J-Adviser 契約解除に関する条項

「上場企業」
（以下「甲」という。）が次の各号のいずれかに該当する場合には、リーデ
ィング証券株式会社（以下「乙」という。）は甲の承諾なく J-Adviser 契約（以下「本契
約」という。
）を即日無催告解除することができる。

(1) 債務超過
甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、1 年以内（審査対象
事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が甲の
事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が甲の
事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後、最初に到来する事
業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「2 年以内」も同様。）
）
に債務超過の状態でなくならなかったとき。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続
き若しくは更生手続き、産競法第 2 条第 16 項に規定する特定認証紛争解決手続きに基
づく事業再生（当該手続きが実施された場合における産競法第 52 条に規定する特例の
適用を受ける特定調停手続きによる場合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン
研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当
該 1 年を経過した日から起算して 1 年以内に債務超過の状態でなくなることを計画し
ている場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、2 年以内に債務超過の状態でなく
ならなかったとき。
なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に
係る決算（上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、
連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度に係る決算とする。）の内容を
開示するまでの間において、再建計画（本号但し書きに定める 1 年以内に債務超過の
状態でなくなるための経営計画を含む。
）を公表している場合を対象とし、甲が提出す
る当該再建計画並びに次の（a）及び（b）に定める書面に基づき行うものとする。
（a）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面
イ

法律の規定に基づく再生手続又は再生手続を行う場合

当該再建計画が、再生

計画又は更生計画として裁判所の許可を得ているものであることを証する書面
ロ

産競法第 2 条第 16 項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該
手続が実施された場合における産競法第 52 条に規定する特例の適用を受ける特
定調停手続による場合も含む。
）を行う場合 当該再建計画が、当該手続に従っ
て成立したものとであることを証する書面

ハ

私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」
に基づく整理を行う場合

当該再建計画が、当該ガイドラインに従って成立し

たものであることについて債権者が記載した書面

（b）本号但し書きに定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の
前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されるものであること
について当該公認会計士等が記載した書面
(2) 銀行取引の停止
甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されること
が確実となった場合。
(3) 破産手続、再生手続又は更生手続
甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とする
に至った場合（甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因がある
ことにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準
ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次の a から c ま
でに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手
続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、
当該 a から c までに掲げる場合には当該 a から c までに定める日に本号前段に該当す
るものとして取り扱う。
a 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的とし
ない法律に基づかない整理を行う場合

甲から当該整理を行うことについての書面

による報告を受けた日
b 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動
の継続について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定し
た場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は
普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合

甲から当該事業の

譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業
の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認
めた日）
c 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の
引受若しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の
免除の額又は債務の弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の 100 分の
10 に相当する額以上である場合に限る。）甲から当該合意を行ったことについての書
面による報告を受けた日
（4）前号に該当することとなった場合においても、甲が次の a から c までに該当する再
建計画の開示を行った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。
a 次の（a）又は（b）に定める場合に従い、当該（a）又は（b）に定める事項に該当
すること。
（a）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合

当該

再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の許可を得られる見込みがあるも

のであること。
（b）甲が前号 c に規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号 c に規定する債
権者又は第三者の合意を得ているものであること。
b 当該再建計画に次の（a）及び（b）に掲げる事項が記載されていること。
（a）TOKYO PRO Market に上場する有価証券の全部を消却するものではないこと。
（b）前 a の（a）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（b）に規定する合意
がなされていること及びそれを証する内容。
c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保
護の観点から適当でないと認められるものでないこと。
(5) 事業活動の停止
甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙
が認めた場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になっ
た場合とは、次の a から c までに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に準
ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該 a から c までに掲げる
場合には当該 a から c までに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。
a 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等
に代わる財産の全部又は一部として次の（a）又は（b）に該当する株券等を交付する
場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の 3 日前（休業日を除外する。
）の日
(a) TOKYO PRO Market の上場株券等
(b) 特例第 132 条の規定の適用を受け、速やかに TOKYO PRO Market に上場される見込
みのある株券等
b 甲が、前 a に規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関
する株主総会（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた
日（当該合併について株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の
決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面による報
告を受けた日）
c 甲が、a 及び前 b に規定する事由以外の事由により解散する場合（前項第 2 号 b の規
定の適用を受ける場合を除く。
）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨
の書面による報告を受けた日
(6) 不適当な合併等
甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ非上場会社を完全子会社とす
る株式交換、ⅱ会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ非上場会社からの事
業の譲受け、ⅳ会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ他の者への事業の譲渡、ⅵ
非上場会社との業務上の提携、ⅶ第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、
ⅷその他非上場会社の吸収合併又は a から前 g までと同等の効果をもたらすと認めら
れる行為）で定める行為（以下本号において「吸収合併等」という。
）を行った場合に、

甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合
(7) 支配株主との取引の健全性の毀損
第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しく
は間接に保有する者）が異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換
又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を含む）において、支配株主と
取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき
(8) 発行者情報等の提出遅延
甲が提出の義務を有する発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に
定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場
合
(9) 虚偽記載又は不適正意見等
次の a 又は b に該当する場合
a 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合
b 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査
報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上
場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除く。）が記載され、か
つ、その影響が重大であると乙が認める場合
(10) 法令違反及び上場契約違反等
甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合
(11) 株式事務代行機関への委託
甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は
委託しないこととなることが確実となった場合
(12) 株式の譲渡制限
甲が TOKYO PRO Market に上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合
(13) 指定振替機関における取扱い
甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないことと
なった場合
(14) 株主の権利の不当な制限
甲が次の a から g までのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の
権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内
容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合をいう。
a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当
て等の形で発行する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。
）のうち、行使価額
が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておく
ものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時
点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）。

b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合において
も、なお廃止又は不発動とすることができないものの導入。
c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種
類株主総会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持
株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選
任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式
の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が
重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類
株式を発行するものとして取り扱う。）
。
d TOKYO PRO Market に上場している株券について、株主総会において議決権を行使す
ることができる事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制
限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。
e TOKYO PRO Market に上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その
他の重要な事項について株主総会において一個の議決権を行使することができる数
の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価額等が
TOKYO PRO Market に上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は
決定。
f 議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。
g 株主総会における議決権を失う株主が生じることになる株式併合その他同等の効果
をもたらす行為に係る決議又は決定。
(15) 全部取得
甲が TOKYO PRO Market に上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。
(16）株式等売渡請求による取得
特別支配株主が甲の TOKYO PRO Market に上場している株券に係る株式の全部を取得
する場合。
(17)反社会的勢力の関与
甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が
TOKYO PRO Market の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認め
るとき。
(18) その他
前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは東京証券取引所が上場廃止
を適当と認めた場合。

J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項

１

甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又はその他本契約違反を犯した場合、
その相手方は、相当の期間（特段の事情のない限り 1 か月とする。）を定めて、その違反
を是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履
行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

２

前項の定めに関わらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除
することができる。また、甲又は乙から相手方に対し、1 か月前に書面で通知することに
より本契約を解除することができる。

３

本契約を解除する場合、特段の事情のない限り、乙は本契約を解除する旨を東京証券
取引所に通知する。

