が
生じたときに役務提供が行われたものとして、新株予約権の付
与時の公正な評価額が損金算入されます。
ⅱ）ｉ）以外の場合
　法人から受ける役務提供の対価として発行する場合を除き、
発行会社の費用計上額は損金不算入となります。

⑦従業員持株会
　従業員持株会は、会社が上場することによる従業員の財産形成と
インセンティブという意味から広く採用されてきた制度です。ただ
し、株式上場後、株価が高騰した場合、売却を抑えることはできませ
ん。また、逆に株価が低迷した場合には、不満が起きる可能性もあり
ますので、制度採用の際には、これらのリスクについても慎重な検
討が必要です。

３）株価の考え方

　非上場会社の株式移動や第三者割当増資において、実務上必ず問

題になるのは、「合理的な株価」をどのように算定すべきかというこ
とです。上場会社のような市場性のある株式と異なり、非上場会社
の株式は、一般に取引実績が乏しく、当事者の固有の事情が取引価
格に反映されやすい傾向にありますので、過去の取引実績だけで

「合理的な株価」を算定することは困難です。
　一般的に、株式の評価方法には次の３つのアプローチがあると言
われています。

①インカム・アプローチ
　ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）、収益還元法
等があります。

②マーケット・アプローチ
　倍率法（EBITDA倍率法等）、類似業種比準法及び類似会社比準法
があります。

③コスト・アプローチ
　会社の所有している全財産の価値を算定する方法であり、簿価純
資産法と時価純資産法があります。

　株価を算定するうえで、重要なポイントは「どの方法が最も適切
に評価対象会社の企業価値を反映する方法であるか」ということで
す。特に株式上場直前の会社は、継続企業としての収益力をより反
映させる手法、すなわちインカム・アプローチないしマーケット・ア
プローチに重点を置く必要があると考えられます。
　ただし、上場準備中の資本政策上用いられる株価について留意す
べきなのは、株式移動等が第三者間ではない者同士の間で行われる
場合、取引価額が税務上の株価に照らして問題がないかという視点
です。算定した株価が税務上の適正な時価と認められない場合に
は、当事者間で所得の移転が生じたとされ、課税される可能性があ
ります。したがって、算定した株価が税務上の株価として認められ
る範囲であるかについて、常に留意する必要があります。

４）上場前の金融商品取引法の規制

　上場前の第三者割当等による新株発行等に関する規制の緩和に
伴い、上場前であっても、新株式や社債の発行等の財務戦略を柔軟
に利用する会社が増えつつあります。
　発行価額又は売出価額の総額が１億円以上の有価証券を募集又は
売出しする場合は、有価証券届出書を金融庁（各管轄財務局）に提出
し、届出の効力発生後その内容を記載した目論見書を作成・交付しな
ければなりません。特に有価証券届出書を提出しないで募集行為を
行ってしまった場合などは、重大な金融商品取引法違反行為に該当
し、当分の間上場申請ができなくなる可能性があるため注意が必要
です。有価証券届出書を提出する場合においては、当該届出書に記載
される財務諸表等には、監査法人の監査意見（原則「適正」）が必要で
あり、上場準備中の会社にとっては高いハードルとなる可能性があ
りますし、遡及監査が必要な場合はその可否が問題となります。
　このように、増資や社債発行あるいは新株予約権の発行を計画す
る場合には、事前に主幹事証券会社、担当の監査法人及び弁護士等
と協議し、必要に応じて行政官庁である管轄の財務局に相談するこ
とが望まれます。
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１）株式上場のポイント

　上場審査の形式基準及び実質基準をクリアするためには、多大な
時間と労力を要します。特に、上場申請にあたっては膨大な量の申
請書類の作成・提出が必要となります。
　また、株式上場後はタイムリー・ディスクロージャー（適時開示）
が強く要求され、業績予測を公表するとともに、一定の範囲を超え
て実績が乖離すると見込まれる場合には、その修正を発表しなけれ
ばなりません。さらに、リスク情報をはじめとして、企業の経営や業
績に影響を与えそうな事項についても開示の対象となります。
　これらに適切に対処するためには、根拠ある事業計画の策定能力
と、適時に実績を把握できる体制が必要です。実質基準の審査では、
上場申請会社がこれらの能力を備えているか、さらに経営者がこの
タイムリー・ディスクロージャーの精神を理解し遵守できるか等を
様々な角度から審査します。したがって、株式上場を目指す会社は、
特に以下の４つの基本的項目をクリアしなければなりません。

①利益管理制度
（ａ）中長期経営計画の策定

　経営基盤が安定しており、継続企業として上場後も継続的に利
益をあげ、株主に利益還元できる業績見通しのあることが、上場
企業として必要不可欠な条件です。そのため３年ないし５年先の
各年度について合理的に中長期経営計画を策定する必要があり
ます。
　この中長期経営計画は企業のIRのための重要な要素であると
ともに、投資家の投資判断にも大きな影響を与えます。したがっ
て例えばSWOT分析で明らかになった弱みや脅威を克服するよ
うな事業プランを設定し、各事業別に例えば得意先別・店舗別・ア
イテム別に積み上げられた販売計画を作成して、購買計画、人員
計画、研究開発計画、設備投資計画、資金計画等を展開します。
　単なる努力目標ではなく、個々のデータの積み上げによる、客
観的な利益計画であることが必要です。

（ｂ）予算統制
　利益管理を効果的に行うためには、利益計画に基づいた予算統制
を行う必要があります。中長期計画の実行計画である単年度の利益
計画を策定します。これは、各部門の実際の業務活動を統制する各
種予算の総合予算を意味します。予算制度の特徴は、各部門の活動
計画を主として金額で表し、利益計画を達成するために必要な各部
門の業績目標を、収益や費用の予算の形で示すことにあります。

（ｃ）月次決算と予算実績差異分析
　利益計画と実績が乖離する場合には、速やかに軌道修正等の対
応と、場合によっては公表した業績予測の修正発表が必要となり
ます。したがって、月次決算により速やかに実績を把握して、計画
との差異の内容や原因を分析し、必要に応じた対策がとれるだけ
の経営管理組織及び社内管理体制の整備が必要です。
　これらのPDCAサイクルを適切に構築することは、利益計画が
達成できるよう、企業行動そのものをコントロールするためにも
重要なものです。

②ディスクロージャー体制
　財務情報に限らず、リスク情報をはじめとする企業内容（すなわ
ち投資判断）に重要な影響を与えそうな事象は、速やかに開示する

ことが要求されます。したがって、企業全般にわたってのリスク管
理体制、情報管理体制を整備し、投資判断に必要な企業内容等の情
報開示が、適時適切に行われるディスクロージャー体制を整備する
ことが必要です。
　上場会社は四半期財務諸表の作成・公表が義務付けられています。こ
れに対応して、上場申請にあたって各取引所に提出する申請書類には、

「上場申請のための四半期報告書」等の四半期情報が含まれています。
　上場審査においては申請会社が上場会社と同様に監査法人の四
半期レビュー報告書を添付した四半期報告書を法定期限である各
四半期末日から45日以内に作成する能力があるかどうかが審査さ
れることになります。

③内部管理体制と内部統制報告制度への対応
　上場企業は投資家を中心としたステークホルダーに対し責任を
果たすために、経営管理組織を適切に整備・運用することで「企業の
継続性及び収益性」を確保するとともに、コーポレート・ガバナンス
を確立して「企業経営の健全性」を確保する必要があります。
（ａ）経営管理組織の整備と運用

　経営管理組織は、次のような諸制度が有機的一体となって機能
するように設計され運用されることが必要です。
　❖企業及び役員・職員の行動を規制する社内諸規程
　❖�各人・各部署間の相互牽制を主眼として各業務に組み込まれた

内部牽制制度
　❖�各人・各部署の行動が法令・定款や社内諸規程等に準拠してい

るか、あるいは内部牽制制度が有効に機能しているか否か等に
ついてチェックを行う内部監査制度

（ｂ）コーポレート・ガバナンスの確立
　東京証券取引所が制定した「コーポレートガバナンス・コード」
では、コーポレート・ガバナンスは株主から経営を付託された経
営者の受託者責任に関する説明責任を果たすことを含め会社の
意思決定の透明性・公正性を担保しつつ、これを前提に会社の迅
速・果断な意思決定を促すための仕組として位置づけられていま
す。コードでは基本原則に加え、それを詳細・具体化した原則及び
補充原則が定められており（マザーズ・JASDAQ上場企業は基本
原則のみ適用）、上場準備に当たってはコードの趣旨に沿ったガ
バナンスの構築が求められています。
イ）機関設計

　会社法では企業の実態に応じて自由に機関設計ができるよう
になっていますが、取引所の上場規則には企業行動規範が定めら
れており、現在のところ、上場会社は以下の機関を置くことが要
求されています。なお、2015年５月から施行された改正会社法で、

「監査等委員会設置会社」が創設されましたが、上場規則において
も新たに「監査等委員会」が加えられています。
❖取締役会
❖監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
❖会計監査人
　上場準備会社は、この企業行動規範を尊重する必要があ
り、上場申請前にこの要件をクリアしておく必要があります

（JASDAQグロースは、上場日から１年の猶予あり）。
ロ）独立役員の確保

　一般株主保護のため、独立役員を確保しなければなりませ
ん。独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない
社外取締役または社外監査役をいいますが、上場会社は取締

6 株式上場の準備
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役である独立役員を少なくとも１名以上確保するよう努めな
ければなりません。独立性に関する判断には一定の基準が定め
られており、基準に抵触する場合には独立役員として届出でき
ません。また、規則で定められた一定の関係を有している場合
には、その関係を有していても独立役員として適切と判断した
理由を開示する必要があります。さらに、「コーポレートガバナ
ンス・コード」の制定により、本則市場に上場する場合、社外独
立取締役を2名以上確保していない場合は、その理由をコーポ
レートガバナンス報告書に記載する必要があります。

ハ）上場審査上のポイント
　上場審査上は、機関設計のあり方のみならず、それぞれの機
関が有効に機能するのかという観点から、例えば以下のような
事項が審査上のポイントとなります。
❖取締役会の開催頻度
❖役員の兼任関係
❖役員の親族関係
❖監査役の監査活動状況

（ｃ）内部統制報告制度（J-SOX）への対応
　上場会社においては内部統制報告制度（J-SOX）が導入されて
います。この制度は、財務制度の信頼性を確保するための内部統
制の仕組みが有効に整備され、運用されているか否かについて、
経営者自らが評価して「財務報告に係る内部統制報告書」を作成・
公表するとともに、外部監査人（監査法人）が経営者が作成した

「財務報告に係る内部統制報告書」の適正性に関して監査意見を
表明するものです＊1。
　この制度に対応するためには、上場準備の過程で行われる上記
の内部管理体制の整備に加えて、経営者が財務報告に係る内部統
制の有効性の評価を行うための評価システムを構築する必要が
あります。上場申請にあたって内部統制報告書を提出する必要は
ありませんが、新規上場会社は上場後最初に提出する有価証券報
告書と併せて内部統制報告書を提出することになる（ただし、い
わゆる「期越え上場＊2」の場合を除く。）ため、上場予定時期を見据
えながら、上場準備とJ-SOX対応準備の双方を円滑に進める必要
があります。
＊1 2014年5月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第44

号）が成立・公布され、原則として新規上場後3年間は内部統制報告書に係る
監査の免除を選択することが可能になりました（施行は、2015年5月）。ただ
し、内部統制報告書の提出は免除されないため、施行後も内部統制報告書提
出のための準備は必要となることに留意が必要です。

＊2 期越え上場：Ｎ-１期の決算数値を用いて上場申請するが、実際の上場日がＮ
期の決算日を過ぎる（定時株主総会前まで）場合

④関連当事者等の整理
　上場審査上、主に企業経営の健全性の観点から、「関連当事者その
他の特定の者」との関係は慎重に審査され、非常に重要なポイント
と言えます。関係会社等との取引を利用した利益操作及び大株主・
役員等の利得行為等が行われていないか、すなわち、企業グループ
経営を公正かつ忠実に遂行しているか否かを中心に確認されます。

（ａ）上場審査上のポイント
　一般的には、次の項目について健全でかつ明確な方針とそれに
基づいた実績のあることが必要です。
　❖�申請会社及び関係会社から株主・役員個人への不当な利益流出

の有無

　❖�関係会社が別会社として存立することに合理的な根拠があるか
　❖�赤字の関係会社、赤字解消対策の有無
　❖�申請会社と関係会社、関係会社間の取引は通常（取引そのもの

の合理性、取引条件等）の取引であるか
　❖�関係会社を含めた企業グループの業績を適時開示できる管理

体制の整備と運用実績
　❖�親会社等（親会社及び申請会社が他の会社の関連会社である場

合における当該他の会社）がある場合には、親会社等からの独
立性の確保

（ｂ）関連当事者の定義
　審査の対象となる関連当事者の定義は、以下のとおりであり、
取引があれば財務諸表で開示する必要があります。
イ）親会社
ロ）子会社
ハ）財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社（いわゆる「兄弟

会社」）
ニ）財務諸表作成会社のその他の関係会社（財務諸表作成会社が

他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をい
う。）並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社

ホ）関連会社及び当該関連会社の子会社
ヘ）財務諸表作成会社の主要株主（自己又は他人の名義をもって

総株主の議決権の10%以上を保有している株主）及びその近親
者（二親等内の親族）

ト）財務諸表作成会社の役員及びその近親者
チ）親会社の役員及びその近親者
リ）重要な子会社の役員及びその近親者
ヌ）ヘ）からリ）に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算におい

て所有している会社及びその子会社 
ル）従業員のための企業年金（企業年金と会社の間で掛金の拠出

以外の重要な取引を行う場合に限る。）

（ｃ）特別利害関係者等
　関連当事者と類似するものに、特別利害関係者等というものが
あり、関連当事者と同様の審査が行われます。特別利害関係者等
とは以下のものを言います。
イ）特別利害関係者

　申請会社の役員（役員持株会を含む。）その配偶者及び二親等
以内の血族（以下、「役員等」）、役員等により議決権の過半数が
所有されている会社並びにその関係会社及びその役員

ロ）大株主
　申請会社の大株主（上位10名。ただし、従業員持株会を除
く。）

ハ）資本的関係会社
　申請会社（申請会社の特別利害関係者を含む。）が他の会社の
議決権の20％以上を所有している場合における当該他の会社
　また、他の会社（他の会社の特別利害関係者を含む。）が申請
会社の議決権の20％以上を所有している場合における当該他
の会社

ニ）人的関係会社
　資本関係はないが、申請会社が人事・資金・取引等の関係を通
じて他の会社を支配している場合、又は他の会社が同様な取引
等の関係を通じて申請会社を支配している場合における当該
他の会社
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ホ）その他
　金融商品取引業者並びにその役員、人的関係会社及び資本的
関係会社

２）準備体制

　株式上場に係るこれらの作業を円滑に推進するために、以下の項
目について社内準備体制を整えることが必要です。

①全社をあげた取組みと継続
　審査要件を満たすということは、不特定多数の投資家がリスクマ
ネーを提供するに足る企業であるための、最低限の資格要件とも言
えますから、上場後も維持継続し、さらにより高い次元を目指すこ
とが要求されます。したがって、上場審査のためといった、付け焼刃
的な対応ではなく、全社的・継続的な取組みが必要です。

②上場準備プロジェクトチーム
　上場準備は「年単位」の時間を要するプロジェクトであり、取扱う
データや書類も膨大なものになります。また、社内外を含め多くの
人が関与します。したがって、効率的に上場準備を進めるためには、
プロジェクトチームの設置が有効です。
　このプロジェクトチームは、上場に向けての社内準備のスケ
ジューリング、申請書類作成の進捗管理、各関係者のスケジュール
調整、上場審査の対応窓口等、重要な役割を果たすことになります。

③主幹事証券会社の決定
　主幹事証券会社は、株式上場時における株式の引受審査、株式の
募集・売出しの引受けにおいて中心的な役割を果たしますが、上場
準備段階においても様々なアドバイスを行います。主幹事証券会社
と逐次相談しながら決めていかなければならない事項も多々あり
ますので、なるべく早い時期に決めることが必要です。

④監査法人の決定
　株式上場準備においては（上場後も）、財務諸表等に対して監査法
人による会計監査を受けなければなりません。また、監査法人は会
計処理だけでなく、会社の体制整備を始め、様々なアドバイスも行
います。会計監査のためだけでなく、効率よく内部管理体制を整備
し上場作業を進めるためにも、早期のうちに監査法人を決定する必
要があります。
　また、すでに海外展開をしていたり、これから進出しようとして
いる場合には、グローバル対応できる監査法人を選ぶほうがよいで
しょう。

⑤資本政策の立案・実行
　会社の株式上場の目的を達成し得る資本政策を立案・実行する必
要があります。

⑥その他
　株式事務代行機関の選定等。

Point
株式上場の準備体制を整備するために必要となる重要な事項
①反社会的勢力排除のための情報収集・集約
　各取引所の上場規則において上場会社が守るべき規範としての企業行動規範が規則化され、反社会的勢力による被害を防止する
ための社内体制の整備及び個々の企業がそれぞれの企業行動に際して反社会的勢力の介入防止に努める旨が規定化されています。
具体的には自ら反社会的勢力に関する情報収集・集約を行い、そのデータベースを元に反社会的勢力であるか否かのチェックを行
うことなどが要請されています。
　つまり、上場申請時点で反社会的勢力と関係を有していないだけでなく、上場後も関係を持たないための体制整備が求められて
いるのです。
　なお、最近では反社会的勢力のほかに、反市場的勢力の存在についても上場審査上問題とされます。反市場的勢力は明確に定義さ
れていませんが、過去に悪質な証券トラブル等を起こした者や、一般投資家の利益を害する行動をとる企業など、取引所が想定して
いる健全な市場運営を阻害する者を意味します。これらの反市場的勢力が株主となっている場合、その解決には困難を伴いますの
で、上場前の株式の分散を極力防止するとともに、株主の属性に問題がないかどうか予め十分にチェックすることが重要です。
②適正・適法な残業代等の支払など労務リスクへの対応
　上場審査では労務コンプライアンスの遵守状況が確認されます。従業員等に対する残業代等の支払を適正に行っているかどうか
だけでなく、いわゆる「名ばかり管理職」の存在が社会問題化したことを背景として、時間外労働の適用を除外している管理職の範
囲やその妥当性も審査されます。
　その他、労使協定の有無と締結手続の妥当性、労働基準監督署からの指導・勧告の有無、残業の常態化の状況、契約社員・パート・ア
ルバイトの社会保険の加入状況なども確認されます。
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上場までの標準的な流れ

実施項目
N-3 期 N-2 期 N-1 期 N期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
全般事項 ▼監査法人の選定

▼公開準備 PJチームの設置
　監査法人 IPO課題調査 期首残高調査 会計監査

四半期レビュー（市場によって対象期間が異なる）
内部統制監査（法令改正により 3年間免除される場合あり）

各種 IPO支援サービス コンフォート・レター提出

　証券会社・取引所等 ▼主幹事証券会社選定 　　▼証券会社中間審査 ▼証券会社本審査 �▼上場申請
�▼証券取引所上場審査
�　　　▼有価証券届出書提出
�　　　▼機関投資家への説明（ロードショー）

▼ブックビルディング⇒公募・売出し
　　　��▼株式上場

企業の継続性及び収益性
　利益管理制度 ��▼中期経営計画、予算管理制度の整備 ▼事業計 画のローリング、予算の精度向上�　▼事業計画のローリング、予算の精度向上
　資本政策 ��▼資本政策の立案

【株式移動等のⅠの部への記載】 【第三者割当、ストック・オプションの実施に対する継続保有規制】
企業経営の健全性
　関連当事者等の整理 ▼関連当事者の範囲と取引の有無を確認

�▼関連当事者との取引整理 　　　　　　　　　　　　　▼債務保証の解消
　関係会社の整理 ��▼グループ戦略の見直し（存在意義と位置付けの確認） 【直前期以降の合併・事業譲渡等に対する規制あり】
企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制 【1年以上の運用実績が求められる】
　会社の機関設計及び役員構成 　　　▼監査役選任 ▼監査役会の設置
　組織・決裁制度
　諸規程 ▼諸規程 の整備完了
　内部監査 ▼内部統制報告制度への対応
　株式事務 ▼株主名簿代理人の設置
　業務管理体制 ▼内部統制報告制度への対応
　　販売管理
　　購買管理・外注管理
　　財務管理
　　固定資産管理
　　労務管理 　　　　　　　　　　　▼労務管理の法令遵守状況確認
　　文書管理
　情報システム 　　　　　　　　　　　▼情報システムの整備方針の決定 ▼内部統制報告制度への対応
企業内容等の開示の適正性
　決算・財務報告体制
　　決算体制の整備 　　　　　▼月次決算の精度向上・早期化 ▼連結ベースの月次決算 ▼内部統制報告制度への対応
　　会計方針 　　　　　　　　　　　▼会計方針、会計処理の見直し（子会社含む）
　　決算体制の整備 　　　　　　　　　　　▼原価計算制度の整備
　　連結決算 　　　▼連結財務諸表作成準備 ▼連結財務諸表作成
その他取引所が必要と認める事項
　反社会的勢力の排除 ▼実質的な反社会的勢力の排除 ▼ルール等（規程や手続）の整備と実施
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実施項目
N-3 期 N-2 期 N-1 期 N期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
全般事項 ▼監査法人の選定

▼公開準備 PJチームの設置
　監査法人 IPO課題調査 期首残高調査 会計監査

四半期レビュー（市場によって対象期間が異なる）
内部統制監査（法令改正により 3年間免除される場合あり）

各種 IPO支援サービス コンフォート・レター提出

　証券会社・取引所等 ▼主幹事証券会社選定 　　▼証券会社中間審査 ▼証券会社本審査 �▼上場申請
�▼証券取引所上場審査
�　　　▼有価証券届出書提出
�　　　▼機関投資家への説明（ロードショー）

▼ブックビルディング⇒公募・売出し
　　　��▼株式上場

企業の継続性及び収益性
　利益管理制度 ��▼中期経営計画、予算管理制度の整備 ▼事業計 画のローリング、予算の精度向上�　▼事業計画のローリング、予算の精度向上
　資本政策 ��▼資本政策の立案

【株式移動等のⅠの部への記載】 【第三者割当、ストック・オプションの実施に対する継続保有規制】
企業経営の健全性
　関連当事者等の整理 ▼関連当事者の範囲と取引の有無を確認

�▼関連当事者との取引整理 　　　　　　　　　　　　　▼債務保証の解消
　関係会社の整理 ��▼グループ戦略の見直し（存在意義と位置付けの確認） 【直前期以降の合併・事業譲渡等に対する規制あり】
企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制 【1年以上の運用実績が求められる】
　会社の機関設計及び役員構成 　　　▼監査役選任 ▼監査役会の設置
　組織・決裁制度
　諸規程 ▼諸規程 の整備完了
　内部監査 ▼内部統制報告制度への対応
　株式事務 ▼株主名簿代理人の設置
　業務管理体制 ▼内部統制報告制度への対応
　　販売管理
　　購買管理・外注管理
　　財務管理
　　固定資産管理
　　労務管理 　　　　　　　　　　　▼労務管理の法令遵守状況確認
　　文書管理
　情報システム 　　　　　　　　　　　▼情報システムの整備方針の決定 ▼内部統制報告制度への対応
企業内容等の開示の適正性
　決算・財務報告体制
　　決算体制の整備 　　　　　▼月次決算の精度向上・早期化 ▼連結ベースの月次決算 ▼内部統制報告制度への対応
　　会計方針 　　　　　　　　　　　▼会計方針、会計処理の見直し（子会社含む）
　　決算体制の整備 　　　　　　　　　　　▼原価計算制度の整備
　　連結決算 　　　▼連結財務諸表作成準備 ▼連結財務諸表作成
その他取引所が必要と認める事項
　反社会的勢力の排除 ▼実質的な反社会的勢力の排除 ▼ルール等（規程や手続）の整備と実施

�整備期間 �運用期間
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３） デロイト トーマツ グループが提供するサービス

　トーマツは、財務諸表等の会計監査を行うだけでなく、企業の体
制整備を始め、様々な問題点の発見、改善、指導、相談等のサービス
により企業のサポートをします。具体的には以下のようなサービス
を提供しますが、内容によっては、監査法人単独ではなく、豊富な経
験やノウハウ、専門知識を持つ税理士法人やグループ内のコンサル
タント等と共同でサービスを提供しています。
　また、コンサルタントは、情報システムの開発・導入に関わるアド
バイスについてもサービス範囲としています。

①上場準備サービス・支援項目
❖中長期利益計画及び単年度予算の策定指導
❖各種経営管理制度及び内部統制の確立
❖諸規程の整備
❖会計組織及び会計処理基準の整備
❖内部統制報告制度への対応準備
❖申請に必要な書類の作成指導
❖税務関連サービス
❖海外進出サービス
❖海外上場支援サービス
❖事業再編・M&A等に関する企業調査及びアドバイス

②コンピューターの利用による経営管理システム導入のアドバイス
❖利益計画・利益管理システム
❖意思決定支援システム
❖販売管理システム
❖生産管理システム
❖原価計算システム
❖購買・在庫管理システム
❖財務会計システム
❖連結経営システム

③上場準備のための監査
（ａ）株式公開のための課題調査

　会社の管理制度等の整備状況を調査し、報告書を作成します。
その結果、上場申請のために検討しなければならない課題が抽出
され具体的な上場プロジェクトがスタートします。

（ｂ）財務諸表監査・レビュー
　金融商品取引法第193条の２第１項の規定に準じた財務諸表
監査及び四半期財務諸表のレビューを行います。

Point
同時提供の禁止
　公認会計士法において、大会社等に対する「監査証明業務」に関して「非監査証明業務」との同時提供の禁止が明記されています。こ
の趣旨は、自己監査の防止、経営判断に関わることの防止及び外見的独立性を確保することにより監査の社会的信頼性を高めること
にあります。さらに日本公認会計士協会の倫理規則にも自主規制が定められています。しかし、これらの規定があるからといって、監
査法人が上場準備会社に監査以外のサービスを提供できないということではありません。会社が自主的に作成する経営管理資料等
について、専門家としての見地から、独立性に抵触しない範囲で助言・指導を行っています。
　各種サービスの提供を受けるにあたっては、事前にその可否、方法、時期等について監査法人と十分な協議を行うことが必要です。
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４）証券会社の役割

　上場準備を行う会社にとって、主幹事証券会社の果たす役割は非
常に広範なものですが、大別すると以下の二つになります。
　一つは上場申請会社の推薦人としての役割です。主幹事証券会社
は上場（申請）に際し、取引所に対して「推薦状」を提出します。この
ため、主幹事証券会社は推薦人の立場として、上場準備会社を適切
にIPOを導くために各種支援を行います。具体的には、公開引受部
門が主体となり、上場審査基準に即した問題点の洗い出しや改善指
導、資本政策（上場前後の資金調達、株主構成の是正、上場時の公募・

売出し）のアドバイス等を行います。また、審査部門担当者が、上場
審査基準に即した引受審査を行います。
　もう一つは新規上場時のファイナンス（公募・売出し）に際しての
役割です。主幹事証券会社はファイナンス（公募・売出し）計画の立
案、新規上場株式の投資家への販売、上場後のＩＲ（インベスターリ
レーションズ）戦略のアドバイス等を行います。また、ファイナンス
に際しては、公募・売出し価格決定に係る分析・アドバイスや投資家
への会社説明会（ロードショー）の開催事務、目論見書などのドキュ
メンテーション作成支援等を行います。

株式公開のための
課題調査

調査報告書に基づく課題の
改善案・スケジュールの策定

上場準備
プロジェクトチームの設置

・組織機構の整備
・人材制度の構築
・利益管理制度の構築
・諸規程の整備
・内部監査制度の構築

・業務管理制度の構築
　－販売管理制度
　－購買管理制度
　－財務管理制度
　－固定資産管理制度
　－労務管理制度
　－文書管理制度
・情報システムの構築

・財務会計制度の構築
・会計処理基準の整備
・原価計算制度の構築
・月次・四半期決算制度の構築
・連結決算体制の整備

経営管理体制の確立

改善状況の確認・スケジュール管理

経営管理体制整備 関連当事者取引の整理資本政策の策定

株　式　上　場

経営管理体制整備の流れ
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５）株式上場に係る費用

　上場申請会社それぞれで、規模、業種の複雑性、現状の社内体制
とあるべき社内体制とのギャップ等に差があるため、必要となる
準備項目の内容と金額を提示することは困難ですが、株式上場に
よる費用負担として以下のものが考えられます。

①株式上場までの準備費用
（ａ）主幹事証券会社

　株式上場コンサルティング費用

（ｂ）監査法人
　株式公開のための課題調査、会計監査・レビュー、株式上場コ
ンサルティング（内部統制報告制度への対応準備、会計制度、原
価計算、情報システム等）費用

（ｃ）株式事務代行機関（上場後も継続）
　株式事務代行委託手数料

（ｄ）その他
　❖管理体制の構築、人材の採用
　❖外部コンサルタントの利用
　❖各種書類の作成等に関する費用

②株式上場時の費用
（ａ）金融商品取引所（下記表参照）
❖上場審査料
❖上場手数料（新規上場料）

　❖公募又は売出しに係る料金

（ｂ）幹事証券会社
　募集・売出し引受手数料

（ｃ）その他
　❖有価証券届出書関連費用
　❖IR活動費用、公告・広告費用
　❖増資の登録免許税

金融商品取引所に対する上場審査料、新規上場時の諸費用

（注）１．予備申請を行う場合は、別途上場審査料と同額の予備審査料が必要となります。
　　　２．欧州、米国等、特に遠方において行う実地調査及び面談等に係る渡航費用については、別途実費相当額が必要となります。
　　　３．マザーズでは新規上場料定額100万円との合計で上限2,000万円、JASDAQでは上限6,000万円となっています。

項　　目 市場第一部 市場第二部 マザーズ JASDAQ

上場審査料（注１） 400万円（注２） 200万円

新規上場料 定　額 1,500万円 1,200万円 100万円 600万円

公募又は売出しに係
る料金（注３）

公　募 公募株式数×公募価格×9/10,000（円） 公募株式数×公募価格×8/10,000（円）

売出し 売出株式数×売出価格×1/10,000（円） 売出株式数×売出価格×8/10,000（円）
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③株式上場後の費用
（ａ）金融商品取引所

　年間上場料

（ｂ）監査法人
　監査費用

（ｃ）その他
❖各種ディスクロージャー書類作成費用
❖IR活動費用
❖株式等振替制度に係る手数料

年間上場料

上場時価総額 市場第一部 市場第二部 マザーズ JASDAQ

50億円以下 96万円 72万円 48万円

100万円
50億円超250億円以下 168万円 144万円 120万円

250億円超500億円以下 240万円 216万円 192万円

500億円超1,000億円以下 312万円 288万円 264万円

1,000億円超2,500億円以下 312万円 288万円 264万円

120万円2,500億円超5,000億円以下 384万円 360万円 336万円

5,000億円超 456万円 432万円 408万円

（注）１．別途TＤnet（適時開示情報伝達システム）利用料として
　　　　　　　市場第一部・市場第二部・マザーズ 12万円
　　　　　　　JASDAQ 8万5千円
　　　２．新規上場時の年間上場料は、新規上場日の属する月によって金額が異なります。
　　　３．JASDAQでは、監理銘柄（審査中）に指定されている銘柄に対する審査時及び特設注意市場に指定されている銘柄の内部管理体制の確認時に、上場管理料と
　　　　　して100万円を請求できるものとされています。

38

株式公開ガイドブック 2019 ｜ 6. 株式上場の準備



１）制度の概要

　株式上場後は、自社の株式が証券市場において広く一般の投資家
の間で売買されることとなり、また、上場時の公募・売出しによる株
主の増加等に伴い、利害関係者の数も飛躍的に増加します。その結
果、社会的公器（パブリック・カンパニー）として位置付けられ、各種

法令や規則に基づき適時適切な開示が求められることとなります。
　具体的には、会社法の規定による開示制度、金融商品取引法の規
定による開示制度、各市場による開示制度等への対応が必要となり
ます。
　前述のディスクロージャー体制の整備とは、これらの開示制度に
十分対応できる体制へと整備することを意味しています。

２）大会社の決算日程例
（3月決算の会計監査人設置会社の例）

日付 主要事項 法定期限 関連条項

３月16日 基準日公告 基準日の２週間前 会社法第124条第３項

３月31日 基準日（決算日） 定時株主総会の会日の前３か月以内 会社法第124条第１項

４月26日 取締役は計算書類を会計監査人と監査役に提
供 ― 会社法第436条第２項第１号

会社計算規則第125条

〃 取締役は連結計算書類を会計監査人と監査役
に提供 ― 会社法第444条第４項

会社計算規則第125条

〃 取締役は事業報告を監査役に提供 ― 会社法第436条第２項第２号

〃 取締役は計算書類の附属明細書を会計監査人
と監査役に提供 ― 会社法第436条第２項第１号

会社計算規則第125条

〃 取締役は事業報告の附属明細書を監査役に提
供 ― 会社法第436条第２項第２号

５月18日 会計監査人は特定監査役（注１）及び特定取締
役（注２）に対し、会計監査報告の内容を通知

計算書類及び附属明細書については、計算書類の全部を受領
した日から４週間を経過した日、計算書類の附属明細書を受
領した日から１週間を経過した日、特定取締役、特定監査役及
び会計監査人の間で合意により定められた日のいずれか遅い
日
連結計算書類については、連結計算書類の全部を受領した日
から４週間を経過した日、特定取締役、特定監査役及び会計監
査人の間で合意により定められた日がある場合にはその日

会社計算規則第130条第１項第１号、
第３号

５月24日 特定監査役は特定取締役及び会計監査人に対
し、計算関係書類の監査報告の内容を通知

連結計算書類以外の計算関係書類については、会計監査報告
を受領した日から１週間を経過した日、特定取締役及び特定
監査役の間で合意により定められた日のいずれか遅い日
連結計算書類については、会計監査報告を受領した日から１
週間を経過した日、特定取締役及び特定監査役が合意により
定められた日がある場合にはその日

会社計算規則第132条第１項第１号、
第２号

〃 特定監査役は特定取締役に対し、事業報告及
びその附属明細書の監査報告の内容を通知

事業報告を受領した日から４週間を経過した日、事業報告の
附属明細書を受領した日から１週間を経過した日、特定取締
役及び特定監査役の間で合意した日のいずれか遅い日

会社法施行規則第132条第１項

〃 取締役会は計算書類、事業報告及びその附属
明細書を承認 ― 会社法第436条第３項

〃 取締役会は連結計算書類を承認 ― 会社法第444条第５項

６月10日
計算関係書類、事業報告及びその附属明細書
並びにこれらの監査報告書を本店に、その謄
本を支店に備置

定時株主総会の会日の２週間前より 会社法第442条第１項、第２項

〃 定時株主総会招集通知の発送 定時株主総会の会日の２週間前 会社法第299条第１項、第２項

６月25日 定時株主総会 ― ―

〃 定時株主総会決議通知発送 ― ―

７月１日 貸借対照表及び損益計算書を公告、又は貸借
対照表の要旨を公告 承認または報告後遅滞なく 会社法第440条第１項、第２項

（注）１．「特定監査役」とは、次の者を言います。
　　　　❖会計監査人が行う会計監査報告の内容の通知を受けるものとして別途定めた監査役（特に定めていない場合はすべての監査役）
　　　２．「特定取締役」とは、次の者を言います。

❖監査報告の内容の通知を受けるものとして別途定めた取締役（特に定めていない場合は監査を受けるべき計算関係書類の作成職務を行った取締役）

7 株式上場後の開示制度
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３）対応すべき開示制度

①会社法の開示制度
　最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が
５億円以上となった場合には、会社法上の「大会社」に該当すること
となります（会社法第２条第６号）。大会社となった場合には、最終
事業年度に係る定時株主総会において、会計監査人（監査法人）を選
任し、翌期以降、会計監査人の監査（会社法監査）を受けなければな
りません（同法第328条、第436条第２項）。従来は、株式上場時の公
募により資本金が５億円を超える場合に対応すればよかったので
すが、現在はJASDAQグロースを除き、原則として上場申請時に会
計監査人を設置することが求められています。なお、連結計算書類
の作成は通常任意ですが（同法444条第１項）、有価証券報告書提出
会社となった大会社については、連結計算書類の作成が義務付けら
れています。大会社（３月決算の場合）の決算日程を、２）大会社の決
算日程例として示していますが、実務的には、決算短信を決算日後
45日以内に開示することが適当とされていること、株主総会招集
通知の印刷、さらに３月決算の場合はゴールデンウィークとの兼ね
合いもあり、取締役、監査役、会計監査人の合意によって、全体的な
日程を法定期限より早めるのが一般的となっています。

②金融商品取引法の開示制度
（ａ）有価証券報告書及び確認書の提出

　上場会社は、有価証券報告書を作成し、当該事業年度経過後３
か月以内（定時総会終了後）に金融庁（各管轄財務局）に提出しな
ければなりません（金商法第24条）。また、あわせて当該有価証券
報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であること
を確認した旨を記載した確認書（以下「確認書」）を金融庁（各管轄
財務局）に提出しなければなりません（同法第24条の４の２）。

（ｂ）内部統制報告書の提出
　上場会社は、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び
当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を
確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制につい
て、内閣府令で定めるところにより評価した報告書（以下「内部統
制報告書」という）を金融庁（各管轄財務局）に提出しなければな
りません（金商法第24条の４の４）。

（ｃ）四半期報告書及び確認書の提出
　上場会社は、３か月ごとに四半期報告書を作成し、四半期経過
後45日以内に金融庁（各管轄財務局）に提出しなければなりませ
ん。（金商法第24条の４の７）。また、あわせて「確認書」を提出す
る必要があります（同法第24条の４の８）。

（ｄ）監査法人による監査
　有価証券報告書、四半期報告書に含まれている財務諸表等及び
内部統制報告書については、金融商品取引法監査（レビュー）の対
象となるため、監査法人の意見表明が必要となります（金商法第
193条の２）。ただし、原則として新規上場後３年間は内部統制報
告書に係る監査の免除を選択することが可能です。

③各市場における適時開示制度
　投資者が自己責任の原則に基づき安心して株式市場に参加する
ためには、すべての投資者・市場参加者に対して会社情報が適時適
切に伝達される環境が整備されていなければなりません。したがっ
て、上場会社自身の会社情報（投資者の投資判断に影響を及ぼす情
報）の適時開示に対する認識とその実行が必要不可欠となります。
なお、各取引所は会社の代表者が会社情報の適時適切な提供につい
て真摯な姿勢で臨む旨を宣誓した「適時開示に係る宣誓書」の提出
を求め、公衆縦覧に供することとしています。
　東証で開示が必要と定めている会社情報には上場会社に係る情
報、子会社に係る情報、非上場の親会社等に係る情報などがあり、
それぞれについて決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、
決算に関する情報の開示が求められます。また他の市場についても
ほぼ同様の規定となっています。開示の対象となる事項は多岐にわ
たっており、一部は子会社についても対象とされ、また開示の要否
に係わる一定の基準、所定の記載内容、添付書類等もあるため、その
適用にあたっては十分な留意が必要です。なお、開示方法は書面に
よる方法とインターネットを利用した方法とがあります（「有価証
券上場規程」による）。
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