一

目次

正

案

第一章～第四章

目次

金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成十六年法律第百二十八号）

改

協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する

第一章～第四章 （略）
第四章の二
特別措置（第三十四条の二―第三十四条の九）

第五章

（略）

（略）

現

行

預金保険機構の業務の特例等（第三十五条―第四十七条）

第五章

第六章～第八章

預金保険機構の業務の特例等（第三十五条―第四十七条）

第六章～第八章 （略）

第二条

附則

第二条

２ こ の 法律において「株式等」とは、株式、 劣後特約付社債（元利

附則

２ この法律において「株式等」とは、株式、劣後特約付社債（元利

金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって

（定義）

金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって

、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社

（定義）

、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社

債に該当するものをいう。）又は優先出資（協同組織金融機関の優

（略）

債に該当するものをいう。）又は優先出資（協同組織金融機関の優

先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号。第八条第一項にお

（略）

先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号。第八条第一項及び

いて「優先出資法」という。）に規定する優先出資をいう。以下同

（略）

第三十四条の六第一項において「優先出資法」という。）に規定す

３～８

じ。）をいう。

（略）

る優先出資をいう。以下同じ。）をいう。
３～８
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（株式等の引受け等に係る申込み）

（株式等の引受け等に係る申込み）

三十四条の二並びに預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）第

は、株式の引受けに限る。）に係る申込み（第十五条第一項及び第

う株式等の引受け等（当該金融機関等が銀行等である場合にあって

年三月三十一日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行

行持株会社等を除く。以下この章において同じ。）から平成二十四

十九条第一項、第百一条第一項及び第百五条第一項の規定によるも

金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）第五十九条第一項、第六

、株式の引受けに限る。）に係る申込み（第十五条第一項並びに預

株式等の引受け等（当該金融機関等が銀行等である場合にあっては

三月三十一日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う

行持株会社等を除く。以下この章において同じ。）から平成二十年

預金保険機構（以下「機構」という。）は、金融機関等（銀

五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項及び第百五条

のを除く。）を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と

第三条

第一項の規定によるものを除く。）を受けたときは、主務大臣に対

連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定

預金保険機構（以下「機構」という。）は、金融機関等（銀

し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等

を求めなければならない。

第三条

を行うかどうかの決定を求めなければならない。

及び第百五条第二項の規定によるものを除く。）を受けたときは、

預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項

実のために行う株式の引受けに係る申込み（第十五条第二項並びに

該銀行持株会社等の子会社（金融機関等に限る。）の自己資本の充

務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株

び第百五条第二項の規定によるものを除く。）を受けたときは、主

金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項及

のために行う株式の引受けに係る申込み（第十五条第二項並びに預

銀行持株会社等の子会社（金融機関等に限る。）の自己資本の充実

機構は、銀行持株会社等から平成二十年三月三十一日までに当該

主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る

式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。

機構は、銀行持株会社等から平成二十四年三月三十一日までに当 ２

株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。

（経営強化計画）

２

（経営強化計画）

金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申

込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対

第四条

込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対

象子会社（当該銀行持株会社等がその子会社（金融機関等に限る。

第四条 金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申

象子会社（当該銀行持株会社等がその子会社（金融機関等に限る。
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提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする

計画（経営の強化のための計画をいう。以下同じ。）を主務大臣に

ところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化

子会社をいう。以下この章において同じ。）は、主務省令で定める

）の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該

銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出

提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする

計画（経営の強化のための計画をいう。以下同じ。）を主務大臣に

ところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化

子会社をいう。以下この章において同じ。）は、主務省令で定める

）の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該

当該金融機関等又は対象子会社が基準適合金融機関等（銀行法

主務省令で定める基準に適合するものに限る。）

行持株会社等の経営管理責任を含む。）の明確化に関する事項（

い場合における経営責任（当該経営強化計画を連名で提出する銀

経営強化計画の終期において第二号に掲げる目標が達成されな

（略）

銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出

五

一～四

するものとする。

削除

（略）

するものとする。
一～四
五及び六

六

第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の

法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自

己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株

会社等をいう。以下同じ。）でないときは、次条第一項の規定に

よる決定を受けた場合における経営責任及び株主責任の明確化に

七 信用供与の円滑化その他の当該金融機関等又は対象子会社が主

関する事項（主務省令で定める基準に適合するものに限る。）
七 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融

として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策

（略）

機関等又は対象子会社が主として業務を行っている地域における

八～十

として主務省令で定めるもの
（略）

経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
八～十
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２

（略）

（株式等の引受け等の決定）

２

（略）

主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を

（株式等の引受け等の決定）
第五条

受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第

主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を

受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第

三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき

第五条

三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき

旨の決定をするものとする。
（略）

経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実

一・二

旨の決定をするものとする。
（略）

三

施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他

経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実

一・二
三

施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑

当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なもので

四・五

化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活

四・五

六 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等でな

あること。

六 経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等（銀

いとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当

性化のために適切なものであること。

行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する

該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行ってい

（略）

他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全

る地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令

（略）

な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行

で定める場合に該当すること。

七 経営強化計画を提出した金融機関等の経営基盤の安定のために

持株会社等をいう。以下同じ。）でないとき又は当該金融機関等
が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が当該
金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可
欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当するこ

削除

と。
七
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必要な措置として政令で定めるものが講じられていること。

七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。）が協

この項の規定による決定を受けて協定銀行（預金保険法附則第

定（第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第

七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。）が協

十 この項の規定による決定を受けて協定銀行（預金保険法附則第

（略）

定（第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第

四章までにおいて同じ。）の定めにより取得する株式等（次に掲

八・九

四章の二までにおいて同じ。）の定めにより取得する株式等（次

げるものを含む。）又は貸付債権につき、その処分をし、又は償

（略）

に掲げるものを含む。）又は貸付債権につき、その処分をし、又

還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合とし

八・九

は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

て政令で定める場合でないこと。

十

として政令で定める場合でないこと。

（略）
（略）

イ ・ロ
十一

（略）

（略）

（略）

２～６

イ・ロ
十一
（略）

（略）

主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受

第九条

（経営強化計画の変更）

２～６

（経営強化計画の変更）
（略）

主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受 ２

第九条
２

けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項

（略）

けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項

一・二

の規定による承認をするものとする。

（略）

の規定による承認をするものとする。
一・二

変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げ

る方 策の実施によ り当該地域における金融の円滑化が見込まれる

三

る方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する

ことその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適

変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げ

金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域におけ

切なものであること。

三

る経済の活性化のために適切なものであること。
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四・五
（略）

（略）

四・五
（略）

（略）

るまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、

貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受け

を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得

たものをいう。）の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等

よる承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受け

（第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定に

た銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画

よる決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行っ

定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定に

第十二条 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の

第四条第一項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項その他

るまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、

貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受け

を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得

たものをいう。）の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等

よる承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受け

（第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定に

た銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画

よる決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行っ

定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定に

第十二条 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の

３

第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他

主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に

３

主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に

提出して、その承認を受けなければ ならない。この場合において、

（経営強化計画の実施期間が終了した後の措置）

提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、

実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等

（経営強化計画の実施期間が終了した後の措置）

実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等

主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に

があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に ２

があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
２

掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

（略）

掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

一・二

をするものとする。
（略）

をするものとする。
一・二
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三

経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の

実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその

経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の
実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円

他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なもの

三

滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の

（略）

（略）

第十三条

（略）

（株式交換等の認可）

３～５

四

であること。

（略）

（略）

活性化のために適切なものであること。
四
３～５

（略）

（株式交換等の認可）
第十三 条

社等の対象子会社（次条第七項において準用する同条第三項の規定

けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会

式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受

条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株

行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五

による承認を受けた承継子会社（同条第七項に規定する承継子会社

社等の対象子会社（次条第七項において準用する同条第三項の規定

けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会

式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受

条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株

行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五

（略）

による承認を受けた承継子会社（同条第七項に規定する承継子会社

をいう。）を含む。）であるものは、その実施している経営強化計

２

をいう。）を含む。）であるものは、その実施している経営強化計

画（第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九

（略）

画（第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九

条第一項（次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。）

２

条第一項（次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。）

の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項（次項及び

発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を

の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項（次項及び

次条第十一項において準用する場合を含む。）の規定若しくは次条

発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を ３

次条第十一項において準用する場合を含む。）の規定若しくは次条

第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの

３

第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの
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の経営体制に係る部分を除く。）のほか、次に掲げる事項を記載し

載された事項（当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等

移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記

換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式

をいう。）に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交

げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければなら

の経営体制及び経営管理責任に係る部分を除く。）のほか、次に掲

載された事項（当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等

移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記

換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式

をいう。）に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交

（略）

ない。
一

（略）

（略）

定める基準に適合するものに限る。）

規定する会社の経営管理責任の明確化に関する事項（主務省令で

条第一項第二号に掲げる目標が達成されない場合における前号に

一

４

第十四 条

（略）

（合併等の認可）

三

経営強化計画の終期において当該経営強化計画に記載する第四

（略）

（略）

二

二

（削る）

（略）

た経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

４

（略）

（合併等の認可）
第十四条

（略）

２

（略）

た場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、

２

た場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、

当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第四条第

対象金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行っ

当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第四条第

一項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令

対象金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行っ ３

一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令

で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その

３

で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その
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４

承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に

４

承認を受けなければならない。

主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に

掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の

（略）

掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

三

一・二

をするものとする。

（略）

をするものとする。
一・二
経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の

実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその

三
実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円

他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なもの

（略）

（略）

滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の

５・６

四

であること。

（略）

（略）

活性化のために適切なものであること。
四
５・６

他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。）を含む。以下

の（承継子会社（この項において準用する第二項第一号に規定する

う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったも

認を受けた承継金融機関等を含む。）であって当該金融機関等が行

より株式等の引受け等を行った金融機関等（第三項の規定による承

子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに

行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象

この条において「対象子会社等」という。）のうち、経営強化計画

他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。）を含む。以下

の（承継子会社（この項において準用する第二項第一号に規定する

う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったも

認を受けた承継金融機関等を含む。）であって当該金融機関等が行

より株式等の引受け等を行った金融機関等（第三項の規定による承

子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに

行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象

前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀

この条において「対象子会社等」という。）のうち、経営強化計画

（第四条第一項、前条第三項（第十二項において準用する場合を含

７

（第四条第一項、前条第三項（第十二項において準用する場合を含

む。）若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項（

前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀

む。）若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項（

前条第四項（第十二項において準用する場合を含む。）、第十一項

７

前条第四項（第十二項において準用する場合を含む。）、第十一項
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る第三項の規定による承認を受けたものをいう。）を実施している

いて準用する場合を含む。）の規定若しくはこの項において準用す

おいて準用する場合を含む。）、第十一項及び第十二項の規定にお

受けた変更後のもの又は第十二条第一項（前条第四項（第十二項に

及び第十二項において準用する場合を含む。）の規定による承認を

ものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる

る第三項の規定による承認を受けたものをいう。）を実施している

いて準用する場合を含む。）の規定若しくはこの項において準用す

おいて準用する場合を含む。）、第十一項及び第十二項の規定にお

受けた変更後のもの又は第十二条第一項（前条第四項（第十二項に

及び第十二項において準用する場合を含む。）の規定による承認を

（略）

ものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる

（略）

規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と

（略）

承継子会社

規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と

（略）

承継金融機関等

読み替えるものとする。

（略）

第三項
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読み替えるものとする。

（略）

承継子会社

第四条第一項第一号か 第二項第一号に規定す

承継金融機関等

第四条第一項第一号か 第二項第一号に規定す

名で、第四条第一項第

ら第五号まで及び第七 る銀行持株会社等と連
号

（略）

一号から第五号まで及

（略）

一号から第四号まで及

（略）

び第七号

（略）

８・９

び第七号

名で、第四条第一項第

ら第四号まで及び第七 る銀行持株会社等と連
号

（略）

（略）

第三項

（略）

（略）

対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行
10

８・９

対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行
10

営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

営体制に係る部分を除く。）のほか、次に掲げる事項を記載した経

れた事項（当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経

り、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載さ

る経営強化計画をいう。）に代えて、主務省令で定めるところによ

対象子会社等は、その実施している経営強化計画（第七項に規定す

、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る

において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは

持株会社等が第八項の規定による認可を受けて合併等を行った場合

事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない

営体制及び経営管理責任に係る部分を除く。）のほか、次に掲げる

れた事項（当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経

り、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載さ

る経営強化計画をいう。）に代えて、主務省令で定めるところによ

対象子会社等は、その実施している経営強化計画（第七項に規定す

、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る

において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは

持株会社等が第八項の規定による認可を受けて合併等を行った場合

一

経営強化計画の終期において当該経営強化計画に記載する第四

（略）

。
一

二

三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関
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（略）

（削る）

条第一項第二号に掲げる目標が達成されない場合における当該他

の銀行持株会社等の経営管理責任の明確化に関する事項（主務省

令で定める基準に適合するものに限る。）
（略）

（略）

三

二

年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機

等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等（当該組織再編

機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から平成二十年

関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等（当該組織再

成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、

機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から平成二十四 第十五条

編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては

第十五条

（略）
12

・

11

（略）

（金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み）

12

・

（金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み）

11

受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引

編成の当事者が連名でするものに限る。）を受けたときは、主務大

及び次章において同じ。）である場合にあっては、当該金融組織再

部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章

合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全

き、当該金融組織再編成が特定組織再編成（金融組織再編成のうち

一項、第六十九条第一項及び第百一条第一項の規定によるものを除

、株式の引受けに限る。）に係る申込み（預金保険法第五十九条第

け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受

成の当事者が連名でするものに限る。）を受けたときは、主務大臣

び次章において同じ。）である場合にあっては、当該金融組織再編

の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及

併、事業の全部を承継させる会社分割、会社 分割による事業の全部

、当該金融組織再編成が特定組織再編成（金融組織再編成のうち合

項、第六十九条第一項及び第百一条第一項の規定によるものを除き

株式の引受けに限る。）に係る申込み（預金保険法第五十九条第一

の引受けに係る申込み（預金保険法第五十九条第一項、第六十九条

成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式

持株会社等から平成二十四年三月三十一日までに当該金融組織再編

一項及び第百一条第一項の規定によるものを除く。）を受けたとき

引受けに係る申込み（預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第

に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の

持株会社等から平成二十年三月三十一日までに当該金融組織再編成

機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行

第一項及び第百一条第一項の規定によるものを除く。）を受けたと

は、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当

機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行 ２

きは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、

該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければ

２

当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなけれ

（略）

（金融組織再編成に係る経営強化計画）

３・４

ならない。

（略）

ばならない。
３・４

（金融組織再編成に係る経営強化計画）

る組織再編成銀行持株会社等（前条第四項に規定する組織再編成銀

金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係

る組織再編成銀行持株会社等（前条第四項に規定する組織再編成銀

行持株会社等をいう。以下この章及び第五章において同じ。）が同

第十六条 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係 第十六条

行持株会社等をいう。以下この章及び第五章において同じ。）が同
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融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みを

らない。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金

掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければな

同じ。）は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に

同条第一項の申込みをする金融機関等を除く。以下この項において

転設立完全親会社となる銀行持株会社等の自己資本の充実のために

が株式移転である場合にあっては当該金融組織再編成により株式移

でない場合にあっては銀行持株会社等を除き、当該金融組織再編成

の当事者である金融機関等（当該金融組織再編成が特定組織再編成

条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成

するときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するもの

融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みを

らない。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金

掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければな

同じ。）は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に

同条第一項の申込みをする金融機関等を除く。以下この項において

転設立完全親会社となる銀行持株会社等の自己資本の充実のために

が株式移転である場合にあっては当該金融組織再編成により株式移

でない場合にあっては銀行持株会社等を除き、当該金融組織再編成

の当事者である金融機関等（当該金融組織再編成が特定組織再編成

条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成

当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株

（略）

するときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するもの

五

一～四

とする。
（略）

とする。
一～四

当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株

会社等が前条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げ

五

会社等が前条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げ

（略）

る事項
イ

経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成（主務

る事項
イ

ロ

（略）

（削る）

省令で定めるものに限る。）でないときは、当該経営強化計画

の終期において第二号に掲げる目標が達成されない場合におけ

る経営責任（当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社

等の経営管理責任を含む。）の明確化に関する事項（主務省令

で定める基準に適合するものに限る。）

- 13 -

当該金融機関等が基準適合金融機関等でないときは、次条第

成銀行持株会社等が他の金融機関等（新たに設立されるものを

融機関等（当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編

ロ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金

のために前条第一項又は第二項の申込みをする場合にあっては

融機関等（新たに設立されるものを含む。）の自己資本の充実

又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が他の金

ニ 信用供与の円滑化その他の当該金融機関等（当該金融機関等

ハ

含む。）の自己資本の充実のために前条第一項又は第二項の申

、当該他の金融機関等）及びその子会社等が主として業務を行

（削る）

一項の規定による決定を受けた場合における経営責任及び株主

責任の明確化に関する事項（主務省令で定める基準に適合する

込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等）及びその子

っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省

ものに限る。）

会社等が主として業務を行って いる地域における経済 の活性化

２ 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織

再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合

２ 金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織

（略）

令で定めるも の
ホ・ヘ

再編成銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合

には、次に掲げる金融機関等は、主務省令で定めるところにより、

（略）

に資する方策として主務省令で定めるもの
ハ・ニ

には、次に掲げる金融機関等は、主務省令で定めるところにより、

機構を通じて、前項第一号から第四号まで及び第五号（ロからニま

（略）

機構を通じて、前項第一号から第四号まで及び第五号（ロを除く。

でを除く。）に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した経営

六

）に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した経営強化計画を

強化計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において

（略）

主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該金融

、当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の

六

機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第二項の申込みをす

申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出

（略）

るときは、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で提出するものと

一・二

するものとする。
（略）

す る。
一・二

- 14 -

３～５

（略）

（金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等）
主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営

３～５

（略）

主務大臣は、前条第一項から第三項までの規定により経営

（金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等）
第十七条

強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当す

第十七条
強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当す

る場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の

（略）

る場合に限り、第十五条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の

一～三

引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

（略）

引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一～三

て同じ。）が基本計画提出金融機関等（前条第一項前段の規定に

で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条におい

より同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。

て同じ。）が基本計画提出金融機関等（前条第一項前段の規定に

で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。以下この条におい

経営強化計画を提出した金融機関等（当該経営強化計画を連名

より同項に規定する経営強化計画を提出した金融機関等をいう。

以下この章において同じ。）であって、当該金融機関等又は当該

四

以下この章において同じ。）であって、当該金融機関等又は当該

金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又

経営強化計画を提出した金融機関等（当該経営強化計画を連名

金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第十五条第一項又

は第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するもので

四

は第二項の申込みをしたときは、次のいずれにも適合するもので

あること。

経営強化計画に記載された前条第一項第五号ニに掲げる方策

の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれること

イ

の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融

その他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切

経営強化計画に記載された前条第一項第五号ロに掲げる方策

あること。
イ

の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における

なものであること。
（略）

経済の活性化のために適切なものであること。

ロ～ニ

（略）

ロ～ニ

ホ

経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成（主務

（削る）

省令で定めるものに限る。）でないときは、当該経営強化計画
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（略）
（略）

（略）

ホ・ヘ
五～ 八
２～８

を提出した金融機関等の経営基盤の安定のために必要な措置と

して政令で定めるものが講じられていること。
（略）
（略）
（略）

ヘ・ト
五～八
２～８

第十九条

（金融組織再編成に係る経営強化計画の変更）

第十九条

２ 前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ホ

（金融組織再編成に係る経営強化計画の変更）

２ 前項の規定による経営強化計画の変更が第十六条第一項第五号ハ

又はヘに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出

（略）

又はニに掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該計画提出

金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求め

（第十七条第一項の規定による決定（第一項の規定による承認を含
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（略）

金融機関等は、機構を通じて、変更後の経営強化計画の承認を求め

なけれ ば ならない 。

主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を

なければならない。
３

受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからホまで、第五

主務大臣は、第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を
受けたときは、第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五

号、第六号イ、ロ及びニ（ を除く。）並びに第九号に掲げる要件

（第十七条第一項の規定による決定（第一項の規定による承認を含

む。以下この章において同じ。）を受けて協定銀行が協定の定めに

３

を除く。）並びに第九号に掲げる要件

む。以下この章において同じ。）を受けて協定銀行が協定の定めに

より株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更であ

号、第六号イ、ロ及びニ（

より株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更であ

に掲げる要件を除く。）のすべてに該当する場合に限り、

第一項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画

及びニ

第一項の規定による承認をするものとする。ただし、経営強化計画

の変更が第十六条第一項第五号ホ又はヘに掲げる事項の変更に係る

に掲げる要件を除く。）のすべてに該当する場合に限り、

の変更が第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る

(1)

ものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件のすべてに

及びニ

る場合にあっては、第四号ロからホまで、第五号ロ並びに第六号ロ

(2)

る場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ

(2)

ものであるときは、第一号から第九号までに掲げる要件のすべてに

(1)

該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による

（略）

該当する場合に限り、財務大臣の同意を得て、第一項の規定による

一～三

承認を行うことができる。

（略）

承認を行うことができる。
一～三

含む。以下この章において同じ。）であって、当該計画提出金融

する経営強化計画に係るものに限る。）を提出した金融機関等を

合を含む。）の規定により経営強化計画（第十六条第一項に規定

画提出金融機関等（第十七条第七項（第五項において準用する場

機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会

含む。以下この章において同じ。）であって、当該計画提出金融

する経営強化計画に係るものに限る。）を提出した金融機関等を

合を含む。）の規定により経営強化計画（第十六条第一項に規定

画提出金融機関等（第十七条第七項（第五項において準用する場

変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計

機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会

社等が第十五条第一項若しくは第二項の申込みをしたもの又は第

四

社等が第十五条第一項若しくは第二項の申込みをしたもの又は第

十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに

変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等が基本計

十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに

より株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれに

四

より株式等の引受け等を行ったものであるときは、次のいずれに

変更後の経営強化計画に記載された第十六条第五号ニに掲げ

も適合するものであること。
イ

る方策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれ

変更後の経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロ

も適合するものであること。
イ

に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者

ることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のため

変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編

（略）

に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該

ホ

ロ～ニ

に適切なものであること。

（略）

地域における経済の活性化のために適切なものであること。
ロ～ニ
（削る）

成（主務省令で定めるものに限る。）でないときは、当該変更

後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等の経営基盤の

安定のために必要な措置として政令で定めるものが講じられて
いること。
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ホ・ヘ
五～ 九

（略）
（略）

（略）
（略）

（略）

ヘ・ト
五～九
４・５

（金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の

（略）

（金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の

措置）

４・５

措置 ）

の他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大

一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項そ

に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第

全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間

は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の

のをいう。）の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又

承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたも

含む。）の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による

若しくは第十七条第七項（第十九条第五項において準用する場合を

合に限る。）は、その実施している経営強化計画（第十六条第一項

定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場

成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協

該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編

っては、当該事項を含む。）その他主務省令で定める事項を記載し

当該経営強化計画に同号ロに掲げる事項が記載されている場合にあ

一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びニに掲げる事項（

に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第

全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間

は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の

のをいう。）の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又

承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたも

含む。）の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による

若しくは第十七条第七項（第十九条第五項において準用する場合を

合に限る。）は、その実施している経営強化計画（第十六条第一項

定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場

成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協

該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編

基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等（当

臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合におい

た経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなけ

基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等（当 第二十二条

て、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会

ればならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計

第二十二条

社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとす
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る。

主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に

画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会

主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に

社等と連名で提出するものとする。
２

掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

２
掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

（略）

をするものとする。
一・二

をするものとする。
（略）

経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ニに掲げる方

策の実施により当該地域における金融の円滑化が見込まれること

三

策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融

その他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切な

経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方

一・二
三

の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経

（略）
（略）

第二十三条

（略）

（組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等）

３・４

四

ものであること。

（略）

（略）

済の活性化のために適切なものであること。
四
３・４

（略）

（組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等）
第二十三条

（略）

式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその

２

式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその

子会社である計画提出金融機関等（次条第六項に規定する承継組織

（略）

子会社である計画提出金融機関等（次条第六項に規定する承継組織

再編成子会社を含む。次項において同じ。）であって、経営強化計

２

再編成子会社を含む。次項において同じ。）であって、経営強化計

画（第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七

発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株

画（第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七

項（これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。

発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株 ３

項（これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。

）若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項（第

３

）若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項（第
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ければなら な い。

か、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しな

名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。）のほ

、当該旧経営強化計画に記載された事項（当該旧経営強化計画を連

完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で

、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換

ものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより

以下この項において「旧経営強化計画」という。）を実施している

おいて準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。

一項において準用する場合を含む。）の規定若しくは次条第六項に

る承認を受けた変更後のもの又は前条第一項（第五項及び次条第十

五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。）の規定によ

務大臣に提出しなければならない。

分を除く。）のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主

名で提出した銀行持株会社等の経営体制及び経営管理責任に係る部

、当該旧経営強化計画に記載された事項（当該旧経営強化計画を連

完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で

、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換

ものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより

以下この項において「旧経営強化計画」という。）を実施している

おいて準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。

一項において準用する場合を含む。）の規定若しくは次条第六項に

る承認を受けた変更後のもの又は前条第一項（第五項及び次条第十

五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。）の規定によ

（略）

一

（略）

（略）

務省令で定める基準に適合するものに限る。）

る前号に規定する会社の経営管理責任の明確化に関する事項（主

画に記載する同項第二号に掲げる目標が達成されない場合におけ

されているときは、経営強化計画の終期において当該経営強化計

一

三

二 旧経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる事項が記載

（略）

（削る）

二

５ 第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営

４

強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第

（略）

５ 第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営

４

強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第

十九条第一項、第三項（ただし書を除く。）及び第五項の規定は当

（略）

十九条第一項、第三項（ただし書を除く。）及び第五項の規定は当
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の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄

含む。）について、それぞれ準用する。この場合において、次の表

この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを

）について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画（

の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。

承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項

該経営強化計画（この項において準用する同条第一項の規定による

に掲げる字句と読み替えるものとする。

の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄

含む。）について、それぞれ準用する。この場合において、次の表

この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを

）について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画（

の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。

承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項

該経営強化計画（この項において準用する同条第一項の規定による

（略）

に掲げる字句と読み替えるものとする 。

（略）

（略）

（略）

認を含む。以下この章

第一項の規定による承

項の規定による決定（

る要件（第十七条第一

）並びに第九号に掲げ

において同じ。）を受

認を含む。以下この章

第一項の規定による承

項の規定による決定 （

る要件（第十七条第一

）並びに第九号に掲げ
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（略）

（略）

第十九条第三項 、第四号イからホまで 及び第七号から第九号

、第五号、第六号イ、 までに掲げる要件

第十九条第三項 、第四号イからニまで 及び第七号から第九号
、第五号、第六号イ、 までに掲げる要件

ロ及びニ（ を除く。

において同じ。）を受

けて協定銀行が協定の

を除く。

けて協定銀行が協定の

定めにより株式等の引

ロ及びニ（

定めにより株式等の引

受け等を行った後にお

(2)

受け等を行った後にお

(2)

更である場合にあって

ける経営強化計画の変

は、第四号ロからホま

更である場合にあって

ける経営強化計画の変

に掲げ

は、第四号ロからニま

六号ロ及びニ

で、第五号ロ並びに第

に掲げ

で、第五号ロ並びに第
六号ロ及びニ

る要件を除く。）

あると認められる場

受けることが困難で

償還若しくは返済を

その処分をし、又は

る貸付債権につき、

の定めにより取得す

又は協定銀行が協定

より取得する株式等

銀行が協定の定めに

る承認を受けて協定

ける経済の活性化の

方策が当該地域にお

れることその他当該

融の円滑 化が見込ま

の事業者に対する金

域における中小規模

の実施により当該地

るときは、当該方策

方策が記載されてい

項第五号ロに掲げる

計画に第十六条第一

合として政令で定め

あると認められる場

受けることが困難で

償還若しくは返済を

その処分をし、又は

る貸付債権につき、

の定めにより取得す

又は協定銀行が協定

より取得する株式等

銀行が協定の定めに

る承認を受けて協定

適切なものであるこ

済 の活性化のために

当該地域における経

とその他当該方策が

滑化が見込まれるこ

域における金融の円

の実施により当該地

るときは、当該方策

方策が記載されてい

項第五号ニに掲げる

計画に第十六条第一

七 この項の規定によ 七 変更後の経営強化

る要件を除く。）

変更後の経営強化

合として政令で定め

と。

変更後の経営強化

る場合でないこと。

変更後の経営強化 八

ために適切なもので

変更後の経営強化

あること。

変更後の経営強化 八

八

る場合でないこと。

七 この項の規定によ 七

(1)

八
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(1)

提出金融機関等によ

計画を提出した計画
項第五号ロに掲げる

計画に第十六条第一

提出金融機関等によ

計画を提出した計画

項第五号ニに掲げる

計画に第十六条第一

更後の経営強化計画

方策が記載されてい

更後の経営強化計画

の実施により当該計

り適切に資産の査定

の実施により当該計

画提出金融機関等又

方策が記載されてい

画提出金融機関等又

はその子会社等が業

り適切に 資産の査定

はその子会社等が業

務を行っている地域

ないときは、当該変

務を行っている地域

における金融の円滑

がされていること。

における金融の円滑

が阻害されないこと

ないときは、当該変

が阻害されないこと

。

がされていること。

。

（略）

（略）

（略）

等である計画提出金融 定により経営強化計画

（略）

等である計画提出金融 定により経営強化計画

機関等（当該計画提出 （第十六条第一項第五

（略）

機関等（当該計画提出 （第十六条第一項第五

金融機関等又は当該計 号ニに掲げる方策を記

（略）

金融機関等又は当該計 号ロに掲げる方策を記

画提出金融機関等に係 載したものに限る。）

基本計画提出金融機関 第二十三条第三項の規

画提出金融機関等に係 載したものに限る。）

る組織再編成銀行持株 を提出した計画提出金

前条第一項

る組織再編成銀行持株 を提出した計画提出金

会社等が、第十七条第 融機関等は

基本計画提出金融機関 第二十三条第三項の規

会社等が、第十七条第 融機関等は

一項の規定による決定

前条第一項

一項の規定による決定
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前条第三項

）は

のである場合に限る。

の引受け等を行ったも

定の定めにより株式等

を受けて協定銀行が協

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強

）は

のである場合に限る。

の引受け等を行ったも

定の定めにより株式等

を受けて協定銀行が協

第一項の規定による決

定を受けて協定の定め

第一項の規定による決

化計画に係る第十七条

定を受けて協定の定め

により株式等の引受け

出金融機関等

により株式等の引受け

等を行った組織再編成

化計画に係る第十七条

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強
出金融機関 等

等を行った組織再編成

金融機関等

会社等が、第十七条第 画を提出した計画提出

る組織再編成銀行持株 を除く。）又は経営計

画提出金融機関等に係 る方策を記載したもの

金融機関等又は当該計 第一項第五号ロに掲げ

機関等（当該計画提出 営強化計画（第十六条

等でない計画提出金融 第四項の規定により経

一項の規定による決定 金融機関等は

会社等が、第十七条第 画を提出した計画提出

る組織再編成銀行持株 を除く。）又は経営計

画提出金融機関等に係 る方策を記載したもの

金融機関等又は当該計 第一項第五号ニに掲げ

機関等（当該計画提出 営強化計画（第十六条

等でない計画提出金融 第四項の規定により経

基本計画提出金融機関 第二十三条第三項又は

金融機関等

前条第三項

一項の規定による決定 金融機関等は

を受けて協定銀行が協

基本計画提出金融機関 第二十三条第三項又は

を受けて協定銀行が協
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）は

のである場合に限る。

の引受け等を行ったも

定の定めにより株式等

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強

）は

のである場合に限る。

の引受け等を行ったも

定の定めにより株式等

規定による決定を受け

係る第十七条第一項の

て協定の定めにより株

規定による決定を受け

係る第十七条第一項の

化計画又は経営計画に

て協定の定めにより株

式等の引受け等を行っ

出金融機関等

式等の引受け等を行っ

た組織再編成金融機関

化計画又は経営計画に

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強
出金融機関等

た組織再編成金融機関

等

（組織再編成金融機関等の合併等の認可等）

等

（組織再編成金融機関等の合併等の認可等）

（略）
（略）

第二十四条
２

（略）

（略）

第二十四条
２

成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場

前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編

成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場

合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があると

３

合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があると

きは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところ

前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象組織再編

きは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるところ

により、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲

３

により、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲
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項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受け

る場合にあっては、当該方策を含む。）その他主務省令で定める事

げる事項（当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されてい

を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けな

る場合にあっては当該方策を含む。）その他主務省令で定める事項

る場合にあっては当該事項を、同号ニに掲げる方策が記載されてい

げる事項（当該経営強化計画に同号ロに掲げる事項が記載されてい

４

主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に

ければならない。

なければならない。

主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に

掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

４
掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項の規定による承認

（略）

経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載さ

一・二

をするものとする。

（略）

をするものとする。
一・二

三

れているときは、当該方策の実施により当該地域における金融の

経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載さ

れているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規

円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済

三

模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方

の活性化のために適切なものであること。

経営強化計画に第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載さ

策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであるこ
と。

四

れていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織

経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載さ

れていないときは、当該経営強化計画の実施により当該承継組織

再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域にお

四

再編成金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域にお

（略）
（略）

対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は

５～８

五

ける金融の円滑が阻害されないこと。

（略）

（略）

ける金融の円滑が阻害されないこと。
五
５～８

９

組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受け

対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等又は
組織再編成後発行銀行持株会社等が第七項の規定による認可を受け

て合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持

９

て合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持
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しなければならない。

のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出

を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。）

名で、当該旧経営強化計画に記載された事項（当該旧経営強化計画

て、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連

化計画」という。）を実施しているものは、旧経営強化計画に代え

、第六項に規定する経営強化計画（以下この項において「旧経営強

編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって

株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再

を主務大臣に提出しなければならない。

る部分を除く。）のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画

を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制及び経営管理責任に係

名で、当該旧経営強化計画に記載された事項（当該旧経営強化計画

て、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連

化計画」という。）を実施しているものは、旧経営強化計画に代え

、第六項に規定する経営強化計画（以下この項において「旧経営強

編成後発行銀行持株会社等に係る対象組織再編成子会社等であって

株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織再

（略）

一

（略）

一

（略）

（主務省令で定める基準に適合するものに限る。）

る当該他の銀行持株会社等の経営管理責任の明確化に関する事項

画に記載する同項第二号に掲げる目標が達成されない場合におけ

されているときは、経営強化計画の終期において当該経営強化計

二 旧経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる事項が記載

三
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（削る）

（略）

を含む。以下この項において同じ。）の規定による承認をした場合

二

を含む。以下この項において同じ。）の規定による承認をした場合

における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項

（略）

における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項

（第六項において準用する場合を含む。）の規定により提出を受け

（略）

（第六項において準用する場合を含む。）の規定により提出を受け

た経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第

第六条の規定は主務大臣が第三項（第六項において準用する場合

た経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第

五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を

11 10

第六条の規定は主務大臣が第三項（第六項において準用する場合

五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を

11 10

同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替

れぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中

承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、そ

提出した銀行持株会社等を含む。）について、第二十二条の規定は

該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で

の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社（当

関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条

る同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機

）及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合におけ

受けた場合について、第十九条第一項、第三項（ただし書を除く。

同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替

れぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中

承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、そ

提出した銀行持株会社等を含む。）について、第二十二条の規定は

該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で

の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社（当

関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条

る同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機

）及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合におけ

受けた場合について、第十九条第一項、第三項（ただし書を除く。

（略）

えるものとする。

（略）

る要件（第十七条第一

）並びに第九号に掲げ

項の規定による決定（

る要件（第十七条第 一

）並びに第九号に掲げ
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えるものとする。

（略）

（略）

（略）

（略）

第十九条第三項 、第四号イからホまで 及び第七号から第九号

、第五号、第六号イ、 までに掲げる要件

第十九条第三項 、第四号イからニまで 及び第七号から第九号
、第五号、第六号イ、 までに掲げる要件

ロ及びニ（ を除く。

項の規定による決定（

第一項の規定による承

を除く。

第一項の規定による承

認を含む。以下この章

ロ及びニ（

認を含む。以下この章

において同じ。）を受

(2)

において同じ。）を受

(2)

更である場合にあって

ける経営強化計画の変

受け等を行った後にお

定めにより株式等の引

けて協定銀行が協定の

は、第四号ロからホま

更である場合にあって

ける経営強化計画の変

受け等を行った後にお

定めにより株式等の引

けて協定銀行が協定の

に掲げ

は、第四号ロからニま

六号ロ及びニ

で、第五号ロ並びに第

に掲げ

で、第五号ロ並びに第
六号ロ及びニ

る要件を除く。）

あると認められる場

受けることが困難で

償還若しくは返済を

その処分をし、又は

る貸付債権につき、

の定めにより取得す

又は協定銀行が協定

より取得する株式等

銀行が協定の定めに

る承認を受けて協定

ける経済の活性化の

方策が当該地域にお

れることその他当該

融の円滑化が見込ま

の事業者に対する金

域における中小規模

の実施により当該地

るときは、当該方策

方策が記載されてい

項第五号ロに掲げる

計画に第十六条第一

る場合でないこと。

合として政令で定め

あると認められる場

受けることが困難で

償還若しくは返済を

その処分をし、又は

る貸付債権につき、

の定めにより取得す

又は協定銀行が協定

より取得する株式等

銀行が協定の定めに

る承認を受けて協定

と。

適切なものであるこ

済の活性化のために

当該地域における経

とその他当該方策が

滑化が見込まれるこ

域における金融の円

の実施により当該地

るときは、当該方策

方策が記載されてい

項第五号ニに掲げる

計画に第十六条第一

七 この項の規定によ 七 変更後の経営強化

る要件を除く。）

変更後の経営強化

合として政令で定め

ために適切なもので

七 この項の規定によ 七

(1)

る場合でないこと。
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(1)

あること。

八

変更後の経営強化 八

変更後の経営強化

計画に第十六条第一

変更後の経営強化

計画を提出した計画

変更後の経営強化 八
計画に第十六条第一

項第五号ニに掲げる

八
計画を提出した計画

提出金融機関等によ

更後の経営強化計画

項第五号ロに掲げる

更後の経営強化計画

の実施により当該承

提出金融機関等によ

の実施により当該承

継組織再編成金融機

方策が記載されてい

継組織再編成金融機

関等若しくは承継組

り適切に資産の査定

関等若しくは承継組

織再編成子会社又は

方策が記載されてい

織再編成子会社又は

これらの子会社等が

り適切に 資産の査定

これらの子会社等が

業務を行っている地

ないときは、当該変

業務を行っている地

域における金融の円

がされていること。

域における金融の円

滑が阻害されないこ

ないときは、当該変

滑が阻害されないこ

と。

条第六項において準用

する場合を含む。）の

等である
する場合を含む。）の

規定による承認を受け

項

規定による承認を受け

た経営強化計画（第十

条第六項において準用

第二十二条第一 基本計画提出金融機関 第二十四条第三項（同

と。

がされていること。

等である

第二十二条第一 基本計画提出金融機関 第二十四条第三項（同
項

た経営強化計画（第十
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第十六条第一項若しく 第二十四条第三項（同

六条第一項第五号ニに

第十六条第一項若しく 第二十四条第三項（同

は第十七条第七項（第 条第六項において準用

六条第一項第五号ロに

は第十七条第七項（第 条第六項において準用

十九条第五項において する場合を含む。）の

掲げる方策を記載した

十九条第五項において する場合を含む。）の

準用する場合を含む。 規定若しくは同条第十

掲げる方策を記載した

準用する場合を含む。 規定若しくは同条第十

）の規定により提出し 一項において準用する

ものに限る。）を提出

）の規定により提出し 一項において準用する

た も の 、 第 十 九 条 第 一 第二十二条第一項の規

ものに限る。）を提出

たもの、第十九条第一 第二十二条第一項の規

項の規定による承認を 定による承認を受けた

した

項の規定による承認を 定 に よ る 承 認 を 受 け た

受けた変更後のもの又 もの又は第二十四条第

した

受けた変更後のもの又 もの又は第二十四条第

はこの項の規定による 十一項において準用す

る第十九条第一項の規

定による承認を受けた

承認を受けたもの
定による承認を受けた

変更後のもの

る第十九条第一項の規

はこの項の規定による 十一項において準用す
承認を受けたもの

変更後のもの

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強

第一項の規定による決

化計画に係る第十七条
第一項の規定による決

定を受けて協定の定め

出金融機関等

定を受けて協定の定め

により株式等の引受け

化計画に係る第十七条

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強
出金融機関等

により株式等の引受け
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等でない

金融機関等

等を行った組織再編成

金融機関等

等を行った組織再編成

第二十二条第三 基本計画提出金融機関 第二十四条第三項（同

合を含む。）の規定に

項において準用する場

同条第三項（同条第六

により経営強化計画（

場合を含む。）の規定

六項において準用する

は同条第五項（同条第

する場合を含む。）又

よる承認を受けたもの

合を含む 。）の規 定に

項において準用する場

同条第三項（同条第六

により経営強化計画（

場合を含む。）の規定

六項において準用する

は同条第五項（同条第

する場合を含む。）又

条第六項において準用

よる承認を受けたもの

に限り、第十六条第 一

等でない

に限り、第十六条第一

項第五号ニに掲げる方

項

項第五号ロに掲げる方

策を記載したものを除

条第六項において準用

第二十二条第三 基本計画提出金融機関 第二十四条第三項（同
項

策を記載したものを除

く。）又は経営計画を

経営強化計画（第十六 経営強化計画等（経営

く。）又は経営計画を

経営強化計画（第十六 経営強化計画等（経営

条第二項若しくは第三 強化計画（第二十四条

提出した

条第二項若しくは第三 強化計画（第二十四条

項若しくは第十七条第 第三項（同条第六項に

提出した

項若しくは第十七条第 第三項（同条第六項に
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り提出した経営計画を 認を受けた変更後のも

い、この項の規定によ 第一項の規定による承

けた変更後のものをい いて準用する第十九条

の規定による承認を受 二十四条第十一項にお

の又は第十九条第一項 認を受けたもの又は第

規定により提出したも 第一項の規定による承

する場合を含む。）の て準用する第二十二条

条第五項において準用 は同条第十一項におい

これらの規定を第十九 含む。）の規定若しく

六項若しくは第七項（ おいて準用する場合を

含む。以下この項にお のをいう。）又は経営

り提出した経営計画を 認を受けた変更後のも

い、この項の規定によ 第一項の規定による承

けた変更後のものをい いて準用する第十九条

の規定による承認を受 二十四条第十一項にお

の又は第十九条第一項 認を受けたもの又は第

規定により提出したも 第一項の規定による承

する場合を含む。）の て準用する第二十二条

条第五項において準用 は同条第十一項におい

これらの規定を第十九 含む。）の規定若しく

六項若しくは第七項（ おいて準用する場合を

る第二十二条第三項の

十一項において準用す

。）の規定又は同条第

て準用する場合を含む

項（同条第六項におい

規定により提出したも

る第二十二条第三項の

十一項において準用す

。）の規定又は同条第

て準用する場合を含む

項（同条第六項におい

計画（第二十四条第五

規定により 提 出したも

のをいう。）をいう。

いて同じ。）

のをいう。） をいう。

以下この項において同

計画（第二十四条第五

含む。以下この項にお のをいう。）又は経営
いて同じ。）

以下この項において同

じ。）

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強

じ。）

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強
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出金融機関等

当該経営強化計画

条第一項の規定による

決定を受けて協定の定

条第一項の規定による

化計画等に係る第十七

決定を受けて協定の 定

めにより株式等の引受

出金融機関等

めにより株式等の引受

け等を行った組織再編

化計画等に係る第十七

け等を行った組織再編

当該経営強化計画等

成金融機関等

当該経営強化計画

成金 融機関等

当該経営強化計画等

社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上

等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会

継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式

の規定により提出されたものを含む。）について、前条の規定は承

営強化計画又は当該経営計画（この項において準用する同条第三項

て同じ。）について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経

条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項におい

る承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二

当該経営強化計画（この項において準用する同条第一項の規定によ

第十九条第一項、第三項（ただし書を除く。）及び第五項の規定は

強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、

欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲

社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上

等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会

継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式

の規定により提出されたものを含む。）について、前条の規定は承

営強化計画又は当該経営計画（この項において準用する同条第三項

て同じ。）について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経

条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項におい

る承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二

当該経営強化計画（この項において準用する同条第一項の規定によ

第十九条第一項、第三項（ただし書を除く。）及び第五項の規定は

強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、

第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営

欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲

げる字句と読み替えるものとする。
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第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営

げる字句と読み替えるものとする。

12

12

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

、第五号、第六号イ、 までに掲げる要件

第十九条第三項 、第四号イからホまで 及び第七号から第九号

、第五号、第六号イ、 までに掲げる要件

ロ及びニ（ を除く。

第十九条第三項 、第四号イからニまで 及び第七号から第九号

ロ及びニ（ を除く。

は、第四号ロからニま

更である場合にあって

ける経営強化計画の変

受け等を行った後にお

定めにより株式等の引

けて協定銀行が協定の

において同じ。）を受

認を含む。以下この章

第一項の規定による承

項の規定による決定（

る要件（第十七条第一

）並びに第九号に掲げ

で、第五号ロ並びに第

は、第四号ロからホま

更である場合にあって

ける経営強化計画の変

受け等を行った後にお

定めにより株式等 の引

けて協定銀行が協定の

において同じ。）を受

認を含む。以下この章

第一項の規定による承

項の規定による決定（

る要件（第十七条第一

）並びに第九号に掲げ

に掲げ

る要件を除く。）

六号ロ及びニ
る要件を除く。）

七 この項の規定によ 七 変更後の経営強化

に掲げ

七 この項の規定によ 七 変更後の経営強化

六号ロ及びニ

で、第五号ロ並びに第

(2)

(1)
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(2)

(1)

る場合でないこと。

合として政令で定め

あると認められる場

受けることが困難で

償還若しくは返済を

その処分をし、又は

る貸付債権につき、

の定めにより取得す

又は協定銀行が協定

より取得する株式等

銀行が協定の定めに

る承認を受けて協定

ために適切なもので

ける経済の活性化の

方策が当該地域にお

れることその他当該

融の円滑 化が見込ま

の事業者に対する金

域における中小規模

の実施により当該地

るときは、当該方策

方策が記載されてい

項第五号ロに掲げる

計画に第十六条第一

る場合でないこと。

合として政令で定め

あると認められる場

受けることが困難で

償還若しくは返済を

その処分をし、又は

る貸付債権につき、

の定めにより取得す

又は協定銀行が協定

より取得する株式等

銀行が協定の定めに

る承認を受けて協定

と。

適切なものであるこ

済の活性化のために

当該地域における経

とその他当該方策が

滑化が見込まれるこ

域における金融の円

の実施により当該地

るときは、当該方策

方策が記載されてい

項第五号ニに掲げる

計画に第十六条第一

あること。

変更後の経営強化

計画に第十六条第一

変更後の経営強化 八

計画を提出した計画

項第五号ニに掲げる

八
計画に第十六条第一

提出金融機関等によ

方策が記載されてい

変更後の経営強化

計画を提出した計画

項第五号ロ に 掲げる

り適切に資産の査定

変更後の経営強化 八

提出金融機関等によ

方策が記載されて い

八

り適切に資産の査定

更後の経営強化計画

ないときは、当該変
更後の経営強化計画

の実 施により当該対

がされていること。

の実施により当該対

象組織再編成子会社

ないときは、当該変

象組織再編成子会社

等又はその子会社 等

がされていること。

等又はその子会社等
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円滑が阻 害されない

地域における金融の

が業務を行っている

円滑が阻 害されない

地域における金融の

が業務を行っている

（略）

こと。

（略）

こと。

（略）

（略）

（略）

（略）

第二十二条第一 基本計画提出金融機関 第二十四条第九項の規

を受けて協定銀行が協

一項の規定による決定

会社等が、第十七条第 編成子会社等

る組織再編成銀行持株 を提出した対象組織再

画提出金融機関等に係 載したものに限る。）

金融機関等又は当該計 号ロに掲げる方策を記

機関等（当該計画提出 （第十六条第一項第五

定の定めにより株式等

を受けて協定銀行が協

一項の規定による決定

会社等が、第十 七 条第 編 成 子 会 社 等

る組織再編成銀行持株 を提出した対象組織再

画提出金融機関等に係 載したものに限る。）

金融機関等又は当該計 号ニに掲げる方策を記

機関等（当該計画提出 （第十六条第一項第五

等である計画提出金融 定により経営強化計画

定の定めにより株式等

の引受け等を行ったも

項

の引受け等を行ったも

のである場合に限る。

等である計画提出金融 定により経営強化計画

第二十二条第一 基本計画提出金融機関 第二十四条第九項の規
項

のである場合に限る。

）

化計画に係る第十七条

）

出金融機関等

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強
化計画に係る第十七条

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強
出金融機関等
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金融機関等

等を行った組織再編成

により株式等の引受け

定を受けて協定の定め

第一項の規定による決

金融機関等

等を行った組織再編成

により株式等の引受け

定を受けて協定の定め

第一項の規定による決

第二十二条第三 基本計画提出金融機関 第二十四条第九項又は

）

のである場合に限る。

の引受け等を行ったも

定の定めにより株式等

を受けて協定銀行が協

一項の規定による決定 再編成子会社等

会社等が、第十七条第 画を提出した対象組織

る組織再編成銀行持株 を除く。）又は経営計

画提出金融機関等に係 る方策を記載したもの

金融機関等又は当該計 第一項第五号ロに掲げ

機関等（当該計画提出 営強化計画（第十六条

経営強化計画（第十六 経営強化計画等（経営

）

のである場合に限る。

の引受け等を行った も

定の定めにより株式等

を受けて協定銀行が協

一項の規定による決定 再編成子会社等

会社等が、第十七条第 画を提出した対象組織

る組織再編成銀行持株 を除く。）又は経営計

画提出金融機関等に係 る方策を記載したもの

金融機関等又は当該計 第一項第五号ニに掲げ

機関等（当該計画提出 営強化計画（第十六条

等でない計画提出金融 第十項の規定により経

経営強化計画（第十六 経営強化計画等（経営

条第二項若しくは第三 強化計画（第二十四条

項

条第二項若しくは第三 強化計画（第二十四条

項若しくは第十七条第 第九項の規定により提

等でない計画提出金融 第十項の規定により経

第二十二条第三 基本計画提出金融機関 第二十四条第九項又は
項

項若しくは第十七条第 第九項の規定により提
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り提出した経営計画を ）又は経営計画（第二

い、この項の規定によ を受けたものをいう。

けた変更後のものをい 一項の規定による承認

の規定による承認を受 準用する第二十二条第

の又は第 十九条第一項 四 条 第 十 二 項 に お い て

規定により提出したも 更後のもの又は第二十

する場合を含む。）の による承認を受けた変

条第五項において準用 第十九条第一項の規定

これらの規定を第十九 二項において準用する

六項若しくは第七項（ 出したもの、同条第十

含む。以下この項にお 十四条第十項の規定又

り提出した経営計画を ）又は経営計画（第二

い、この項の規定によ を受けたものをいう。

けた変更後のものをい 一項の規定による承認

の規定による承認を受 準用する第二十二条第

の又は第十九条第一項 四条第十二項において

規定により提出したも 更後のもの又は第二十

する場合を含む。）の による承認を受けた変

条第五項において準用 第十九条第一項の規定

これらの規定を第十九 二項において準用する

六項若しくは第七項（ 出したもの、同条第十

第三項の規定により提

て準用する第二十二条

出したものをいう。）

第三項の規定により提

て準用する第二十二条

は同条第十二項におい

出したものをいう。）

をいう。以下この項に

いて同じ。）

をいう。以下この項に

おいて同じ。）

は同条第十二項におい

含む。以下この項にお 十四条第十項の規定又
いて同じ。）

おいて同じ。）

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強

条第一項の規定による

化計画等に係る第十七
条第一項の規定による

決定を受けて協定の 定

出金融機関等

決定を受けて協定の定

めにより株式等の引受

化計画等に係る第十七

協定銀行が当該計画提 協定銀行が当該経営強
出金融機関等

めにより株式等の引受
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（略）

当該経営強化計画等

け等を行った組織再編

当該経営強化計画

（略）

け等を行った組織再編

当該経営強化計画等

（略）

（協同組織中央金融機関の業務の特例等）

（略）

成金融機関等

当該経営強化計画

（略）

成金 融機関等

（略）

（協同組織中央金融機関の業務の特例等）

織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資につい

該引受け又は貸付けに係る信託受益権等（取得優先出資等（協同組

借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当

の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸

において「対象協同組織金融機関」という。）が発行する優先出資

に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章

う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関

機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。）を行

じ。）から当該協同組織金融機関（金融組織再編成（協同組織金融

組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同

て分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債

織中央金 融機関が引き受けた優先出資若しくは 当 該優先出資につい

該引受け又は貸付けに係る信託受益権等（取得優先出資等（協同組

借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当

の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸

において「対象協同組織金融機関」という。）が発行する優先出資

に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章

う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関

機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。）を行

じ。）から当該協同組織金融機関（金融組織再編成（協同組織金融

組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同

協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関（当該協同

て分割された 優先出資又は協 同 組織中央金融機関が取得した貸付債

権をいう。以下この章において同じ。）のみを信託する信託の受益

協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関（当該協同 第二十五条

権をいう。以下この章において同じ。）のみを信託する信託の受益

権又は資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条

第二十五条

権又は資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条
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の提出を求めなければならない。

事者である他の協同組織金融機関を含む。）に対し、経営強化計画

協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当

付けに係る申込みをした協同組織金融機関（金融組織再編成を行う

）の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸

て政令で定めるものをいう。以下この章及び第五章において同じ。

に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。）であっ

を取得する同条第一項に規定する特定資産として定める同条第四項

（取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみ

第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債

提出を求めなければならない。

者である他の協同組織金融機関を含む。）に対し、経営強化計画の

同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事

けに係る申込みをした協同組織金融機関（金融組織再編成を行う協

の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付

て政令で定めるものをいう。以下この章及び次章において同じ。）

に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。）であっ

を取得する同条第一項に規定する特定資産として定める同条第四項

（取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみ

第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債

基準適合金融機関等でない場合にあっては、当該引受け又は貸付け

受け又は貸付けを求める額及びその内容（当該協同組織金融機関が

項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引

分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同

を求める額及びその内容並びに当該引受け又は貸付けが行われる場

基準適合金融機関等でない場合にあっては、当該引受け又は貸付け

受け又は貸付けを求める額及びその内容（当該協同組織金融機関が

項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合には当該引

分に応じ当該各号に定める事項のほか、当該協同組織金融機関が同

２ 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区 ２ 前項の経営強化計画は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区

を求める額及びその内容）を含むものでなければならない。

第四条第一

合における経営責任の明確化に関する事項）を含むものでなければ
ならない。

一 協同組織金融機関（次号に掲げるものを除く。）

項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項その他政令で定

一 協同組織金融機関（次号に掲げるものを除く。） 第四条第一
項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他政令で定

第十六条第一項第一

号から第四号までに掲げる事項（当該協同組織金融機関が前項に

二 金融組織再編成を行う協同組織金融機関

める事項

金融組織再編成を行う協同組織金融機関 第十六条第一項第一

める事項
二

号から第四号までに掲げる事項（当該協同組織金融機関が前項に
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当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る同条第一項第五号

規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合にあっては、

当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る同条第一項第五号

規定する引受け又は貸付けに係る申込みをする場合にあっては、

（略）

（信託受益権等の買取りの申込み等）

３・４

イ、ロ及びニに掲げる事項を含む。）その他政令で定める事項

（略）

イ及びロに掲げる事項を含む。）その他政令で定める事項
３・４

（信託受益権等の買取りの申込み等）

十一日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの

込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関

一日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申

機構は、協同組織中央金融機関から平成二十年三月三十

申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機

と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうか

機構は、協同組織中央金融機関から平成二十四年三月三 第二十六条

関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどう

の決定を求めなければならない。

第二十六条

かの決定を求めなければならない。

（経営強化計画等の変更）
（略）

主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受

第三十条

（経営強化計画等の変更）
（略）

主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受 ２

第三十条
２

けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項

（略）

けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、同項

一・二

の規定による承認をするものとする。

（略）

の規定による承認をするものとする。
一・二

項第五号ニに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実

変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号又は第十六条第一

項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実

施により当該地域における金融の円滑化が見込まれることその他

三

施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑

当該 方策が当該地域における経済 の 活性化のために適切なもので

変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号又は第十六条第一

化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活

あること。

三

性化のために適切なものであること。
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四

変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号及び第十六条第一

項第五号ニに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後

変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号及び第十六条第一

項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後

の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業

四

の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業

務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。

（略）

（経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置）

３～５

五・六 （略）

務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
（略）

（略）

五・六
３～５

（経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置）

ろにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる

償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるとこ

が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は

一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。）の実施期間

条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの又は第三十条第

れたものに限る。）は、その実施している経営強化計画（第二十七

提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立さ

記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により

一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を

関（当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第

協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機

事項（当該経営強化計画に同項第五号又は第十六条第一項第五号ロ

ろにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる

償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるとこ

が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は

一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。）の実施期間

条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの又は第三十条第

れたものに限る。）は、その実施している経営強化計画（第二十七

提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立さ

記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により

一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を

関（当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第

協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機

第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が

事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに

に掲げる事項が記載されている場合にあっては、第四条第一項第五

第三十三条 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が 第三十三条

主務大臣に提出しなければならない。

号に掲げる事項を含む。）その他主務省令で定める事項を記載した

- 43 -

２～５

（略）

（略）

（協同組織金融機関の合併等の認可）
第三十四条

（略）

経営強化計画を新たに主務大臣に提出しなければならない。
２～５

（略）

（協同組織金融機関の合併等の認可）
第三十四条
（略）

金融 機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合

２

金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合

において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、

（略）

において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、

当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第

２

当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、第

四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項（当該経営強化計画

前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織

四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項（当該経営強化計画

に同項第五号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる事項が記載され

３

に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載され

ている場合にあっては第四条第一項第五号に掲げる事項を、第四条

前項第一号に規定する経営強化計画を実施している対象協同組織

ている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。

第一項第七号又は第十六条第一項第五号ニに掲げる方策が記載され

３

）その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣

４～７

（新設）

（略）

提出しなければならない。

その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に

ている場合にあっては第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。）

（略）

協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関

に提出しなければならない。

４～７

第四章の二

する特別措置

（優先出資の引受け等に係る申込み）
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第三十四条の二

機構は、協同組織中央金融機関等（協同組織中央金

融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。）から平成二十四年三
月三十一日までに協同組織金融関係機関（当該協同組織中央金融機
関等及び協同組織金融機関等（次に掲げる者をいい、当該協同組織
中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ
。）をいう。以下この章において同じ。）による金融機能の発揮の
促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のため
に行う優先出資の引受け等（優先出資の引受け又は劣後特約付金銭
消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。）に係る申込み（預金保
険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項及び第
百五条第一項の規定によるものを除く。）を受けたときは、主務大
臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係
る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならな
い。
一 協同組織金融機関

水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行

業協同組合

農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農

二 第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる者
三

四

水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を

う漁業協同組合
五

行う水産加工業協 同組合

（新設）
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協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合

（協同組織金融機能強化方針）
第三十四条の三
には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところに
より、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係
るものを記載した協同組織金融機能強化方針（協同組織金融関係機
関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。
）並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその
内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
一 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域にお
ける経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定
めるもの
三 前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融
機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方
針
四 前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する

その他政令で定める事項

事項として主務省令で定めるもの
五

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並

第一項第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行

強化審査会の意見を聴くものとする。

提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能

びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の

３

（新設）
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が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資
の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資（
同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
た優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章におい
て同じ。）又は取得貸付債権（同項の規定による決定を受けて協定
銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章にお
いて同じ。）の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を
受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の
引受け等その他の主務省令で定める支援（以下この項において「特
定支援」という。）に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金
融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等
（前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫
に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及
び強化に関する法律（平成八年法律第百十八号）第三十三条の規定
により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請
をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を
行った者を含む。）をいう。

主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融

（優先出資の引受け等の決定）
第三十四条の四

機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受
け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは

（新設）
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、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申込みに係

協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関

る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
一
係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものである
こと。
協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に

たん

協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等

実施されると見込まれること。

二

三

が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協
同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同
組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機
関等でないこと。
四 第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織
金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の
充実の状況に照らし適切な範囲であること。

前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の

により適切に資産の査定がされていること。

六 協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等

難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困

取得する優先出資（分割された優先出資を含む。）又は貸付債権

五 この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより

２

法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等
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に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、
又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機

主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第

同意を得なければならない。

主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の

経営指導を行うことができる。

以下この章において同じ。）に対して同条第一項第三号に規定する

関等（前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。

３

４

三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通
知しなければならない。

主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたと

（協同組織金融機能強化方針の公表）
第三十四条の五

きは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協
同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及び
その内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強
化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用
秩序を損な う おそれのある事項、当該協 同組織金融関係機関の預金
者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組
織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある
事項については、この限りでない。

（優先出資の発行の特例）

（新設）
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協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決

に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定

第三十四条の六 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、

２
定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による
変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登
記しなければならない。

（協同組織金融機能強化方針の変更）
第三十四条の七 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協
定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中
央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同
組織金融機能強化方針（この項の規定による承認を受けた変更後の
ものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針
」という。）の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。以下こ
の条において同じ。）をしようとするときは、主務省令で定めると
ころにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出

主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方

して、その承認を受けなければならない。
２

針の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合

変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組

に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一

織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なも

（新設）

（新設）
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３

予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の

つ確実に実施されると見込まれること。

変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑か

のであること。
二

三
変更をすることについてやむを得ない事情があること。
第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変
更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第
三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合
における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能
強化方針について、それぞれ準用する。

（協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保
するための監督上の措置等）
第三十四条の八 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協
定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中
央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるとこ
ろにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし
、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機
関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分を

一

特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債

特別関係協同組織金融機関等の名称

し、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

二

権の額及びその内容

（新設）
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三

四

五

前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の
状況
前二号に掲げるもののほか、第三十四条の三第三項に規定する
特定支援の実施状況として主務省令で定める事項
特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する

信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方
策の実施に関する状況
六 前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載さ
れた事項の実施状況
２ 第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号
に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告（同項第

主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規

一号に係るものを除く。）について準用する。

第三十四条の九

定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行っ
た協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の
全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間
、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実
施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機
能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必
要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同
組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となる
べき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経

（新設）
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営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずること
ができる。

（預金保険機構の業務の特例）
（略）

前項に規定する「金融機関等の自己資本の充実のための業務」と

第三十五条
２

（略）

（預金保険機構の業務の特例）
第三十五条

２ 前項に規定する「金融機関等の自己資本の充実のための業務」と

一～五

（略）

は、次に掲げる業務をいう。

（略）

（新設）

は、次に掲げる業務をいう。
一～五

第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中

取得株式等（第十条第二項に規定する取得株式等又は第二十条

（新設）

五の二

央金融機関等が発行する優先出資の引受けを行うこと。
五の三 第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中
央金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行
うこと。
六

第二項に規定する取得株式等をいう。次条において同じ。）の譲

取得株式等（第十条第二項に規定する取得株式等、第二十条第

二項に規定する取得株式等又は第三十四条の三第三項に規定する

渡その他の処分をすること。

六

取得優先出資をいう。次条において同じ。）の譲渡その他の処分

七 取得貸付債権（第十条第一項に規定する取得貸付債権、第二十

十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。

七 取得貸付債権（第十条第一項に規定する取得貸付債権又は第二

をすること。

条第一項に規定する取得貸付債権又は第三十四条の三第三項に規

（略）

）の譲渡その他の処分をすること。

八・九

定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。）の譲渡その他

（略）

の処分をすること。
八・九
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第三十六条

（協定）
協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない 第三十六条

（協定）

一～三

。
（略）

（新設）

。
一～三
協定銀行は、第三十四条の四第一項の規定による決定に従

協定銀行は、第三号の二の規定による優先出資の引受け等

（略）
２

（新設）

八～十四
（略）

協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない

（略）

（協定銀行への機構からの通知等）

（略）

四～七 （略）

三の 二
い優先出資の引受け等を行うこと。

（略）

八～十四

を行ったときは、速やかに、その内容を機構に報告すること。

七の二

四～七 （略）

２

（協定銀行への機構からの通知等）

機構は、第五条第六項（第十七条第八項、第十九条第五

項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定に

機構は、第五条第六項（第十七条第八項、第十九条第五 第三十七条

項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。）又は第三

よる通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければなら

第三十七条

十四条の四第四項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定

ない。

機構は、協定銀行から前条第一項第五号から第七号までの規定に

銀行に通知しなければならない。

機構は、協定銀行から前条第一項第五号から第七号の二までの規 ２

よる報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び

２

定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣

財務大臣に報告しなければならない。

（略）

及び財務大臣 に報告しなけれ ば ならない 。

第四十八条

（審査会の設置）
（略）

（審査会の設置）
第四十八条
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審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を

２ 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を

処理するほか、必要に応じ、第二章又は第三章の規定により提出さ

２
処理するほか、必要に応じ、第二章若しくは第三章の規定により提

れた経営強化計画の履行状況について審議する。

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰

出された経営強化計画の履行状況又は第四章の二の規定により提出
された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況につ
いて審議する。

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰 第五十九条

（略）

金に処する。
一～六

（略）

一～六

（略）

七 （略）

（新設）

（新設）

告をした者
八 第三十四条の九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

（略）

又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
九
（略）

２

七 第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

金に処する。

２

でない。

処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限り

した金融機関等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に

一 第七条第二項又は第八条第二項（これらの規定を第十七条第八

でない。

処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限り

した金融機関等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に

第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を

一 第七条第二項若しくは第八条第二項（これらの規定を第十七条

項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。）の規定に

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を

第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。）又は

違反して登記することを怠ったとき。

第六十条

第三十四条の六第二項の規定に違反して登記することを怠ったと
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き。
二・三

（略）

二・三

（略）

- 56 -

二

正

案

現

（経営基盤強化計画の認定の申請）

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法（平成十四年法律第百九十号）

改

（経営基盤強化計画の認定の申請）

行

これを平成二十四年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その

強化計画」という。）を作成し、主務省令で定めるところにより、

定を受けることができる。

これを平成二十年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認

強化計画」という。）を作成し、主務省令で定めるところにより、

第三条 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画（以下「経営基盤 第三条 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画（以下「経営基盤

認定を受けることができる。
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○

正

案

租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）

改

千分の三・五

（新設）

（附則第三条関係）

（認定経営基盤強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減）
第八十条の二 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合にお
いて、当該事項が、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措
置法（平成十四年法律第百九十号）第七条に規定する認定経営基盤
強化計画に係る同法第三条又は第六条第一項の認定（金融機能の強
化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促
進に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成二十年法律第
号）の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に金融
機関等（金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第二条
第一項に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。）が提出
した当該認定経営基盤強化計画に係るものに限る。）に係るもので
あるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定め
るところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限
り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事
項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

るものを除く。）

合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加

千分の一（

一 株式会社の設立又は資本金の額の増加（次号及び第三号に掲げ

二

それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、

現

行
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合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額と

ついては、千分の三・五）
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加

千分の一（

して財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分に

三
それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、
分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分
割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定
めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の

合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の

三・五）
四
千分の二

千分の一・五

法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要

場合における不動産の所有権の取得
五

な資産の譲受けの場合における抵当権の取得

千分の〇・五

六 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の
場合における抵当権の取得

２ 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける場合
において、当該事項が次に掲げる決定又は承認に係るものであると
きについて準用する。
一 金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成十六年法
律第百二十八号）第五条第一項又は第十七条第一項の経営強化計
画に係るこれらの規定による主務大臣の決定（金融機能の強化の
ための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進
に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二
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十二年三月三十一日までの間に金融機関等が提出した当該経営強

金融機能の強化のための特別措置に関する法律第九条第一項又

化計画に係るものに限る。）
二
は第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定に
よる主務大臣の承認（金融機能の強化のための特別措置に関する
法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一
部を改正する法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日まで
の間に金融機関等が提出した当該変更後の経営強化計画に係るも
のに限る。）

（農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減

（略）

（農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減

２～８

（略）
（略）

第八十一条

（会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減）

第八十条の二

）
（略）

）
第八十条の三

（略）

（会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減）
第八十一条
（略）

ら第四号までを除く。）又は第八十条の二第一項（第一号から第三

項（第一号から第四号までを除く。）、第八十条第一項（第一号か

までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一

一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三

から第四号までを除く。）の規定の適用については、第七十九条第

項（第一号から第四号までを除く。）又は第八十条第一項（第一号

までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一

株式会社が、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日

号まで及び第五号を除き、同条第二項において準用する場合を含む

」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「

株式会社が、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日 ９

２～８
９

。）の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」
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八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「

四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」と、第

とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の

。

分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」とする

千分の二十三」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「

千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条の二第一項第四
号中「合併」とあるのは「分割」と、同項第六号中「合併」とある
のは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」と
する。
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