社債の取引情報の発表に関する取扱いについて
平成 26 年３月 18 日制定
平成 27 年９月 30 日改正
平成 27 年 11 月２日施行
平成 29 年２月９日改正
平成 29 年３月 15 日施行
日 本 証 券 業 協 会
１．目的
この取扱いは、
「『公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則』に関
する細則」第７条第２項に基づき、
「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に
関する規則」
（以下「規則」という。
）第 11 条の３の規定による社債の取引情報の発表に
関する事項を取りまとめたものである。
２．発表対象の社債及び取引
発表対象の社債及び取引は、規則第 11 条の２に基づき会員から報告を受けた社債の
取引のうち、次に定めるものとする。
（１）発表対象の社債
発表対象の社債は、当該社債の銘柄格付がＡＡ格相当以上である（以下「発表基準」
という。）ものとする。ただし、「８．発表停止の取扱い」に基づき発表停止の措置を講
じた社債を除く。
（注１）「ＡＡ格相当以上」とは、信用格付業者（金融商品取引法第２条第 36 項に定義
する信用格付業者をいう。以下同じ。）の一以上からＡＡ格相当以上の格付（非
依頼格付（格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行うものをいう。以下
同じ。）を除く。）を取得していることをいう。
（注２）「銘柄格付」とは、信用格付業者から取得した格付（非依頼格付を除く。）をい
う。
（２）発表対象の取引
発表対象の取引は、取引数量が額面 1 億円以上の取引とする。
３．発表事項
社債の取引情報の発表事項は、次に掲げるものとする。
①約定年月日
②銘柄コード

証券コード協議会が付番する８桁の銘柄コードの冒頭に「０」
を加えた９桁のコードとする。

③銘柄名
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④償還期日
⑤利率
⑥取引数量

「５億円以上」又は「５億円未満」の別とする。

（額面金額ベース）
⑦約定単価

額面 100 円あたりの約定価格とする。

⑧売買参考統計値

当該社債について規則第３条第１項に規定する売買参考統計

（平均値）

値が発表されている場合、社債の取引の約定年月日と同日（約
定年月日が休業日の場合はその翌営業日）の売買参考統計値
（売買参考統計値の発表日付は約定日の翌営業日の日付）の
平均値を参考情報として発表する。

４．発表方法等
社債の取引情報は、本協会ホームページにより発表する。データ形式はＣＳＶ、ＥＸ
ＣＥＬ、ＰＤＦの３種類とする。（別紙１参照）
５．発表時間
本協会は、原則として、毎営業日、午前９時を目途に社債の取引情報を発表する。
６．当日分として発表する取引
規則第 11 条の２の規定に基づき当日の前営業日に会員から報告を受けた又は㈱証券保
管振替機構から受領した取引を、当日分として発表する。
（別紙２参照）
７．発表対象銘柄の更新
発表対象銘柄の更新は月次で行い、当月の発表対象銘柄の一覧を、前月 20 日（20 日が
休業日の場合は、その翌営業日。以下同じ。）に本協会ホームページ及び協会ＷＡＮによ
り発表する。
（注１）前月 15 日（15 日が休業日の場合は、その前営業日。以下「更新判定日」という。）
までに発行された社債について、更新判定日時点の情報に基づき発表対象銘柄
の更新を行う。
（注２）当月中に償還される社債は、当月の発表対象銘柄から除外する。
（注３）前月 20 日に発表した発表対象銘柄の取引情報は、
当月第一営業日から発表する。
８．発表停止の取扱い
（１）発表停止措置
発表基準を満たす社債であっても、
「（２）発表停止基準」に該当する場合又は「（３）
申請に基づく発表停止」により発表停止の決定を行った場合には、当該社債の取引情報
の発表を停止する。

2

（２）発表停止基準
「当該社債の連続する２営業日の売買参考統計値の差額」と「参照国債の当該２営業
日の売買参考統計値の差額」の差額が一定以上となった社債を発表停止の対象とする。
（注１）「売買参考統計値」は複利利回りの平均値とする。以下同じ。
（注２）「参照国債」とは、発表停止基準又は発表停止の解除基準の算定に際し、当該社
債が参照する国債（売買参考統計値発表銘柄で、かつ、参照国債の設定時にお
いて既に発行されている銘柄をいう）をいい、原則として、当該国債の売買参
考統計値の最終発表日が当該社債の売買参考統計値の最終発表日より遅く、当
該社債の償還日に最も償還日が近い国債（当該国債が複数ある場合は当該社債
の発行日に発行日が最も近い国債とする。）とする。以下同じ。
ただし、当該国債の利回りが他の償還日の近い国債の利回りと大きく異なる場
合には、当該国債以外の国債を参照国債とすることができる。
なお、変動利付社債及びゼロクーポン社債については、参照国債は設定しない。
（注３）「一定以上」の数値は本協会が別に定めることとし、マーケットの状況に鑑み、
必要に応じて、見直しの検討を行うものとする。
「９．発表停止の解除」の「一
定以上」の数値において同じ。
【発表停止基準の算定式】
（Ａ－Ｂ）－（ａ－ｂ）≧

Ｘ

Ａ：当該社債の当日の売買参考統計値
Ｂ：当該社債の前営業日の売買参考統計値
ａ：参照国債の当日の売買参考統計値
ｂ：参照国債の前営業日の売買参考統計値
Ｘ：一定の数値
（３）申請に基づく発表停止
本協会は、発表停止基準に該当しないものの発表停止が真に必要であると認められる
社債について、会員による発表停止の申請に基づく審査を経て、発表停止の決定を行う
ものとする。
発表停止の申請及び決定等の手続きは、次のとおりとする。
①

会員は、個別の社債につき、発表停止が真に必要であると考える理由及びその根
拠となる資料を提出して、本協会に発表停止を申請する。

②

本協会は、会員から提出された資料等に基づき発表停止が真に必要であるか否か
について審査し、発表停止が真に必要であると認めた場合には発表停止の決定を行
う。

③

申請に基づく発表停止の決定を行った場合には、発表停止の決定を行った旨及び
当該決定の理由等について、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。

④

本協会の審査に基づく決定及びその理由については、発表停止の認否にかかわら
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ず公社債分科会に事後報告する。
（注）本協会は、申請に基づく発表停止の審査事項の例示等について取りまとめた資料
を作成し、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。
（４）発表停止の時期及び発表方法
①

取引情報を発表中の社債
「（２）発表停止基準」に該当した社債については、発表停止基準に該当した日（以
下「停止基準該当日」という。）の翌営業日から当該社債の取引情報の発表を停止する。
「（３）申請に基づく発表停止」により発表停止の決定を行った社債については、発
表停止の決定を行った日の翌営業日から当該社債の取引情報の発表を停止する。

②

新たに発表対象銘柄となる社債
新たに発表対象銘柄となる社債（更新判定日において新たに発表基準を満たした社
債）の場合、当該更新判定日以降、
「（２）発表停止基準」に該当した社債又は「（３）

申請に基づく発表停止」により発表停止の決定を行った社債について、翌月第一営業
日からの取引情報の発表を停止する。
③

発表停止の発表方法
発表停止については、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。

９．発表停止の解除
「８．発表停止の取扱い」により取引情報の発表を停止した社債について、発表停止
日の属する月の翌々月の第一営業日から、発表停止を解除し発表を再開する。
ただし、
「当該社債の発表再開予定月の更新判定日の売買参考統計値と停止基準該当日
の前営業日の売買参考統計値の差額」と「参照国債の発表再開予定月の更新判定日の売
買参考統計値と停止基準該当日の前営業日の売買参考統計値の差額」の差額が一定以上
である場合は、発表停止を継続し発表は再開しない。
（注１）発表再開予定月の更新判定日時点においては発表停止の解除基準を満たしたも
のの、更新判定日以降に、再び発表停止基準に該当した社債については、発表
再開予定月の発表停止銘柄に該当するため、発表再開予定月の第一営業日以降
も引き続き取引情報の発表を停止する。
（注２）発表停止を継続した場合（注１により発表を停止する場合を含む。）、発表再開
予定月を当初発表再開予定月の翌月に繰り越し、繰越し後の発表再開予定月の
更新判定日に発表停止の解除について判定する。
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【発表停止の解除の算定式】
（Ｃ－Ｂ）－（ｃ－ｂ）≧

Ｙ

Ｂ：当該社債の停止基準該当日の前営業日の売買参考統計値
Ｃ：当該社債の発表再開予定月の更新判定日の売買参考統計値
ｂ：参照国債の停止基準該当日の前営業日の売買参考統計値
ｃ：参照国債の発表再開予定月の更新判定日の売買参考統計値
Ｙ：一定の数値
10．発表中止の取扱い
（１）発表中止基準
発表基準を満たさなくなった社債は、取引情報の発表を中止する。
（注）取引情報の発表を中止した社債は、次回以降の更新判定日において、再度、発表
基準を満たしている場合に限り発表対象銘柄となる（発表中止については、解除
の制度はない。）。
（２）発表中止の時期及び発表方法
①

取引情報を発表中の社債
発表中止基準に該当したことを午後６時 30 分までに本協会が確認した社債について、
当該確認日の翌営業日から当該社債の取引情報の発表を中止する。

（注）午後６時 30 分より後に発表中止基準に該当したことを確認した社債については、
当該確認日の翌々営業日から発表を中止する。
②

新たに発表対象銘柄となる社債
新たに発表対象銘柄となる社債（更新判定日において新たに発表基準を満たした社
債）の場合、当該更新判定日以降、発表中止基準に該当したことを本協会が確認した
社債について、翌月第一営業日からの取引情報の発表を中止する。

③

発表中止の発表方法
発表中止については、本協会ホームページ及び協会ＷＡＮにより発表する。

11．訂正の取扱い
社債の取引情報の訂正については、次に定めるところによる。
（１）本協会におけるシステム上の不具合等により誤った取引情報が発表された場合又は
会員若しくは㈱証券保管振替機構におけるシステム障害等により本来の報告日から遅れ
て報告された場合
速やかに訂正後の社債の取引情報及び正誤表を本協会ホームページで発表する。
この場合、訂正に係る社債の取引情報の約定日の翌営業日に発表された社債の取引情
報を訂正する。
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（２）会員から報告を受けた取引情報について事後訂正の報告があった場合
社債の取引情報の訂正は行わない。ただし、発表後１年が経過していない社債の取引
情報については、原則として、事後訂正があった都度、速やかに会員から再び報告され
た社債の取引情報と既に発表している社債の取引情報との比較表を作成のうえ、参考情
報として本協会ホームページ上で発表する。
12．流動性に与える影響等の検証
本協会は、社債の取引情報の発表の実施後、社債の流動性に与える影響等について定
期的に（少なくとも１年に一度）検証を行い、必要に応じて発表対象銘柄、発表事項、
発表方法及び発表時間等について見直しの検討を行うこととする。

以

付

上

則

この「社債の取引情報の発表に関する取扱い」は、平成 26 年３月 18 日付「公社債の
店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」第 11 条の３の改正の施行日から
施行する。

付

則

この改正は、平成 27 年 11 月２日から施行する。

付

則

この改正は、平成 29 年３月 15 日から施行する。
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【別紙１】
社債の取引情報の発表形式（イメージ）

○20XX 年 10 月３日発表分
約定年月日：20XX 年 10 月１日
銘柄

銘柄名

償還期日

利率

コード

取引数量

約定単価

（額面金

（円）

額ベース）
987654321

A社
第○回債

20XX 年
XX 月 XX
日

【参考】
売買参考統計値
（平均値）＊

1.XXX％
５億円以上

99.65
99.63

５億円未満

99.75

＊売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後３時現在における額面５億円
程度の売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。

約定年月日：20XX 年 10 月２日
銘柄

銘柄名

償還期日

利率

コード

取引数量

約定単価

（額面金

（円）

額ベース）
123456789

B社
第○回債

20XX 年
XX 月 XX
日

2.XXX％

【参考】
売買参考統計値
（平均値）＊

99.33
５億円以上
99.28
99.40
99.48
５億円未満
99.48

＊売買参考統計値（平均値）は、本協会が指定する協会員から、当日の午後３時現在における額面５億円
程度の売買の参考となる気配として報告を受けた気配値（売り気配と買い気配の仲値）の平均値である。

（注１）同一銘柄の取引については、約定単価の高いものから上に表示する。
（注２）同一価格で複数の取引がある場合、行数を分けて表示する。
（注３）例えば、約定日 20XX 年 10 月２日における売買参考統計値は 20XX 年 10 月２日の値（売買参考統
計値の発表日付は 20XX 年 10 月３日）を表示する。
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【別紙２】
当日分として発表する取引（具体例）

○20XX 年 10 月３日発表分

① 本協会は、10 月２日の午後５時 15 分までに、会員から当日の社債の取引の情報の報告
を受ける（注１）。また、㈱証券保管振替機構から当日の社債の取引の情報を受領する（注２）。
（注１）当日の社債の取引とは、10 月１日の午後３時から 10 月２日の午後３時までにシステ
ムにおいて処理（又は承認）された取引をいう。以下、会員から報告を受ける情報を
「直接報告分」という。
（注２）当日の社債の取引とは、10 月１日の午後４時 45 分から 10 月２日の午後４時 45 分ま
でに、会員が約定照合のための情報（決済照合システムにおける売買報告データ）を
㈱証券保管振替機構の決済照合システムに送信した取引をいう。以下、㈱証券保管振
替機構から受領する情報を「保振経由分」という。なお、上図は、決済照合システム
の稼働時間を考慮した時間となっている。

②

10 月２日の午後５時 15 分までに報告のあった取引（直接報告分及び保振経由分）の情
報を 10 月３日の午前９時に発表する。

③

10 月２日に約定した取引のうち、当日報告分以外（直接報告分は 10 月２日午後３時以
降にシステムにおいて処理（又は承認）された取引、保振経由分は 10 月２日午後４時 45
分から午後９時までに決済照合システムに送信された取引）は、10 月３日の報告分とな
り、10 月４日の午前９時に発表する。
以
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上

