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決 定 要 旨 

被 審 人（住所） 東京都 

   （氏名） Ａ 

上記被審人に対する令和２年度（判）第２０号金融商品取引法違反審判事件につい

て、金融商品取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判長審判

官川嶋彩子、審判官美濃口真琴、同松本佳織から提出された決定案に基づき、法第１

８５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴  納付すべき課徴金の額 金２６７３万円 

⑵  課徴金の納付期限   令和３年６月９日 

２ 事実及び理由 

課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計

算の基礎は、別紙のとおりである。 

被審人は、第１回の審判の期日前に、課徴金に係る法第１７８条第１項第１４号

に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出しており、上記

事実が認められる。 

令和３年４月８日 

金融庁長官  氷見野 良三  
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（別紙） 

１ 課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実 

法第１７８条第１項第１４号に該当 

  被審人は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場されているジョルダン株式会

社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、 

  ア 平成３１年３月２７日午前９時３分頃から同日午前９時３１分頃までの間、

東京都中央区日本橋兜町２番１号所在の株式会社東京証券取引所において、Ｂ

証券株式会社（以下「Ｂ証券」という。）を介し、高指値の買い注文を連続し

て発注して買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げるなどの

方法により、同株式合計１１１，７００株を買い付ける一方、同株式合計９７，

３００株を売り付け、 

  イ 同年４月１日午前１１時１５分頃から同日午後１時３４分頃までの間、同取

引所において、Ｂ証券を介し、上記同様の方法により、同株式合計２２，６０

０株を買い付ける一方、同株式合計１３，０００株を売り付け、 

  ウ 同月５日午前１０時１３分頃から同日午後１時１９分頃までの間、同取引所

において、Ｃ証券株式会社を介し、上記同様の方法により、同株式合計５５，

９００株を買い付ける一方、同株式合計５３，１００株を売り付け、 

  もって、それぞれ、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、

かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたも

のである。 

２ 法令の適用 

法第１７４条の２第１項、第８項、第１５９条第２項第１号、第１７６条第２項、

金融商品取引法施行令第３３条の１３第１号 

３ 課徴金の計算の基礎 

 ⑴ 別表の違反行為期間アに掲げる事実につき 

  ア 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、97,300

株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、

実際の買付け等の数量 111,700 株に、法第１７４条の２第８項及び金融商品取

引法施行令第３３条の１３第１号の規定により、違反行為の開始時にその時に

おける価格（1,230 円）で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされ

る当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量 3,500 株を加えた

115,200 株であることから、 

   ① 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量（97,300 株）に係るものにつ
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いて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算に

よる当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 

     （1,300 円×8,400 株＋1,330 円×2,500 株＋1,400 円×2,700 株 

      ＋1,410 円×6,300 株＋1,418 円×2,000 株＋1,420 円×3,500 株 

      ＋1,421 円×600 株＋1,422 円×4,600 株＋1,423 円×400 株 

      ＋1,424 円×100 株＋1,425 円×300 株＋1,429 円×100 株 

      ＋1,430 円×4,600 株＋1,431 円×600 株＋1,432 円×200 株 

      ＋1,434 円×100 株＋1,435 円×100 株＋1,440 円×60,200 株） 

    －（1,210 円×300 株＋1,227 円×200 株＋1,230 円×3,700 株 

      ＋1,233 円×300 株＋1,235 円×200 株＋1,236 円×1,200 株 

      ＋1,238 円×500 株＋1,239 円×100 株＋1,240 円×400 株 

      ＋1,246 円×500 株＋1,247 円×200 株＋1,249 円×200 株 

      ＋1,250 円×3,400 株＋1,257 円×300 株＋1,258 円×300 株 

      ＋1,260 円×500 株＋1,263 円×100 株＋1,264 円×600 株 

      ＋1,269 円×500 株＋1,272 円×200 株＋1,273 円×100 株 

      ＋1,274 円×800 株＋1,275 円×200 株＋1,277 円×500 株 

      ＋1,279 円×200 株＋1,280 円×3,100 株＋1,281 円×200 株 

      ＋1,286 円×200 株＋1,287 円×200 株＋1,288 円×500 株 

      ＋1,289 円×200 株＋1,290 円×300 株＋1,291 円×300 株 

      ＋1,292 円×200 株＋1,293 円×200 株＋1,294 円×300 株 

      ＋1,295 円×100 株＋1,297 円×100 株＋1,298 円×100 株 

      ＋1,307 円×100 株＋1,309 円×100 株＋1,311 円×100 株 

      ＋1,314 円×200 株＋1,316 円×100 株＋1,317 円×300 株 

      ＋1,318 円×500 株＋1,320 円×400 株＋1,321 円×300 株 

      ＋1,322 円×100 株＋1,323 円×200 株＋1,324 円×200 株 

      ＋1,325 円×300 株＋1,326 円×100 株＋1,327 円×700 株 

      ＋1,328 円×300 株＋1,329 円×100 株＋1,330 円×700 株 

      ＋1,331 円×100 株＋1,332 円×100 株＋1,335 円×100 株 

      ＋1,336 円×100 株＋1,338 円×200 株＋1,340 円×300 株 

      ＋1,342 円×100 株＋1,343 円×200 株＋1,344 円×100 株 

      ＋1,347 円×200 株＋1,348 円×400 株＋1,349 円×100 株 

      ＋1,350 円×500 株＋1,351 円×100 株＋1,352 円×200 株 

      ＋1,353 円×400 株＋1,354 円×900 株＋1,355 円×600 株 

      ＋1,356 円×300 株＋1,357 円×400 株＋1,358 円×300 株 

      ＋1,359 円×1,000 株＋1,360 円×1,400 株＋1,361 円×200 株 

      ＋1,362 円×500 株＋1,363 円×400 株＋1,364 円×400 株 

      ＋1,365 円×1,400 株＋1,366 円×700 株＋1,367 円×900 株 

      ＋1,368 円×300 株＋1,369 円×400 株＋1,370 円×400 株 
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      ＋1,371 円×200 株＋1,372 円×600 株＋1,373 円×100 株 

      ＋1,374 円×100 株＋1,375 円×900 株＋1,376 円×400 株 

      ＋1,377 円×200 株＋1,378 円×300 株＋1,379 円×400 株 

      ＋1,380 円×1,600 株＋1,381 円×300 株＋1,382 円×400 株 

      ＋1,383 円×1,100 株＋1,384 円×100 株＋1,385 円×300 株 

      ＋1,386 円×700 株＋1,387 円×100 株＋1,388 円×100 株 

      ＋1,389 円×1,000 株＋1,390 円×600 株＋1,393 円×400 株 

      ＋1,394 円×1,900 株＋1,395 円×600 株＋1,396 円×100 株 

      ＋1,397 円×200 株＋1,399 円×200 株＋1,400 円×3,000 株 

      ＋1,403 円×100 株＋1,405 円×400 株＋1,406 円×100 株 

      ＋1,408 円×200 株＋1,409 円×1,100 株＋1,410 円×1,600 株 

      ＋1,411 円×200 株＋1,412 円×500 株＋1,413 円×200 株 

      ＋1,415 円×100 株＋1,417 円×200 株＋1,418 円×600 株 

      ＋1,419 円×2,000 株＋1,420 円×5,900 株＋1,421 円×2,900 株 

      ＋1,422 円×700 株＋1,423 円×1,200 株＋1,424 円×1,800 株 

      ＋1,425 円×2,300 株＋1,426 円×1,800 株＋1,427 円×2,500 株 

      ＋1,428 円×1,900 株＋1,429 円×500 株＋1,430 円×1,800 株 

      ＋1,431 円×200 株＋1,432 円×500 株＋1,433 円×400 株 

      ＋1,434 円×2,200 株＋1,435 円×2,500 株＋1,436 円×800 株 

      ＋1,437 円×1,500 株＋1,438 円×1,600 株＋1,439 円×1,100 株） 

    ＝ 5,039,000 円 

   及び 

   ② 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量 

    （115,200 株）が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け

等の数量（97,300 株）を超えていることから、当該違反行為が終了してから

１月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売

付け等についての法第６７条の１９又は第１３０条に規定する最高の価格

のうち最も高い価格（2,114 円）に当該超える数量 17,900 株（買付け等の数

量 115,200 株－売付け等の数量 97,300 株）を乗じて得た額から、当該超え

る数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額 

     （2,114 円×17,900 株） 

    －（1,407 円×100 株＋1,408 円×100 株＋1,409 円×200 株 

      ＋1,410 円×600 株＋1,412 円×200 株＋1,413 円×100 株 

      ＋1,414 円×100 株＋1,415 円×100 株＋1,416 円×200 株 

      ＋1,417 円×200 株＋1,418 円×800 株＋1,419 円×300 株 

      ＋1,420 円×200 株＋1,421 円×200 株＋1,422 円×100 株 
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      ＋1,423 円×200 株＋1,424 円×500 株＋1,425 円×400 株 

      ＋1,426 円×600 株＋1,427 円×200 株＋1,428 円×400 株 

      ＋1,430 円×1,400 株＋1,431 円×100 株＋1,432 円×800 株 

      ＋1,433 円×2,000 株＋1,434 円×100 株＋1,435 円×1,500 株 

      ＋1,436 円×600 株＋1,437 円×1,000 株＋1,438 円×600 株 

      ＋1,439 円×4,000 株） 

    ＝ 12,238,800 円 

   の合計額 17,277,800 円となる。 

  イ 法第１７６条第２項の規定により、上記アで計算した額の１万円未満の端数

を切り捨てて、17,270,000 円となる。  

 ⑵ 別表の違反行為期間イに掲げる事実につき 

  ア 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、13,000

株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、

実際の買付け等の数量 22,600 株に、法第１７４条の２第８項及び金融商品取

引法施行令第３３条の１３第１号の規定により、違反行為の開始時にその時に

おける価格（1,606 円）で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされ

る当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量 800 株を加えた

23,400 株であることから、 

   ① 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量（13,000 株）に係るものにつ

いて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算に

よる当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 

     （1,600 円×700 株＋1,620 円×800 株＋1,636 円×700 株 

      ＋1,637 円×100 株＋1,640 円×4,200 株＋1,641 円×800 株 

      ＋1,642 円×100 株＋1,644 円×100 株＋1,645 円×700 株 

      ＋1,646 円×100 株＋1,647 円×200 株＋1,649 円×100 株 

      ＋1,660 円×2,800 株＋1,661 円×1,600 株） 

    －（1,605 円×200 株＋1,606 円×1,000 株＋1,608 円×100 株 

      ＋1,609 円×200 株＋1,610 円×100 株＋1,612 円×200 株 

      ＋1,614 円×200 株＋1,616 円×600 株＋1,617 円×100 株 

      ＋1,618 円×100 株＋1,620 円×500 株＋1,625 円×500 株 

      ＋1,626 円×1,300 株＋1,627 円×1,500 株＋1,628 円×200 株 

      ＋1,629 円×600 株＋1,630 円×300 株＋1,631 円×100 株 

      ＋1,632 円×600 株＋1,633 円×1,400 株＋1,634 円×200 株 
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      ＋1,635 円×100 株＋1,636 円×100 株＋1,637 円×300 株 

      ＋1,638 円×300 株＋1,639 円×400 株＋1,644 円×200 株 

      ＋1,647 円×300 株＋1,648 円×300 株＋1,650 円×500 株 

      ＋1,655 円×300 株＋1,656 円×200 株） 

    ＝ 202,100 円 

   及び 

   ② 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量（23,400

株）が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量

（13,000 株）を超えていることから、当該違反行為が終了してから１月を経

過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等に

ついての法第６７条の１９又は第１３０条に規定する最高の価格のうち最

も高い価格（2,114 円）に当該超える数量 10,400 株（買付け等の数量 23,400

株－売付け等の数量 13,000 株）を乗じて得た額から、当該超える数量に係

る有価証券の買付け等の価額を控除した額 

     （2,114 円×10,400 株） 

    －（1,569 円×100 株＋1,571 円×400 株＋1,572 円×400 株 

      ＋1,575 円×100 株＋1,576 円×300 株＋1,581 円×100 株 

      ＋1,582 円×100 株＋1,585 円×200 株＋1,587 円×200 株 

      ＋1,588 円×500 株＋1,589 円×700 株＋1,590 円×1,400 株 

      ＋1,592 円×1,400 株＋1,594 円×400 株＋1,596 円×100 株 

      ＋1,597 円×100 株＋1,598 円×200 株＋1,599 円×2,900 株 

      ＋1,638 円×100 株＋1,647 円×200 株＋1,648 円×100 株＋1,656 円×

400 株） 

    ＝ 5,395,400 円 

   の合計額 5,597,500 円となる。 

  イ 法第１７６条第２項の規定により、上記アで計算した額の１万円未満の端数

を切り捨てて、5,590,000 円となる。 

 ⑶ 別表の違反行為期間ウに掲げる事実につき 

  ア 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、53,100

株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、

実際の買付け等の数量 55,900 株に、法第１７４条の２第８項及び金融商品取

引法施行令第３３条の１３第１号の規定により、違反行為の開始時にその時に
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おける価格（1,408 円）で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされ

る当該違反行為の開始時に所有している有価証券の数量 2,500 株を加えた

58,400 株であることから、 

   ① 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量（53,100 株）に係るものにつ

いて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算に

よる当該有価証券の買付け等の価額を控除した額 

     （1,400 円×13,000 株＋1,401 円×1,500 株＋1,402 円×1,300 株 

      ＋1,403 円×400 株＋1,404 円×500 株＋1,405 円×600 株 

      ＋1,406 円×1,000 株＋1,407 円×100 株＋1,408 円×200 株 

      ＋1,409 円×1,100 株＋1,410 円×3,600 株＋1,411 円×700 株 

      ＋1,414 円×300 株＋1,415 円×1,100 株＋1,417 円×100 株 

      ＋1,418 円×200 株＋1,419 円×1,400 株＋1,420 円×3,900 株 

      ＋1,425 円×1,800 株＋1,426 円×600 株＋1,428 円×1,000 株 

      ＋1,429 円×500 株＋1,430 円×1,200 株＋1,435 円×1,000 株 

      ＋1,436 円×200 株＋1,439 円×500 株＋1,440 円×5,000 株 

      ＋1,441 円×100 株＋1,443 円×800 株＋1,446 円×400 株 

      ＋1,448 円×300 株＋1,449 円×2,400 株＋1,450 円×4,600 株 

      ＋1,453 円×100 株＋1,455 円×200 株＋1,460 円×1,000 株 

      ＋1,462 円×100 株＋1,463 円×100 株＋1,464 円×200 株） 

    －（1,381 円×100 株＋1,382 円×500 株＋1,384 円×100 株 

      ＋1,385 円×100 株＋1,386 円×400 株＋1,388 円×300 株 

      ＋1,389 円×800 株＋1,390 円×700 株＋1,391 円×200 株 

      ＋1,392 円×2,000 株＋1,393 円×300 株＋1,394 円×1,200 株 

      ＋1,395 円×800 株＋1,396 円×400 株＋1,397 円×500 株 

      ＋1,398 円×500 株＋1,399 円×500 株＋1,400 円×800 株 

      ＋1,402 円×300 株＋1,403 円×400 株＋1,404 円×400 株 

      ＋1,405 円×500 株＋1,406 円×1,800 株＋1,407 円×2,100 株 

      ＋1,408 円×4,200 株＋1,409 円×2,100 株＋1,410 円×1,400 株 

      ＋1,411 円×600 株＋1,412 円×900 株＋1,413 円×1,100 株 

      ＋1,414 円×900 株＋1,415 円×100 株＋1,416 円×700 株 

      ＋1,417 円×500 株＋1,418 円×400 株＋1,419 円×300 株 

      ＋1,420 円×100 株＋1,421 円×200 株＋1,422 円×600 株 

      ＋1,423 円×300 株＋1,424 円×500 株＋1,425 円×800 株 

      ＋1,426 円×600 株＋1,427 円×800 株＋1,428 円×2,100 株 

      ＋1,429 円×2,300 株＋1,430 円×3,000 株＋1,431 円×400 株 

      ＋1,432 円×1,400 株＋1,433 円×1,200 株＋1,434 円×1,600 株 

      ＋1,435 円×800 株＋1,436 円×600 株＋1,437 円×1,800 株 
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      ＋1,438 円×1,200 株＋1,439 円×1,100 株＋1,440 円×300 株 

      ＋1,441 円×200 株＋1,442 円×200 株＋1,443 円×200 株 

      ＋1,444 円×700 株＋1,445 円×400 株＋1,446 円×100 株 

      ＋1,447 円×100 株＋1,448 円×100 株＋1,449 円×200 株＋1,450 円×

300 株） 

    ＝ 230,700 円 

   及び 

   ② 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量（58,400

株）が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量

（53,100 株）を超えていることから、当該違反行為が終了してから１月を経

過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等に

ついての法第６７条の１９又は第１３０条に規定する最高の価格のうち最

も高い価格（2,114 円）に当該超える数量 5,300 株（買付け等の数量 58,400

株－売付け等の数量 53,100 株）を乗じて得た額から、当該超える数量に係

る有価証券の買付け等の価額を控除した額 

     （2,114 円×5,300 株） 

    －（1,397 円×200 株＋1,398 円×100 株＋1,409 円×100 株 

      ＋1,410 円×200 株＋1,411 円×300 株＋1,412 円×100 株 

      ＋1,415 円×200 株＋1,416 円×200 株＋1,417 円×200 株 

      ＋1,419 円×300 株＋1,420 円×100 株＋1,423 円×200 株 

      ＋1,425 円×100 株＋1,426 円×100 株＋1,430 円×200 株 

      ＋1,431 円×900 株＋1,435 円×100 株＋1,436 円×100 株 

      ＋1,438 円×100 株＋1,440 円×700 株＋1,442 円×800 株） 

    ＝ 3,644,200 円 

   の合計額 3,874,900 円となる。 

  イ 法第１７６条第２項の規定により、上記アで計算した額の１万円未満の端数

を切り捨てて、3,870,000 円となる。 

 ⑷ 上記⑴ないし⑶により算定した額の合計 

   17,270,000 円＋5,590,000 円＋3,870,000 円＝26,730,000 円となる。 
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（別表） 

（単位：株）

売付 買付

ア 平成31年3月27日
午前9時3分43秒～午前9時31分4秒

Ｂ　 証 　券 97,300 111,700

イ 平成31年4月1日
午前11時15分27秒～午後1時34分9秒

Ｂ　 証 　券 13,000 22,600

ウ 平成31年4月5日
午前10時13分32秒～午後1時19分40秒

Ｃ 　証 　券 53,100 55,900

163,400 190,200

違反行為状況

証券会社
売買株数

合計

違反行為期間


