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【本 日の 目次】
1.新 着情報
◆ 上場会社の アナ リス トレポート発行のお 知ら せ

2.市 況情報
◆ 本日の株価 指標 等
◆ 第一部前・ 後場 概況

3.セ ミナー情報
◆ ＋YOU ニッポン応援全 国キ ャラバン開 催予定

4.コ ラム
◆ 証券取引等 監視 委員 会からの寄稿

＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝
※ 以 下について は、 証券 取引等監視委員会の ウェ ブサイト掲載にあた り、 上記
目次 4.コラ ムを抜粋してお りま す。
＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝

証 券取 引等監視委員会から の寄 稿

投稿 No.127

最近の課徴金 納付 命令勧告の概要につ いて
（ 26 年 11〜12 月分）
証券取引 等監 視委員会事務局 取引 調査課長 下畑孝行

取 引調査課で は、 昨年 11 月以 降 12 月末ま での 間に、不公正取引事案 5 件
（相 場操縦事案 1 件 、内 部者取引事案 4 件、 違反 行為者 5 名）につい て課 徴
金納 付命令勧告 を行 いま した。
・ H26.11.11 伊勢 化学 工業株式に係る相場 操縦
（http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20141111-1.htm）
公開 買付 関係者からの情報受 領者 による
チム ニー 株式の内部者取引
（http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20141111-2.htm）

・ H26.12.5

公開 買付 関係者からの情報受 領者 による
日立 メデ ィコ株式の内部者取 引

（http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20141205-1.htm）
・ H26.12.12 ワイ ヤレ スゲート役員からの 情報 受領者
によ る内 部者取引
（http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20141212-1.htm）
・ H26.12.19 日神 不動 産役員からの情報受 領者 による内部者取引
（http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20141219-2.htm）

当 該期間中に 勧告 を行 った 5 件の事案の概 要と 特色等は以下のとお りで
す。
（ 注） 昨年 7 月以降 12 月末 までの課徴 金納 付命 令勧告の合計件数は 11 件
と なりますが、7 月以降 10 月末までの課徴金 納付 命令勧告 6 件の概要
等 については、11 月 5 日付のメルマガを御覧 くだ さい。

【相 場操 縦事案１件の特色】
１ 違反行為者 の属 性等
違反行為者 は男 性の 個人投資家（会社員 ）1 名 でしたが、相場操縦の対
象 となった上 場会 社と は全く関係がない者 でし た。
２ 違反行為の 概要
この相場操 縦事 案は 対当売買（仮装売買 ）を 用いたものであり、 本人
名 義の証券口 座と 借名 による証券口座を利 用し て買い上がり買付け を含
む 対当売買を 複数 回実 施するとともに、終 値に も関与していました 。
具体的には 、最 良売 り気配よりも上の値 段に 自己の売り注文を発 注し
た 直後に、同 値に 自己 の売り注文を上回る 数量 の自己の買い注文を 発注
し 、自己の売 り注 文及 び当該売り注文に優 先す る他の投資家の売り 注文
を 全て買い浚 うこ とに より、新値を形成す るな どの方法により本件 違反
行 為を行って いま した 。
違反行為者 は、 財務 状況が良いのに株価 が低 迷していると考える 銘柄
を 事前に買い 付け 、そ の後、対当売買等に より 株価を引き上げれば 、他
の 投資家の注 目を 集め 、当該銘柄の売買が 活発 化することにより株 価が
更 に上昇し、 その 状況 で売付けを行えば儲 かる と考え、本件違反行 為に
及 んだもので す。
なお、違反 行為 者は 、同じ証券会社の自 己名 義の証券口座のみを 使っ
て 対当売買な どを 行え ば、証券会社に気づ かれ 注意を受けてしまう と考
え 、複数の証 券会 社に 設けた自己名義の証 券口 座や借名口座を交互 に利
用 して対当売 買等 を行 っていました。
私ども監視 委や 自主 規制機関である金融 商品 取引所等は、日常的 な市
場 監視業務の 中で 、株 価が不自然な動きを して いる銘柄等について 審
査 ・調査を行 って いま す。本件は、仮に個 別の 証券会社の目を一時 的に

ご まかすこと がで きた としても、市場全体 を監 視している監視委や 取引
所 等の目をご まか すこ とまではできないこ とを 認識して頂ける事案 でも
あ ると考えて いま す。
３ 受託証券会 社の 状況
証券会社は 市場 の公 正性を確保するゲー トキ ーパーとしての役割 も担
っ ており、受 託し た売 買注文に不公正取引 に該 当するものがないか どう
か を日常的に 審査 する ことが求められてい ます 。
今回、課徴 金納 付命 令対象となった違反 行為 者の売買注文につい ても
各 証券会社に おい て審 査が行われており、 必要 に応じて顧客に対す る注
意 喚起や注文 の受 託制 限等の措置が講じら れて いました。
しかしなが ら、 違反 行為者が、証券会社 から 注意喚起を受けた後 も同
様 の売買注文 を繰 り返 していた状況が認め られ ていることを踏まえ ると 、
売 買審査の実 効性 の観 点から更に改善すべ き点 がないかどうかにつ いて 、
各 証券会社に おい て改 めて検証頂くことも 必要 ではないかと考えて いま
す。
【内 部者 取引事案 4 件の特色 】
１ 違反行為者 の属 性等
違反行為者 に伝 達さ れた重要事実は、株 式分 割 1 件、増配 1 件、 公開
買 付け 2 件と なっ てい ます。違反行為者 4 名は 、いずれも会社関係 者か
ら 重要事実の 伝達 を受 けた「第一次情報受 領者 」に該当する者でし た。
なお、当該 重要 事実 を違反行為者に伝達 した 者は発行会社の役員 2
名 、公開買付 者と の契 約締結者 2 名となっ てい ます。
（注 ）金融商品取引法の 改正 に伴い、昨年 4 月以 降、 情報伝達・取引
推奨行為が禁止され てお り、「会 社関 係者 等が、第三者に利益 を
得させる目的で職務 に関 して知った重要事実 を伝 達し、情報受領
者が当該重要事実の 公表 前に取引を行った場 合」 には、情報伝達
者も課徴金納付命令 の対 象となることにご留 意頂 く必要がありま
す。なお、今回の伝 達行 為はいずれも改正法 の施 行前に行われた
ものであったことか ら、 課徴金納付命令の対 象と はなっていませ
ん。
２ 違反行為の 概要
（ １） 公開買付者との契約 締結 交渉者からの情報受 領者 による内部者取引
公開買付者との間で 公開 買付けの条件交渉を 行っ ていた者から「公
開 買付けの実施に関す る事 実」の伝達を受けた 者が 、当該重要事実の
公 表前に公開買付けの 対象 となった上場会社の 株式 を買い付けていた
と いう事案が 2 件認め られ ています。
調査の結果、違反行 為者 は、法令に違反する 取引 であることを認識
し ながらも「第三者名 義の 証券口座等を利用し て取 引をすればばれな
い だろう」などと安易 に考 え、本件違反行為に 及ん でいたことが判明
し ています。

（ ２） 上場会社の役員から の情 報受領者による内部 者取 引
上場会社の役員がそ の知 人に対し、自社の「 株式 分割」や「増配」
と いう重要事実を伝達 し、 この情報を基に知人 が内 部者取引を行った
と いう事案も 2 件認め られ ています。
これは重要事実の公 表に より株価が急騰して いる 銘柄を極めてタイ
ミ ング良く売買してい る投 資家を調査したとこ ろ、 売買発注の方法に
通 常の取引と比較して 特異 な状況（買い急ぎ等 ）が 見受けられたほか、
当 該投資家が上場会社 役員 と旧知の間柄にあり 重要 事実の公表直前に
も 飲食や懇談をしてい る状 況が確認されたもの です 。
いずれの事案も違反 行為 者が、旧知の間柄に ある 上場会社の役員と
飲 食や懇談をする中で 、重 要事実を断片的に聞 き出 し、その情報を基
に 当該上場会社の株式 を買 い付けたというもの です 。
なお、当該役員には 重要 事実を伝達したとの 明確 な認識はなかった
よ うですが、重要事実 の公 表直前に知人と会っ てお り、話をする機会
が あったことが確認さ れて います。
（ ３） 上場会社等の管理体 制
以前から指摘させて 頂い ているところですが 、公 開買付けについて
は 極めて多くの関係者 が関 与することや検討の 開始 から最終的な合
意 ・公表に至るまでか なり の時間を要すること 等か ら、他の事案に比
べ てインサイダー取引 が行 われ易いという問題 があ ります。
また、上場会社にお いて は決算情報を含め、 未公 表の重要事実が常
時 発生している可能性 もあ ることから、こうし た情 報を基に行われる
イ ンサイダー取引を未 然に 防止するための内部 管理 体制の構築・整備
が 必要とされています 。
今回、内部者取引が 行わ れた発行会社等の内 部管 理体制を検証した
と ころ、いずれも内部 者取 引の未然防止のため の規 定等は整備されて
い ましたが、こうした 会社 でも上記のような問 題事 例が発生している
こ とを踏まえると、形 式的 な規定の整備だけで はな く、当該規定が実
効 性あるものとするた めの 対策についても十分 に検 討して頂く必要が
あ るのではないでしょ うか 。
私ども市場監視部門 とし ては、市場参加者の 皆様 には「ルール違反
は 割に合わない」こと を明 確に認識していただ くこ とが重要と考えて
お り、市場の公正性を 害す る不公正な取引に対 して は、今後とも、厳
正 に対応してまいる所 存で す。

※文 中、 意見にわたる部分は 、筆 者の個人的見解です 。

■証 券取 引等監視委員会ウェ ブサ イト
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

■証 券取 引等監視委員会では 、そ の活動状況やウェブ サイ トの更新情報
など を配 信しています。
http://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.htm

