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①成田 国際空港 株式会社 （以 下「会社 」と いう。）総株 主の議決権 の一 定割 合以上の 議決権の取 得又は保 有の 禁止
②会社 の総株主 の議決権 の一定割合 を超え る議決 権の 保有 者とな った場 合の届出

想定 され る代 替案
規制 の費用
（遵守費用）

（行政費用）

規制 の便益

政策 評価の 結果
（費 用と便益の関 係の 分析 等）

有識 者の見 解そ の他 関連 事項

レビューを行 う時 期又は条 件
備考

法令の 名称・関連条 項とその 内容 ① 成田 国際 空港株式会 社法 第４条の ２、②成田国 際空港株 式会 社法 第４条の ３，第４条の ４
①について の代 替案 ：成田空港の 適切 な管 理・運営を、議決 権の 取得 ・保 有制限を 導入せず に、例え ば、空港 の運用方 法についての 制限等、
会社に対する行為規 制のみで 担保 しようとする場合
②について の代 替案 ：届出義務を 課さずに、①の規 制の 実効 性を担保 しようとす る場合
代替 案の場合
費用 の要 素
①株主 は、会社 の議決権 の取 得・保有が制 限されているが、自らが取 得・保有す ①いかな る株 主構 成の 場合 であっても空 港運 営上 想定され
る議 決権の 数を把握 し ており、また 、今 回の 改正 で 併せて 規定され る法第４ 条の ５ る様々な懸念 に対 応で きるよう行為 規制を導 入するた め 、結
に基づき 、会社は 総株主の議 決権の数 等を公表 することから、自 らの 議決権の 保 果として過 剰な規制を課す可能 性が あり、会社は 当該規制 を
遵守するために過 剰な費用 を要 する可能 性が ある。
有割合 を容 易に把握 することができ る。
②株主 は、自らが取 得・保 有する議 決権の数を把握し ており、また 、今 回の 改正で ②株主について は、届 出の手続 が不 要で あることから、費 用
併せて規定 される法第４条の ５に基づき、会 社は 総株主 の議決権 の数 等を公表 は発生しな い。
す ることから、自らの 議決 権の 保有 割合を容 易に把握することができ ることから、
届出に要する費用は 僅少で ある。
①当該 規制の遵 守状況について 把握するた めの費 用が生じるが 、当該事 務は 特 ①法で 定め た 行為 規制 の遵 守状 況を把握するため に一定の
費用がか かることが想 定される。
段の体 制強化等 を行うことなく対応が可 能であり、費 用の 増加 は僅少 で ある。
②当該 届出を受 理し、その内 容を確認 する費用が生 じるが、当該 事務 は特 段の ②大量の 議決権を取得・保 有し よう とする者の動向の 端緒を
体制強 化等を行 うことな く対応 でき るものであり、費用の 増加 は僅 少である。
つか むことができ ないことか ら、金融 商品 取引 法に基づき提
出される大量 保有報告 書によって 、議決 権を大量 に取 得した
者がいな いか、日 々確 認する必 要が 生じ 、相 当の 費用 が発
生することが想 定される。
代替 案の場合
便益 の要 素
①成田 空港は、独占で 代 替不 可能 な我 が国の重要 な公 共インフラで あるが ゆ え ①いかな る株 主構 成の 場合 であっても空 港運 営上 想定され
に、実際 に空港の管 理・運 営が適 切に行わ れな くな る事態が 生じ ると 、我が 国の る様々な懸念 に対 応で きるよう行為 規制を導 入するた め 、空
経済活 動及び国 民生 活に深刻 な影 響を与えること になるが、会社 の議 決権 の取 港の適切 な管 理・運営 の確保を図ることが可 能となるが、一
得・保有 制限 を導 入することにより 、特 定の 者によって大 量に株式 を買 い占 められ 方で、会社 の自律 性の 確保 といった政府 保有 株式 の売 却の
る場 合に生じ うる、空港の 管理 ・運 営が 適切 に行 われ な い事態を防ぐこと がで き 趣旨を没 却するおそれ がある。
る。
②大量 の議決権 を取得・保有 しようと する者の動 向の端緒をつか むことができ る。 ②大量の 議決権を取得・保 有し よう とする者の動向を把握す
（なお、当該届出 後の 株主 の保有 状況 について は、金融 商品 取引 法に基づ く大 量 ることがで きるため 、上記① の規 制の 実効性 を担 保すること
保有報 告書制度 を活用することにより確認することとし ている。）これらの手 段によ は可能である。
り、上記 ①の規制 の実効性を担保す ることができ る。
①空港 の適切な管理 ・運 営の 確保を図 ると いう便益 上の観点 からは大 き な差は ないもの と考 えられるが、代替案は 会社 に過大な負担を課し、株
式売却 の趣旨を没却する可能 性がある一方 、本 案は わずか な費 用で済むことから、本案の方が 代替 案よりもかかる費 用が少なく、優 れて いると
言える。
②大量 の議決権 を取得・保有 しようと する者の動 向を把握するという便 益上 の観点からは大き な差は ないもの と考 えられ るが、代 替案において
は、相当 の行政 費用を要 することが見込まれること か ら、本案 の方が代替 案よりもか かる費用が 少なく、優 れていると言 える。
空港整 備法及び航空 法の一部 を改正する法律 （平成 ２０年法律第 ７５号）附 則第１３条の 規定 に基 づき 、会 社の 完全民営化 を推 進するに際して
必要とな る措 置等について、２００８年度 に内閣官房 長官 及び 国土 交通大臣の 下に「「空港インフラへ の規 制の あり方に関す る研 究会 」を 設置 し
て 検討し た結果 、当面 、成 田会社法は 存置 しつ つ、段階的に株式を売 却すること 、ま た、株式 売却 に当 た って は 、内 外無 差別の大口 株式 保有 規
制を導入す ること等とさ れたところで あり、これを踏まえ、今般 、成 田国 際空港株 式会社法の 一部改正 を行うものである。

