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金融庁による当社元社員に対する課徴金納付命令の決定について 

 

 

 当社は、平成 22 年 2 月 2 日付けで「証券取引等監視委員会による当社元社員に対する課徴金納

付命令の勧告について」の開示を行いましたが、本日金融庁より同人に対して課徴金の納付命令

を決定したとの発表がありました。 

金融庁より発表された内容は、「金融庁は、証券取引等監視委員会から、株式会社タウンニュ

ース社社員による相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成 22 年 2 月 2

日に審判手続開始の決定（平成 21 年度(判)第 42 号金融商品取引法違反審判事件）を行ったとこ

ろ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法（以下「法」といいます。）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の提出があり、これを受けた審判官

から法第 185 条の 6 の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、

本日、課徴金の納付命令を決定した」というものです。 

このような事態が発生したことは当社として誠に遺憾であり、株主・投資家の皆様ならびに関

係者の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

当社が社内調査をした結果、当該元社員(受入出向者)による法令及び社内規定違反の事実が確

認されたため、平成 21 年 12 月に出向契約を解除し、出向元へ戻しております。 

また、今回のような事態が発生したことを厳粛に受け止め、管理体制の強化と役職員に対する

教育を再度徹底し、法令や社内規定の遵守に対する意識の実効性を高め、再発防止に努めてまい

ります。 

以下に金融庁が決定した内容を記載いたします。 

 

 

記 

１．決定の内容 

納付すべき課徴金の額及び納付期限 

金 25 万円  平成 22 年 4 月 26 日 

 

２．課徴金に係る法第 178 条第１項第 14 号に掲げる事実 

被審人は、株式会社タウンニュース社の社員であったが、同社の株券につき、その株価の高値

形成を図り、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成 20年 11月 6日から同月 14日までの間、

7 取引日にわたり、直前約定値より高値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させ株価

を引き上げる方法や、新値を形成しながら買い上がり買付けを行うなどの方法により、同株券合



  

計 9,100 株を買い付ける一方、同株券合計 7,800 株を売り付け、同株券の株価を 172 円から 260

円まで高騰させるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。 

 

３．課徴金の計算の基礎 

 (1)平成 20 年法律第 65 号による改正前の金融商品取引法（以下「旧金融商品取引法」という。）

第 174 条１項に基づき、課徴金の額は、 

イ 売買対当数量（注１）に係るものについて、 

（有価証券の売付け等の価額）－（有価証券の買付け等の価額） 

と、 

ロ 当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が売付け等の数量を超える場合には、買付

け等対当数量（注２）に係るものについて、 

（当該違反行為が終了した日から１月以内に行われた有価証券の売付け等の価額）－（有価

証券の買付け等の価額） 

との合計額として算出される。 

（注 1） 売買対当数量：当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量の

うち、いずれか少ない数量をいう。 

（注 2） 買付け等対等数量：当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が売付け等の数

量を超える場合における当該超える数量と、当該違反行為が終了した日から 1 月以内

に行われた当該違反行為に係る売付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。 

(2)本件における課徴金の額は、次の①及び②によりそれぞれ算定される額の合計である、258,800

円となり、課徴金の額は１万円未満を切り捨てるため、25 万円となる。 

①当該違反行為に係る売買対当数量は、 

イ 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は 8,000 株であり、 

ロ 当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は、実際の買付数量 9,100 株に、同条第９

項により、違反行為開始時にその時の価格（180 円）で買付け等を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当該有価証券の数量 2,000 株を加えた 11,100 株である 

ことから、8,000 株となる。 

当該売買対当数量に係るものについて、 

（185 円×100 株＋190 円×100 株＋191 円×100 株＋194 円×200 株 

＋197 円×300 株＋198 円×100 株＋199 円×100 株＋210 円×100 株 

＋215 円×100 株＋216 円×100 株＋220 円×300 株＋224 円×200 株 

＋229 円×100 株＋230 円×100 株＋235 円×100 株＋236 円×1,200 株 

＋238 円×200 株＋239 円×500 株＋244 円×300 株＋245 円×100 株 

＋250 円×500 株＋251 円×100 株＋253 円×400 株＋254 円×300 株 

＋255 円×100 株＋257 円×900 株＋258 円×500 株＋259 円×800 株） 

－（180 円×2,200 株＋185 円×100 株＋190 円×100 株＋191 円×200 株 

＋194 円×100 株＋195 円×100 株＋197 円×100 株＋198 円×100 株 

＋199 円×100 株＋200 円×300 株＋204 円×100 株＋205 円×200 株 

＋210 円×100 株＋215 円×100 株＋216 円×100 株＋218 円×100 株 

＋220 円×500 株＋223 円×100 株＋224 円×300 株＋225 円×100 株 

＋229 円×200 株＋230 円×100 株＋235 円×100 株＋236 円×600 株 

＋237 円×100 株＋238 円×100 株＋239 円×500 株＋240 円×300 株 

＋244 円×400 株＋245 円×500 株) 

＝214,700 円 

（注 3） 買付け等の価額の算定においては、金融商品取引法施行令（平成 20 年政令第 369 号に

よる改正前のもの。以下同じ。）第 33 条の 14 第５項の規定により、当該違反行為に係る

有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達す

るまで割り当てることとなる。 



  

本件においては、違反行為の開始時点において所有しており、旧金融商品取引法第 174 条第

９項の規定により、違反行為の開始時点にその時における価格（180 円）で買い付けたものと

みなされるもの（みなし買付け）から、順次割り当てている。 

②上記①のとおり、当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が、売付け等の数量を超え

ることから、当該違反行為に係る買付け等対当数量は、 

買付け等の数量が売付け等の数量を超える数量 3,100 株（11,100 株－8,000 株） 

と、 

当該違反行為が終了した日から 1 月以内に行われた売付け等の数量 28,800 株とを比較して少

ない数量である、3,100 株となる。 

当該買付け等対当数量に係るものについて、 

（255 円×100 株＋257 円×700 株＋259 円×1,200 株＋270 円×100 株 

＋274 円×200 株＋275 円×700 株＋276 円×100 株） 

－（230 円×100 株＋235 円×100 株＋239 円×100 株＋240 円×100 株 

＋245 円×600 株＋250 円×600 株＋251 円×100 株＋253 円×100 株 

＋254 円×200 株＋255 円×800 株＋257 円×200 株＋260 円×100 株） 

＝44,100 円 

（注 4） 売付け等の価額の算定においては、金融商品取引法施行令第 33 条の 14 第７項の規定に

より、違反行為が終了した日から１月以内に行われた有価証券の売付け等のうち最も早い

時期に行われたものから順次当該買付け等対当数量に達するまで割り当てることとなる。 

 

                                   以 上 


