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題目 資産流動化スキームに係る規制の弾力化 

【意見の内容】 

ⅰ）項目 

III．国民の資産を有効に活用できる資産運用（より質が高く、安心

できる資産運用のための環境整備） 

(1) 資産流動化スキームに係る規制の弾力化 

ⅱ）意見の詳細 

 

特定目的会社関連 

 

1. 特定目的会社によるプロ私募社債の買入消却 

 

資産流動化法上の特定目的会社が金融商品取引法第二条に規定

する定義に関する内閣府令（以下「定義府令」という。）第 10

条第1項第23号ハの要件を満たさず適格機関投資家となってい

ない場合、適格機関投資家限定の転売制限が付された特定社債

については、発行者たる特定目的会社は適格機関投資家でない

ため、これを買い入れて消却することはできないと実務上解さ

れている（当局もそのような解釈によっているようである）。立

法上の手当てにより、適格機関投資家でない特定目的会社によ

る特定社債の買入消却を可能とすることが望まれる。 

 

2. 適格機関投資家の範囲 

 

特定目的会社が届出により適格機関投資家となるためには、特

定資産に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が 10

億円以上であることが必要である（定義府令第 10 条第 1項第

23 号ハ）とされている。よって、例えば、その特定資産が現物

不動産である特定目的会社は適格機関投資家となることはでき

ない。しかし、この例による場合、特定目的会社が不動産を引

当とする受益権を保有する場合と当該不動産そのものを所有す

る場合を比較してみるに、特定目的会社の投資に関する専門的

知識及び経験に大きな違いがあるとも思われないため、特定目

的会社についてはその特定資産の如何にかかわらず、届出によ

り適格機関投資家となることを可能とすることが望まれる。 

 

3. 特定目的会社の減税証明申請に係る手続の緩和化 

 

特定目的会社が締結した不動産売買契約書に基づき取得予定の
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不動産に関して登録免許税及び不動産取得税の減税措置（租税

特別措置法第 83 条の 2第 1項、地方税法附則第 11 条第 4項）

を受けるためには、財務局長の発行する減税証明書が必要であ

り、当該証明書には、特定目的会社が不動産を取得する日が記

載される（租税特別措置法施行規則第 31 条の 5第 1項）。当該

減税証明書の交付を申請するためには、不動産の所有権の取得

日を確認することができるものを添付することが要求されてい

る（事務ガイドライン 9A-6-1(2)①、9A-6-3(2)①）。そして、

実務上、かかる証明がなされた後に取得日が変更された場合、

新たな減税証明書の交付の申請が必要となっている。この点、

実務上行われることのある予定の変更にスムーズに対応できる

よう、取得日が変更された場合において、新たな減税証明申請

の提出は不要となるよう、取得日を証明書の記載事項としない

などの手当てを行うことが望まれる。 

 

4. 特定目的会社によるデリバティブ取引 

 

現在、通貨スワップ取引等のデリバティブ取引を特定目的会社

との間で行う場合、特定目的会社の特定資本金が 10 億円以上で

ある（金融商品取引法第 2条第 8項、金融商品取引法施行令第

1条の 8の 6第 1項第 2号イ、定義府令第 15 条第 1項第 4号、

「専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件」

第 2号参照）場合や、特定目的会社が適格機関投資家である（定

義府令第 15 条第 1項第 2号）場合などの一定の場合を除き、か

かる取引行為を業として行うことは金融商品取引業に該当し、

登録が必要であると解されている。この点、特定目的会社を相

手方とするデリバティブ取引を業として行うことを一律に（即

ち、上記のような一定の場合に限ることなく）金融商品取引業

から除外することが望まれる。 

 

5. 特定目的会社が特定資産の管理及び処分により得た金銭の使途

 

特定目的会社が特定資産の管理及び処分により金銭を受領した

場合に、当該金銭の使途が資産の流動化に関する法律（以下「資

産流動化法」という。）第 2条第 2項各号に定める行為に限定さ

れないことを明確化することが望まれる。 

 

金融商品取引法関連 
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6. 有価証券の引受け 

 

実務上、有価証券を取得させることを目的として当該有価証券

を取得することは、金融商品取引法第 2条第 6項第 1号に規定

する行為に該当し、有価証券の私募に際しかかる行為を行うこ

とは、有価証券の引受け（同条第 8項第 6号）に該当すると考

えられる。しかし、いわゆる第二項有価証券（同条第 2項）に

関し、予め特定の譲受人に有価証券を取得させることを目的と

して当該第二項有価証券を取得する行為については、立法によ

る手当てにより、かかる行為を業として行うことが金融商品取

引業に該当しないことを明確化することが望まれる。（特に、不

動産信託受益権等については、その必要性は高いと考えられ

る。） 

 

7. 不動産ノンリコースローン案件におけるレンダー等による契約

上の権利行使と業規制の関係 

 

不動産ノンリコースローン案件における貸付人等による契約上

の各種権限の行使と金融商品取引法上の業規制との関係が、以

下のとおり実務上問題になっている。 

 

① 一定の約束条項（コベナンツ）の違反時やテール期間1にお

ける貸付人による契約上の各種権限の行使（借入人（SPC）

に対する不動産信託受益権の売却指図、受託者宛指図の代理

行使等）は、投資助言・代理業又は投資運用業に該当するか。

 

② 契約上予め定められた事由が発生したことにより貸付人が

アセットマネージャー（AM）を更迭し、借入人（SPC）に代

わって新任AMを指名・選任させる行為が、「投資顧問契約又

は投資一任契約の締結の代理又は媒介」として投資助言・代

理業に該当するか。 

 

③ AMの倒産等によりAMが実質的に機能不全に陥った場合に、ロ

ーン自体は期限の利益を喪失しないまま、貸付人が緊急避難

的に受託者宛に信託不動産の（大規模）修繕等に係る指図を

                                                  
1 予定元本返済日から最終元本返済日までの期間を指す。この段階においては、期限の利益は未だ喪失されていない。（予

定元本返済日はあくまでも「予定」に過ぎず、その徒過自体が債務不履行を意味する訳ではない。） 
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行うことができる旨関連契約上定められることがあるが、か

かる貸付人による権利行使は、投資助言・代理業又は投資運

用業に該当するか。 

 

これらの貸付人等による契約上の各種権限の行使は、あくまで

も貸付人等の債権保全のために行われるものであって、他の投

資家のために為されるものとは言い難いことを踏まえ、立法に

よる手当て等により、かかる行為が金融商品取引業に該当しな

いことを明確化することが望まれる。 

 

8. 適格機関投資家の届出期間 

 

上記 2 とも関連するが、適格機関投資家の届出期間が現状、毎

年、1 月、4 月、7 月、10 月の 4 ヶ月間のみだが（定義府令第

10 条第 3 項）、これを常時可能とすることが望まれる。 

 

ⅲ）理由（必要性・

妥当性） 

 

特定目的会社関連 

 

1. 特定目的会社によるプロ私募社債の買入消却 

 

適格機関投資家でない特定目的会社による特定社債の買入消却

ができないが故に、特定社債の任意期限前弁済を行う場合には、

実務上、一定周期の利払日においてのみ任意期限前弁済が許容

されている場合も多いことや、振替社債のシステム上の償還ス

ケジュール登録期限（8営業日前）の制約も相俟って、リファ

イナンスが 100％確実でないにもかかわらず、相当程度前に期

限前償還通知や（場合により）資産流動化計画変更等の対応を

行わざるを得ず、既存特定社債のデフォルトリスクが発生して

しまっている。一方、買入消却は経済的には特定社債の期限前

弁済と同一の意味を有するに過ぎず、適格機関投資家限定私募

の対象となった特定社債を買入消却を実行するにあたり、当該

特定社債に関して発行開示が行われているか否かは重要性を持

たないものと考えられる。従って、かかる不要なリスクを排除

するため、立法により適格機関投資家でない特定目的会社によ

る特定社債の買入消却を可能とすることが望まれる。 

 

2. 適格機関投資家の範囲 
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特定資産が有価証券以外の資産である特定目的会社について

も、届出により適格機関投資家となることを可能とすることに

より、特定目的会社が取得することのできる資産の幅を広くし、

特定目的会社がより多くの投資手法を利用できるようにするこ

とが望まれる。 

 

3. 特定目的会社の減税証明申請に係る手続の緩和化 

 

実務上、減税証明申請の日以降、売買実行日が変更されること

はありうるが、減税証明申請を一旦提出してしまった後に減税

証明の内容の変更をできないため、売買実行日を変更する場合

には再度、減税証明申請を新たに提出しなければならず（従っ

て、そこから 10 日程度必要）、実務上不都合が生じている。 

 

4. 特定目的会社によるデリバティブ取引 

 

金融商品取引業の登録を受けていない者は、特定目的会社との

間でデリバティブ取引を行うことができないため、特に外国法

人が相手方となる場合、実務上、特定目的会社のデリバティブ

取引（特に店頭の金利又は通貨スワップ取引）の相手方が限定

されるという不都合が生じている。そもそも、特定目的会社の

特定資本金の金額や当該特定目的会社の資産対応証券の保有者

の知識経験と、当該特定目的会社を相手方とするデリバティブ

取引の金融商品取引業への該当性とは関連性が希薄であり、当

該特定目的会社の資産対応証券の保有者の保護については開示

規制その他で対応されるべきものと考えられる。 

  

5. 特定目的会社が特定資産の管理及び処分により得た金銭の使途

 

開発型案件等において、特定目的会社が建設会社等に対し請負

代金の支払義務を負うことがあるが、特定目的会社は特定資産

の売却取得金により請負代金を支払うことができないと一般的

に解されているようである（資産流動化法第 2条第 2項）。その

ため、請負代金を支払うに当たり、一度優先出資等を発行した

上で、その取得金により請負代金を弁済し、特定資産の売却取

得金をもって当該優先出資等を消却するという方法によるのが

一般的なようである。特定資産の売却取得金の使途が資産流動
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化法第 2条第 2項各号に定める行為に限定されるものではない

ことを明確化することにより、かかる迂遠な手続を省きたい。

また、かかる事例に限らず、特定資産の売却取得金により、特

定目的会社の諸経費等を支払に充てる必要は実務上往々にして

生じ得るのであり、特定資産の売却取得金の使途が資産流動化

法第 2条第 2項各号に定める行為に限定されるものではないこ

とを明確化するべきものと考える。 

 

金融商品取引法関連 

 

6. 有価証券の引受け 

 

実務上、不動産等の資産について、投資法人その他の 終取得

者となる投資主体への転売を見越しつつ、一時的に当該資産を

取得・保有するために、特別目的会社（SPC）が設立され、かか

る SPC が特定の転売先への転売を目的に（不動産）信託受益権

を購入することがしばしば行われるが、実務上、かかる行為が、

「有価証券の引受け」（金融商品取引法第 2条第 8項第 6号）に

該当し、金融商品取引業の登録を受けることを要するのではな

いかが問題とされている。（実務上、かかる SPC による購入行為

が「業として」行うものに該当することのないよう、反復継続

性を帯びさせないために、「一回の購入取引毎に、一つの SPC」

といった対応をとり、即ち、ある SPC が購入した信託受益権を

投資法人等に転売した後は、当該 SPC を清算することとし、当

該 SPC が他の同種取引を複数回行わないようにするケースも存

するようであるが、無視できないコスト・手間の要因になって

いることは否めない。） 

 

この点、購入する各有価証券毎に各転売先が特定しているので

あれば、対公衆性がないため「業として」に該当しないとも考

えられうるところである。また、その点を措くとしても、特に

不動産信託受益権の場合は、実務上は、ほぼ不動産自体の売買

に相当するものとして行われていること、不動産取引において

特定の譲受人への転売を見越した物件を取得することは実務上

頻繁に行われていること等を踏まえると、かかる取引が信託受

益権の売買の形態をとった途端に、金融商品取引法上の「有価

証券の引受け」に係る規律に服することになるのは、必ずしも

合理的な規制の有り様とは解されない。同法上、規制項目によ
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っては、第二項有価証券につき、第一項有価証券とは異なる規

律に従うこととされているものもあるが（例えば、開示規制等）、

「引受け」への該当性についても、第二項有価証券特有の取引

の実態を踏まえた取扱いによるのが合理的であるように思料さ

れる。 

 

以上を踏まえ、立法による手当てにより、第二項有価証券の私

募に際し特定の譲受人に第二項有価証券を取得させることを目

的として当該有価証券を取得する行為を業として行うことが金

融商品取引業に該当しないことを明確化することが望まれる。

（特に、不動産信託受益権等については、その必要性は高いと

考えられる。） 

 

7. 不動産ノンリコースローン案件における貸付人等による契約上

の権利行使と業規制の関係 

 

貸付人の債権保全・回収のためにローン契約等に基づく貸付人

の権限として定められた行為については、あくまでも貸付人の

債権保全のために執り行われるものであり、他者（借入人たる

SPC、SPC の背後に存する匿名組合員等）のために金融商品取引

業を執り行うものとは言い難い。（かかる考え方は、信託受益

権に係る質権実行に伴う売却の場合に顕著に妥当するが、これ

以外の場面でも、同様の整理が当てはまる余地があるように解

される。）この点に関する規律は必ずしも明確にされていない

ため、かかる貸付人による権限行使は、原則として、金融商品

取引業に当たらない旨の解釈を明確化することが望まれる。 

 

8. 適格機関投資家の届出期間 

 

適格機関投資家の届出期間が現状、毎年、1 月、4 月、7 月、10 月

の 4 ヶ月間のみに限定されていることにより、適格機関投資家

に係る金融商品取引法上の諸制度のタイムリーな利用ができ

ない場合が生じているため、これを常時可能とすることが望ま

れる。 

 

ⅳ）その他参考とな

る事項 
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題目 投資信託・投資法人法制の課題の把握・見直しの検討 

【意見の内容】 

ⅰ）項目 

Ⅲ. 国民の資産を有効に活用できる資産運用 

より質が高く、安心できる資産運用のための環境整備 

(2) 投資信託・投資法人法制の課題の把握・見直しの検討 

 

ⅱ）御意見の詳細 

1. 投資法人の導管性要件 

 

投資法人の導管性要件として、投資法人の発行をした投資口に

係る募集が主として国内において行われることが要件とされて

いるが（租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項第 1号ハ）、実務上、

発行毎に過半数が国内で募集されることと解釈されており、業

績の悪化したREITに対して資金提供が可能になる海外投資家の

資金提供を阻害しているため、発行毎ではなく累積で国内募集

要件を認めるべきである。なお、この点については金融庁の平

成 23 年度税制改正要望項目に含まれている。 

 

2. 譲渡所得の課税繰り延べ 

 

米国におけるアップリート（Umbrella Partnership REIT）制度を

日本においても導入し、優良な不動産物件を REIT に拠出しや

すくするために譲渡所得に対する課税を一定期間繰り延べる

ことを認めるべきである。 
 

3. 投資法人の裏付資産の多様化 

 

個人投資家のインフラ投資を促すべく、米国におけるモーゲー

ジ REIT のように、投資法人の裏付資産が、不動産担保融資や

不動産担保証券などの長期デット等、不動産又は不動産関連

資産に該当しない場合においても、投資法人の発行する投資

口及び社債について上場制度を導入すべきである。 
 

 


