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コベナンツの状況等に係る開示基準及び開示内容の例示等について（コベナンツ開示例示集） 

平成 28年７月６日 

社債インフラ整備ＷＧ  

 

Ⅰ．目的 

我が国社債市場の活性化の実現には、信用リスクが相対的に大きい企業も含めた多様な企業による社債発行及び投資家の裾野拡大を図る必要

がある。そのためには、投資家が相対的に信用リスクの高い企業の社債投資に当たって、発行企業等からの十分かつ適切な情報に基づき投資

判断を行いうる環境整備が必要と考えられる。社債投資家にとって投資判断に必要な情報が必ずしも十分に開示されていないといった指摘を

踏まえ、発行企業による自主的な情報の開示が進むよう、「コベナンツの状況等に係る開示基準及び開示内容の例示等について（コベナンツ

開示例示集）」（以下「本例示集」という。）を策定する。 

本例示集の公表により、これまで社債発行を行っていない信用リスクが相対的に大きい企業においても、コベナンツの状況等の開示の重要性

及び開示による当該企業の社債に対する投資家のアクセサビリティーの向上を認識し、社債発行の検討の契機になることを期待する。 

  

Ⅱ．位置付け 

投資家が十分かつ適切な情報に基づいて投資判断を行いうる環境の整備を通じた社債市場の活性化及び投資家保護の観点から、現在の開示制

度を前提としたうえで、「追加情報の注記」及び「重要な後発事象の注記」等の開示の必要性については解釈に幅があることを踏まえ、特に

コベナンツの状況等について、発行企業による自主的な情報の開示が進むよう、参考として開示基準及び開示内容を例示し、並びに、これま

での発行企業による開示事例等を紹介するものである。 

なお、本例示集は発行企業等に対し強制力を有するものではなく、また発行体が融資を受ける際に、取引金融機関との間で締結する守秘義務

に対し影響を及ぼすことを意図するものでない。 

 

  

資料３-２ 資料３-２ 
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Ⅲ．具体的内容 

１．コベナンツ等の状況 

  現行の開示制度を前提とした、有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書での経理の状況の追加情報におけるコベナンツの状況等に係

る「コベナンツ開示の判断基準」及び「コベナンツ等の状況の開示内容」の例示は、下表のとおりである。 

現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

〇 監査・保証実務委員会実務指針第 77号「追加

情報の注記について」のⅡ「追加情報の定義」

より抜粋 

 

５．「本指針で例示した事項は、必ずしも、財務

諸表等に注記すべき追加情報を網羅的に示

したものではない。特に規則等では、利害関

係人が会社の状況に関する適正な判断を行

うために必要と認められる事項があるとき

は、当該事項を注記しなければならないとさ

れ、この場合には、当該注記を省略すること

はできないことに留意する必要がある。例え

ば借入金や社債等に付された財務制限条項

が財務諸表等に重要な影響を及ぼすと認め

られる場合など、利害関係人が会社の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関して適切な判断を行う上で必要と認め

た場合には、追加情報として財務諸表等に注

○ 当該企業が、例えば、次に該当する場合 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

事象及び状況が発生している場合（注１） 

例えば、下記の事象又は状況が発生してい

る場合 

 

 ＜財務指標関係＞ 

① 売上高の著しい減少、② 継続的な営業損

失の発生又は営業キャッシュ・フローのマイ

ナス、③ 重要な営業損失、経常損失又は当

期純損失の計上、④ 重要なマイナスの営業

キャッシュ・フローの計上、⑤ 債務超過 

＜財務活動関係＞ 

① 営業債務の返済の困難性、② 借入金の返

済条項の不履行又は履行の困難性、③ 社債

等の償還の困難性、④ 新たな資金調達の困

難性、⑤ 債務免除の要請、⑥ 売却を予定し

ている重要な資産の処分の困難性、⑦ 配当

〇 コベナンツ等の状況 

資料２ 別紙「（別紙１）１．コベナンツ

等の状況に関する開示事例」を参照 

 

（１） 維持すべき財務比率等の数値（ト

リガー基準）（※） 

（別紙１ 事例１下線（３）、事例２

下線（１）） 

（２） 抵触した場合に求められる対応 

（別紙１ 事例１下線（２）、事例２

下線（２）、事例３下線（１）） 

（３） 抵触した場合、他の債務にも影響      

が及ぶ場合にはその範囲と内容 

（別紙１ 事例３下線（２）） 

（４） 当該コベナンツが付された債務  

の種類、残高及び返済期限 

（別紙１ 事例１下線（１）、事例２

下線（１）） 
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現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

記しなければならない。」 

 

［開示書類等］ 

○有価証券報告書 

第５【経理の状況】【（連結）財務諸表等】追

加情報 

○ 半期報告書 

  第５【経理の状況】【中間（連結）財務諸表

等】追加情報 

○ 四半期報告書 

第４【経理の状況】１【四半期（連結）財務

諸表等】追加情報  

 

 

 

優先株式に対する配当の遅延又は中止 

＜営業活動関係＞ 

① 主要な仕入先からの与信又は取引継続の

拒絶、② 重要な市場又は得意先の喪失、③ 

事業活動に不可欠な重要な権利の失効、④ 

事業活動に不可欠な人材の流出、⑤ 事業活

動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失又は処

分、⑥ 法令に基づく重要な事業の制約 

＜その他＞ 

① 巨額な損害賠償金の負担の可能性、② ブ

ランド・イメージの著しい悪化 

 

（監査・保証実務委員会報告第 74 号「継続企業

の前提に関する開示について」４「継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況」を参考） 

 

（２）債務の状況について投資判断に重大な影響

を与えると判断される場合 

例えば、当該企業のある債務についてデフ

ォルトが発生した場合に、弁済時期の繰り

上げや担保提供を強制される可能性のあ

 

（※） 複数の債務に同一内容のコベナン

ツが付された場合は、最もトリガ

ー基準の厳しいコベナンツを記載

することが適当と考えられる。 
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現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

る債務（注２）の総額が貸借対照表日にお

いて（連結）資産総額の 10％以上である場

合 

 

（注１） 「継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させる事象及び状況が発生している場

合」とは、継続企業の前提に関する重要

な不確実性が認められる場合に加え、継

続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められるまでには至らないが、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせる

事象及び状況が発生しており、有価証券

報告書等における「事業等のリスク」及

び「財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」にその内容等

を記載することが必要な場合を想定し

ている。 

なお、本事例集は継続企業の前提の疑

義が解消された場合においてまで、継続

的にコベナンツの開示を求めるもので

はない。ただし、発行体においては、継

続企業の前提への重要な疑義が解消さ



5 

 

現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

れたことによりコベナンツを開示しな

い場合には、投資家に条件変更等により

コベナンツそのものが存在しなくなっ

た等の誤解を生じさせないよう留意す

ることが望ましい。 

（注２） コベナンツに抵触した場合にウェーブ

等される可能性が極めて高い債務を総

額に含めるか否かは各企業の判断によ

るものとする。 
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２．後発事象におけるコベナンツ等の状況 

  現行の開示制度を前提とした、有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書での後発事象におけるコベナンツの状況等に係る「コベナン

ツ開示の判断基準」及び「コベナンツ等の状況の開示内容」の例示は、下表のとおりである。 

現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

○ 監査・保証実務委員会報告第 76 号「後発事

象に関する監査上の取扱い」の付表２「開示

後発事象の開示内容の例示」 

 

（１）多額な資金の借入 

① その旨及び使途 

② 借入先の名称 

③ 借入金額、借入条件（利率、返済条件等） 

④ 借入の実施時期、返済期限 

⑤ 担保提供資産又は保証の内容 

⑥ その他重要な特約等がある場合にはそ

の内容 

 

（２）借換え又は借入条件の変更による多額

な負担の増減 

① その旨及び目的 

② 借入先の名称 

③ 借換え又は条件変更の内容（金利、期間

等） 

○ 当該企業が、例えば、次に該当する場

合（後発事象として右記事象を開示す

る際にコベナンツについても開示） 

 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させる事象及び状況が発生している

場合 

（２）債務の状況について投資判断に重大

な影響を与える場合 

 

（注）上記（１）（２）の具体的例示は上記

１．コベナンツ等の状況における開

示の判断基準の例示に同じ。 

 

 

 

 

 

○ コベナンツ等の状況 

資料２ 別紙「（別紙２）２．後発事象における

コベナンツの状況等に関する開示事例」を参照 

 

（１）多額な資金の借入（別紙２ 事例１参照） 

① その旨及び使途 

（別紙２ 事例１下線（10）） 

② 借入先の名称 

（別紙２ 事例１下線（11）） 

③ 借入金額、借入条件（利率、返済条件等） 

（別紙２ 事例１下線（12）～(14)） 

④ 借入の実施時期、返済期限 

（別紙２ 事例１下線（15）・(16)） 

⑤ 担保提供資産又は保証の内容 

（別紙２ 事例１下線(17)） 

⑥ その他重要な特約（コベナンツ）等がある

場合にはその内容 

 

（２）借換え又は借入条件の変更による多額な負担
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現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

④ 借換え又は条件変更の実施時期又は期

間 

⑤ 借換え又は条件変更による影響（借入利

息の増減見込額等） 

⑥ その他重要な特約等がある場合にはそ

の内容 

 

［開示書類等］ 

○ 有価証券報告書 

第５【経理の状況】【（連結）財務諸表等】

後発事象 

○ 半期報告書 

  第５【経理の状況】【中間（連結）財務諸表

等】後発事象 

○ 四半期報告書 

第４【経理の状況】【四半期（連結）財務諸

表等】後発事象 

の増加（別紙２ 事例１参照） 

① その旨及び目的 

 （別紙２ 事例１下線（１）） 

② 借入先の名称 

 （別紙２ 事例１下線（２））  

③ 借換え又は条件変更の内容（金利、期間等） 

 （別紙２ 事例１下線（３）～（６）） 

④ 借換え又は条件変更の実施時期又は期間 

 （別紙２ 事例１下線（１）） 

⑤ 借換え又は条件変更による影響（借入利息

の増加見込額等） 

 （別紙２ 事例１下線（９）） 

⑥ その他重要な特約（コベナンツ）等がある

場合にはその内容 

 （別紙２ 事例１下線（７）） 
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３．臨時報告書におけるコベナンツ等の状況 

 ・現行の開示制度を前提とした、臨時報告書における「コベナンツ開示の判断基準」の例示及びコベナンツを含めた「開示内容」の例示は、

下表のとおりである。 

現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

○ 企業内容等の開示に関する内閣府令第 19

条第２項第 12号、第 19号より 

 

当該連結会社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に著しい影響

を与える事象（連結財務諸表規則第 14条

の９に規定する重要な後発事象に相当す

る事象であって、当該事象の連結損益に

与える影響額が、当該連結会社の最近連

結会計年度の末日における連結純資産額

の 100 分の３以上かつ最近５連結会計年

度に係る連結財務諸表における親会社株

主に帰属する当期純利益の平均額の 100

分の20以上に相当する額になる事象をい

う。）が発生した場合 次に掲げる事項 

イ 当該事象の発生年月日 

ロ 当該事象の内容 

ハ 当該事象の連結損益に与える影響額 

 

○ 当該企業が、臨時報告書の提出要件を

満たし、例えば、次に該当する場合（右

記事象を開示する際にコベナンツにつ

いても開示） 

 

（１）継続企業の前提に重要な疑義を生じ

させる事象及び状況が発生してい

る場合 

（２）債務の状況について投資判断に重大

な影響を与える場合 

 

（注）上記（１）（２）の具体的例示は上

記１．コベナンツ等の状況におけ

る開示の判断基準の例示に同じ。 

○ コベナンツ等の状況 

資料２ 別紙「（別紙３）３．臨時報告書におけるコ

ベナンツ等の状況」を参照 

 

（１）多額な資金の借入 

  ① 当該事象の発生年月日 

   （別紙３ 事例１下線（１）、事例２下線（１）） 

  ② 当該事象の内容 

イ その旨及び使途 

 （別紙３ 事例１下線（２）・（３）、事例２下線

（２）・（３）） 

ロ 借入先の名称 

 （別紙３事例１下線（４）、事例２下線（４）） 

ハ 借入金額、借入条件（利率、返済条件等） 

 （別紙３事例１下線（５）・（６）・（９）、事例

２（５）・（６）・（７）） 

ニ 借入の実施時期又は返済期限 

 （別紙３事例１下線（７）・（８）、事例２（８）・

（９）） 
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現行の開示制度 コベナンツ開示の判断基準の例示 開示内容の例示 

［開示書類］ 

○ 臨時報告書 

ホ 担保提供資産又は保証の内容 

 （別紙３事例２（10）） 

へ その他重要な特約（コベナンツ）等がある場

合にはその内容 

③ 当該事象の連結損益に与える影響額 

 （別紙３ 事例１下線(10)、事例２（11）） 

 

（２）借換え又は借入条件の変更による多額な負担の増

加 

  ① 当該事象の発生年月日 

  ② 当該事象の内容 

イ その旨及び目的 

ロ 借入先の名称 

ハ 借換え又は条件変更の内容（金利、期間等） 

ニ 借換え又は条件変更の実施時期又は期間 

ホ 借換え又は条件変更による影響（借入利息の増

加見込額等） 

へ その他重要な特約（コベナンツ）等がある場合

にはその内容 

③ 当該事象の連結損益に与える影響額 

 

 


