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社債の取引情報の報告に関する意見照会結果及び事務局の考え方について 

平成 25年 12月 17日 

 

12月６日付のＷＧメンバー及びＷＧメンバー以外の証券会社（社債の取引件数が比較的多い８社）に対する意見照会の結果及び事務局の

考え方は以下のとおり。 

 

１．高速道路債の取扱いについて 

【照会事項①】 

平成 22年度以降に発行された高速道路債のように、「財政投融資計画」から外れたことにより、売買参考統計値や証券コードにおいて「社

債」として取り扱われることとなった債券について、「社債」として報告対象に含めることとした場合、報告の作業負担等の観点から実務上

の支障はあるでしょうか。また、高速道路債以外で、同様に、報告の作業負担等の観点から実務上の支障がある「社債」があれば併せて教え

てください。 

逆に、報告対象外として取り除くこととした場合、作業負担等の観点から実務上の支障はあるでしょうか。 

（注）売買参考統計値及び証券コードで「社債」として分類されている債券は、証券会社においても「社債」として分類・管理されている

ことが想定されます。この場合、当該債券を報告対象外とすると、社債の中から当該債券を除外して報告するといった作業負担が増す

ことが考えられます。一方、売買参考統計値や証券コードとは異なる分類で社内管理を行っている（財投機関債として分類・管理して

いる）のであれば、当該債券を報告対象外とした方が作業負担は軽くなることが考えられます。 

 

 回答者 御 回 答 

社債を報告対象と

することに実務上

の支障はない（報告

対象外とすること

ＷＧ 

メンバー 

ア 当該債券を「社債」として分類することによる負担はない。（２社）（Ａ社、Ｂ社） 

 

イ 逆に、報告対象外として取り除くこととした場合には、新たな作業負担が発生する。（Ａ社） 

 

資 料 １ 
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の方が実務上の支

障がある）との意見 

ウ 売買参考統計値における取扱と平仄を合わせた方が、不要な混乱を招かず良いと考える。売買参考統

計値や証券コードにおいて「社債」として取り扱われている銘柄は、そのように扱えばよいと考える。（Ｃ

社） 

ＷＧメン

バー以外 

エ 当該債券を「社債」として分類することによる負担はない。（４社）（Ｈ社、Ｉ社、Ｊ社、Ｋ社） 

 

オ 逆に、報告対象外として取り除くこととした場合には、新たな作業負担が発生する。（２社） 

（Ｊ社、Ｋ社） 

カ 現在、日証協に「公社債種類別店頭売買高報告書」という報告を月次で行なっている。弊社システム

は、この報告書の作成要領に沿うかたちで銘柄属性を登録しているため、「財政投融資計画」から外れた

ものを「社債」とすることに実務上の支障はない。 

「社債の取引情報の報告」においても「公社債種類別店頭売買高報告書」の作成要領と同じように社債

を区分することを希望する。もし、「公社債種類別店頭売買高報告書」と異なる区分方法にすると、「社

債の取引情報の報告」のために、別の銘柄属性を登録する必要があるため、実務上の負担が甚大になる。  

また、システム対応もかなりの工数が発生する。（Ｌ社） 

キ 売買参考統計値で「社債」として取り扱われているもののみ対象とすることを希望する。例外がある

場合は、事務作業負担が増す。（Ｍ社） 

社債を報告対象と

することは実務上

の支障があるとの

意見 

ＷＧ 

メンバー 

ク 当社では当該債券は｢財投債｣として社内コードが付与されているため、報告対象外としたほうが作業

負担は軽くなる。ただし、システム対応を想定していることから、報告対象とした場合でも、日々の実

務上の支障は限定的である。（Ｄ社） 

ＷＧメン

バー以外 

ケ システム上、財投機関債として分類・管理しているため、「社債」として報告対象に含めることとした

場合、実務上、支障がある。（Ｎ社） 
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【照会事項②】 

平成 22 年度以降に発行された高速道路債について「社債」として取り扱う場合、市場関係者に混乱を与えかねないとの意見がありました

が、具体的に想定される混乱がありましたら教えてください。（なお、売買参考統計値では「社債」として発表されているのであるから、取

引情報についても、売買参考統計値と合せて「社債」として公表すべきとの意見もありました。） 

 

回答者 御 回 答 

ＷＧメンバー ア 具体的に想定される混乱は特にない。（２社）（Ａ社、Ｃ社） 

イ 当該債券が｢社債｣として取扱われる場合、｢報告｣が市場関係者に混乱を与える懸念は少ないと思う。しかしながら、｢公

表｣については、当該債券は市場慣行として｢財投債｣として取扱われていることから、｢社債｣として公表対象とすること

には違和感がある。（Ｄ社） 

ＷＧメンバー

以外 

ウ 具体的に想定される混乱は特にない。（６社）（Ｈ社、Ｉ社、Ｊ社、Ｋ社、Ｌ社、Ｍ社） 

 

エ 同債券については、投資家サイドにおいても、証券会社と同様に分類方法の差異が存在すると認識している。従って、

短期的には、マーケット需給動向に影響を与える可能性を指摘することが出来ると思われる。（Ｎ社） 

 

 

［事務局の考え方］ 

照会事項①（報告

について） 

売買参考統計値や証券コードにおいて「社債」として取り扱われている債券については、大半の会員が「社債として

報告対象とする方が実務上の支障はない」と回答している。また、実務上支障があるとしている２社中１社は、「報告

対象外とする方が実務上の支障はないが、報告対象としても実務上の支障は限定的」としている会員もある。 

以上の状況に鑑み、当該債券を社債の取引情報の報告対象とすることとしたい。 

照会事項②（公表

について） 

一部の会員からは、平成 22年度以降に発行された高速道路債を「社債」として取引情報の公表対象とすることに否定

的な意見もあるものの、大半の会員は具体的に想定される混乱は特にないとの意見である。現行、既に売買参考統計値
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や証券コードでは「社債」として取扱いがなされているものであるため、同じ取扱いをすることが合理的であると考え

る。特に、社債の取引情報の公表には、参考情報として、当該銘柄の売買参考統計値（平均値）も含むこととされてお

り、売買参考統計値と同じ取扱いをすることが適当であると考える。 

したがって、当該債券も社債の取引情報の公表対象としたい。 

 

 

２．直接報告の締めの基準及び報告時限について 

【照会事項①】 

当日午後３時までにシステム的に処理・承認されたデータを当日午後５時までに報告するとした場合、「システム的に処理・承認された」

について、フロントシステム（取引システム）で処理・承認されたとした場合、実務上の支障はあるでしょうか。逆に、バックシステムで処

理・承認されたとした場合、実務上の支障はあるでしょうか。 

 

 回答者 御 回 答 

フロントシ

ステムでは

支障がある

との意見 

ＷＧ 

メンバー 

ア 当社では報告実務はバックオフィスで行うことを想定しているため、実務上の支障がある。（Ｄ社） 

イ 当社では全取引をフロントシステムから入力をしていない。そのため「フロントシステム」とした場合には

漏れが発生する。また、フロントシステムから入力しない取引は全て FOP 取引である。（Ｂ社） 

ＷＧメンバ

ー以外 

ウ 実務上に支障がある。DVP, Non-DVPの区別がシステムに入っていない為、抽出が困難である。（Ｍ社） 

 

バックシス

テムでは支

障があると

の意見 

ＷＧ 

メンバー 

エ 「システム的に処理・承認された」については、データ的に保持している時間が、ＣＰＵ作成した注文伝票

の約定入力時間であるため、“フロントシステム（取引）システムで処理・承認された”としないと対応出来

ない。前回照会でも、システム仕様・データ保持方法や承認等の業務フローは各社各様であることは明白なの

で、フロント・バック特定せずに、ある程度の柔軟性を持たせる「システム的に処理されたこと（又はシステ

ム的に承認されたこと）」という表現に留めておくのが肝要と考える。（Ｃ社） 
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オ バックシステムからのデータ取得は、現行のシステムの仕様では、当日夜間バッチ実施後となるため、当日

中に当日の約定データを報告するには、フロントシステムとした場合以上に、追加のシステム対応等が必要と

なる。（Ａ社） 

ＷＧメンバ

ー以外 

カ 現在、フロントシステムが午後２時 45 分までに承認した約定は、午後３時過ぎまでにバックシステムに登

録されている。フロントシステムの締め時間を午後３時に変更するようにシステムの対応を行なえば、午後５

時までに送信でき、実務上の支障はないが、バックシステムで処理された約定を午後３時で締めて報告するこ

とは、現行のシステムでは無理である。（Ｌ社） 

キ 当社はシステム売買が中心で、当日の午後３時までに受け付けた注文伝票をバックシステムに午後６時近辺

にコンバートし、深夜の処理にて約付けを行っている。そのため、フロントシステム基準であれば、午後３時

までの当該データを午後５時時点に報告する事も可能であるが、バックシステム基準の場合は、ごく一部存在

する勘定系への直接打鍵により処理された約定のみの報告となる。（Ｉ社） 

その他の意

見 

ＷＧメンバ

ー 

ク 当社の事務フローは概ね次のとおり。 

（１）フロント部署は、ホール、リテールともに約定後随時システム入力（一次入力）。その後、各種情報を追

加入力しており、現状の業務フローでは、フロント承認が終わり、バックシステムに引き渡せる状態とな

るのは、15時以降となる。 

（２）バック部署が、取引(約定)データを取得(システムで処理･承認)するタイミングは以下の通り。 

①リテール：翌営業日の朝（約４割） 

②ホール：当日 16時～18時（決済照合システム経由分 約５割、非経由分 約１割） 

即ち、現状のシステム、業務フローを前提とすると、対顧客と当日約定した取引は、システム上は 15 時以降

に承認されるため、大多数の取引が、当日 15時以降に承認された取引として翌日報告される。 

上記フローを前提(許容され場合)のご質問事項への回答は、次のとおり。 

［フロントシステムとした場合］ 

 ・日中のある時点で取引を集計するというシステム使用となっておらず、システム改修や業務フロー構築が必
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要。また、ほふりに渡すデータと整合しない可能性がある。 

［バックシステムとして場合］ 

・日中のある時点で取引を集計するというシステム使用となっておらず、システム改修や業務フロー構築が必

要。（Ｅ社） 

ＷＧメンバ

ー以外 

ケ フロントシステムよりバックシステムの方が抽出しやすいが、マニュアル作業が伴うため事務負担はある。

（Ｍ社） 

コ 弊社のシステムは、フロントシステムとバックシステムに分かれておらず、承認し処理するデータは１つし

かないため、実務上問題はない。（Ｋ社） 

 

 

【照会事項②】 

照会事項①で実務上の支障があると御回答された会社のみ御回答ください。報告時限を当日午後５時 30 分に繰り下げることにより、実務

上の支障が軽減又は解消されますか。その他、実務上の支障が軽減又は解消される方法があれば御回答ください。 

回答者 御 回 答 

ＷＧ 

メンバー 

ア 時限繰り下げによっても軽減・解消にはならない。（３社）（Ａ社、Ｃ社、Ｅ社） 

イ 実務上の支障は、フロント処理・承認時間をバックシステムにインターフェイスさせるためのシステム開発に起因するた

め、報告時限が当日午後 5時 30分に繰り下がっても軽減又は解消されるものではない。（Ｄ社） 

ウ 報告データの作成・チェックをほぼ手作業で行うため、取引量が多い日のことを考えると、午後５時 30分までとした方が

よい。（Ｂ社） 

ＷＧメンバ

ー以外 

エ 時限繰り下げによっても新たなシステム対応について軽減又は解消されない。（Ｍ社） 
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【照会事項③】 

照会事項①での御回答に関わらず、報告時限を当日午後５時 30分に繰り下げるニーズはありますか。 

 回答者 御 回 答 

ニーズはある

との意見 

ＷＧメンバー ― 

ＷＧメンバー以

外 

ア 報告期限が午後５時 30分に繰下げられれば、時間等の制約が軽減され、実務上の支障は少しでも解

消される。（Ｋ社） 

イ 午後３時～午後４時 30分近辺が事務処理のピークロードであり、当該報告の作成もこれに加わるこ

とを考えた場合、当社としては可能であるならば、午後５時 30分に繰り下げていただけるならばあり

がたい。（Ｉ社） 

ウ 夕方の同時刻には、種々の業務が立て込んでおり、時間的な余裕が欲しいところであるため、報告時

限を繰り下げるニーズはある。（Ｊ社） 

エ ニーズはある。遅ければ遅いほど、より良い。（Ｍ社） 

ニーズはない

との意見 

ＷＧメンバー オ ニーズは特にない。（２社）（Ｃ社、Ｅ社） 

カ 報告時限を当日午後５時 30分に繰下げるニーズはない。もし報告時限を繰り下げる場合、売買参考

統計値のチェック時限に影響ないようにしていただきたい。（Ｄ社） 

ＷＧメンバー以

外 

キ ニーズは特にない。（３社）（Ｈ社、Ｌ社、Ｎ社） 

その他の意見 ＷＧメンバー ク 報告時限の繰り下げは当日報告作成において時間的余裕ができる一方、残業等労務上の対応が必要と

なるため、一長一短と考えている。（Ａ社） 

 

 

  



8 

 

【照会事項④】 

当日午後３時までにバックシステムで処理・承認された取引を報告するとした場合、当日約定分のうち、概ねどの程度の約定分が当日に報

告できますか（カバー率は概ねどの程度ですか）。 

（例１）３時までの約定分の大半が当日中に報告できる 

（例２）３時までの約定分のおおよそ〇割程度が当日中に報告できる 

（例３）午前中までの約定分しか報告できないため当日約定分の〇割程度しか報告できない 等 

 回答者 御 回 答 

カバー率は相当

程度あるとの意

見 

ＷＧ 

メンバー 

ア 午後３時までの約定分の大半が当日中に報告できる。（Ｃ社） 

イ 午後３時までの約定のおおよそ７－８割が当日中に報告できる。（Ｄ社） 

ウ 午後１時 30分頃までの約定分が報告できると思われる。（Ｂ社） 

ＷＧメンバ

ー以外 

エ 午後３時までの約定分の大半が当日中に報告できる。（４社）（Ｈ社、Ｊ社、Ｍ社、Ｎ社） 

 

オ バックシステムで処理された約定を報告することは希望しないが、もし報告することになった場合、カ

バー率は概ね９０％程度と思われる。（Ｌ社） 

カバー率は低い

との意見 

ＷＧ 

メンバー 

カ 対顧客と当日約定した取引は、システム上は 15時以降に承認されるため、大多数の取引が、当日 15時

以降に承認された取引として翌日報告される。このため、約全量が報告不可。（Ｅ社） 

キ バックシステムの場合には、現在、当日約定分の報告が当日中にできない為、フロントシステムの場合

以上に、新たなシステム対応が必要と考えている。（Ａ社） 

ＷＧメンバ

ー以外 

ク 当社は元々、社債売買があまりないが、主力のネット経由の販売を反映できないため、全売買の、１割

未満の反映しか出来ないと考えていただきたい。（Ｉ社） 

その他の意見 ＷＧ 

メンバー 

ケ 前述の通り、２択の問題ではないのではないか。（Ｃ社） 
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【照会事項⑤】 

「システム的に処理・承認された」について、「フロントシステム（取引システム）で処理・承認された」と「バックシステムで処理・承

認された」のどちらにすべきか御意見がありましたら、その理由とあわせて御回答ください。 

 回答者 御 回 答 

フロントシ

ステムとし

た方がよい

との意見 

ＷＧメンバー ア 「フロントシステム（取引システム）で処理・承認された」の方が、システム対応等の追加負担は比較

的少ないと考えている。（Ａ社） 

ＷＧメンバー以

外 

イ 当社はフロントシステム基準での報告が望ましい。（Ｉ社） 

ウ 「フロントシステム（取引システム）で処理・承認された」とすべきだと思われる。フロントと顧客と

の間で約定を成立させた時間が約定時間であることから、「システム的に処理・承認された」時間はフロ

ントシステムの承認時間とすべきである。（Ｌ社） 

バックシス

テムとした

方が良いと

の意見 

ＷＧメンバー エ 決済照合を利用した取引がバックシステムを経由したものであることから、同様に決済照合を利用しな

い取引についてもバックシステムを経由したものとすべきではないだろうか。（Ｂ社） 

オ ほふりデータとの整合性等データの正確性に鑑みれば、バック承認後データが望ましい。 

（Ｅ社） 

ＷＧメンバー以

外 

カ 当社での報告デ－タ源は、バックシステムであることから、「バックシステムで処理・承認された」で

お願いしたい。（Ｎ社） 

その他 ＷＧメンバー キ システム上の処理・承認の定義や、業務フローは証券会社によってまちまちである。また報告実務を担

当する部署も、各社の事情によると想定される。本議題については、フロントシステムかバックシステム

かというルールは定めず、各社の自主性に委ねてはいかがか。そもそも保振経由の取引が多数を占めてい

るなか、残りの部分の議論をしていることから、直接報告取引におけるシステム基準の差異が取引情報の

報告・公表制度に与える影響は限定的と考える。（Ｄ社） 

ク 前回照会でも、システム仕様・データ保持方法や承認等の業務フローは各社各様であることは明白なの

で、フロント・バック特定せずに、ある程度の柔軟性を持たせる「システム的に処理されたこと（又はシ
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ステム的に承認されたこと）」という表現に留めておくのが肝要と考える。２択の問題ではないのではな

いか。（Ｃ社） 

ＷＧメンバー以

外 

ケ どちらのシステムが報告に必要なデータを抽出しやすいか、また、より多くの約定を正確に報告するの

に適しているのかは、各社によって相違があると思うため、フロント・バックシステムどちらかとは限定

しないで各社に任せて頂きたい。（Ｍ社） 

コ 弊社においては、社債の取引件数そのものが少なく、また、フロントとバックが近いため、双方の処理

にほとんど時間差はないため、どちらでも実務上問題はない。（Ｈ社） 

サ 弊社のシステムは、フロントシステムとバックシステムに分かれておらず、承認し処理するデータは１

つしかないため、実務上問題はない。（Ｋ社） 

 

 

［事務局の考え方］ 

照会事項 

①、②、④、⑤ 

フロントシステムとすると支障がある会員もあれば、バックシステムとすると支障がある会員もあり、どちらのシス

テムを基準した方が負担が小さいかは各社によって異なる。 

 また、直接報告分が取引全体に占める割合は、件数ベースで３割弱、取引数量ベースで２割弱であり、フロントシス

テム、バックシステムの差が取引情報の報告・公表制度に与える影響は限定的と考える。（保振経由分と直接報告分の

割合は資料２参照） 

 したがって、システムを特定することはせず、「当日午後３時までにシステム的に処理（又は承認）された取引を報

告する」こととしたい。ただし、報告における恣意性を排除するため、フロントシステム又はバックシステムの基準は

各社において一貫性のある取扱いを求めることとしたい。 

照会事項②、③ 報告時限の繰下げについては、ＷＧメンバー以外の複数の会員からの繰下げのニーズのあるとの回答はある。もっとも、こ

れらの会社についても、フロント・バックの別を限定しなければ、取引量の多い日等を除き、概ね５時までの報告は可能であ

ると推察される。 
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一方、報告時間の繰下げについては、売買参考統計値のチェックへの影響や残業等の労務上の影響を懸念する意見も寄せら

れている。かりに、報告時限を５時 30 分とすると、社債の売買参考統計値の報告時限である５時 45分まで 15 分しかなく、売

買参考統計値のチェックに全く影響が生じないとは必ずしも言明できない。 

以上を勘案し、報告時限については、当日午後３時までにシステム的に処理（又は承認）された取引を午後５時 15分までに

報告するとすることとしたい。 

 

以 上 



資 料２
保振経由と直接報告の割合（1億円以上の取引）

対象月 4月 5月 6月

対象銘柄数 2,759 2,765 2,745

対象発行体数 415 415 415

取引報告件数 2,611 (100%) 2,742 (100%) 2,508 (100%)
ほふり報告分 1,900 (73%) 2,038 (74%) 1,807 (72%)
直接報告分 711 (27%) 704 (26%) 701 (28%)

（億円）
取引数量 9,730 (100%) 9,905 (100%) 9,267 (100%)
ほふり報告分 7,848 (81%) 8,040 (81%) 7,550 (81%)
直接報告分 1,882 (19%) 1,865 (19%) 1,717 (19%)

（注）本資料は、「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」 第11条の２に基づき、
      協会員及び証券保管振替機構より受領したデータをもとに作成したものである。
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格付機関のヒアリングを受けた追加の検討事項について 

 

平成 25年 12月 17日 

 

１．前回会合時点での格付基準の考え方 

① 公表対象の社債は、ＡＡ格以上を有する社債とする。 

② ＡＡ格以上の判定は、格付機関（金商法上の信用格付業者）の銘柄格付の最高値で判定

する。（１社でもＡＡ格以上（ＡＡ－を含む）の格付が付与されていればよい。） 

③ 非依頼格付は除外して判定する。 

 ④ 公表銘柄の更新については、15 日時点の情報に基づき作成した公表対象銘柄一覧を 20

日に公表し、翌月月初から更新する。 

 

２．格付機関へのヒアリング内容 

  上記１．の格付基準による公表の実行可能性を確認するため、格付機関に対し、以下の事

項についてヒアリングを行った。 

 ① 格付機関からの格付の入手方法 

 ② 依頼格付・非依頼格付の判別方法 

③ 格付入手の費用感 

 

２．格付機関へのヒアリング結果 

（１）ＡＡ格以上の判定を最高値で判定することについて 

上記１．の格付基準の考え方を説明のうえ、２．①～③についてヒアリングを行ったとこ

ろ、ＡＡ格以上の最高値のみで判定することについて、格付機関から以下とおり強い懸念が

示された。 

 ・ 最高値のみで判定することについては、「複数の格付を取得して多様な評価を得るとい

う流れと逆行し、格付の使われ方に歪みが生じるおそれがある」として強い懸念を示す意

見があった。具体的には、「最高値のみで判定すると、高い格付の取得が期待できる特定

の会社のみから格付を取得する動きが出てくることが想定されるが（注）、これにより、格

付の利用に歪みが生じる要因になるし、複数格付の取得を阻害する要因にもなる。このた

め、公表基準に格付を利用する場合には、複数の格付機関からの格付取得を前提とすべき

である。」との意見があった。 

    

（注）具体的な事例として、日本銀行において、2009 年１月にＪ－ＲＥＩＴを適格担保と

することを決定し、2010年 10月に買入を開始したが、その条件が「ＡＡ格以上の格付

を格付機関１社から取得していること」とされたことから、結果的に、特定の格付機関

から格付を取得する流れが生じているとことである。 

   

  

資 料 １ 
資 料 １ 
資 料 １ 
資 料 １ 

資 料 ３ 
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Ｊ－ＲＥＩＴ適格担保化前後の格付機関別の発行体格付件数   （単位：社） 

 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 

2008年12月末 29 20 11 ４ 

2013年11月末 24 11 11 24 

 

（２）各ヒアリング項目について  

 ①格付機関からの格付の入手方法、②依頼格付・非依頼格付の判別方法 

・ 情報ベンダーの画面では依頼・非依頼の判別が不可能な格付機関が１社あるが、当該

格付機関では当該格付機関から直接情報を提供する場合には識別フラグを付けたデー

タを提供できるよう対応を進めているとのことである。よって、当該格付機関から直接

情報の提供を受ける場合には、依頼格付・非依頼格付の判別は可能になると考えられる。 

 ③格付入手の費用感 

  ・ 確定的な金額の提示はまだないが、当方の想定額と相手方の想定額では開きが大きい

会社もあるとの印象。現在の案では、全銘柄の格付情報を利用するのは、毎月の更新基

準日の 15日だけであるが、月１回の利用でも、月中（15日）の利用と月末時点での利

用で費用が大きく異なることもあり得るとのことである。 

 

３．ヒアリングを受けた追加の検討事項について 

（１）格付（ＡＡ格以上）の判定方法について 

  格付の判定基準として、中央値でなく最高値で判定することとしたのは、中央値での判定

は発行体の複数格付取得のディスインセンティブになりかねないことを懸念したためであ

る。この点、今般の格付機関へのヒアリングにおいても、「中央値よりは最高値の方が複数

格付の取得を阻害するというデメリットは少ない」との意見もあり、最高値で判定すること

を変更する必要はないと考える。 

一方、最高値のみで判定することについては、「複数の格付を取得して多様な評価を得る

という流れと逆行し、格付の使われ方に歪みが生じるおそれがある」との強い懸念が示され

ており、このような懸念について対応する必要があると考える。 

具体的な対応案としては、以下のような公表基準とすることが考えられる。 
 

第１案 

 ・２社以上から格付を取得し、そのうちの最高値がＡＡ以上であること 

第２案 

・１社からＡＡ格以上を取得し、かつ、１社以上からＡ格以上を取得していること 

 

  Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 原案 第 1案 第 2案 

１ ＡＡＡ なし なし なし なし 公表 非公表 非公表 

２ なし ＡＡ なし ＡＡ なし 公表 公表 公表 

３ ＡＡ なし なし なし Ａ 公表 公表 公表 

４ なし なし ＡＡ ＢＢＢ なし 公表 公表 非公表 
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【事務局の考え方】 

・「複数の格付を取得して多様な評価を得るという流れと逆行し、格付の使われ方に歪み

が生じるおそれがある」との強い懸念に対応するため、最高値ＡＡ格以上としていた公

表基準について再検討する必要があるのではないか。 

 ・対応案としては、上記の２案のうち、第２案が良いのではないか。 

  （理由） 

    これまでのＷＧの議論により、最高値ＡＡ格以上であれば、公表により流動性に悪

影響を与えることは（殆ど）ないことは合意されている。しかしながら、格付の多様

性も考慮すると、仮にある会社がＡＡ格を付与していたとしても、他の会社がＢＢＢ

という大きく離れた格付を付与している銘柄について、最高値がＡＡ格の他の銘柄と

同様に扱って良いかは疑問がある。 

     なお、「１社からＡＡ格以上、かつ、１社以上からＡ格以上」の公表基準とした場

合であっても、カバー率は、取引があった銘柄数 45％、約定件数 40％と相当程度が

カバーできている。 

 

○ 「ＡＡ格以上」と「１社からＡＡ格以上かつ１社以上からＡ格以上」のカバー率 

１億円以上の取引分（2013年９月分） 

 

 

 

（２）公表銘柄の更新スケジュールについて 

公表銘柄の更新については、15日時点（基準日）の情報に基づき作成した公表対象銘柄

一覧を 20日公表し、翌月月初から更新することについて合意を得たところである。 

この更新スケジュールをもとに、格付機関にヒアリングを行ったところ、前述のとおり、

基準日を 15日にする場合と月末にする場合とで費用が大きく異なることもあり得る。 

 

【事務局の考え方】 

・現状、費用の確定額は提示を受けていない段階であるが、費用が大きく異なる場合には、

年末年始やゴールデンウィーク時の実行可能性を検証したうえで、月末時点（基準日）

の情報に基づき作成した公表対象銘柄一覧を翌月５日公表し、翌月 15日から更新すると

いう更新スケジュールとしたい。 

以 上 

対象銘柄数
取引があった

銘柄数
取引があった

発行体数
約定件数 取引数量（億円）

全取引 2,753 943 239 2,567 9,093
AA格以上（最高値） 1,412 （51%） 488 （52%） 84 （35%） 1,191 （46%） 5,180 （57%）

1社からAA格以上かつ
1社以上からA格以上（最高値）

1,147 （42%） 420 （45%） 67 （28%） 1,038 （40%） 4,538 （50%）

【ご参考】AA格以上（中央値） 1,105 （40%） 372 （39%） 73 （31%） 892 （35%） 3,698 （41%）

（注1）最高値、中央値は、勝手格付を含む5格付機関の銘柄格付の最高値、中央値をいう。

（注２）本資料は、「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」第11条の２に基づき、協会員及び証券保管振替機構
         より受領したデータをもとに作成したものである。



システム対応スケジュール（案）

2．

1．

平成26年
1月9月

平成25年
8月 11月 3月

平成27年
6月10月 8月12月 5月2月 4月

規則改正案作業
（10月中）

自主規制規則

報告・公表基準の検討
（WGにおける検討）

売買参考統計値算出見直し
（報告書（案）パブコメ 9月）

① 公社債店頭売買参
考統計値の信頼性の
向上等

② 社債の取引情報の
報告・公表

7月

平成25年12月17日

10月末

発注先選定・契約
(2月下旬～4月中・下旬)

ＲＦＰ
(1月下旬～

2月下旬)
ＲＦＩ システム化計画・調達計画要件整理

システム開発

稼 働

パブコメ
（~11/18）

資 料 ４

規則制定
（2～3月）

パブコメ
（1～2月）

規則
改正等
(12/17)

平成26年
9月～

開発・テスト
（14カ月）

現行システム保守延長期間
（ベストエフォート対応）



社債市場活性化のための公社債店頭売買参考統計値制度の 

見直しについて（抜粋） 

 

 

 

Ⅲ．結びとして 

 

１．今後のスケジュール等 

  本報告書で取りまとめた見直し案については、今秋中に、必要となる規則

等の改正や詳細事項の決定を行うこととしたい。見直し後の制度の実施時期

については、①売買参考統計値の公表時間の繰下げ等に伴い必要とされる利

用者及び指定報告協会員のシステム対応や労務対応の準備期間、②見直し後

の制度実施のために必要とされる本協会のシステム対応の準備期間、③見直

し後の制度における「取引価格と報告気配値との乖離のチェック」のために

必要とされる社債の取引情報の報告体制の整備のための期間等を考慮して決

定する必要がある。 

②の本協会のシステム対応については、本協会における売買参考統計値の

システムは遅くとも平成 27 年 10 月までにシステムリプレースを行う必要が

あり、このシステムリプレースに併せて見直し後の制度を実施することが費

用等の観点から効率的であると考えられる。また、①から③のために必要と

される期間は一様ではないと考えられるが、いずれも、制度の最終決定から

１年の準備期間では十分ではないと考えられる。一方、売買参考統計値制度

見直しの検討の契機となった「社債市場の活性化に関する懇談会」の報告書

「社債市場の活性化に向けた取組み」（資料３）においては、早急に対応策を

具体化し、着実な実施に向けた取り組みが必要とされているところである。 

以上を勘案し、本制度の実施の時期については、引き続き①から③の点に

考慮しつつ、平成 27年のできるだけ早い時期の実施に向け、必要とされる検

討を進めることとしたい。 

 

 

以 上 

別 紙 


