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 「第７回社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」 

議事要旨 

 

日 時  平成28年７月６日（水）午後６時 ～ 午後７時45分 

場 所  日本証券業協会  第１・３会議室 

出席者  神作主査ほか各委員 

 

議事概要 

１．社債管理人制度における社債要項及び業務委託契約の報告書案について 

【報告・説明】 

    資料１「社債管理人（仮称）制度に係る社債要項及び業務委託契約の検討につ

いて（案）」の検討経緯及びその内容等について、事務局より説明が行われ、その

後意見交換が行われた。 

 

【意見交換】 

  ・脚注２にアルゼンチン債最高裁判決（2016年６月２日）を踏まえても社債管理

人業務に影響を与えるものではないと考えられる旨の記載があるが、これまで

行われてきた実務者検討会の議論は、当該判決を前提にしていないことを確認

させていただきたい。（委員） 

 ⇒ご指摘のとおり前提とはしていないので、誤解が生じないように脚注の記載を

工夫させていただきたい。（事務局） 

 ・社債管理人制度は、第三者のためにする契約であるという前提は脚注２にも記

載されている。これまでのＷＧでは社債権者の「受益の意思表示」認否につい

て議論があったが、本報告書では「受益の意思表示」に係る事項についての議

論の整理は記載されているのか。（委員） 

 ⇒社債権者の「受益の意思表示」の認否については、報告書「社債権者保護のあ

り方について～新たな情報伝達インフラ制度及び社債管理人制度の整備に向け

て～」（平成27年３月17日）において、「社債権者の社債購入をもって黙示の受

益の意思表示があったものとする」と整理している。（事務局） 

 ・「４－４ 社債管理人の責任の範囲」の（１）社債要項【考え方】について内容
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に異論はない。一方で、【考え方】の２段落目以降の「ただし、」以下の文章及

び脚注９にて、個人が社債権者となった場合の記載があるが、これまでの本Ｗ

Ｇにおける議論では、社債管理人設置債を購入する投資家は法人・機関投資家

を前提としており、個人投資家は議論の射程外であったと認識している。当該

事項については、誤解が生じないように【考え方】に記載を追加してもらいた

い。（委員） 

 ⇒理論上は個人投資家が社債管理人設置債を保有することは排除されていないが、

これまでの議論については、主として社債権者になるのは機関投資家であると

いう認識であった。当該箇所については、議論の経緯を踏まえてバランスが取

れた記述にしていただきたい。（主査） 

 ・「４－４ 社債管理人の責任の範囲」の（１）社債要項【考え方】の１段落目に

ついて、一部記載が不正確ではないか。「責任」と「義務」という語句について

不用意に使用されている。ここでは「職務の範囲が限定されるので責任も限定

される」としているが、そうではなく、「職務の範囲が限定されるので、義務が

狭くなる」のである。限定されるゆえに「規定する」のではなく、「当然限定さ

れているものを間違いがないように明確に確認する」というのが正確であり、

本来の責任の範囲を狭くしているという訳ではない。したがって限定されるの

は「責任の範囲」ではなく「義務の範囲」であり、「義務の範囲は職務の範囲に

伴ったものになるため、そのことを明確にするよう規定するべきである」、と

いったような記載になると考える。14ページ以降、（１）社債要項【規定例】①

～⑥は、社債管理人の「義務」について記載されているが、⑦で「重過失に限

定する」ならば「義務の限定」ではなく「責任の限定」になると思われる。そ

うなると「職務の範囲が限定されているから」という前提で説明できる事項で

はなくなってしまう。責任についての制約はいかなる意味でも当該説明からは

導き出せないので、注意して記載していただきたい。重過失についての記載を

入れることを反対する訳ではないが、【規定例】⑦の記載事項は、上記の【考え

方】からは導かれない。（委員） 

⇒「義務」と「責任」の表記について見直しを行った上で、当該箇所の記載を修正

させていただきたい。（主査） 

 ・社債管理人の免責に関して、債権届出や裁判所に認可申立て等の個別の委任に基
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づいて行う業務について、それらを社債管理人が引き受ける義務があるのか。社

債管理人を選ぶメリットは、「個別業務を引き受けられるか」ということに関連

してくるが、どのような考えで整理されたのか。（委員） 

 ⇒社債管理人が個別の委任業務を必ず受託すべきかについては、実務者検討会にお

いて最も論点となった点である。「４－３その他の社債管理人業務」の考え方で

は、個別の社債権者の委託を受けて行う業務について、社債管理人が社債権者の

委託の申し出を受託しない場合がある旨の記載をさせていただいているが、個別

業務の受託についてどこまで義務を負うかについては、実務者検討会においても

コンセンサスが得られないため、規定例等は示していない。（事務局） 

・まず、報告書（案）全体の記載について、特段異論はない。社債管理人制度につ

いては、「法令に定めない範囲でどこまでできるか」という前提で検討が行われ

てきたと認識している。市場参加者が本報告書を自主ルール、あるいはマーケッ

トプラクティスと位置付け、各自で拡張しながら利用してもらうことが大切だと

考えている。憂慮すべき点として、本報告書が公表されても市場参加者に利用さ

れないことが挙げられる。社債管理人制度が市場参加者に利用していただけるよ

うに、各業界団体・経済団体等への啓蒙・アプローチは欠かせないだろう。そも

そも、社債管理制度について会社法で規定しているのは日本ぐらいで、世界的に

見ても珍しいことである。各国の制度と比較しても、日本の社債管理者制度は強

すぎると考えられてきた。これからは社債管理人の枠組みが、コミッションド・

カンパニー・オア・パーソン・フォー・ボンドホルダーズ・レプレゼンタティブ

といった、市場参加者自らが中心的に利用する制度として受け入れられることが

望ましいだろう。（委員） 

 ・「４－５ 社債管理人業務の終了」について、「やむを得ない事由」によって契約

解除する旨の規定があるが、個別の契約毎に特殊なケースが生じるというのはあ

まり考えにくく、具体的に「やむを得ない事由」というのは、どういった事態を

想定されているのか。（委員） 

⇒やむを得ない事由の一つとしては、社債管理人の会社倒産などが考えられる。（事

務局） 

・発行会社側の「やむを得ない事由」で契約が解除されることは想定しているの   

か。(委員) 
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⇒発行会社側の経営状況が厳しくなったときにこそ社債管理人制度が必要になる

と考えており、発行会社由来のやむを得ない事由についてはあまり考えられては

こなかった。（事務局） 

 ・社債管理人を務めている会社が民事再生・会社更生となった場合にも、社債管理

人業務を継続する意思があれば、業務継続については問題なく、「当然の終了事

由」には該当しないということか。例えば信託の受託者の場合は、民事再生となっ

た場合にも必ずしも受託者の業務が終了となるわけではないことが信託法の定理

である。もちろん業務の継続性を鑑みて、「社債管理人が民事再生・会社更生となっ

た場合には業務終了する」と規定することも可能だと思われる。なお、発行会社

の方から社債管理人の解任を言い渡すようなケース・要件は想定されてきたのか。 

  （委員） 

⇒社債管理人を務めている会社が民事再生・会社更生といったような状況になった

場合には、当然に社債管理人業務は終了すると考えており、特に議論にはなって

いなかった。発行会社の方から社債管理人の解任を言い渡すケースについても、

特に検討は行っていない。（事務局） 

・発行会社が社債管理人を解任した場合、社債権者に対して少なからず何らかの影

響を与えると考えられるが、途中で社債管理人いなくなってしまった場合、社債

権者の扱いはどうなるのか。（委員） 

⇒発行会社が社債管理人を解任した場合について手当てが必要か別途検討させて

いただきたい。（事務局） 

・社債管理人を社債権者集会の決議で解任させることはできるのか。（主査） 

⇒社債権者集会の決議で解任できるという認識であり、規定例②（エ）に記載させ

ていただいている。（事務局） 

・「４－６ 社債要項・社債管理人業務委託契約書の閲覧等」に記載されている「募

集」の意味をご教示いただきたい。投資家に直接勧誘を行うことを「募集」とし

た上で、「…社債要項等が当該債券の募集前に開示され…」と記載しているのか。

社債要項を開示するとその行為自体が「募集」になってしまうので、有価証券届

出書が出ていないと無届募集となる、という問題が生じると考えられる。（オブ

ザーバー） 

⇒当該箇所で用いられている「募集前」というのは、投資家にアクセスを行う前と
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いう意味であり、ご指摘のように誤解を生じさせてしまうため、記載を変更した

い。（事務局） 

・金商法上での「募集」とは違うということを、明確にご記載をいただきたい。（主

査） 

・「参考１（２）発行会社が社債権者に対して遵守すべき特約（財務上の特約）【規

定例】⑤ 格付維持の特約」について、発行体としては格付維持の特約を社債要

項に示したいとは思わないと考えられる。一つの参考例として挙げられているこ

とは認識しているが、発行会社は社債要項に本項目を記載することは、実際には

できないのではないかと考える。（委員） 

⇒ご指摘のとおり、社債発行会社のうち社債要項に格付維持の特約を記載している

発行会社はほぼないのが現状ではあるものの、事務局としてはコベナンツについ

て多様化を目指すという議論があったこともあり、格付維持の特約についても記

載させて頂いた。ただし、例示であっても発行会社の視点から本項目は落したほ

うがいいというのならば検討したい。（事務局） 

・⑤格付維持の特約を残すことに違和感はない。ただ、これまでの議論の経緯をご

存知の方は、【規定例】に記載されている項目はそれぞれ独立しており、この中

の１つあるいは任意の項目だけを記載することができることを理解しているが、

本報告書の内容を初めて確認する方にとっては、【規定例】①から⑤はワンセッ

トで記載すべき事項であると認識されるかもしれない。誤解を生じさせないため

には、記載を工夫したほうがよいのではないか。（委員） 

・参考１の位置付けについては、リード文にあるとおり期限の利益喪失事由の存在

に関する発行会社証明書の規定例が存在するので、その証明の対象となる財務上

の特約を例示しただけと認識している。その趣旨からは、発行会社証明書の対象

となるような財務上の特約については、できるだけ具体的・網羅的に記載してお

いたほうがよいと考える。これらのコベナンツを社債管理人設置債に付与するこ

とが望ましいという趣旨ではないということを、誤解を招かないよう補足する等

すればよいのではないか。参考１の位置付けとして私の理解は正しいか。（委員） 

⇒ご理解のとおりである。誤解のないよう補足させていただく。（事務局） 

・【規定例】については①から⑤と番号付けをするのではなく、単純に羅列形式に

するなど、それぞれが独立している項目だとわかるように記載を工夫していただ
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きたい。（主査） 

 

２．社債管理人の名称について 

【報告・説明】 

資料２「社債管理人（仮称）の名称案の検討について」に基づき、社債管理人

（仮称）の名称についての検討経緯等について事務局より説明が行われ、その後

意見交換が行われた。 

 

【意見交換】 

 ・社債管理人について受益の意思表示が黙示的に認められるならば、それを踏ま

えた名称としてもよいのではないか。その前提からすると、資料２で提案され

ている名称では弱いような印象を受ける。これまでの社債管理者制度を「法定

社債管理者制度」と銘打った上で、あくまで今回の「（仮称）社債管理人制度」

を全面的に打ち出して、今回の制度こそ社債管理のメインストリームにすると

いう意思で名称についても検討してはどうか。社債管理者の英語表記としては、

法務省は「Bond Managers」、業界界隈では「Commissioned company or person for 

bond holders」という英語表記を行ってきた。社債管理人制度は日本の制度で

はあるが、日本の社債市場は世界と繋がっている訳だから、名称案は英語表記

も並行して検討すべきである。（委員） 

 ・社債管理人名称案については英語表記・意味を最初に考えて、後から適切な日

本語表記をあてはめるというのも一つの方法ではないか。タイなどは、「Bond 

holders representative」という英訳を使っているが、これでは強すぎるかも

しれない。（委員） 

 ⇒会社法上に「代表社債権者」というものが存在するので、ご考慮いただいた上

で、社債管理人名称案についてご提案を頂きたい。（主査） 

 

３．コベナンツ開示例示集案について  

 【報告・説明】 

資料３－１「コベナンツ等の開示に係る検討経緯について」及び資料３－２「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
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示例示集）」に基づき、検討経緯及び開示例示集の概要について、事務局より説明

が行われ、その後意見交換が行われた。 

 

【意見交換】 

  ・「２．後発事象におけるコベナンツ等の状況」の開示内容の例示において、当初

は「重要な資産の担保提供」という項目が入っていたのが、実務者検討会の後

で削られたということだ。本項目が削られた理由としては、「重要な資産の担保

提供」における「その他重要な特約等」は、ここでいうコベナンツとは直接関

係のない事項であるからで、仮に、コベナンツと直接関係するような担保提供

であれば、開示内容の例示（１）⑤ 担保提供資産又は保証の内容、もしくは⑥ 

その他重要な特約（コベナンツ等）に記載するのであって、「重要な資産の担保

提供」は開示がそもそも必要ない、という趣旨ではないと理解しているがよろ

しいか。（委員） 

  ⇒ご理解のとおりである。（事務局） 

  ・コベナンツ開示例示集を策定して、コベナンツの開示が促進されることについ

ては大変望ましい。一方で本開示例示集について作成が完了した後には、単に

公表して終了ではなく、その後の開示の実行性を担保する必要があるだろう。

公表後はどのような方法で、本開示例示集の周知を行っていく予定なのか。（オ

ブザーバー） 

  ⇒本開示例示集の周知について、最低限考えているのは本協会の協会員に対する

協会員通知ならびに本協会ウェブサイトでの公開である。社債管理人（仮称）

制度の報告書公表についても同様であるが、専門紙等への寄稿等を考えている。

それらを行った上で、追加的な周知についてはこれから考えていきたい。（事務

局） 

 ・「資料３－２ 別紙」においてコベナンツの記載事例として財務制限条項の事例

が掲載されているが、現在有価証券報告書にどのようなコベナンツが記載され

ているのか検索したところ、財務制限条項以外に担保制限や格付維持、負債の

制限といったコベナンツも開示されていた。「例示集」とするからには、例示の

記載はいくつあってもよいのではないかと考える。事例毎に２～３の記載に留

めていることには意図があるのか。（オブザーバー） 
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⇒「資料３－２ 別紙」については、格付がトリプルＢの社債発行会社において、

ローンのコベナンツを開示している会社の中から、事務局が例示集に望ましいと

考えられる記載を選び、別紙事例として記載させていただいている。事例となる

記載が複数あってもよいのではないか、というご意見については、開示している

企業の実態の確認がないにもかかわらず、単に数だけを増やしても意味がないと

いう意見もあり、最低限の事例に留めている。（事務局） 

 ・「資料３－２ 別紙」の考え方については理解した。ただ、一旦コベナンツ開示

例示集が提示されると、発行会社によっては例示しているものだけを公開すれば

よいと認識する社もあると考えられるので、開示するべきは財務制限状況に限ら

ない旨をどこかに記載いただきたい。（オブザーバー） 

 ⇒了解した。（事務局） 

  ・臨時報告書での開示については金融庁で把握できるが、有価証券報告書の追加情

報や後発事象については会計事象であるため、公認会計士の理解がなければ効果

的な開示がなされないだろうと考えている。本日の会合にも公認会計士の方は参

加をされていないことから、本開示例示集で想定している開示について公認会計

士協会に確認・相談を行うべきではないか。（オブザーバー） 

 ⇒コベナンツ開示例示集については、これまでも公認会計士協会に内容のご確認  

を頂いており、本例示集があくまで例示であるという位置付けもあるので、公

認会計士協会としては意見を述べる立場にないという回答を頂戴している。た

だ、本開示例示集を実務の場で活かすにはどうすればよいかという観点から、

改めて公認会計士協会に確認・相談を行いたいと考えている。（事務局）  

 ・「１．コベナンツ等の状況」のコベナンツ開示の判断基準の例示について、（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と判断される場合、と

あり、（１）はデフォルト発生の可能性が大きいケース、（２）はインパクトが大

きいケースということであるが、コベナンツ開示を幅広く認めていこうという取

組みであれば比較的違和感はないものの、「コベナンツ等の開示に係る検討経緯

について」に示された懸念（「次のような問題を懸念し、慎重な検討を求める声

が多く挙げられた」）を踏まえると、（１）と（２）がそれぞれ独立して開示事由

を構成するというのであるなら、（２）単独では開示の対象となる範囲が広すぎ
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るのではないかと思われる。経営が非常に健全でも債務総額が資産総額の10%以

上という項目にヒットする発行会社は少なからずある。（２）はもしデフォルト

が発生した場合に負債の規模が大きいとインパクトも大きいという観点から設

けられていると思われるが、そもそもデフォルト発生という事象自体が（２）数

値基準該当の有無に関わらず、非常にインパクトが大きいものであるわけだから、

基本的には（１）をコベナンツ開示の判断基準とし、例外的に（１）［デフォル

ト発生のインパクト］×（２）［数値基準］という総合的視点からも考慮すると

いう発想を用いれば、これまでの検討経緯で示されてきた懸念への対応という観

点からもバランスが取れた考え方になるのではないか。（委員） 

  ⇒報告書「社債市場の活性化に向けた取組み」（平成24年７月30日）においても、

デフォルト発生の可能性とインパクトの両方を見て開示を促すという意見が

あったことから、実務者検討会では、（１）かつ（２）に該当した場合に開示を

行うのか、（１）又は（２）でそれぞれが単独で該当した場合に、開示を行うの

かということについて検討を行い、単独での該当による開示でよいのではないか

という結論となった。（２）の債務総額の10％基準については、ご指摘のとおり

幅広い発行体が該当してしまうという意見も出たが、「注２」にウェーブ等に関

する記載を加え発行会社により判断の基準となる債務の総額の判断を委ねるこ

とで整理した。（事務局） 

⇒また、本開示例示集の作成目的については、冒頭の「Ⅰ．目的」にあるとおり、

本開示例示集において開示対象となっているのは、すでに高格付で社債を発行し

ている発行会社ではなく、これまでに社債発行を行っていないような信用リスク

が相対的に高い発行会社である。これまで開示していなかった情報を開示するこ

とで発行会社側は社債を発行しやすくなり、投資家サイドにおいては開示情報に

基づいて、投資が促されることを目的としていることを併せ読んで頂きたい。（事

務局） 

・（注２）のウェーブの可能性については理解したが、ウェーブは、あくまで「デ

フォルトが発生した」場合に起こりうると想定されているものであって、例えば、

そもそもデフォルト発生の可能性が非常に低いトリプルＡの発行会社であった

としてもいったんは（２）の数値基準に該当するケースが生じてしまうのではな

いか。そういった「デフォルトの発生可能性が低い」ということを考慮するとい
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うことは、とりもなおさず（２）単独ではコベナンツ開示の判断を行うことはで

きず、（１）の要素を加味しようということになり、結局は（１）×（２）とい

うことになるのではないか。（委員） 

  ・実務者検討会では、（１）と（２）の開示判断の基準については「アンド」なの

か、「オア」なのか、という議論があり、「アンド」を選択すると開示の判断基準

が大幅に後退しかねないという懸念から、最終的に「オア」を選択したという経

緯があった。つまり、その時点では、（１）×（２）という選択肢はなかった。

（委員） 

・ただ、（１）で発生している懸念事象が小さいものであったとしても、（１）で懸

念事象がゼロにならない限り、（２）のインパクトが大きい場合には当然影響が

あると考える。その場合には開示の判断基準の表し方として「アンド」か「オア」

を選択するとしたら、やはり「オア」になると考える。（委員） 

・本開示例示集の位置付けとしては、標準的な開示について例示するというよりは、

ベストプラクティスとまではいかないまでも、標準的開示＋αの望ましい形の開

示例示集を作成することを目指していると認識している。そのような認識の下で

は、開示の後退を招かないためにも、より幅広い「オア」での開示を選択するこ

とが妥当だと思う。また、あくまでも標準的開示＋αの望ましい形の開示を示し

たものであるから、それに伴うマイナスの影響は、そこまで大きいものではない

と考えている。（委員） 

・以上（２）単独で開示事由を構成することの是非についてコメントさせていただ

いたが、そもそも「コベナンツ等の開示に係る検討経緯について」に示された懸

念に対応する必要があることを議論の前提としてきた。しかしこの懸念に対応す

ることを重視することなく幅広い開示をはかるというのなら、（２）を単独の開

示事由とすることもありうるところであり、個人的には幅広い開示を行っていく

ことに賛成なので、これで結構である。（委員） 

・コベナンツの開示の記載箇所として、有価証券報告書の「事業等のリスク」、「経

営上の重要な契約等」にも記載するべきではないのか。財務諸表の注記のみに記

載を行うことで十分という認識であるということか。（オブザーバー） 

⇒現行制度において財務諸表の注記に記載すべきとされているので、現行に添って

注記に記載することで問題がないと認識していたため、その他の欄に記載するこ



11 

 

とについては特に議論を行っていなかった。（事務局） 

・コベナンツの存在について注記に記載する状況ならば、「事業等のリスク」に、そ

の旨を何らか記載する必要があるだろうと考える。ただ、開示例示集にその旨を

記載することは難しいであろうと思われるが、「事業等のリスク」に記載を行うこ

とを検討すべきではないか。（オブザーバー） 

・私もコベナンツの存在については「事業等のリスク」に記載する方が有効ではな

いかと考える。財務諸表の注記というのは非常に厳格性があり、公認会計士が関

与する部分でもあるのでフレキシビリティが低いものである。開示を促進しよう

という目的に鑑みると、その開示の場所として注記という箇所は効果が薄いので

はないかと考える。実務的に発行会社による開示を促進するという目的を踏まえ

るならば、「事業等のリスク」、「経営上の重要な契約等」において開示を促すの

が有効だろう。現行制度の記載箇所の枠組みをそのままに開示例示集で注記にお

ける記載を促がすほうが制度的に理解しやすいのは理解できるが、注記における

記載に拘束されると実務的な有効性が減殺されるのではないかと考える。（委員） 

⇒記載箇所について「注記」以外の「事業等のリスク」等にも記載いただけるよう

検討させて頂きたい。（事務局） 

 

４．その他 

【報告・説明】 

事務局から本ＷＧの今後の進めかたについて、以下の説明が行われ、委員より了

承が得られた。 

・今後の予定として、メールにて本日の議題についての追加の意見募集を行うが、

大きな修正等がない限りには、フィードバック等については本ＷＧの実開催では

なく、原則メールでのやり取りにて行うこととしたい。 

・本ＷＧについては、社債管理人制度における社債要項及び業務委託契約の報告書

及びコベナンツ開示例示集の公表を行うことで、本ＷＧ設置当初の目的を果たし

たことになるが、報告書等の公表後の周知についてＷＧメンバーにご協力を頂く

ことや、今後検討すべき課題が出てくることも考えられるので、ＷＧ自体は引き

続き存続させたい。 

 



12 

 

（配付資料） 

・資料１ 社債管理人（仮称）制度に係る社債要項及び業務委託契約について（案） 

・資料２ 社債管理人（仮称）の名称案の検討について 

・資料３－１ コベナンツ等の開示に係る検討経緯について 

・資料３－２ 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） 

・資料３－２  別紙 

 

以  上 


