
○ 企業内容等の開示に関する内閣府令 （昭和四十八年大蔵省令第五号）

改 正 案 現 行

第一号様式 第一号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券通知書 【提出書類】 有価証券通知書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) （略） (１) （略）

(1-2) 会社名 (1-2) 会社名

提出者が指定法人である場合には、「会社」を「指定法人」に読み替えて記載すること（ 提供者が指定法人である場合には、「会社」を「指定法人」に読み替えて記載すること（

以下この様式において同じ。）。 以下この様式において同じ。）。

(２) 代表者の役職氏名 (２) 代表者の役職氏名

ａ 会社の設立にあつては、発起人全員の氏名を記入すること。 会社の設立にあつては、発起人全員の氏名を記入すること。

ｂ 有価証券通知書（以下この様式において「通知書」という。）を書面で提出する場合に

は、併せて代表者印を押印すること。

(３) （略） (３) （略）

(４) 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 (４) 有価証券の募集（売出し）の方法及び条件

ａ～ｃ （略） ａ～ｃ （略）

ｄ 発行価格若しくは売出価格又は資本組入額が決定されていない場合には、通知書提出日 ｄ 発行価格若しくは売出価格又は資本組入額が決定されていない場合には、有価証券通知

現在における見込額を記載し、その旨及びその決定予定時期を注記すること。 書（以下この様式において「通知書」という。）提出日現在における見込額を記載し、そ

の旨及びその決定予定時期を注記すること。

ｅ・ｆ （略） ｅ・ｆ （略）

(５)～(７) （略） (５)～(７) （略）

－１－



改 正 案 現 行

第二号様式 第二号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 代表者の役職氏名 (３) 代表者の役職氏名

ａ 会社設立の場合にあつては、発起人全員の氏名を記載すること。 会社設立の場合にあつては、発起人全員の記名押印（印は私印又は実印のいずれでもよい

ｂ 当該届出書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。 。）をすること。

(４)～(77) （略） (４)～(77) （略）

－２－



改 正 案 現 行

第二号の五様式 第二号の五様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 代表者の役職氏名 (３) 代表者の役職氏名

ａ 会社設立の場合にあつては、発起人全員の氏名を記載すること。 会社設立の場合にあつては、発起人全員の氏名を記載すること。

ｂ 当該届出書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(４)～(49) （略） (４)～(49) （略）

－３－



改 正 案 現 行

第三号様式 第三号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】～【英訳名】 （略） 【根拠条文】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(2-2) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略） 【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略）

第一部【企業情報】 第一部【企業情報】

第１～第３ (略） 第１～第３ (略）

第４【提出会社の状況】 第４【提出会社の状況】

１ （略） １ （略）

２【自己株式の取得等の状況】 ２【自己株式の取得等の状況】(22-2)

３～６ （略） ３～６ （略）

第５～第７ （略） 第５～第７ （略）

第二部 （略） 第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(2-2) 代表者の役職氏名 （新設）

当該報告書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(３)～(54) （略） (３)～(54) （略）

－４－



改 正 案 現 行

第三号の二様式 第三号の二様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】～【英訳名】 （略） 【根拠条文】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(2-2) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略） 【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略）

第一部～第三部 （略） 第一部～第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(2-2) 代表者の役職氏名 （新設）

当該報告書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(３)～(37) （略） (３)～(37) （略）

－５－



改 正 案 現 行

第五号様式 第五号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 半期報告書 【提出書類】 半期報告書

【提出先】～【英訳名】 （略） 【提出先】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(2-2) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略） 【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略）

第一部・第二部 （略） 第一部・第二部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(2-2) 代表者の役職氏名 （新設）

当該半期報告書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(３)～(38) （略） (３)～(38) （略）

－６－



改 正 案 現 行

第五号の二様式 第五号の二様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 半期報告書 【提出書類】 半期報告書

【提出先】～【英訳名】 （略） 【提出先】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(2-2) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略） 【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略）

第一部～第三部 （略） 第一部～第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(2-2) 代表者の役職氏名 （新設）

当該半期報告書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(３)～(26) （略） (３)～(26) （略）

－７－



改 正 案 現 行

第五号の三様式 第五号の三様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書 【提出書類】 臨時報告書

【提出先】～【英訳名】 （略） 【提出先】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(２) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【事務連絡者氏名】 （略） 【本店の所在の場所】～【事務連絡者氏名】 （略）

【縦覧に供する場所】(３) 名称 【縦覧に供する場所】 名称

（所在地） （所在地）

１【提出理由】(４) １【提出理由】(２)

２【報告内容】(５) ２【報告内容】(３)

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) （略） (１) （略）

(２) 代表者の役職氏名 （新設）

当該臨時報告書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(３) （略） (1-2) （略）

(４) （略） (２) （略）

(５) （略） (３) （略）

－８－



改 正 案 現 行

第七号様式 第七号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書 【提出書類】 有価証券届出書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 代理人の氏名又は名称 (４) 代理人の氏名又は名称

本邦内に住所を有する者であつて、届出書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代 本邦内に住所を有する者であつて、届出書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代

理する権限を有するもの（以下この号において「代理人」という。）の氏名又は名称を記載 理する権限を有するものの氏名又は名称を記載すること。

すること（当該届出書を書面で提出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に

代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署名すること。）。

(５)～(62) （略） (５)～(62) （略）

－９－



改 正 案 現 行

第八号様式 第八号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書 【提出書類】 有価証券報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 代理人の氏名又は名称 (４) 代理人の氏名又は名称

本邦内に住所を有する者であつて、報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代 本邦内に住所を有する者であつて、報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代

理する権限を有するもの（以下この号において「代理人」という。）の氏名又は名称を記載 理する権限を有するものの氏名又は名称を記載すること。

すること（当該報告書を書面で提出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称」の下に

代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署名すること。）。

(５)～(41) （略） (５)～(41) （略）

－１０－



改 正 案 現 行

第十号様式 第十号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 半期報告書 【提出書類】 半期報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 代理人の氏名又は名称 (４) 代理人の氏名又は名称

本邦内に住所を有する者であつて、半期報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社 本邦内に住所を有する者であつて、半期報告書の提出に関する一切の行為につき提出会社

を代理する権限を有するもの（以下この号において「代理人」という。）の氏名又は名称を を代理する権限を有するものの氏名又は名称を記載すること。

記載すること（当該半期報告書を書面で提出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称

」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署名すること。）。

(５)～(32) （略） (５)～(32) （略）

－１１－



改 正 案 現 行

第十一号様式 第十一号様式

【表紙】 【表紙】

【発行登録番号】 【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書 【提出書類】 発行登録書

【提出先】～【英訳名】 （略） 【提出先】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(1-2) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略） 【本店の所在の場所】～【縦覧に供する場所】 （略）

第一部～第三部 （略） 第一部～第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) （略） (１) （略）

(1-2) 代表者の役職氏名 （新設）

発行登録書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(２)～(９) （略） (２)～(９) （略）

－１２－



改 正 案 現 行

第十一号の三様式 第十一号の三様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書 【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】～【英訳名】 （略） 【提出先】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(１) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【発行残額】 （略） 【本店の所在の場所】～【発行残額】 （略）

【効力停止期間】(２) （略） 【効力停止期間】(１) （略）

【提出理由】(３) （略） 【提出理由】(２) （略）

【縦覧に供する場所】(４) （略） 【縦覧に供する場所】(３) （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) 代表者の役職氏名

訂正発行登録書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

(２) （略） (１) （略）

(３) （略） (２) （略）

(４) （略） (３) （略）

(５) （略） (４) （略）

－１３－



改 正 案 現 行

第十一号の四様式 第十一号の四様式

【表紙】 【表紙】

【発行登録番号】 【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録取下届出書 【提出書類】 発行登録取下届出書

【提出先】～【英訳名】 （略） 【提出先】～【英訳名】 （略）

【代表者の役職氏名】(１) 【代表者の役職氏名】

【本店の所在の場所】～【事務連絡者氏名】 （略） 【本店の所在の場所】～【事務連絡者氏名】 （略）

１～３ （略） １～３ （略）

（記載上の注意） （新設）

(１) 代表者の役職氏名

発行登録取下届出書を書面で提出する場合には、併せて代表者印を押印すること。

－１４－



改 正 案 現 行

第十四号様式 第十四号様式

【表紙】 【表紙】

【発行登録番号】 【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録書 【提出書類】 発行登録書

【提出先】～【本店の所在の場所】（略） 【提出先】～【本店の所在の場所】（略）

【代理人の氏名又は名称】(1-2) 【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】～【縦覧に供する場所】 （略） 【代理人の住所又は所在地】～【縦覧に供する場所】 （略）

第一部～第三部 （略） 第一部～第三部 （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) （略） (１) （略）

(1-2) 代理人の氏名又は名称 （新設）

本邦内に住所を有する者であつて、発行登録書の提出に関する一切の行為につき提出会社

を代理する権限を有するもの（以下この号において「代理人」という。）の氏名又は名称を

記載すること（当該発行登録書を書面で提出する場合には、併せて「代理人の氏名又は名称

」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署名すること。）。

(２)～(９) （略） (２)～(９) （略）

－１５－



改 正 案 現 行

第十四号の三様式 第十四号の三様式

【表紙】 【表紙】

【発行登録番号】 【発行登録番号】

【提出書類】 発行登録取下届出書 【提出書類】 発行登録取下届出書

【提出先】～【本店の所在の場所】 （略） 【提出先】～【本店の所在の場所】 （略）

【代理人の氏名又は名称】(１) 【代理人の氏名又は名称】

【代理人の住所又は所在地】～【電話番号】 （略） 【代理人の住所又は所在地】～【電話番号】 （略）

１～３ （略） １～３ （略）

（記載上の注意） （新設）

(１) 代理人の氏名又は名称

本邦内に住所を有する者であつて、発行登録取下届出書の提出に関する一切の行為につき

提出会社を代理する権限を有するもの（以下この号において「代理人」という。）の氏名又

は名称を記載すること（当該発行登録取下届出書を書面で提出する場合には、併せて「代理

人の氏名又は名称」の下に代理人（代理人が法人である場合には、その代表者）が署名する

こと。）。

－１６－



改 正 案 現 行

第十七号様式 第十七号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 自己株券買付状況報告書 【提出書類】 自己株券買付状況報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 一般的事項 １ 一般的事項

(１) 「代表者の役職氏名」欄には、自己株券買付状況報告書を書面で提出する場合には、併 （新設）

せて代表者印を押印すること。

(２) （略） (１) （略）

(３) （略） (２) （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

－１７－



改 正 案 現 行

第十七号様式 第十八号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 自己株券買付状況報告書 【提出書類】 自己株券買付状況報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

１ 一般的事項 （新設）

「代表者の役職氏名」欄には、自己株券買付状況報告書を書面で提出する場合には、併せて

代表者印を押印すること。

２～６ （略） １～５ （略）

－１８－


