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Ⅰ 資金調達手段の選択

1 資金調達手段の選択

資金調達には様々な手段があります。ここでは、社債の発行についての解説に入

る前に、資金調達手段選択の際の留意点と代表的な調達手段の特徴について解

説します。

資金調達の目的と手段

資金調達手段は銀行借入だけではありません。近年、銀行が融資に慎重になっていることの影響な

どから中堅／中小企業の資金繰りは全般的に悪化しており、銀行借入に代わる手段として、株式や

社債の発行など直接金融による資金調達への関心が集まっています。

マザーズやヘラクレスといった成長ステージにある企業を対象とした株式市場の登場や銀行などに

よる私募債保証拡充の動き、ファクタリングや証券化のような資産を活用した資金調達の広がりなど、

直接金融を行う環境も整いつつあり、実際にこれらを利用して直接金融を行っている中堅／中小企

業も増えているようです。

このように中堅／中小企業がとり得る資金調達手段の選択肢は多様化の方向にあります。しかし、こ

こで留意しておく必要があるのは、本来、資金調達手段の選択は、できる／できないといった基準だ

けで行うべきではないという点です。

一口に資金と言っても、その性質は様々です。なぜ資金調達が必要になったのか（理由）、調達した

資金を何に使うのか（目的）、いくら必要なのか（調達金額）、いつまでに必要なのか（調達期限）など

の要因によって資金調達手段は違ってくるという点を認識しておくことが重要です。

資金調達手段の選択について、以下では、外部からの資金調達が必要な状況にあった４つの企業

の例を使って考えてみます。

Ａ社・Ｂ社・Ｃ社・Ｄ社は、ともに外部からの資金調達が必要な状態にありました。

Ａ社が資金調達を必要としたのは、売上が増加したことによって必要な運転資金額も増加し、それを

補うための資金が必要になったという理由からでした。従って増加運転資金を調達する必要がありま

す。Ａ社は緊急に調達する必要があったので、取引先の銀行から短期借入を行って調達しました。

Ｂ社が資金調達を必要とした理由は、受取手形や売掛金の回収期間が長いことから、運転資金が恒

常的に不足し、それが資金繰りを圧迫していたためでした。従って運転資金を調達する必要がありま

す。Ｂ社は、従来からその業種特性上、売掛債権が多かったため、この機会にファクター（主に売掛

債権の買取などを行っている機関）と契約して売掛債権を早期に資金化し、運転資金に充てること

にしました。
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Ｃ社は長年、在庫管理が適切に行えていないことによる在庫過剰に悩んでいました。そのためＣ社

は、在庫保有量を正確に把握し、適正在庫を実現するために在庫管理システムの導入を決意しまし

た。従って、長期で安定した設備投資資金を調達する必要があります。Ｃ社では、既に自社工場を

担保に設定して銀行からの長期借入を行っており、これ以上担保を使って資金調達を行うことは出

来ません。そこでＣ社は取引先の銀行に相談して、担保が不要な私募債を発行して在庫管理システ

ムを導入しました。

Ｄ社は銀行からの長期借入金が多く、毎月の借入金の元利金支払負担が資金繰りを圧迫していま

した。従って、毎月の返済負担を軽減するための資金を調達する必要があります。従来から過剰債

務状態を解消したいと考えていたＤ社は、増資を行って自己資本を増強し、財務体質を改善するこ

とにしました。

以上は、あくまで調達手段選択の例に過ぎず、同様の状態にあれば必ず同じ調達手段を選択すべ

きというわけではありません。しかし、この４社の例からは、同様に資金を調達する必要がある場合で

も、その理由や資金の使い道は企業によって様々であることが分かります。それぞれの使い道や各

社が抱える個別事情（緊急性、過剰債務など）によって資金調達手段もまた違ってくるのです。

とはいえ、活用可能な資金調達手段が１つしかなければ、そもそも調達手段を選択することはできま

せん。従って、銀行借入だけに依存するのではなく、日頃から資金調達手段の多様化について考え、

資金が必要な時には、その資金の使い道に適した手段を選択できる環境を作っておくことも重要に

なります。

Ⅰ 資金調達手段の選択

図表 1-1 資金調達ニーズと調達手段選択の例

・なぜ資金調達が必要になったのか（理由）、何に使うのか（目的）、いくら必要なのか（調達金額）、いつまでに
必要なのか（調達期限）、どの手段を選択できるのかなどの要因によって、資金調達の手段は異なってくる

Ａ 社

資金調達の
必要

Ｂ 社

Ｃ 社

Ｄ 社

・売上増加による必要
運転資金拡充のた
め資金ニーズ発生

・売掛債権の回収期
間が長く資金繰りに
影響

・適正在庫を実現する
ため、在庫管理シス
テムを構築したい

・借入金の返済負担
が大きい

資金調達が

必要な理由

銀行からの短期借入

ファクタリング

社債の発行

増資

選択した調達手段

・増加運転資金
　　　【短期資金】

・運転資金
　　　【短期資金】

・設備投資資金
　　　【長期資金】

・借入金の圧縮
　　　【短期・長期資金】

資金使用目的

【短期／長期】

・緊急に資金が必要

・売掛金が多い

・既に担保で融資を受
けている

・過剰債務

各社個別の事情

資金調達が必要な理由と調達手段選択の例
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図表 1-2 増資・社債・銀行借入の特徴

増資・社債・銀行借入の特徴

資金調達手段の選択を行うには、それぞれの調達手段の特徴を理解していることが前提となります。

以下では増資・社債・銀行借入といった代表的な資金調達手段について、それぞれの特色を解説し

ます。

増資の長所には、返済義務がないという点があります。また、そのため増資には担保も必要ありませ

ん。さらに、増資によって自己資本を増強することで財務体質が改善され、取引銀行からの評価向

上につながることも期待できます。

一方、短所としては、社債や借入などの負債調達では支払利息が損金扱いとなるため、利息支払後

の利益が、課税の対象額となるのに対して、株主への配当は税引き後の利益から拠出するため、そ

のような効果がない点があります。また増資には返済義務はありませんが、株主への配当が求められ

ます。原則として元本が返済される債権者とは異なり、株主は出資金の全てを失う可能性もあります。

従って、株主が負っている高いリスクに対して、それに見合ったリターンを支払うことが求められるわ

けです。さらに株主は議決権を有しており、持株比率が高い場合には、経営に介入してくる可能性

があります。

社債の長所としては、返済方法は満期一括償還が多く、分割返済が多い銀行借入に比べ、期間中

の資金繰りに余裕が生まれる点があります。また、株主と違い、債権者には議決権がないという点が

あります。その上、負債であるため利息は損金算入されます。

一方で、多くの場合、社債の発行は一定以上の信用力を持った企業に限られてしまいます。銀行な

どに引受けてもらう場合には財務上、一定の資格要件を満たしている必要がありますし、公募債を発

行する場合には通常、格付けの取得が求められます。ただし、こうした条件を満たさない場合でも、

引受人を限定することで社債が発行できる少人数私募債という仕組みもあり、これは後で解説します。

銀行借入の長所は、社債と比較して、手続きが簡単でかつ迅速な調達が可能なこと、日頃から取引

銀行との良好な関係を構築できていれば、不況時にも融資を受けることができる場合が多いことなど

があります。また、議決権が発生しないこと、利息は損金算入されることなどの長所もあります。

短所としては、過度に銀行借入に依存した場合には、自社の資金繰りが銀行の貸出態度に大きな

影響を受けるという点です。近年、自らの経営不振などにより多くの銀行が融資に慎重な姿勢を見せ

ています。このような状況下では、資金調達を銀行借入に依存することの危険性は高くなります。

増資

社債

銀行借入

なし

あり

あり

返済義務 その他の特徴

（株主）
議決権あり

（社債権者）
議決権なし

（債権者）
議決権なし

議決権

必要なし

必要ない
場合が多い

必要ある
場合が多い

担保の必要

・自己資本を増強することができ、安定性が
増して銀行格付け等の向上にもつながる

・満期一括償還が多く、借入と比較して期間
中の資金繰りに余裕ができる

・手続きが簡単かつ迅速
・不況時でも銀行との良好な関係が築けてい
れば融資を受けることが可能

・分割返済が一般的

なし

あり

あり

利息の
損金算入
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＜まとめ＞

資金調達では、なぜ資金が必要になったのか（理由）、調達した資金を何に使う

のか（目的）、いくら必要なのか（調達金額）、いつまでに必要なのか（調達期

限）などの要因によって、選択する調達手段が違ってきます。

増資・社債・銀行借入といった代表的な資金調達手段は、それぞれ特徴が異な

ります。調達手段を選択する際にはそれぞれの特徴を理解していることが前提

となります。

増資には返済義務がないことや自己資本を増強できるという長所があります。

社債には期間中の資金繰りに余裕が生まれる、利息が損金算入されるなどの

長所があります。また、株主と違い債権者には議決権がないという点がありま

す。

銀行借入には手続きが簡単かつ迅速であるという長所のほかに、利息が損金

算入されること、債権者（銀行）には議決権がないことなどがあります。

政府系金融機関のセーフティネット機能

近年、不良債権の処理に追われる民間の大手銀行が中小企業向け融資に慎重になっている中、政

府系金融機関による中小企業向け貸出残高は堅調に推移しています（「中小企業白書 2003年

版）」）。

政府系金融機関による中小企業への貸付内容を見てみると、設備資金貸付は減少しているものの、

平成12年（2000年）に創設されたセーフティネット貸付は着実に増加しています（同上）。セーフティ

ネット貸付とは、取引先企業や金融機関の破綻などに直面し、一時的に資金繰りに困難をきたして

いる中小企業の資金調達手段となることを目的として創設された制度です。

中小企業の資金繰りが全般的に厳しい状況にある中で、政府系金融機関が果たすセーフティネット

機能に対するニーズが高まっています。資金調達は民間銀行借入だけでも、直接金融だけでもあり

ません。政府系金融機関からの補助や融資を検討することも資金調達手段多様化の一つと言える

でしょう。

Coffee Break

Ⅰ 資金調達手段の選択
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1 中堅／中小企業の社債概要

ここでは、個々の社債の特徴を理解するための区分や公募・私募の違いを説明し

た上で、中堅／中小企業にとって現実的な銀行引受私募債、少人数私募債の特

徴について解説します。

社債の種類

一口に社債と言ってもその種類は様々です。普通社債、新株予約権付社債といった社債の名前は

新聞やインターネットなどでよく目にすることと思います。

このような多様な社債は、その社債を構成する幾つかの要素に分けて整理することによって、それぞ

れの特徴を理解しやすくなります。

社債を構成する要素は、主に以下のような区分で整理できます。

① 新株予約権の有無

② 募集方法

③ 発行市場

④ 担保の有無

以下では、それぞれの区分について説明します。

①新株予約権とは、株式をあらかじめ定めた価格で取得する権利です。新株予約権は、平成14年

（2002年）施行の改正商法で制度化されました。この改正により、従来の新株引受権付社債（ワラント

債）と転換社債は商法上、新株予約権付社債に統一されました。新株予約権付社債は、社債と株式

の中間的性格を持っているため、その特徴は、新株予約権が付されていない普通社債と大きく異な

ります。新株予約権付社債については後で説明します。

②募集方法には公募と私募があります。ここでいう募集方法とは、証券取引法上の区別を指していま

す。これについては後で説明しますが、中堅／中小企業の社債発行では、多くの場合、私募による

ことになります。

③発行市場は大きく国内と海外に分けられます。海外市場での社債発行も大企業の間では盛んに

行われています。円建てで発行する場合と外貨建て（ユーロ建など）で発行する場合があります。

④担保の有無については、従来、無担保社債の発行には厳しい制限があり、発行できるのは一部の

優良企業に限られていました。しかし、近年の規制緩和により、無担保社債を発行できる企業につい

て法的な制限はなくなりました。これにあわせて、近年は無担保社債の発行が着実に普及してきて

います。

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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以上で説明した区分の他にも、社債利息について、利付債／割引債や固定金利／変動金利などに

よって区別することもできます。

利付債とは社債権者に対して定期的に利息が支払われる社債です。現在発行されている多くの社

債は利付債です。割引債とは利息の付いていない社債です。割引債では発行価格を額面価格より

も低く発行し、償還の際には額面金額で支払います。従って、発行価格と額面価格との差が利息の

代わりとなるのです。現在、転換社債（注）の一部が割引債で発行されています。

（注） 従来の転換社債は、平成14年（2002年）施行の改正商法において、新株予約権が制度化されたこ

とにより、転換社債型新株予約権付社債となりました。ここでは、便宜上、従来と同様に転換社債と記

載しています。

固定金利とは満期まで一定の金利で固定されている社債です。これに対し、変動金利では３ヶ月あ

るいは６ヶ月ごとに金利が見直されていきます。上述の利付債と合わせて、固定利付債・変動利付債

というように区別することもできます。

図表1-1は、代表的な社債について、それぞれの区分ごとに整理したものです。これは一般的な場

合であり、これ以外の場合がないというわけではありません。しかし、このように整理することで個々の

社債の特徴を理解しやすくなります。

発行する社債の種類は、発行企業の特徴や外部環境などによって様々です。それぞれの社債の特

徴を理解し、自社にとってどのような選択肢があるのか、より有効な選択肢は他にないかといった視

点で社債の発行を検討することが重要になります。

Ⅱ 中堅／中小企業の社債

図表 1-1 主な社債の特徴

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○○

普通
新株

予約権付
公募 私募 国内 海外 担保付 無担保

無担保普通社債
（公募）

新株予約権付社債

少人数私募債

金融機関（銀行）引受
私募債

発行企業

・現在、大企業において最も一般的な社債

・大企業が80年代に転換社債を大量に発行

・公開予定の中堅／中小企業にも有効

・中堅／中小企業が発行

・大企業の場合は大型発行

・中堅／中小企業の場合は保証付が多い

新株予約権の有無 募集方法 発行市場 担保の有無

主な社債

注 ： それぞれの社債について、○が記載されているものが一般的である
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中堅／中小企業と私募債

前述したように、社債の種類は様々であり、各区分の組み合わせも多様です。ここでは、その中で金

融機関（銀行）引受私募債、少人数私募債、新株予約権付社債、公募債の4つを取り上げて解説し

ます。

このうち、中堅／中小企業の資金調達として現実的な選択肢となるのは、少人数私募債、金融機関

（銀行）引受私募債です。また、株式公開を目指す一部の中堅／中小企業には、新株予約権付社

債の発行も考えられます。一方、中堅／中小企業にとって、公募債の発行は現状では難しいと言わ

ざるを得ません。

中堅／中小企業にとって、なぜ公募債の発行は難しいのでしょうか。ここでは、まず公募と私募の区

別について説明します。

公募とは広く一般に対して投資家を募集して証券を発行することであり、私募とは特定少数の投資

家に対して証券を発行することです。

厳密には、証券取引法上の「募集」にあたるものが公募になり、それ以外が私募になります。

証券取引法及び証券取引法施行令では、適格機関投資家（金融機関など）のみに向けて発行する

場合または５０名未満の少数の者に向けて発行する場合で、かつともに多数の者に譲渡される恐れ

の少ないものは募集には当たらない（私募）というように規定されています。

募集には当たらない私募の社債は、５０名未満の投資家に対して発行する少人数私募債と、銀行な

ど金融機関（適格機関投資家）のみに対して発行する金融機関引受私募債の2つに整理できます。

なお、通常、中堅／中小企業が発行する金融機関引受私募債は、銀行を対象に発行されるため、

以下ではこの社債を銀行引受私募債と呼びます。

証券取引法上の公募扱いで発行する場合と私募扱いで発行する場合とでは、行政手続きの面で違

いがあります。

公募債では、発行総額が1000万円から１億円までであれば有価証券通知書を、１億円以上であれ

ば有価証券届出書を財務局に提出しなければなりません。また一度有価証券届出書を提出した企

業は、以後、継続して有価証券報告書を提出する必要があります。一方、私募債では、財務局への

届出は必要ありません。ただし、有価証券発行時の届出義務に関しては、社債の場合と増資の場合

では一部異なる点があるので注意する必要があります。ここでの説明は社債を発行する際の届出義

務についてのものです。

なお、公募債・私募債の定義については留意しておくべき点があります。一般に公募債という場合に

は、格付けを取得し、引受証券会社を通して不特定多数の投資家を対象として発行し、発行後は債

券市場で自由に売買される社債のことを指す場合が多いようです。一方、証券取引法上の区別では、

５０人以上の投資家に対して勧誘を行えば、証券会社との契約や格付けの取得がなくても募集、つ

まり公募債の扱いになります。この点については混同しがちですので注意が必要です。本書では、

証券取引法上の区分での公募だけでなく、証券会社を通して不特定多数の投資家から資金を調達

する社債という意味で、公募債という用語を使用します。
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このように、公募債とは、市場を通して広く一般投資家を対象とする社債、私募債とは特定少数の投

資家を対象とする社債と言うことができます。

公募債を発行する際は、通常、格付けを取得することになります。また、あらかじめ証券会社の審査

を受ける必要があります。これらにより、不特定多数の投資家に対して信用力を担保しているのです。

このように高い信用力を必要とする公募債を発行できるのは、株式公開企業に限られているのが現

状です。

これに対し、私募債のうち、例えば中堅／中小企業が発行する銀行引受私募債では銀行などが設

定する一定の資格要件を満たす必要がありますが、公募債ほどの信用力がなくても発行することが

できます。また少人数私募債では、財務上の資格要件は一切ありません。

図表1-2は、企業の成長ステージと発行する社債の対応関係の目安を示したものです。公募債を発

行するほどの信用力を持たない未公開の中堅／中小企業の資金調達では、上述のように金融機関

引受私募債、少人数私募債が現実的な選択肢になります。また、中堅／中小企業のうち、一部の株

式公開予定企業では新株予約権付社債を発行することも考えられます。これは、公開前に発行し、

引受けた投資家は公開後に新株予約権を行使して株式を取得するものです。

次ページでは、中堅／中小企業にとって現実的な選択肢となる金融機関引受私募債と少人数私募

債それぞれの特徴を説明します。

図表 1-2 成長ステージと主な社債

銀行引受
私募債

公募債

少
人
数
私
募
債

企
業
規
模

銀行借入に代わる

資金調達が必要

健全な

財務体質を活用し、
長期安定した資金

を調達したい

自社の成長

可能性を活用して

資金を調達したい

多数の一般投資家

から資金調達したい調達ニーズ

株式公開

新
株
予
約
権
付
社
債

成長ステージ未公開企業 株式公開企業

・公開前に発行した
新株予約権付社債
を、株式公開後
に行使

注 ： 上記の図はあくまで成長ステージ・企業規模と発行する社債との対応の目安である

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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銀行引受私募債と少人数私募債の特徴比較

前述のように、中堅／中小企業が社債を発行して資金調達を行おうという場合、現実的な選択肢と

なるのは、主に銀行引受私募債と少人数私募債です。

ここでは、この2つの社債を中心に、それぞれの特徴を説明します。

銀行引受私募債も少人数私募債も、前述の証券取引法上の募集には当たらない私募債であり、市

場ではなく、特定の投資家に対して発行します。また公募債と異なり、これらの社債では財務局への

有価証券届出書などの提出義務がなく、その分発行作業が軽減される点も同様です。

しかし、この2つの社債は引受ける投資家が異なります。銀行引受私募債は、全額、引受銀行が引

受けます。一方、少人数私募債は50人未満の縁故者（自社に身近な人たち）が主に引受けます。

発行金額については、銀行引受私募債の場合、数千万円から数億円の間で発行されることが多い

ようです。一方、少人数私募債では、数千万円（1億円以下）で発行される場合が多いようです。これ

については、少人数私募債は縁故者から資金を募るため、銀行引受私募債に比べ、調達額に限界

があると言えるでしょう。また後述するように、少人数私募債では、1億円以上の発行になると社債権

者に対して各種の告知義務が発生することもあり、1億円未満で発行している企業が多いようです。

次に手数料に関してですが、これは銀行引受私募債と少人数私募債とで大きな違いがあります。

銀行引受私募債では、社債を引受ける銀行に対して、財務代理人手数料や引受手数料などの各種

手数料を支払う必要があります。またこの社債に保証を受ける場合（以下、保証付私募債と呼びま

す）には、保証を行う銀行や信用保証協会に対して別途保証料を支払うことになります。これに対し

て、少人数私募債は、基本的に銀行など金融機関が関与せずに発行されるため、特に手数料・保

証料は必要ありません。

図表 1-3 銀行引受私募債と少人数私募債の特徴比較

銀行引受私募債と少人数私募債の特徴比較

私募公募・私募

銀行引受私募債 少人数私募債

私募

財務局への

届出・提出
・必要なし・必要なし

公募債

公募

・有価証券届出書（1億円以上）
または有価証券通知書
（1,000万円から1億円まで）

・銀行など金融機関社債権者 ・50名未満の縁故者 ・不特定多数の一般投資家

発行金額

（目安）
・数千万円 （1億円以下が多い）

・数千万円から数億円 （信用保証協会
の保証では2億2千万円までは無担保）

・数十億円から数百億円

必要な手数料
など

・特になし

・財務代理人手数料
・登録手数料
・引受手数料
・元利金支払手数料　　　など

・事務代行手数料
・登録手数料
・引受手数料
・元利金支払手数料
・格付け取得費用
・公認会計士費用　　　　　など

償還期間

（目安）
・5年前後が多い

・5年前後が多い （信用保証協会の保
証は2～7年）

・3年から20年程度

資金ニーズ ・銀行借入に代わる資金調達が必要
・健全な財務体質を活用して長期安定

資金を調達したい
・多数の一般投資家から資金

を調達したい

主な発行企業 ・未公開企業・未公開企業 ・株式公開企業

参考 ： 公募債
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また、社債を発行するための資格要件についても、この2つの社債には違いがあります。保証付私募

債を発行するためには、引受銀行や信用保証協会が設定した財務上の資格要件を満たしているこ

とが前提となります。一方、少人数私募債では、基本的に社債を引受けてくれる縁故者がいればど

のような企業でも発行することができます。

以上の銀行引受私募債、少人数私募債の特徴から、それぞれの社債は発行する発行企業の性格

や資金ニーズが異なってきます。

銀行引受私募債は、一定の資格要件を満たすことや各種手数料の支払が必要になる一方、数億円

の資金を調達することができます。従って、財務体質がある程度健全な企業が、それを活用して長

期的資金を調達したい場合に有効な社債と言えるでしょう。

少人数私募債は、資格要件がなく、どのような企業でも発行できます。また各種手数料などを支払う

必要もありません。その一方で縁故者から資金を募るため、銀行引受私募債に比べ、調達できる資

金には限界があります。従って、少人数私募債は、金融機関の資格要件を充足できるほど財務体質

が良好ではない企業や銀行借入が困難な企業が、銀行以外の資金調達手段を活用することで資金

調達の多様化を図る際に有効な社債ということができます。

以下、本書では中堅／中小企業にとって現実的な選択肢となる社債として銀行引受私募債、少人

数私募債を中心に解説し、補足的に新株予約権付社債についても解説します。その上で、将来の

株式公開後に発行することになる公募社債についても、その概要を説明します。

＜まとめ＞

企業が発行する様々な社債は、新株予約権の有無、募集方法、発行市場、担

保の有無、さらに利付債／割引債、固定金利／変動金利などの区分に沿って

整理することで、その特徴を理解しやすくなります。

公募とは広く一般に対して投資家を募ることであり、私募とは特定少数の投資

家に勧誘を行うことです。厳密には証券取引法などで規定されています。

中堅／中小企業が社債によって資金調達を行う際には、公募債の発行は難しく、

現実的な選択肢となるのは、銀行引受私募債と少人数私募債になります。

銀行引受私募債は、財務体質がある程度健全な企業が、それを活用して長期

的資金を調達したい場合に有効な社債です。

少人数私募債は、金融期間の資格要件を充足できるほど財務体質が良好では

ない企業や銀行借入が困難な企業が、銀行借入以外の資金調達手段を活用

することで資金調達の多様化を図る際に有効な社債です。

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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2 銀行引受私募債

ここでは、銀行引受私募債について、その概要、メリット、発行のための資格要件

発行スケジュール、発行手数料などについて解説します。

銀行引受私募債とは

銀行引受私募債とは、前述した証券取引法上の公募・私募の区別で言うと、金融機関（適格機関投

資家）のみを対象として発行する私募債の分類に入ります。適格機関投資家とは、銀行、証券会社、

保険会社、農林中金、商工中金、信用金庫、信用組合などの金融機関のことです。

中堅／中小企業が発行する私募債を引受けるのは、適格機関投資家の中でも、特に銀行であるこ

とが多いため、本書では、銀行引受私募債と呼んでいます。

従来、中堅／中小企業が発行する銀行引受私募債は、担保付のもの（以下、担保付私募債と呼び

ます）が一般的でした。しかし、2000年に信用保証協会が、中堅／中小企業が発行する銀行引受私

募債に対する保証制度を創設し、担保を持たない中堅／中小企業にも銀行引受私募債発行の機

会が生まれました（この制度を利用して発行する社債を、以下、信用保証協会保証付私募債と呼び

ます）。

信用保証協会の保証制度は、信用保証協会と引受銀行が協同で保証を行うものでしたが、これを受

けて、最近では自らが引受けた私募債を、銀行が単独で保証する場合も増えてきました（以下、銀行

保証付私募債と呼び、信用保証協会保証付私募債と合わせて保証付私募債と呼びます）。現在は、

これらの保証付私募債が、銀行引受私募債の主流になっています。

保証付私募債を発行するためには、信用保証協会保証付私募債であれば、信用保証協会が設定

した資格要件を、銀行保証付私募債であれば、各銀行が独自に設定した資格要件をそれぞれ満た

していることが前提となります。

従って、前述した通り、この保証付私募債は、健全な財務体質を活用して長期安定資金を調達した

い中堅／中小企業にとって、資金調達の有効な選択肢となるのです。

銀行保証付私募債では、図表2‐1のように、中堅／中小企業が発行した私募債の引受けと、その私

募債に対する保証を同一の銀行が行います。また通常は、私募債の引受・保証を行う銀行が、さら

に、社債発行時・発行後の事務を行う財務代理人や社債権者名やその保有額などを登録簿に記載

する登録機関の役割も兼務します。（保証付私募債は、通常、社債券の発行を省略し、代わって登

録簿へ必要事項を記載する登録債として発行されます。この記載を行うのが登録機関です。）
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保証付私募債には、以下のようなメリットがあります。

① 自社の財務の健全性をアピールすることができ、信用力が向上する

② 少人数私募債より比較的多額の資金を調達できる

③ 無担保で保証を受けられる場合が多い

④ 社債一般のメリット

以下、それぞれのメリットについて説明します。

①前述のように保証付私募債を発行するためには、純資産額や自己資本比率などの財務状況に関

して各金融機関や信用保証協会が設定している資格要件を満たしていることが前提となります（ただ

し、これらの資格要件はあくまで必要条件であり、充足していても必ず保証が受けられるわけではあ

りません）。従って、保証付私募債を発行するということは、財務上一定の基準を満たした企業である

ことを意味し、それによって自社の財務の健全性を社外に証明できるわけです。

②社債の発行総額は個々の企業・社債によって様々であり、一概には言えませんが、保証付私募

債では少人数私募債よりも比較的多額の資金を調達している場合が多いようです。このことは、少人

数私募債が身近な縁故者を対象として発行する社債であるのに対して、保証付私募債は金融機関

を対象として一定の資格要件を満たした企業のみが発行できる社債であるという点から考えても自

然なことでしょう。

③保証付私募債を発行する際には、基本的に担保が不要な場合が多いようです。例えば、信用保

証協会の規定では発行総額が２億２千万円までは無担保で保証を受けられるとされています。（ただ

し、保証付私募債でも担保が必要な場合もあります。）

また、これら以外にも、④社債一般のメリットとして、社債権者には議決権がないこと、分割返済が一

般的な銀行借入と違い、満期一括償還が多いので期間中の資金繰りに余裕が生まれるなどのメリッ

トも当然当てはまります。

以上、保証付私募債のメリットを説明しましたが、私募債の保証を受ける際には、保証料を支払う必

要があります。保証料も含めた保証付私募債発行の諸費用については後述しますが、以上のような

メリットがあると同時に、私募債の保証を受けるためにはそれなりのコストがかかる点には留意してお

く必要があります。

図表 2-1 銀行引受私募債の仕組み

保証付私募債のメリット

私募債私募債

銀行

発行企業

保証銀行

財務代理人
（及び登録機関、元利金支払事務取扱者）

元利金の支払投資

総額引受契約

事務の委託

保証委託 元利金支払等の事務

保証

※

※

※

※　全て同一の銀行が兼務

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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保証付私募債の資格要件

前述したように、保証付私募債はどのような企業でも発行できるわけではありません。保証付私募債

を発行するためには、財務上の一定の資格要件を充足する必要があるのです。ここでは信用保証

協会の資格要件を例に説明します。

図表2-2は、信用保証協会が定めた資格要件です。

①の純資産額の資格要件は、2000年にこの保証制度が開始された時には5億円以上という基準の

みでしたが、2002年4月より、さらに純資産が3～5億円までの企業も保証の対象となりました。

この①純資産の基準以外は、全て企業の財務状況を表す財務指標になっています（それぞれの基

準数値、計算式については図表を参照してください）。

これらの財務指標のうち、②自己資本比率と③純資産倍率のどちらか一要素以上及び④純資産倍

率と⑤インタレスト・カバレッジ・レシオのどちらか一要素以上を満たすことが要件となっています。②

と③は財務状況の安全性を、④と⑤は元利金捻出のための収益性を表す指標と言うことができます。

この安全性と収益性という観点は、この制度に限ったことではなく、格付け会社が社債格付けを決定

する際にも重視されており、債務履行に関する評価の基準となるものと言えます。

ここで紹介した財務指標は、安全性、収益性を表す指標の一部に過ぎませんが、日頃からこういっ

た指標を意識し、数値の改善を進めていくことが保証付私募債発行や銀行からの評価向上につな

がっていきます。

ただし、これらの要件を満たしていても、信用保証協会の保証が必ず受けられる訳ではないことは留

意しておく必要があります。また銀行保証については、各銀行がそれぞれ独自の資格要件を設けて

いますので、銀行単独の保証を検討する際は各銀行に個別に確認する必要があります。

図表 2-2 信用保証協会保証付私募債の資格要件

①
純資産額 3～5億円 5億円以上

②
自己資本比率

20％以上 15％以上

③
純資産倍率

1.5倍以上 1.5倍以上

④
使用総資本事

業利益率
10％以上 5％以上

1.5倍以上 1.0倍以上
⑤

インタレスト・カ
バレッジ・レシオ

②
、
③
ど
ち
ら
か

一
要
素
以
上
充
足

④
、
⑤
ど
ち
ら
か

一
要
素
以
上
充
足

発行企業

経済産業省・中小企業庁

　　「特定社債制度の適債要件の改正について」 平成14年3月27日　より

営業利益＋受取利息・受取配当金

資産の額

自己資本

総資産

自己資本

資本金

営業利益＋受取利息・受取配当金

支払利息＋割引料

×100

×100

計算式

注 ： 計算式では、資料の中の「純資産額」を「自己資本」として表記した
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銀行保証付私募債の発行スケジュール

銀行保証付私募債の発行は一般的に図表2‐3のようなスケジュールで行います。

商法の規定により、社債の発行に当たっては取締役会の決議が必要となります。この取締役会では、

発行金額や利率、償還期間、償還方法などを決議します。

銀行保証付私募債の場合には、利率などの発行条件を銀行が最終決定する日から銀行との契約

書類調印までの日数が短いため、あらかじめ利率などの未決定事項について上限を設定するなどし

て取締役会決議を行っておき、発行条件の具体的内容の決定は代表取締役に一任する、いわゆる

「包括決議」を活用する場合が多いようです。

取締役会決議後の発行手続きは比較的簡便であり、基本的に、社債発行の取締役会議事録と印鑑

証明といった書類を提出すれば、後は引受銀行が財務代理人・登録機関として発行時・発行後の事

務を行います。

このように発行手続きは簡便ですが、銀行保証付私募債を発行するためには、銀行が設定する資

格要件を満たし、審査を通過することが必要になることは前述した通りです。

図表 2-3 銀行保証付私募債の発行スケジュール例

Ⅱ 中堅／中小企業の社債

・発行準備手続き

　　⇒　発行関係者（保証人・財務代理人等）の選定

　　⇒　起債時期、発行金額の検討発行決定前

発行決定から
申込まで

25日前

社債発行日
・

申込期日

資金交付日
（2日後）

銀行保証付私募債発行スケジュールの例

日数の基準日

7日前を目処

注 ①上記はあくまで一般的な例　② 2003年夏季現在

・取締役会決議（発行決議）

　　⇒　発行金額、発行条件（年限、償還方法）等を決定

　　⇒　利率等の細目についての決定を代表取締役に一任する「包括決議」による

・銀行が発行条件決定・提示

・私募債発行の申込期日

・契約書類調印

　　⇒　財務代理契約、総額引受契約、保証委託契約、元利金支払事務委託契約等

・社債発行日（払込期日）

・資金調達

社債発行の決定

22日前

必要書類

　・取締役会議事録（写）

　・印鑑証明書

年2回 ・利息支払

償還日 ・元本償還
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保証付私募債の発行手数料

保証付私募債を発行する際に、銀行や信用保証協会に対して保証料を支払う必要があることは前

述しましたが、このほかにも引受銀行に対して各種の手数料を支払う必要があります。

社債発行に必要な諸費用は、発行時の費用である当初費用と、発行後から償還期日までに必要と

なる期中費用に分けられます。

保証付私募債の当初費用としては、保証料のほかに、財務代理手数料、当初登録手数料、引受手

数料が必要となります。財務代理手数料とは、社債発行や元利金支払のとりまとめなどに関する事

務手数料です。また登録手数料とは、社債の登録業務委託に関する手数料です。前述のように、保

証付私募債は、通常、社債券の発行を省略し、代わって登録簿へ必要事項を記載する登録債とし

て発行されるため、登録機関も兼務する引受銀行に対して登録手数料を支払う必要があります。

図表2-4では、例として2つの保証付私募債を想定し、それぞれについての各種手数料を算定しまし

た。社債A、Bは、ともに発行総額2億円の保証付私募債です。Aは償還期間3年、利率0.55％であり、

Bは償還期間5年、利率0.8％と想定します。

当初費用は、それぞれAが780万円、Bが1,220万円で、Aでは発行総額のおよそ4％、Bではおよそ

6％の手数料・保証料が必要となります。

また期中費用としては、利息支払、元金償還にそれぞれ事務手数料が必要になります。

このように、保証付私募債の発行は、必ずしも安価な資金調達手段であるとは限りません。発行を検

討する際には、前述したようなメリットと同時にこのような費用も考慮に入れる必要があります。

図表 2-4 保証付私募債の発行手数料

財務代理手数料

当初登録手数料

引受手数料

利金支払手数料

元金償還手数料

当
初
費
用

期
中
費
用

保証付私募債 A
（2億円、3年、0.55％）

保証付私募債 B
（2億円、5年、0.8％）

210万円 310万円

20万円 20万円

40万円 40万円

510万円 850万円

780万円 1,220万円

料率例

3年⇒0.35％
5年⇒0.31％

0.1％

0.2％

0.85％

発行額×料率（％）×年数

発行額×料率（％）

発行額×料率（％）

発行額×料率（％）×年数

当初費用合計

償還金額×料率（％）

支払利息金額×料率（％）

20万円 20万円0.1％

6,600円 1万6,000円0.2％

手数料の算出方法

保証料
（銀行・信用保証協会）

注 ： 以上で示した料率はあくまで一例であり、実際は各銀行によって異なる。以上の例の保証料
率（0.85％）は、信用保証協会保証付私募債の無担保の場合の保証料率。

※

※

※

※

※　別途消費税が必要

利息 表面利率 330万円 800万円0.55％、0.8％

元金 発行総額 2億円 2億円－

手数料など
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＜まとめ＞

中堅／中小企業が発行する銀行引受私募債では、信用保証協会保証付私募

債や銀行が単独で保証する銀行保証付私募債などの保証付私募債の発行が

増えてきています。

保証付私募債のメリットには以下のような点があります。

① 自社の財務の健全性をアピールすることができ、信用力が向上する

② 少人数私募債より比較的多額の資金を調達できる

③ 無担保で保証を受けられる場合が多い

④ 社債一般のメリット（議決権がないこと、期間中の資金繰りに余裕が生ま

れること）

保証付私募債の発行手続きは比較的簡便ですが、発行するためには信用保証

協会や銀行が設定した資格要件を満たし、審査を通過する必要があります。

保証付私募債の発行には、保証料のほかにも各種手数料を支払う必要があり、

必ずしも安価な資金調達手段であるとは限りません。

図表 2-5 私募債発行件数と金額の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

発行金額発行件数

私募債発行件数と金額

発
行
件
数

発
行
金
額
（
百
万
円
）

注 ： １． 私募社債には、東京交通債券、外貨
建て債（払込日の実勢レートで円換算）
を含む

日本証券業協会ホームページより

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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3 少人数私募債

ここでは、少人数私募債の概要、メリット、発行・償還手順、留意点について解説し

ます。

少人数私募債とは

少人数私募債とは、親族・従業員・取引先など自社にとって身近な人たち（縁故者）を対象として発

行する社債です。

銀行などからの審査が必要ないため、社債を引受けてくれる縁故者がいさえすれば発行できます。

従って、前述の通り少人数私募債は、金融機関に引受けてもらうほど財務体質が良好ではない企業

や銀行借入が困難な企業にとって有効な資金調達手段になると言えます。

少人数私募債を発行するためには、発行する社債が以下の条件を充足している必要があります。

① 社債引受の勧誘対象が50名未満であること

② 発行する社債は第三者へ譲渡される恐れが少ないこと

③ 発行総額が最低券面額の50倍未満であること

①に関しては、前述したように50名以上の投資家に対して募集を行うと証券取引法上の募集（公募）

にあたり、財務局への届出義務などが発生してしまいます。

ここで注意すべきなのは、非募集となるためには「５０名未満」の投資家に「勧誘」しなければならない

という点です。例えば70人に声をかけて、結果として引受けてもらえたのが49人であったとしても、当

初50名以上の投資家に対して勧誘を行ったのであれば証券取引法上は募集になってしまいます。

また少人数私募債の引受人となるのは、通常、自社に身近な縁故者になります。縁故者とは、経営

者・経営者の親族、役員・従業員とその親族、取引先企業とその経営者・役員・親族、自社の顧問弁

護士、その他友人・知人などのことです。

②に関しては、発行時に社債を引受けた社債権者が、発行後に所有する社債の一部を第三者に売

却することで結果として社債権者が50名以上となってしまわないようにする必要があるということです。

これについては、通常、勧誘前に作成する募集要項に、発行する社債には転売制限（一括譲渡以

外の譲渡の禁止）がある旨を記載しておくなどの対応を行います。

③の条件は、言いかえると発行できる総額は最低券面額の49倍が上限になるということです。例えば、

最低券面額が100万円なら発行総額は4,900万円まで、200万円ならば9,800万円までの発行となりま

す。同一種類の社債の発行総額は、最低券面額の整数倍でなければなりません。従って、少人数

私募債では、最低券面額の49倍までとなるのです。
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少人数私募債発行のメリットには主に以下のような点があります。

① 担保が必要ない

② 償還期間や利率を自由に設定できる

③ 銀行などが設定した資格要件を満たす必要がない

④ 社債一般のメリット

①に関して、少人数私募債の発行は無担保で行うことができます。少人数私募債発行の際に重要と

なるのは、引受人となる縁故者との信頼関係の有無です。少人数私募債の引受人の多くは、日頃か

ら発行企業のことを良く理解している人たちであり、彼らとの信頼関係があれば担保がなくとも引受け

てもらうことができるわけです。銀行借入では担保が必要になる場合が多いことを考えれば、これは

大きなメリットと言えます。

②に関して、少人数私募債の発行には取引銀行などの金融機関は基本的に関与しません。従って、

償還期間や利率についても自社で決定することになります。ただし引受人にとっての魅力を考慮し

て、利率については銀行の預金利率よりも高めに設定するのが一般的です。

③に関して、銀行保証付私募債では、引受審査の際に純資産額や自己資本比率などの資格要件

が設けられており、保証を受けるためにはそれらの要件を満たしている必要があることは前述したと

おりです。それに対し、少人数私募債では、発行企業の要件は株式会社であること（有限会社は社

債を発行することができない）のみで、身近に引受けてもらえる人たちさえいれば銀行借入が困難な

企業でも発行することができるのです。

私募債は財務局への届出が必要ないことは説明しましたが、金融機関などが基本的に関与しない

少人数私募債では、保証付私募債とは異なり、銀行への手続きなども必要ありません。

また、少人数私募債に限らず、④社債一般のメリットとして、増資と違って社債権者には議決権がな

いこと、分割返済が一般的な銀行借入と違って社債は通常は満期一括償還のため、期間中の資金

繰りに余裕が生まれるなどのメリットがあることは既に説明しました。

少人数私募債には以上のようなメリットがありますが、期日に約束通り償還するための償還原資を確

保しておく必要がある点は留意しておくべきでしょう。

図表 3-1 少人数私募債の仕組み

少人数私募債のメリット

発行企業
縁故者

（５０名未満）

少人数私募債少人数私募債

資金

＜少人数私募債の発行対象となる「縁故者」とは＞

　 ・経営者、経営者の親族

　 ・役員・従業員とその親族

　 ・取引先企業とその経営者・役員・親族

　 ・顧問弁護士など

　 ・知人・友人　　　　　　　　　　　　　　　　　など

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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少人数私募債の発行・償還手順

少人数私募債は、基本的には外部機関の関与なしに自社内の作業のみで発行することができます。

法律上の詳細事項や発行手続き上の留意点などに関しては税理士や会計士などの専門家にアド

バイスを受けた方が効率的である場合もあります。しかし他の社債と比較すると、少人数私募債では

発行企業自らが主体的に発行作業に取り組むことが必要であると言えます。

以下、少人数私募債の発行・償還手順について要点を説明します。発行・償還手順の全体像につ

いては図表3‐2を参照してください。

＜取締役会の決議＞

社債を発行する際は取締役会の決議が必ず必要になります。従って、銀行保証付私募債と同様に、

少人数私募債発行の際にも、社債発行に関する取締役会決議を行います。またこの時、決議事項

を記載した議事録を作成しておきます。取締役会議事録については、図表3-3の見本を参照してく

ださい。

＜募集要項の作成＞

募集要項には、募集総額、利率、償還期間、償還方法などを記載します。

少人数私募債では、利率は社債権者にとっての魅力を考えて銀行預入利率より高めに設定するの

が一般的です。また償還方法は満期一括償還が一般的です。償還期間に関しては、資金の使用目

的（設備資金・運転資金など）によっても異なりますが、５年程度に設定する企業が多いようです。

募集要項作成の際に注意すべきこととしては、募集要項に第三者への転売制限（一括譲渡以外の

譲渡禁止）がある旨を記載しておく必要があることです。また募集要項を配る先（勧誘対象者）の人

数は50名未満に抑える必要があります。募集要項の記載内容については、図表3-3の見本を参照し

てください。

＜社債申込証の作成･申込受付＞

少人数私募債に限らず、社債の引受申込は社債申込証によって行います。少人数私募債の社債申

込証には、募集要項と同様に募集総額、利率、償還期間、償還方法などを記載します。

少人数私募債の社債申込証を作成する際には、応募総額を発行総額とする旨を記載しておくことが

重要です。この記載により、応募総額が当初予定していた発行総額に満たない場合でも社債を発行

することができるからです。

図表 3-2 少人数私募債の発行・償還手順

利払 償還
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役
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＜引受人の検討＞

申込証を配布して引受の申込を受け付けた後、申込人の中から実際に社債の引受人となってもらう

人についての確認をします。申込証は自社に身近な人たちに配布するわけですが、万一、自社と関

係のない人からの申込があった場合には、発行後に第三者へ譲渡される恐れがあることやその他の

トラブル発生の原因となるおそれから念入りに検討する必要があります。

＜社債券・利札の印刷・発行・送付＞

社債券・利札（利息受取の引換券になるもの）の発行は省略することができます。印刷コストや社債

券紛失時の手間などの面から通常は発行しないことが多いようです。

＜社債原簿の作成・記載＞

社債券・利札発行の有無に関わらず、社債原簿（社債台帳とも言う）の作成と記載は必ず行わなけ

ればなりません。社債原簿には社債権者の氏名・住所、社債券面額の種類と枚数及び取得金額、

社債取得の年月日などを記載します。

＜元金償還＞

新たに明確な投資ニーズが発生した場合などに、社債権者からの納得が得られれば再発行を行うこ

とも可能です。しかし、前述したように、社債は投資家からの債務ですので基本的には期日にきちん

と償還しなければならず、そのための償還原資をあらかじめ確保しておく必要があります。

図表 3-3 取締役会議事録と募集要項の見本

取締役会議事録

日時 ： 平成○年○月○日○時○分
場所 ： 当会社本社会議室

取締役 ： ○名
出席取締役数 ： ○名

代表取締役○○○氏が議長となり、本取締役会は適法に成立
した旨を述べ、議事に入る。

（決議事項）

第1号議案　社債を発行すること。　（商法296条による、利付少
人数私募債）

議長は、議案について募集要項は別紙によるものとして、詳細
説明を行い、出席取締役により慎重に審議した結果、提案通り
承認した。

以上を以って議案の審議が終了したので、議長は○時○分閉
会を宣した。

上記決議を明確にするために、本議事録を作成し、出席取締
役下記に記名押印する。

平成○年○月○日
○○株式会社　取締役会

　議長
　代表取締役　○○　○○
　取締役　○○　○○
　取締役　○○　○○

○○株式会社　第1回社債募集要項

1． 会社の商号　 ○○株式会社
2． 社債募集総額　 金○○円
3． 社債の種類　 無担保少人数私募利付社債とする。ただし、債券不発行。
4． 社債の金額　 金○○円
5． 社債の利率　 年○％
6． 発行価格　 額面どおり。
7． 償還金額　 額面どおり。
8． 社債償還の　 元金は平成○年○月○日にその金額を償還する。ただし、

方法及び期間 会社は平成○年○月○日以降何時でも申し出のあった
社債権者の所有の全部を買入消却することができる。（記名
式、一括譲渡以外の譲渡禁止の転売制限、券面50枚未
満、表示単位未満の券面分割制限）【定義省令7③二】

9． 利息の支払 利息は発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年
方法及び期間 ○月○日の年1回経過分を支払う。ただし1年に満たざると

きは日割計算とする。償還期日後は利息をつけない。
10． 中途換金（解約） 社債権者は、満期日前に所有の全部を取締役会の承認

の方法及び利率 を受けた上で、換金解約することができる。ただし、平成○
年○月○日以前に解約した場合の利率は年○％とし、平
成○年○月○日に支払われた利息との差額は、換金され
る額より控除するものとする。

11． 第3者譲渡の 社債権者は、満期日前に所有の全部を第3者に売却譲
方法及び譲渡 渡する場合は取締役会の承認を受けるものとする。譲渡

価格は利息の附される経過期間を考慮して当事者間の合
意によって決定するものとする。ただし、別途定める名義
書換手数料を申し受ける（一括譲渡以外の譲渡禁止）

12． 元金支払方法　 当社本社
13． 社債元利請求権 社債の償還請求権は10年を経過するときは時効に因りて消

の時効 滅する。利息の請求権は5年を経過する時は時効に因りて消
滅する。　（商法316条）

14． 申込期間　 平成○年○月○日（○）より同年○月○日（○）までとする。
ただし、申込額が募集額に達したときは期間中であっても、
申込を締切ることができる。

15． 申込証拠金　 額面○○円につき、金○○円とし、募集決定の上は払込み
期日に社債振込金に振返る。ただし、申込証拠金には利息
をつけない。

16． 募集方法　 直接募集。ただし、当初の募集金額に対して過不足が生じた
場合は適宜応募額を決定する。

17． 払込期日 平成○年○月○日（○）
18 ．振込銀行　 ○○銀行○○支店　普通預金ＮＯ．　　　口座名義人
19． 申込取扱場所　 ○○市○○　○－○

○○株式会社
平成○年○月○日

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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少人数私募債発行の留意点

少人数私募債を発行する際の留意点としては、以下のようなものがあります。

① 募集対象の人数条件である「50名未満」とは過去６ヶ月の通算であること

② 発行総額は、1億円未満の方が手続き上便利であること

③ 投資家に対する情報開示を積極的に行った方が有利であること

以下、それぞれの留意点について解説します。

①勧誘対象が50名未満であることが少人数私募債の発行条件の一つです。この50名未満とは、過

去6ヶ月以内の通算の人数である点に注意が必要です。6ヶ月以内に同種の社債が発行されている

場合には、その時の勧誘人数との通算が50名未満でなければなりません。通算で50名以上となると

公募債の扱いになってしまいます。

②発行総額が1億円を超えると、社債権者に対して （a）有価証券の発行について内閣総理大臣へ

の届出が行われていないことについて、（b） 譲渡に関する制限の内容について、（c）所有者の権利

を制限する内容について、文書で告知をしなければなりません。発行総額を1億円未満に設定すれ

ば、このような告知義務は免除されます。実際には、縁故者側の引受能力の限界もあり、発行総額を

1億円未満に設定する企業が多いようです。

③少人数私募債には、公募債のように有価証券届出書や目論見書などを提出し、投資家に対して

企業情報などを開示する義務はありません。しかし実際には勧誘対象者や社債権者に対して事業

計画や決算書などの情報を積極的に開示している企業が多いようです。これは普段から社債権者

に対する信用力を確保しておくことで、次回の私募債発行時や業績不振時などに理解が得やすくな

るなどの効果があるためです。このように、投資家に対する情報の開示は少人数私募債では義務で

はありませんが、自ら積極的に行うことで投資家からの信用を高めることができるのです。

図表 3-4 少人数私募債の留意点

・発行総額は、1億円未満の方が手
続き上便利

・発行総額は、1億円未満の方が手
続き上便利

・過去6ヶ月以内の通算で「50名未満」・過去6ヶ月以内の通算で「50名未満」 ・情報は積極的に開示した方が有利・情報は積極的に開示した方が有利

6ヶ月間以内

7月1日 12月31日

前回発行日

社債権者数
20名

今回発行日

社債権者数　
29名まで可能

発行総額

1億円

発行プロセス

募集 発行

事業計画書

過去数年の決算書
毎年の決算書

・過去6ヶ月以内の通算が　
50名以上の場合は、公募
債の扱いになってしまう

通算で49名まで

・社債権者に対する文書での
告知義務（証券取引法）

　→有価証券の発行について　　　　
　　 内閣総理大臣への届出が行わ　
　　 れていないこと

　→譲渡に関する制限の内容

　→所有者の権利を制限する内容

免除 告知義務

・法的には情報開示の義務はな
いが、積極的に開示している企
業が多い

・普段から社債権者に対する信
用力を確保しておくことで、次回
の私募債発行時や業績不振時
などに理解してもらいやすくなる
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＜まとめ＞

少人数私募債の発行の際は以下の条件を満たす必要があります。

① 社債引受の勧誘対象が50名未満であること

② 発行する社債は第三者へ譲渡される恐れが少ないこと

③ 発行総額が社債一口の金額の50倍未満であること

少人数私募債のメリットには以下のような点があります。

① 担保が必要ない

② 償還期間や利率を自由に設定できる

③ 銀行などが設定した資格要件を満たす必要がない上、財務局への届出、

銀行への手続きも必要ない

④ 社債一般のメリット（議決権がないこと、期間中の資金繰りに余裕が生ま

れること）

少人数私募債発行の際には以下のような点に留意する必要があります。

① 勧誘対象の人数条件である「50名未満」とは過去6ヶ月の通算であること

② 発行総額は、1億円未満の方が手続き上便利であること

③ 投資家に対する情報開示を積極的に行った方が有利であること

自治体による利息補助の動き

中堅／中小企業が発行する銀行引受私募債に対しては、信用保証協会の保証制度があることは説

明しました。しかし、少人数私募債に関しては、現在のところ、このような公的保証制度はありません。

そんな中で注目されるのが、東京都足立区や文京区が2003年4月から開始した、少人数私募債の

利息補助の試みです。

これは区内に法人登記する中小企業が発行する少人数私募債の利息支払の一部を区が補助する

ものです。文京区の制度では、利息補助の対象額は、少人数私募債の初回募集額のうち3,000万円

が限度とされています。この限度額内で最大2％の利息補助を2年間行います。また少人数私募債

で調達する資金の使途は事業資金に限られます。

足立区、文京区の制度は、区内の中小企業を対象としたものであり、一握りの企業しか利用できない

のが現状です。しかし、このような利息補助の動きが今後、他の自治体にも広がっていけば、少人数

私募債の発行は現在よりも一般的な資金調達手段となっていくことでしょう。

そのさきがけとなる足立区、文京区の補助制度の今後に注目が集まります。

Coffee Break

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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4 新株予約権付社債

ここでは、新株予約権付社債の概要、メリット、留意点について解説します。

新株予約権付社債とは

平成14年（2002年）施行の改正商法で新株予約権が制度化されたことにより、従来の新株引受権付

社債（ワラント債）や転換社債は、商法上、新株予約権付社債に統一されました。本書では便宜上、

従来通りワラント債、転換社債という用語を使用し、これら2つをまとめて新株予約権付社債と呼びま

す（転換社債は商法改正後、転換社債型新株予約権付社債と呼ばれています）。

中堅／中小企業の場合には、新株予約権付社債を発行するのは、株式公開予定の企業になります。

新株予約権付社債を発行するためには、将来的に株式の流動性や市場価格が必要になるからで

す。

新株予約付社債を購入した投資家は、発行時にあらかじめ定められた株価（ワラント債では行使価

格、転換社債では転換価格と言います）で株式を取得することができます。この価格は、発行時の株

価よりも高く設定されます。投資家は発行企業の株価が上昇して行使／転換価格を超えた後に株

式を取得し、その後株式を売却した場合には、購入価格（行使／転換価格）と売却価格（売却時の

株価）の差がキャピタルゲインになります。このような、株式を「買う権利」をコールオプションと言いま

す。

例を用いて説明しましょう。例えば、ある株式公開予定の企業A商事が、ベンチャーキャピタル（以下、

VC）向けにワラント債を発行したとします。A商事は、社債発行時の株価を算定し、900円と設定しま

した。また行使価格は1,200円としました。2年後、A商事は予定通り株式上場を果たしました。株価は

順調に上昇を続け、上場後10ヶ月の時点で1,500円にまで上がっていました。ワラント債を保有して

いたVCは、この時点で権利を行使し、行使価格の1,200円でA商事の株式を取得しました。この後、

VCが取得した株式を市場で売却した場合には、1株当たり約300円のキャピタルゲインを獲得できる

ことになります。

投資家が権利を行使して取得した株式を売却するためには、株式が高い流動性を持つ必要があり

ます。流動性の低い株式は買い手が見つかりにくいからです。また新株予約権付社債を購入した投

資家にとっては、発行企業の株価を容易に確認できる必要があります。現在の株価が分からなけれ

ば、行使／転換価格より高いのか低いのかが分からないからです。このような理由から、少なくとも新

株予約権付社債が行使／転換される時には、株式が株式市場へ上場されている必要があるのです。

従って、未公開の中堅／中小企業の場合には、新株予約権付社債を発行できるのは株式公開を予

定している企業ということになります。
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図表 4-1 新株予約権付社債の仕組み

新株予約権付社債のメリットには、主に以下のようなものが挙げられます。

① 普通社債よりも低金利で発行できる

② 償還負担が少ない／ない

①新株予約権付社債の利率は、通常、普通社債の利率よりも低く設定されます。これは、新株予約

権が付されていることにより、普通社債よりも投資家にとっての魅力が大きくなるからです。

新株予約権付社債は、社債と株式の中間的な性格を持っており、投資家は社債・株式双方のメリット

を享受することができます。社債のメリットとしては、原則として利息に加えて元本の償還も約束され

ていることがあります。一方、株式では元本の返済はありませんが、配当及びキャピタルゲインを享受

できる可能性があります。社債の場合、利息は固定利率が多く、一定以上増えることも減ることもあり

ません。しかし、株式の配当やキャピタルゲインは、企業の収益によって増減し、上限があるわけで

はありません。元本が返済されないリスクを負っている分、株主が得るリターンもそれだけ大きくなる

場合があるのです。

新株予約権付社債を所有する投資家は、このような社債、株式の長所を、状況を判断しながら選択

すること（コールオプション）ができます。これは投資家にとっては大きな魅力と言えるでしょう。従って、

新株予約権付社債は、普通社債よりも低金利で発行することができるのです。

②転換社債では、投資家が転換権を行使すると社債が消滅する（株式に変わる）ため、元金を償還

する必要はなくなります。また、ワラント債の場合でも、新株予約権が行使される際には、その分の資

金が新たに払込まれます。従って、この資金を社債部分の償還資金の一部に充てることで、社債の

償還負担を軽減することができるのです。

ただし、コールオプションであるため、投資家が行使／転換しない場合もあることには注意が必要で

す。投資家による行使が進まない場合には、ワラント債の場合、予定していた資金を調達できなくな

ることも考えられます。また転換社債が転換されずに満期を迎えた場合には、社債を償還しなけれ

ばならなくなるのです。

新株予約権付社債のメリット

Ⅱ 中堅／中小企業の社債

中堅／中小企業（未公開） 株式公開

新株予約権付社債少人数私募債
銀行引受
私募債

公募債

株式公開企業

発行 行使／転換
発
行
す
る
社
債

時
間
の

流
れ

発
行

企
業

・公開予定の中堅／中小企業

注 ： ここでは、株式公開前の中堅／中小企業が発行する新株予約権付社債の場合を図示してい
る。株式公開後の企業が新株予約権付社債を発行することも多い。
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新株予約権の行使と株主構成の変化

繰り返し説明してきたように、新株予約権付社債は、社債と株式の中間的な性格を有しており、この

点に関しては注意すべき点があります。

新株予約権が行使された場合には、増資を行った場合と同様の効果が発生します。従って、新株予

約権付社債を発行する場合には、新株予約権が行使された後の株主構成について考慮する必要

があります。

前述の通り、新株予約権付社債を発行するためには、現在または将来的な株式の流通性が必要に

なります。投資家は、取得した株式を売却してキャピタルゲインを獲得しようとするため、取得した株

式には容易に売却ができるほどの流通性が必要になるのです。株式に流通性を持たせるためには、

株式市場に上場するなどして一般投資家が売買できるようにする必要があります。従って、中堅／中

小企業に関して言えば、新株予約権付社債の発行は、将来的に株式公開を目指す企業によって行

われるということはすでに説明しました。

株式公開後は、経営陣や外部安定株主の持株比率は急激に低下します。そこで、通常は公開準備

の中で、公開後の安定株主比率を戦略的に高めていくことになります。新株予約権の行使による株

式の発行は、第三者割当増資と同様の効果を持つため、公開準備の段階で、新株予約権付社債を

大量に発行すれば、当然、公開後の安定株主比率にも大きな影響を及ぼすことになるのです。

株式公開を目指す中堅／中小企業が発行する新株予約権付社債は、通常、ＶＣなどが引受けるこ

とが多いようです。安定株主とは誰を指すのかは、場合によって様々であり一概に定義付けすること

はできませんが、このＶＣに関しては、最も安定株主になりにくい存在であると言えるでしょう。そのこ

とは、ＶＣが未公開企業に投資する目的からも理解できます。ＶＣの目的は、投資先企業が株式を公

開した段階で、投資時の株価よりも高い価格で株式を売却し、キャピタルゲインを得ることにあります。

従って、ＶＣは安定株主にはならないと考えるべきです。

株式公開準備の中では、公開後も安定した経営権を保持していくために、安定株主対策など様々

な工夫を行います。これは、株式を公開し、外部株主が急激に増加した後では、公開前よりも株主

構成の是正が困難になるためです。そのため、株式公開を目指す中堅／中小企業においては、資

金調達だけではなく、将来的に新株予約権部分が行使された後の株主構成を考慮して新株予約権

付社債の発行を決める必要があるのです。
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＜まとめ＞

新株予約権付社債を発行するためには、株価が上昇する可能性が高いことや

現在または将来的に株式の流動性が確保されることが必要となります。従って、

未公開の中堅／中小企業においては、高い成長性を活用して資金調達をした

い株式公開予定の企業が発行する社債であると言えます。

新株予約権付社債のメリットには、以下のような点があります。

① 普通社債よりも低金利で発行できる

② 償還負担が少ない／ない

ただし、新株予約権の行使が想定通りに進まない場合もあり、その場合にはこ

れらのメリットを享受出来ないことがあるため、注意が必要です。

新株予約権が行使されると第三者割当増資と同様の効果を持つため、権利行

使後の株主構成に注意する必要があります。

図表 4-2 新株予約権の行使と株主構成の変化

権利行使後のＢ／Ｓ 株主構成

安定

株主株主

資本

負債

発行時のＢ／Ｓ 株主構成

安定

株主

外部

株主
外部

株主

・株主構成の変化

（外部株主比率の増加）

・社債による資金調達
・第三者割当増資と同様の効果

　　自己資本の増強　＋　株主構成の変化

負債

株主

資本

社債
部分

増資

Ⅱ 中堅／中小企業の社債
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1 公募債の発行

ここでは、公募債について、その概要や発行の際の届出、発行スケジュール、格

付けなどについて解説します。

公募債発行の仕組み

公募債とは、証券取引法上の募集に該当するというだけでなく、通常は、債券市場を通して多数の

投資家から資金を調達するために発行する社債を指します。ここでは、このような債券市場を通した

公募債発行について解説します。

1996年に社債発行の適債基準が撤廃され、株式会社であればどのような企業でも社債を発行する

ことが可能になりました。しかし、一定レベルの信用力（格付け）が必要、有価証券届出書などの作

成が必要、引受証券会社や銀行などとの契約が必要といった理由から、公募債の発行は手間・コス

トともに大きく、これらを負担できる株式公開企業によって発行されているというのが現状です。

図表1-1は、公募債発行の際の発行会社と関係機関との契約を図示したものです。このように図示

すると、公募債の発行時には多くの機関と契約しなければならないと受け取られてしまうかも知れま

せんが、実際には、財務代理人となる銀行などが元利金支払事務取扱会社や発行事務代行会社を

兼務するのが一般的であり、中心となるのは証券会社や銀行になります。

公募債発行の際の証券会社の役割には、社債発行の是非の審査（引受審査）、発行条件の決定、

投資家の募集、社債引受などがあります。通常は、複数の幹事証券会社と契約し、そのうち中心的

な役割を果たすのが主幹事証券会社になります。

社債の引受には、総額を一括して引受ける総額引受と投資家への販売で売れ残った社債を引受け

る残額引受とがあります。証券会社が行う社債の引受は通常、残額引受になります。残額引受の際

は、引受責任の分担のために複数の証券会社が集まり引受シンジケート団（引受シ団）を組織しま

す。売れ残りが生じた場合には、シ団内で取り決めた割合に従って、それぞれ残額を引受けます。

社債を発行する際には、社債管理会社と契約しなければなりません。社債管理会社は、社債発行後

の社債の管理や社債権者保護の観点から、償還がなされなかった場合などに元利金支払に必要な

裁判上・裁判外の手続きを行います。ただし、社債権者が50人未満の場合や社債の券面が１億円

以上の場合には社債管理会社との契約は免除されます。その場合、代わりに財務代理人（ＦＡ）と契

約することになりますが、財務代理人には社債権者保護のための各種義務はなく、専ら発行や元利

金支払の際の事務などを行います。図表1-1では、この財務代理人と契約して発行する場合（ＦＡ

債）を示しています。社債管理会社や財務代理人の業務は、銀行や信託会社が行っています。

その他の関係業務では、社債原簿の作成などを行う発行事務代行会社や社債券を発行しない場合

に登録簿に社債権者名や保有額などを記載する登録機関の業務についても、通常は社債管理会

社／財務代理人が兼務します。また元利金の支払事務を代行する元利金支払事務取扱会社につ

いては、銀行または証券会社などの金融機関が兼務します。

Ⅲ 公募債
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図表に示したこれらの関係機関のほかにも、有価証券届出書などの提出先である財務局、社債の

信用リスクを評価して格付けを評価する格付け会社などの機関が関係します。財務局への届出や格

付け会社からの格付け取得については後述します。

なお、実際に公募債を発行する際には、以上で説明した作業のうちの多くは主幹事証券会社の協

力のもとで行うことになります。

また、図表1-2は公募債発行に必要な諸費用です。前述した保証付私募債と異なり、公募債では格

付け取得費用や公認会計士費用、目論見書作成費用なども必要になります。

Ⅲ 公募債

図表 1-1 公募債発行の仕組み

図表 1-2 公募債発行に必要な諸費用

社債要項社債要項

社債要項社債要項

発
行
企
業

投
資
家

買取引受契約

財務代理契約

元利金支払事務
取扱契約

発行事務委託契約

幹
事
団

主幹事証券会社

幹事証券会社

引
受
シ
団

引受証券会社

財務代理人

登録機関

元利金支払事務取扱会社

発行事務代行会社

元利金支払

募集

（財務代理人、引受証券会社等）

（通常、財務代理人）

注 ① この他、財務局への届出や格付け取得の必要がある　② 2003年夏季現在　③ 「引受シ団」とは「引受シンジケート団」の略称

財務代理手数料

当初登録手数料

引受手数料

利金支払手数料

元金償還手数料

当
初
費
用

期
中
費
用

格付け費用

注 ： 以上で示した費用・料率はあくまで一例である。また公募債発行の際には上
記のほかにも、公認会計士費用や目論見書作成費用などが必要になる

財務代理人

登録機関

引受証券会社

格付け機関

元利金支払事務取扱会社

元利金支払事務取扱会社

・発行事務代行手数料や期中事務代行手数料
が含まれる

・期中分も当初支払の場合が多い

・例えば、機関投資家向け5年債（発行額100億
円、格付けA）の場合およそ900万円程度

・上記社債の例では、およそ4,000万円程度

・発行登録枠に予備格付けを取得する場合、発
行登録時（予備格付け）に200万円程度、社債
発行時に100万円程度

・支払利息の0.2％程度

・支払元金の0.1％程度

手数料など 支払先 おおよその目安など
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公募債の届出義務

公募債の発行は証券取引法上の募集に該当するため、有価証券届出書や有価証券報告書などの

開示書類を作成し、財務局へ提出する必要があります。

発行時の届出義務に関しては、9ページで説明したように、不特定多数に対して募集を行う証券取

引法上の募集に該当する場合、発行総額が1,000万円以上１億円未満では有価証券通知書、1億

円以上の場合には有価証券届出書の提出が必要になります。また一度有価証券届出書を提出した

企業は、以後、有価証券報告書を継続して提出しなければなりません。

公募債発行時の届出方法には、大きく分けて有価証券届出書を提出する方法と発行登録制度を利

用する方法があります。

有価証券届出書を提出する方法では、上記で説明したように、有価証券届出書を作成して財務局

へ提出します。しかし、この他にも、直近の有価証券報告書の写しを綴じ込む方法（組込方式）や直

近の有価証券報告書などを参照すべき旨を記載する方法（参照方式）といった方法もあります。

組込方式を利用するためには、１年間継続して有価証券報告書を提出していること（継続開示要件）

が必要です。また参照方法を利用するためには、上記の継続開示要件の他に、株式公開企業であ

り、また株式の売買金額や時価総額などが一定の基準を満たしている必要があります（周知性要件）。

一方、発行登録制度では、あらかじめ財務局に発行登録書を提出し、発行登録をしておけば、一定

期間内（1年または2年）の社債など有価証券の発行時には募集要項などを記載した発行登録追補

書類を提出するだけで、発行の度に有価証券届出書を提出する必要がありません。

一度、発行登録を行っておけば、1回当たりの社債の発行手続きはそれほど煩雑ではないため、臨

機応変に社債を発行することができます。また、証券会社の引受審査についても、有価証券届出書

方式の引受審査とは異なり、発行登録時に一度引受審査を受ければ、その後は主に有価証券報告

書や半期報告書などの継続審査書類を使用して審査が行われるため、引受審査が簡略化されます。

このようなメリットから、現在では発行登録制度を利用する方法が主流となっています（ただし、発行

登録制度を利用するためには、一定の資格要件を満たしている必要があります）。

また財務局への書類提出は発行時だけでなく、発行後も必要になります。社債の発行後は、①有価

証券報告書、②半期報告書、③臨時報告書を提出しなければなりません。このうち、臨時報告書と

は、社債や株式などの有価証券の募集・売出を外国において行う場合などに、その内容を記載した

書類のことです。

このように、公募債を発行する際には、各関係機関との契約コストのほかにも、届出書類の作成の手

間・コストなどがかかります。公募債を発行する企業はこれらの手間・コストも負担する必要があるの

です。
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図表 1-3 公募債発行のスケジュール例 （発行登録制度を利用した場合）

公募債発行のスケジュール

ここでは、公募債発行のスケジュールについて解説します。

図表1‐3は、発行登録制度を利用した場合の公募債発行スケジュールの一例です。

発行登録制度を利用する場合には、通常、発行登録の効力が発生（発行登録書提出の約1週間

後）するまでに、主幹事候補証券会社に対して引受審査資料を提供しておきます。

募集開始日の約2週間前には、主幹事証券会社及び幹事団、引受シ団各社、財務代理人（社債管

理会社）などの関係者を決定するともに、起債計画の概要を決定し、社債要項に記載する発行条件

などを仮決定します。社債要項とは、社債の発行条件などを詳細に記載した書類で、主幹事証券会

社や財務代理人（社債管理会社）などと記載内容を相談したうえで発行企業が作成します。その後、

取締役会を開いて社債の発行決議を行います。社債の発行には取締役会の決議が必要になること

は前述の通りです。

募集開始日の2～3日前になると、最終的な発行条件（利率、発行価格）を決定するために、主幹事

会社や引受シ団各社によって投資家への需要予測ヒアリングが実施されます。投資家からの需要を

を集計し、発行企業と交渉の上で最終的な発行条件が決定されます。発行条件が最終的に決定さ

れるのは通常、募集当日になります。

以上のように、公募債の発行作業の多くは、主幹事証券会社などの協力のもとに行います。

・主幹事候補証券会社へ引受審査資料を提出

・財務局に発行登録書を提出

・発行登録の効力発生

・格付けの取得

・起債計画の概要内定、主幹事証券会社、シ団各社、その他関係者などの決定

　　⇒　社債要項の内定

・取締役会発行決議　

　　⇒　社債要項をもとに諸契約書、発行登録追補書類の作成開始　

・主幹事証券会社による需要予測（投資家へのヒアリング）実施

・主幹事証券会社とシ団各社との間で発行条件協議

・発行企業と主幹事証券会社の間で発行条件決定

・発行登録追補書類提出

・資金調達

事前準備

14日前

2～3日前

募集開始日
・

申込期日

払込期日
（約9日後）

日
数
の
基
準
日

・シ団による投資家へのヒアリング実施

年2回

注 ① 上記はあくまで一般的な例　② 日数は営業日換算　③ 2003年夏季現在
償還日

・利息支払

・元本償還

Ⅲ 公募債
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格付けの取得

格付けとは、格付け会社が、社債などの元本・利息が期日に約束通り返済される確実性について評

価し、それを簡単な符号で表したものです。前述のように、格付けの取得には法的な義務はありませ

んが、公募債を発行する場合には、格付けの取得が不可欠になっています。

格付けのランクは、格付け会社により多少異なりますが、最も信用力の高いAAAからCまでに、＋－

等の符号を加えて20数段階あります。このうちBBB以上が一般に投資適格級、BB+ 以下が投機的

等級と呼ばれます。現状では、投資適格級以上を投資対象とする投資家が大半です。

社債格付けは、投資家が社債を購入する際の重要な投資判断材料になると同時に、社債発行時の

発行条件決定にも大きく影響します。社債の利率は、国債の利率などを基準とし、これにスプレッド

を上乗せする形で表現されます。個々の社債に付けられた国債とのスプレッド（上乗せ分）は、平均

すると社債格付けが高いほど、小さくなります。つまり、格付けが高い社債ほど低利で発行されてい

るのです。

また、格付けとはあくまで債務の返済の確実性（信用リスク）を表したものであり、企業の全体的な経

営能力を評価したものではないという点には留意しておく必要があります。

格付け会社が社債の格付けを決定する際に着目するのは、社債発行企業のキャッシュフロー、自己

資本、有利子負債、支払金利など、企業財務の安全性と収益性に関する点です。従って、新規投資

のために大規模な借入を行っていたり、また収益が向上するまで時間がかかるような投資を行ってい

たりするなどして現在の財務の安全性や収益性が良好でない場合には、将来的な成長可能性が大

きく、株価が上昇している新興企業などでも格付けは低くなることがあるのです。

なお格付け取得に必要な費用の目安は、30ページの図表1-2で説明した通り、発行登録制度を活

用した場合は、発行登録時に200万円程度、社債発行時に1銘柄当たり100万円程度必要です。ま

た、社債発行ごとに個別に格付けを取得する場合は、例えば、発行総額が100億円から200億円規

模のものであれば300万円程度必要になります。当然、これらの数字は目安に過ぎませんので、実

際には格付け会社や発行企業の状況などによって異なります。

図表 1-4 格付けランクの種類とランクごとのデフォルト率
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A

BBB

BB

B

CCC

CC

C

・・

投資適格級

投機的等級
（ハイ・イールド社債）

5年間平均累積デフォルト率
S&P　（1920 ～ 2000年）
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＜まとめ＞

公募債を発行する際には、証券会社・銀行などが大きな役割を果たします。

特に幹事証券会社は、引受審査から発行条件の決定、募集、引受と、公募債

の発行作業の中心的な役割を果たします。

公募債を発行する際には、有価証券届出書を財務局へ提出する必要がありま

す。ただし、発行登録制度を利用する場合には、一度、発行登録を行っておけ

ば、一定期間内（１年または２年）は、その都度有価証券届出書を提出すること

なく、公募際を発行することが出来ます。

また発行後も、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書などの継続開示書

類を提出する必要があります。

公募債の発行には格付けの取得が不可欠です。格付けとは、社債などの利

息・元本の支払の確実性を専門の格付け会社が評価したものです。格付けが

高いほど低金利で社債を発行できます。

図表 1-5 国内公募債の発行状況
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1 社債発行環境の変化

ここでは、本書のまとめとして社債発行環境の変化による中堅／中小企業への社

債発行の広がりについて解説します。

社債発行環境の変化

近年、社債発行を取り巻く環境は確実に変化してきています。

従来、社債には高い流動性があることが当然と考えられてきました。これまでは、株式公開企業が市

場において投資家を募って発行し、発行後も市場において投資家間で売買が行われる社債が主流

でした。従って、多数の投資家によって売買されるために、社債発行企業には高い知名度と信用力

が必要でした。

また、従来は社債発行には投資家保護のための厳しい規制がかけられてきました。代表的な規制が

1996年に撤廃された適債基準と財務制限条項設定義務です。適債基準とは、社債の発行を、一定

以上の純資産や格付けなどを備えた企業に制限してきた基準です。また財務制限条項とは、発行

企業に一定の財務内容の維持を義務付けてきました。このように従来は、投資家保護の観点から、

社債の発行は、一握りの優良企業に限られていました。

しかし近年、このような状況に変化が生まれてきています。近年、金融機関引受私募債や少人数私

募債など、私募債の発行が広がりを見せています。特定の投資家を対象として発行するこれらの私

募債では、発行後の流動性は決して高くありません。このことは、不特定多数を対象とする社債（公

募債）を発行するほどの知名度・信用力がない中堅／中小企業でも、特定の投資家に引受けてもら

うための基準を満たせば、社債発行による資金調達が可能となってきていることを意味しています。

さらに、上述したように、社債発行企業を制限してきた適債基準や財務制限条項設定義務が1996年

に撤廃されました。これによって、法的には全ての株式会社が社債を発行できるようになりました。ま

た、2000年には信用保証協会が、中堅／中小企業が銀行などに発行する社債に対して、引受銀行

と共同で保証を行う制度を開始しました。これを受けて社債を引受ける銀行が単独で保証を行う銀

行保証付私募債の発行も増えてきているようです。

このように、一部の大企業だけではなく、中堅／中小企業においても社債発行による資金調達の機

会が広がりつつあります。社債ですので、もちろん期日には償還する必要があります。従って、発行

時に現実性のある償還計画を立てることが前提となります。そのような前提の上で、資金調達多様化

の一環として社債を発行するという選択肢が現実味を帯びてきています。

終章 社債発行の広がり
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終章 社債発行のひろがり

図表 1-1 社債発行環境の変化
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