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金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶

改

︵会社関係者の禁止行為︶

現

︵会社関係者の禁止行為︶

行

取引︵以下この条において﹁売買等﹂という︒︶をしてはならない

割により承継させ︑又は承継することをいう︒︶又はデリバティブ

の譲渡若しくは譲受け︑合併若しくは分割による承継︵合併又は分

ければ︑当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償

知つたものは︑当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でな

定するものに限る︒以下同じ︒︶を当該各号に定めるところにより

業務等に関する重要事実であつて︑次項第五号から第八号までに規

係る会社関係者に該当する者を除く︒︶については︑当該子会社の

実︵当該上場会社等の子会社に係る会社関係者︵当該上場会社等に

者﹂という︒︶であつて︑上場会社等に係る業務等に関する重要事

関係者であつて︑当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年

務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社

﹁売買等﹂という︒︶をしてはならない︒当該上場会社等に係る業

の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引︵以下この条において

ければ︑当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償

知つたものは︑当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でな

定するものに限る︒以下同じ︒︶を当該各号に定めるところにより

業務等に関する重要事実であつて︑次項第五号から第八号までに規

係る会社関係者に該当する者を除く︒︶については︑当該子会社の

実︵当該上場会社等の子会社に係る会社関係者︵当該上場会社等に

者﹂という︒︶であつて︑上場会社等に係る業務等に関する重要事

第百六十六条 次の各号に掲げる者︵以下この条において﹁会社関係 第百六十六条 次の各号に掲げる者︵以下この条において﹁会社関係

︒当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定め

以内のものについても︑同様とする︒

︵略︶
︵略︶

一〜七

︵略︶

６ 第一項及び第三項の規定は︑次に掲げる場合には︑適用しない︒

２〜５

一〜五

るところにより知つた会社関係者であつて︑当該各号に掲げる会社

︵略︶

関係者でなくなつた後一年以内のものについても︑同様とする︒
一〜五
︵略︶

第一項及び第三項の規定は︑次に掲げる場合には︑適用しない︒

２〜５
６

一〜七 ︵略︶
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八

合併︑分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
︵以下この項及び次条第五項において﹁合併等﹂という︒︶によ
り特定有価証券等を承継させ︑又は承継する場合であつて︑当該
特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の
帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で

合併等の契約︵新設分割にあつては︑新設分割計画︶の内容の

定める割合未満であるとき︒
九

決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定

新設分割︵他の会社と共同してするものを除く︒︶により新設

券等を承継させ︑又は承継するとき︒

該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証

する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において︑当

十

分割設立会社︵会社法第七百六十三条に規定する新設分割設立会
社をいう︒次条第五項第十号において同じ︒︶に特定有価証券等
を承継させる場合
十一 合併等又は株式交換に際して当該合併等又は株式交換の当事
者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を
交付し︑又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵略︶

八

︵略︶

︵略︶

︵略︶

十二

２〜４

第百六十七条

︵公開買付者等関係者の禁止行為︶
︵略︶

︵公開買付者等関係者の禁止行為︶

︵略︶

第百六十七条
２〜４
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５

第一項及び第三項の規定は︑次に掲げる場合には︑適用しない︒

合併等により株券等を承継し︑又は承継させる場合であつて︑

一〜七 ︵略︶
八
当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿
価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定め
る割合未満であるとき︒
合併等の契約︵新設分割にあつては︑新設分割計画︶の内容の

新設分割︵他の会社と共同してするものを除く︒︶により新設

るとき︒

等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し︑又は承継させ

実を知る前にされた場合において︑当該決議に基づいて当該合併

決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事

九

十
分割設立会社に株券等を承継させる場合

十一 合併等又は株式交換に際して当該合併等又は株式交換の当事
者であつて公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発
行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け︑又は当
該株券等を交付する場合

５ 第一項及び第三項の規定は︑次に掲げる場合には︑適用しない︒
一〜七 ︵略︶
︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

︵新設︶

八

︵略︶

十二

︵虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対す

︵略︶

︵虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対す

重要な事項につき虚偽の情報があり︑又は提供し

︑若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証

第百七十二条の十

る課徴金納付命令︶
重要な事項につき虚偽の情報があり︑又は提供し

る課徴金納付命令︶
第百七十二条の十

︑若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証
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に掲げる額︵当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない

総理大臣は︑次節に定める手続に従い︑当該発行者に対し︑第一号

限る︒︶により有価証券を取得させ︑又は売り付けたときは︑内閣

にあつては︑当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に

虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等︵特定売付け勧誘等

定証券等情報﹂という︒︶を提供し︑又は公表した発行者が︑当該

第二十項 及び第百八十五条の七第十三項において﹁虚偽等の あ る特

券等情報︵以下この条︑第百七十二条の十二第一項︑第百七十八条

二号に掲げる数を乗じて得た額︶の課徴金を国庫に納付することを

る特定証券等情報が公表されていない場合にあつては︑当該額に第

続に従い︑当該発行者に対し︑第一号に掲げる額︵当該虚偽等のあ

得させ︑又は売り付けたときは︑内閣総理大臣は︑次節に定める手

有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る︒︶により有価証券を取

に係る特定勧誘等︵特定売付け勧誘等にあつては︑当該発行者が所

提供し︑又は公表した発行者が︑当該虚偽等のある特定証券等情報

七第十三項において﹁虚偽等のある特定証券等情報﹂という︒︶を

券等情報︵以下この条︑第百七十八条第二十項及び第百八十五条の

︵略︶

場合にあつては︑当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額︶の課

︵略︶

一・二

命じなければならない︒

︵略︶

徴金を国庫に納付することを命じなければならない︒
一・二

２

︵虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課

︵略︶

︵虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課

徴金納付命令︶

２

徴金納付命令︶

者等情報﹂という︒︶を提供し︑又は公表したときは︑内閣総理大

十一項及び第百八十五条の七第十三項において﹁虚偽等のある発行

ている発行者等情報︵以下この項︑次条第一項︑第百七十八条第二

︑又は提供し︑若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠け

定める手続に従い︑当該発行者に対し︑第一号に掲げる額︵当該虚

いう︒︶を提供し︑又は公表したときは︑内閣総理大臣は︑次節に

百八十五条の七第十三項において﹁虚偽等のある発行者等情報﹂と

ている発行者等情報︵以下この項︑第百七十八条第二十一項及び第

︑又は提供し︑若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠け

発行者が︑重要な事項につき虚偽の情報があり

臣は︑次節に定める手続に従い︑当該発行者に対し︑第一号に掲げ

偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては︑当該

発行者が︑重要な事項につき虚偽の情報があり 第百七十二条の十一

る額︵当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあ

額に第二号に掲げる数を乗じて得た額︶に相当する額の課徴金を国

第百七十二条の十一

つては︑当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額︶に相当する額
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発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては︑当該額

の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない︒ただし︑

年度が一年である場合以外の場合においては︑当該額に当該事業年

庫に納付することを命じなければならない︒ただし︑発行者の事業

︵略︶

度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴

︵新設︶

︵略︶

一・二

に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当

︵略︶

金を国庫に納付することを命じなければならない︒

一・二
︵略︶

重要な事項につき虚偽の記載があり︑若しくは記載す

２

する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない︒

２

︵虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした

次の各号に掲げる者︵次項において﹁開示書類

者に対する課徴金納付命令︶
第百七十二条の十二

提出者等﹂という︒︶が当該各号に定める書類又は情報︵同項にお
いて﹁虚偽開示書類等﹂という︒︶を提出し︑提供し又は公表した
場合において︑特定関与行為を行つた者︵以下この項において﹁特
定関与者﹂という︒︶があるときは︑内閣総理大臣は︑次節に定め
る手続に従い︑当該特定関与者に対し︑当該特定関与行為に関し手
数料︑報酬その他の対価として支払われ︑又は支払われるべき金銭
その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴

発行者

金を国庫に納付することを命じなければならない︒
一

べき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類︵第百七十二条
の二第三項に規定する発行開示書類をいう︒︶︑有価証券報告書
等若しくは四半期・半期・臨時報告書等︑虚偽等のある特定証券
等情報又は虚偽等のある発行者等情報
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２

二

第二十七条の三第二項︵第二十七条の二十二の二第二項におい

て準用する場合を含む︒︶に規定する公開買付者 重要な事項に
つき虚偽の記載があり︑又は記載すべき重要な事項の記載が欠け
ている公開買付届出書等
前項の﹁特定関与行為﹂とは︑開示書類提出者等が虚偽開示書類
等を提出し︑提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であ
つて次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚
偽開示書類等を提出し︑提供し若しくは公表することを唆す行為を

当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき

いう︒
一

事実の全部若しくは一部を隠蔽し︑又は仮装するための一連の行
為を行い︑その隠蔽し︑又は仮装したところに基づき当該虚偽開
示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関
し︑助言を行うこと︒
二 前号に規定する隠蔽し︑又は仮装するための一連の行為の全部
又は一部であることを知りながら︑当該隠蔽し︑又は仮装するた
めの一連の行為︵第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を

︵風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する

行う行為を除く︒︶の全部又は一部を行うこと︒

︵風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する

偽計を用い︑当該風説の流布又は偽計︵以下この条において﹁違反

第百七十三条 第百五十八条の規定に違反して︑風説を流布し︑又は

課徴金納付命令︶
第百五十八条の規定に違反して︑風説を流布し︑又は

課徴金納付命令︶
第百七十三条

偽計を用い︑当該風説の流布又は偽計︵以下この条において﹁違反
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の号に掲げる場合に該当するときは︑当該二以上の号に定める額の

る場合の区分に応じ︑当該各号に定める額︵次の各号のうち二以上

は︑次節に定める手続に従い︑当該違反者に対し︑次の各号に掲げ

この条において﹁違反者﹂という︒︶があるときは︑内閣総理大臣

行為﹂という︒︶により有価証券等の価格に影響を与えた者︵以下

合計額︶に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなけれ

の号に掲げる場合に該当するときは︑当該二以上の号に定める額の

る場合の区分に応じ︑当該各号に定める額︵次の各号のうち二以上

は︑次節に定める手続に従い︑当該違反者に対し︑次の各号に掲げ

この条において﹁違反者﹂という︒︶があるときは︑内閣総理大臣

行為﹂という︒︶により有価証券等の価格に影響を与えた者︵以下

︵略︶

合計額︶に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなけれ

一〜三

ばならない︒

︵略︶

ばならない︒
一〜三

違反者︵金融商品取引業者等に限る︒︶が︑その行う金融商品

取引業︵登録金融機関業務を含む︒︶の顧客又は第四十二条第一

四

時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券

項に規定する権利者︵第五項各号に掲げる者を除く︒︶の計算に

違反者が︑自己以外の者の計算において︑当該違反行為の開始

当該有価証券の

︑市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれら
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四

の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合

おいて︑当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を

当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に

売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料︑報酬その他の対

︵略︶

係る手数料︑報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

をした場合

経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等

２〜

価の額として内閣府令で定める額

︵略︶

︵取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券

２〜

︵取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券

︑市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれら

の取引の申込み若しくは委託等︵以下この条において﹁違反行為﹂

第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買

の取引の申込み若しくは委託等︵以下この条において﹁違反行為﹂

という︒︶をした者︵以下この条において﹁違反者﹂という︒︶が

第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買 第百七十四条

という︒︶をした者︵以下この条において﹁違反者﹂という︒︶が

第百七十四条

の売買等をした者に対する課徴金納付命令︶

10

の売買等をした者に対する課徴金納付命令︶

10

額︵次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは︑当

者に対し︑次の各号に掲げる場合の区分に応じ︑当該各号に定める

あるときは︑内閣総理大臣は︑次節に定める手続に従い︑当該違反

該二以上の号に定める額の合計額︶に相当する額の課徴金を国庫に

額︵次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは︑当

者に対し︑次の各号に掲げる場合の区分に応じ︑当該各号に定める

あるときは︑内閣総理大臣は︑次節に定める手続に従い︑当該違反

︵略︶

該二以上の号に定める額の合計額︶に相当する額の課徴金を国庫に

一〜三

納付することを命じなければならない︒

︵略︶

納付することを命じなければならない︒
一〜三

取引業︵登録金融機関業務を含む︒︶の顧客又は第四十二条第一

違反者︵金融商品取引業者等に限る︒︶が︑その行う金融商品

時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為

項に規定する権利者︵第五項各号に掲げる者を除く︒︶の計算に

四

又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合

おいて︑当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を

違反者が︑自己以外の者の計算において︑当該違反行為の開始

当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付

経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有

の有価証券売買等︵同項に規定する有価証券売買等をいう︒︶又は

その申込み若しくは委託等︵以下この条において﹁違反行為﹂とい

の有価証券売買等︵同項に規定する有価証券売買等をいう︒︶又は
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四

け等に係る手数料︑報酬その他の対価の額として内閣府令で定め

︵略︶

価の額として内閣府令で定める額

け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料︑報酬その他の対

当該違反行為又は有価証券の売付

価証券の買付け等をした場合

２〜

る額

︵略︶

︵取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対

２〜

︵取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対

その申込み若しくは委託等︵以下この条において﹁違反行為﹂とい

う︒︶をした者︵以下この条において﹁違反者﹂という︒︶がある

第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連

う︒︶をした者︵以下この条において﹁違反者﹂という︒︶がある

ときは︑内閣総理大臣は︑次節に定める手続に従い︑当該違反者に

第百七十四条の二

ときは︑内閣総理大臣は︑次節に定める手続に従い︑当該違反者に

第百七十四条の二 第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連

する課徴金納付命令︶

10

する課徴金納付命令︶

10

﹁合算対象額﹂という︒︶に相当する額の課徴金を国庫に納付する

対し︑次の各号に掲げる額の合計額︵第十項及び第十一項において

﹁合算対象額﹂という︒︶に相当する額の課徴金を国庫に納付する

対し︑次の各号に掲げる額の合計額︵第十項及び第十一項において

一

ことを命じなければならない︒

︵略︶

二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑当該イからニま

ことを命じなければならない︒
一
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑当該イからニま

︵略︶

二

でに定める額︵次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該

︵略︶

でに定める額︵次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該

イ〜ハ

当するときは︑当該二以上のイからニまでに定める額の合計額︶

︵略︶

当するときは︑当該二以上のイからニまでに定める額の合計額︶
イ〜ハ

行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をし

始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反

計算において︑当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了

第一項に規定する権利者︵第六項各号に掲げる者を除く︒︶の

品取引業︵登録金融機関業務を含む︒︶の顧客又は第四十二条

違反者︵金融商品取引業者等に限る︒︶が︑その行う金融商

当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証

ニ

た場合

後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等

違反者が︑自己以外の者の計算において︑当該違反行為の開

券の買付け等に係る手数料︑報酬その他の対価の額として内閣

︵略︶

報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料︑

当該違反行為又は有

若しくは有価証券の買付け等をした場合

２〜

府令で定める額

︵略︶
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ニ

２〜

︵安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令︶

証券売買等︵同条第二項に規定する有価証券売買等をいう︒︶又は

第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価

証券売買等︵同条第二項に規定する有価証券売買等をいう︒︶又は

その申込み若しくは委託等︵以下この条において﹁違反行為﹂とい

第百七十四条の三

その申込み若しくは委託等︵以下この条において﹁違反行為﹂とい

う︒︶をした者︵以下この条において﹁違反者﹂という︒︶がある

第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価

13

う︒︶をした者︵以下この条において﹁違反者﹂という︒︶がある

第百七十四条の三

︵安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令︶

13

て﹁合算対象額﹂という︒︶に相当する額の課徴金を国庫に納付す

対し︑次の各号に掲げる額の合計額︵第十一項及び第十二項におい

ときは︑内閣総理大臣は︑次節に定める手続に従い︑当該違反者に

て﹁合算対象額﹂という︒︶に相当する額の課徴金を国庫に納付す

対し︑次の各号に掲げる額の合計額︵第十一項及び第十二項におい

ときは︑内閣総理大臣は︑次節に定める手続に従い︑当該違反者に

一

ることを命じなければならない︒

︵略︶

二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑当該イからニま

ることを命じなければならない︒
一
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ︑当該イからニま

︵略︶

二

でに定める額︵次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該

︵略︶

でに定める額︵次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該

イ〜ハ

当するときは︑当該二以上のイからニまでに定める額の合計額︶

︵略︶

当するときは︑当該二以上のイからニまでに定める額の合計額︶
イ〜ハ

いて︑当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を

第一項に規定する権利者︵特定関係者を除く︒︶の計算におい

品取引業︵登録金融機関業務を含む︒︶の顧客又は第四十二条

違反者︵金融商品取引業者等に限る︒︶が︑その行う金融商

経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは

て︑当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経

ニ

当該違反行為又は有価証券の
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違反者が︑自己以外の者︵特定関係者を除く︒︶の計算にお

有価証券の買付け等をした場合

過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有

︵略︶

の対価の額として内閣府令で定める額

付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料︑報酬その他

当該違反行為又は有価証券の売

売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料︑報酬その

２〜

価証券の買付け等をした場合

︵略︶

他の対価の額として内閣府令で定める額

ニ

２〜

︵会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付

条第一項に規定する売買等をした者があるときは︑内閣総理大臣は

第百七十五条 第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して︑同

︵会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付

第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して︑同

条第一項に規定する売買等をした者があるときは︑内閣総理大臣は

第百七十五条

命令︶

14

命令︶

14

掲げる場合に該当するときは︑当該二以上の号に定める額の合計額

の区分に応じ︑当該各号に定める額︵次の各号のうち二以上の号に

︑次節に定める手続に従い︑その者に対し︑次の各号に掲げる場合

︶に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければなら

掲げる場合に該当するときは︑当該二以上の号に定める額の合計額

の区分に応じ︑当該各号に定める額︵次の各号のうち二以上の号に

︑次節に定める手続に従い︑その者に対し︑次の各号に掲げる場合

︵略︶

︶に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければなら

一・二

ない︒
︵略︶

ない︒
一・二

第百六十六条第一項に規定する売買等をした者︵金融商品取引

業者等に限る︒︶が︑その行う金融商品取引業︵登録金融機関業

三

者の計算において︑当該売買等をした場合︵第九項の役員等が同

務を含む︒︶の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者︵第

第百六十六条第一項に規定する売買等をした者が︑自己以外の

当該売買等に係る手数料︑報

三

項の売買等をした場合を除く︒︶

十項各号に掲げる者を除く︒︶の計算において︑当該売買等をし

当該売買等に係る手数料︑報酬その他の対価の額として

酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

た場合

号に掲げる場合に該当するときは︑当該二以上の号に定める額の合

場合の区分に応じ︑当該各号に定める額︵次の各号のうち二以上の

臣は︑次節に定める手続に従い︑その者に対し︑次の各号に掲げる

規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは︑内閣総理大

規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に

２ 第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して︑同条第一項に

計額︶に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければ

号に掲げる場合に該当するときは︑当該二以上の号に定める額の合

場合の区分に応じ︑当該各号に定める額︵次の各号のうち二以上の

臣は︑次節に定める手続に従い︑その者に対し︑次の各号に掲げる

規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは︑内閣総理大

規定す る 特定株券等若しくは関連株 券等に係る 買 付け等又は同項に

２ 第百六十七条第一項又は第三項の規定に違反して︑同条第一項に

内閣府令で定める額

計額︶に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければ

ならない ︒
︵略︶

ならない︒

一・二

三 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等

︵略︶

第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等

に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした

一・二
三

に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした
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当該買付け等又は売付け等に係る手数料︑報酬その

者が︑自己以外の者の計算において︑当該買付け等又は売付け等

︵登録金融機関業務を含む︒︶の顧客又は第四十二条第一項に規

者︵金融商品取引業者等に限る︒︶が︑その行う金融商品取引業

当該買付け等又は売

をした場 合

︵略︶

︵課徴金の額の端数計算等︶

３〜

める額

付け等に係る手数料︑報酬その他の対価の額として内閣府令で定

て︑当該買付け等又は売付け等をした場合

定する権利者︵第十一項各号に掲げる者を除く︒︶の計算におい

︵略︶

他の対価の額として内閣府令で定める額

３〜

︵課徴金の額の端数計算等︶

定する者︑第百七十二条の九に規定する者︑第百七十二条の十第一

定する者︑第百七十二条の七に規定する者︑第百七十二条の八に規

行者︑第百七十二条の五に規定する者︑第百七十二条の六各項に規

する発行者︑第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発

項若しくは第六項に規定する発行者︑第百七十二条の三各項に規定

４ 第百七十二条各項に規定する者︑第百七十二条の二第一項︑第四

２・３

項に規定する発行者︑第百七十二条の十一第一項に規定する発行者

定する者︑第百七十二条の九に規定する者︑第百七十二条の十第一

定する者︑第百七十二条の七に規定する者︑第百七十二条の八に規

行者︑第百七十二条の五に規定する者︑第百七十二条の六各項に規

する発行者︑第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発

項若しくは第六項に規定する発行者︑第百七十二条の三各項に規定

４ 第百七十二条各項に規定する者︑第百七十二条の二第一項︑第四

２・３

︵略︶

項に規定する発行者︑第百七十二条の十一第一項に規定する発行者

︑第百七十三条第一項に規定する違反者︑第百七十四条第一項に規

第百七十六条

︑第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者︑第百七十三条

定する違反者︑第百七十四条の二第一項に規定する違反者︑第百七

︵略︶

第一項に規定する違反者︑第百七十四条第一項に規定する違反者︑

十四条の三第一項に規定する違反者︑前条第一項に規定する者︑同

第百七十六条

第百七十四条の二第一項に規定する違反者︑第百七十四条の三第一

条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等が法人

︵略︶

項に規定する違反者︑前条第一項に規定する者︑同条第二項に規定

である場合において︑当該法人が合併により消滅したときは︑これ

︵略︶

12

する者又は同条第九項に規定する上場会社等が法人である場合にお
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12

為は︑合併後存続し︑又は合併により設立された法人がした行為と

いて︑当該法人が合併により消滅したときは︑これらの者がした行

規定を適用する︒

人がした行為とみなして︑第百七十二条から前条まで及び前三項の

らの者がした行為は︑合併後存続し︑又は合併により設立された法

︵報告の徴取及び立入検査︶

みなして︑第百七十二条から前条まで及び前三項の規定を適用する
︒

︵課徴金に関する調査のための処分︶

第一項︑第百七十四条の二第一項︑第百七十四条の三第一項又は第

内閣総理大臣は︑第百七十三条第一項︑第百七十四条

十三条第一項︑第百七十四条第一項︑第百七十四条の二第一項︑第

百七十五条第一項︵同条第九項において準用する場合を含む︒︶若

内閣総理大臣は︑第百七十二条の十二第一項︑第百七 第百七十七条

百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項︵同条第九項におい

しくは第二項の規定による課徴金に係る事件について必要な調査を

第百七十七条

て準用する場合を含む︒︶若しくは第二項の規定による課徴金に係

するため︑当該職員に︑次に掲げる処分をさせることができる︒

若しくは報告を徴すること︒

一 事件関係人若しくは参考人に質問し︑又はこれらの者から意見

る事件について必要な調査をするため︑当該職員に︑次に掲げる処
分をさせることができる︒
一 事件関係人若しくは参考人に出頭を求め︑質問をし︑又はこれ
らの者から意見若しくは報告を徴すること︒

︵略︶

二

︵略︶

二

内閣総理大臣は︑次に掲げる事実のいずれかがあると

︵審判手続開始の決定︶
第百七十八条

︵審判手続開始の決定︶
内閣総理大臣は︑次に掲げる事実のいずれかがあると

認めるときは︑当該事実に係る事件について審判手続開始の決定を

第百七十八条

認めるときは︑当該事実に係る事件について審判手続開始の決定を

しなければならない︒
︵略︶

しなければな らない︒

一〜十一

︵略︶

一〜十一

十二〜十六 ︵略︶

︵新設︶
︵略︶

十一の二 第百七十二条の十二第一項に該当する事実
十二〜十六
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２〜

︵略︶

第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に

規定する虚偽開示書類等を提出し︑提供し又は公表した日から七年
を経過したときは︑内閣総理大臣は︑当該虚偽開示書類等に係る第
一項第十一号の二に掲げる事実について︑審判手続開始の決定をす
ることができない︒
︵略︶

２〜
︵新設︶

〜

︵略︶

︵略︶

︵課徴金の納付命令の決定等︶

〜

︵課徴金の納付命令の決定等︶

︑第百七十二条の十一第一項︑第百七十二条の十二第一項︑第百七

ら第百七十二条の九まで︑第百七十二条の十第一項若しくは第二項

同条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百七十二条の七か

る場合を含む︒︶︑第百七十二条の五︑第百七十二条の六第一項︵

百七十二条の四第一項若しくは第二項︵同条第三項において準用す

︒︶若しくは第六項︑第百七十二条の三第一項若しくは第二項︑第

場合を含む︒︶︑第二項︵同条第五項において準用する場合を含む

は第三項︑第百七十二条の二第一項︵同条第四項において準用する

一項︑第二項︵同条第四項において準用する場合を含む︒︶若しく

条に別段の定めがある場合を除き︑被審人に対し︑第百七十二条第

条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは︑この

第一項︑第百七十四条の二第一項︑第百七十四条の三第一項又は第

︑第百七十二条の十一第一項︑第百七十三条第一項︑第百七十四条

ら第百七十二条の九まで︑第百七十二条の十第一項若しくは第二項

同条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百七十二条の七か

る場合を含む︒︶︑第百七十二条の五︑第百七十二条の六第一項︵

百七十二条の四第一項若しくは第二項︵同条第三項において準用す

︒︶若しくは第六項︑第百七十二条の三第一項若しくは第二項︑第

場合を含む︒︶︑第二項︵同条第五項において準用する場合を含む

は第三項︑第百七十二条の二第一項︵同条第四項において準用する

一項︑第二項︵同条第四項において準用する場合を含む︒︶若しく

条に別段の定めがある場合を除き︑被審人に対し︑第百七十二条第

条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは︑この

内閣総理大臣は︑審判手続を経た後︑第百七十八

十三条第一項︑第百七十四条第一項︑第百七十四条の二第一項︑第

百七十五条第一項︵同条第九項において準用する場合を含む︒︶若

第百八十五条の七 内閣総理大臣は︑審判手続を経た後︑第百七十八 第百八十五条の七

22

百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項︵同条第九項におい
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21
28

21
27

22
23

て準用する場合を含む︒︶若しくは第二項の規定による課徴金を国

の決定をしなければならない︒

しくは第二項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨

︵略︶

第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用

九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項︵同法

実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が︑第百七十五条第

を含む︒︶に該当する事実があると認める場合にあつては︑当該事

に掲げる事実のうち同条第一項︵同条第九項において準用する場合

第六項︑第七項又は前二項の決定をしなければならない場合︵同号

る事実があると認める場合に限る︒以下この項において同じ︒︶︑

五条第一項︵同条第九項において準用する場合を含む︒︶に該当す

号の二に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十

する事実︑第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実︑同項第十一

実︑同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当

くは第二項に該当する事実︑第百七十八条第一項第七号に掲げる事

八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若し

合を含む︒以下この項において同じ︒︶に該当する事実︑第百七十

実のうち第百七十二条の二第一項︵同条第四項において準用する場

れらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場

三項の規定により読み替えて適用する場合を含む︒︶の規定又はこ

会社法第百五十六条第一項︵同法第百六十三条及び第百六十五条第

定する売買等が︑第百七十五条第九項に規定する上場会社等による

と認める場合にあつては︑当該事実に係る第百六十六条第一項に規

同条第九項において準用する場合を含む︒︶に該当する事実がある

をしなければならない場合︵同号に掲げる事実のうち同条第一項︵

︒以下この項において同じ︒︶︑第六項︑第七項又は前二項の決定

準用する場合を含む︒︶に該当する事実があると認める場合に限る

六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項︵同条第九項において

する事実︑第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実又は同項第十

実︑同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当

くは第二項に該当する事実︑第百七十八条第一項第七号に掲げる事

八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若し

合を含む︒以下この項において同じ︒︶に該当する事実︑第百七十

実のうち第百七十二条の二第一項︵同条第四項において準用する場

２〜

庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない︒
︵略︶

する場合を含む︒︶の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定

合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る︒︶

12

２〜

による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として

において︑次の表の第一欄に掲げる者が︑同表の第二欄に掲げる規

内閣総理大臣は︑第一項︵第百七十八条第一項第二号に掲げる事

内閣府令で定める場合に限る︒︶において︑次の表の第一欄に掲げ

定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前

内閣総理大臣は︑第一項︵第百七十八条第一項第二号に掲げる事

11

る者が︑同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の
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11

12

額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければな

掲げる額に代えて︑当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する

ところにより内閣総理大臣に報告しているときは︑同表の第四欄に

第三欄に掲げる処分が行われる前に︑当該事実を内閣府令で定める

を命ずる旨の決定をしなければならない︒

の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付すること

しているときは︑同表の第四欄に掲げる額に代えて︑当該額に百分

に︑当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告

第百七十

第一欄

第百七

第二欄

十七条において準

第二十六条︵第二

第三欄

以上の発行開示書類︵

項の規定による額︵二

第百七十二条の二第一

第四欄

らない︒
第二欄

二条の二 十二条

用する場合を含む

発行開示書類をいう︒

帳簿書類その他の

の提出の命令又は

報告若しくは資料

見書に係る売出しにつ

じ︒︶の提出又は目論

以下この項において同

発行開示書類をいう︒

第四欄

第百七 第二十六条︵第二 第百七十二条の二第一

第一項に の二第

報告若しくは資料

以下この項において同

物件の検査のいず

第三欄

第一欄

以上の発行開示書類 ︵

二条の二 十二条 十七条において準 項の規定による額︵二

第百七十

用する場合を含む

第一項に の二第

くは帳簿書類その じ︒︶の提出又は目論

の提出の命令若し

見書に係る売出しにつ

いて第一項の決定をし

︒︶の規定による 同条第三項に規定する

他の物件の検査又

れか

一項

規定する

一項

は第百七十七条各 いて第一項の決定をし

に係る売出し のうち当

類の提出又は目論見書

には︑当該発行開示書

号に掲げる処分の なければならない場合

該提出又は当該売出し

に係る売出しのうち 当

類の提出又は目論見書

には︑当該発行開示書

なければならない場合

いずれか

該提出又は当該売出し

第百七十二条の四第一

の開始が 最も遅いもの

第二十六条︵第二

の開始が最も遅いもの

第百七

に係る額に限る︒︶
第百七 第二十六条︵第二

第百七十二条の四第一

に係る額に限る︒︶
第百七十

発行者

︒︶の規定による 同条第三項に規定する

規定する
発行者

第百七十
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の四第
︒︶の規定による 七項の規定による額︵

用する場合を含む

本条第六項若しくは第

二条の四 十二条 十七条において準 項若しくは第二項又は

は第二項

第一項又

二条の四

は第二 報告若しくは資料

一項又

の四第

︒︶の規定による

用する場合を含む

十二条 十七条において準

二以上の有価証券報告

七項の規定による額︵

本条第六項若しくは第

項若しくは第二項又は

第一項又
一項又

に規定す

は第二項
二以上の有価証券報告

は第二 報告若しくは資料

書等又は四半期・半期

に規定す

の提出の命令又は

・臨時報告書等の提出

る発行者 項

帳簿書類その他の

の提出の命令若し 書等又は四半期・半期
・臨時報告書等の提出

︵略︶

十二条 五の規定による報 項の規定による額︵二

第百七 第二十七条の三十 第百七十二条の十第一

︵略︶

以上の特定証券等情報

第一項に

二条の十

第百七十

︵略︶

の十第

十二条

第百七

︵略︶

提出の命令又は 帳 の 提 供 又 は 公 表 に つ い

告若しくは資料の 以上の特定証券等情報

五の規定による報

第二十七条の三十

︵略︶

項の規定による額︵二

第百七十二条の十第一

︵略︶

る発行者 項
くは帳簿書類その

について第一項︑第六

しなければならない場

物件の検査のいず

しなければならない場

合には︑当該有価証券

について第一項︑第六

合には︑当該有価証券

報告書等又は四半期・

他の物件の検査又

報告書等又は四半期・

半期・臨時報告書等の

項又は第七項の決定を

半期・臨時報告書等の

提出のうち最も遅いも

れか

号に掲げる処分の

提出のうち最も遅いも

のに係る額に限る︒︶

は第百七十七条各 項又は第七項の決定を

いずれか

のに係る額に限る︒︶

第百七十

告若しくは資料の

一項

︵略︶

二条の十
の十第

規定する

︵略︶

第一項に

提出の命令若しく の提供又は公表につい

簿書類その他の物 て第一項の決定をしな

一項

発行者

ければならない場合に

は帳簿書類その他 て第一項の決定をしな

規定する
発行者

件の検査のいずれ

は︑当該提供又は公表

ければならない場合 に

の物件の検査又は

か

のうち最も遅いものに

第百七十七条各号 は︑当該提供又は公表
に掲げる処分のい のうち最も遅いものに

- 17 -

第百七 第二十七条の三十
一項又は前二項の規定

第百七十二条の十一第

一第一項

二条の十

第百七十

第一項

提出の命令又は帳

の 十 一 告若 しくは資料の

十二条 五の規定による報

第百七 第二十七条の三十

行者等情報の提供又は

による額︵二以上の発

一項又は前二項の規定

第百七十二条の十一第

係る額に限る︒︶

第百七十
十二条 五の規定による報
による額︵二以上の発

に規定す

係る額に限る︒︶

二条の十
の十一 告若しくは資料の
行者等情報の提供又は

ずれか

一第一項
提出の命令若しく

公表について第一項又

第一項

簿書類その他の物

は前二項の決定をしな

る発行者

件の検査のいずれ

ければな らない場合 に

は帳簿書類その他 公表について第一項又
の物件の検査又は

か

は︑当該提供又は公表

は前二項の決定をしな

第百七十七条各号 ければならない場合に
に掲げる処分のい は︑当該提供又は公表

のうち最も遅いものに

︵新設︶

のうち最も遅いものに

ずれか

用する場合を含む

︵新設︶

係る額に限る︒︶

の十二

︒︶の規定による

一項の規定による額

第百七 第二十六条︵第二 第百七十二条の十二第

二第一項
第一項

号に掲げる処分の

︶

係る額に限る︒︶
︵新設︶

︵新設

に規定す
る発行者

第百七十

に規定す

︵同項 報告若しくは資料

二条の十 十二条 十七条において準

る特定関

くは帳簿書類その

第 二 号 の提 出の命令若し
に掲げ

他の物件の検査又

与者

る者が

定める

いずれか

同号に は第百七十七条各

書類を
提出し
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︵略︶

た場 合
を除く
︒︶
︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

書︑第七項ただし書︑第九項︑第十一項ただし書︑次項ただし書又

合に限る︒︶又は第十六項に規定する決定︵第三項︑第五項ただし

訴えの提起があつたときは︑当該訴えに係る裁判が確定している場

納付命令︵当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の

から遡り五年以内に︑第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金

定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が︑同表の中欄に掲げる日

三項の規定により決定をしなければならない場合において︑当該決

し書又は第十五項ただし書に該当する旨の決定に限る︒︶を受けた

ただし書︑第七項ただし書︑第九項︑第十一項ただし書︑次項ただ

いる場合に限る︒︶又は第十六項に規定する決定︵第三項︑第五項

一項の訴えの提起があつたときは︑当該訴えに係る裁判が確定して

課徴金納付命令︵当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第

からさかのぼり五年以内に︑第百八十五条の十五第一項に規定する

定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が︑同表の中欄に掲げる日

三項の規定により決定をしなければならない場合において︑当該決

内閣総理大臣は︑第一項︑第二項︑第四項から第八項まで又は前

は第十五項ただし書に該当する旨の決定に限る︒︶を受けたことが

ことがあるときは︑同表の下欄に掲げる規定による額に代えて︑当
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内閣総理大臣は︑第一項︑第二項︑第四項から第八項まで又は前

あるときは︑同表の下欄に掲げる規定による額に代えて︑当該額の

︵略︶

該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ず

︵略︶

一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の

︵略︶

第百七十二条の

本条第十項︑第

虚偽等のある発行者等情報を

に規定する発

第百七十二条

る旨の決定をしなければならない︒

︵略︶

本条第十項︑第

十一項若しくは

前項︵第百七十

行者

十一第一項又は

決定をしなければならない ︒
︵略︶

虚偽等のある発行者等情報を 第百七十二条の

︵略︶

第百七十二条

提供し︑ 又は公表した日

に規定する発

十一項若しくは

十一第一項又は

の十一第一項

行者

前項︵第百七十

提供し︑又は公 表した日

13

の十一第一項

13

八条第一項第十

一号に掲げる事

八条第一項第十

︵略︶

︵新設︶

一号に掲げる事

︵新設︶

実があると認め

︵新設︶

実がある と認め

第百七十二条の

る場合に限る︒

第百七十二条の十二第二項に
十二第一項又は

る場合に限る︒

第百七十二条
規定する特定関与行為が開始

︵略︶

︶

の十二第一項
前項︵第百七十

︵略︶

︵略︶

︶

に規定する特 された日

︵略︶

る︒︶

認める場合に 限

る事実があると

一号の二に掲げ

八条第一項第十

︵略︶

〜

第七項︑第十項︑第十一項︑第十二項︵第百七十八条第一項第四号

︑第五項︑第八項及び第十一項において同じ︒︶又は前条第六項︑

第十一号又は第十二号から第十六号までに係るものに限る︒第四項

又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る︒第四項︑第

十項︑第十一項︑第十二項︵第百七十八条第一項第四号︑第十一号

第八項及び第十一項において同じ︒︶又は前条第六項︑第七項︑第

は第十一号から第十六号までに係るものに限る︒第四項︑第五項︑

- 20 -

定関与者

︵略︶

︵略︶
〜

︑第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る︒

前条第一項の決定︵第百七十八条第一項第四号又

︵決定の効力の停止︶

29

第百八十五条の八

14

第百八十五条の八 前条第一項の決定︵第百七十八条第一項第四号︑

︵決定の効力の停止︶

29

14

が確定するまでの間︑当該決定の効力を停止しなければならない︒

の提起があつたときは︑内閣総理大臣は︑当該事件についての裁判

係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴

項︑第八項及び第十一項において同じ︒︶の決定の後︑当該決定に

十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る︒第四項︑第五

十三項︵第百七十八条第一項第四号︑第十一号又は第十二号から第

第四項︑第五項︑第八項及び第十一項において同じ︒︶若しくは第

る課徴金の全部が納付されているときは︑この限りでない︒

当該決定の効力を停止しなければならない︒ただし︑当該決定に係

︑内閣総理大臣は︑当該事件についての裁判が確定するまでの間︑

事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があつたときは

項において同じ︒︶の決定の後︑当該決定に係る納付期限前に同一

実があると認める場合に限る︒第四項︑第五項︑第八項及び第十一

百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事

五項︑第八項及び第十一項において同じ︒︶若しくは第十三項︵第

︵略︶

︵参考人等の旅費等の請求︶

２〜

ただし︑当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは︑こ

︵略︶

の限りでない︒
２〜

︵参考人等の旅費等の請求︶

項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は︑政

第百七十七条第一号若しくは第百八十五条第一 第百八十五条の十九 第百八十五条第一項又は第百八十五条の四第一

項又は第百八十五条の四第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜら

令で定めるところにより︑旅費及び手当を請求することができる︒

一 第百七十七条第一号の規定による事件関係人又は参考人に対す

の罰金に処する︒

一 第百七十七条第一号の規定による事件関係人又は参考人に対す

の罰金に処す る︒

︵略︶

る処分に違反して︑陳述をせず︑虚偽の陳述をし︑又は報告をせ

二〜五

る処分に違反して︑出頭せず︑陳述をせず︑若しくは虚偽の陳述

︵略︶

ず︑ 若しくは虚偽 の報告をした者

第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は︑二十万円以下 第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は︑二十万円以下

当を請求することができる︒

れた参考人又は鑑定人は︑政令で定めるところにより︑旅費及び手

第百八十五条の十九

12

をし︑又は報告をせず︑若しくは虚偽の報告をした者
二〜五
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12

二

目次

正

案

金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶

改

目次

︵略︶

現

︵略︶

第一章〜第二章の五

︵略︶

第一節

業務

第一章〜第二章の五

︵略︶

第 二節

第 三 章 金融商品 取引業者等

第一節
業務

第三章 金融商品取引業者等

第二節

行

第 一 款 通則 ︵第三十五条︱第四十条の五 ︶

︵略︶

第一款 通則︵第三十五条︱第四十条の六︶

第三節〜第八節

金融商品 取引所

第三章の二〜第四 章の二
第五章

︵略︶

第二款〜第六款 ︵略︶

︵略︶
︵略︶

第二款〜第六款 ︵略︶
第三節〜第八節
第三章の二〜第四章の二
第五章 金融商品取引所

︵略︶

第一節〜第四節

︵略︶

第一節〜第四節

第五節 監督︵第百四十八条︱第百五十三条の四︶
︵略︶
︵略︶

第五節 監督︵第百四十八条︱第百五十三条の五︶

第六節

第五章の 二〜第九章

︵略︶

第五章の二〜第九章 ︵略︶

附則

第六節

附則

この法律において﹁有価証券﹂とは︑次に掲げるものをいう

︵定義︶

︒

第二条

︵定義︶
第二条 この法律において﹁有価証券﹂とは︑次に掲げるものをいう
︒
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一〜十八

︵略︶

て第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引︵金融商品︵第二

場をいう︒以下この号において同じ︒︶において行う取引であつ

︑外国金融商品市場︵第八項第三号ロに規定する外国金融商品市

準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利

融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第

て第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金

場をいう︒以下この号において同じ︒︶において行う取引であつ

︑外国金融商品市場︵第八項第三号ロに規定する外国金融商品市

準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利

︵略︶

一〜十八
十九

十四項第三号の二に掲げるものに限る︒︶又は金融指標︵当該金

三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利︵以下﹁オプション

金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基

十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基

融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る︒︶に係る

︵略︶

︵略︶

﹂という︒︶を表示する証券又は証書

２〜７

二十・二十一

ものを除く︒︶に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市
場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取

︵略︶

引に係る権利︵以下﹁オプション﹂という︒︶を表示する証券又
は証書

︵略︶

二十・二十一
２〜７

という︒︶その他政令で定める金融機関が行う第十二号︑第十四号

条第一項に規定する協同組織金融機関︵以下﹁協同組織金融機関﹂

認められるものとして政令で定めるもの及び銀行︑優先出資法第二

の内容等を勘案し︑投資者の保護のため支障を生ずることがないと

︑第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く︒︶のい

という︒︶その他政令で定める金融機関が行う第十二号︑第十四号

条第一項に規定する協同組織金融機関︵以下﹁協同組織金融機関﹂

認められるものとして政令で定めるもの及び銀行︑優先出資法第二

の内容等を勘案し︑投資者の保護のため支障を生ずることがないと

８ この法律において﹁金融商品取引業﹂とは︑次に掲げる行為︵そ ８ この法律において﹁金融商品取引業﹂とは︑次に掲げる行為︵そ

︑第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く︒︶のい

一 有価証券の売買︵デリバティブ取引に該当するものを除く︒以

ずれかを業として行うことをいう︒

有価証券の売買︵デリバティブ取引に該当するものを除く︒以

下同じ︒︶︑市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取

ずれかを業として行うことをいう︒
一

下同じ︒︶︑市場デリバティブ取引︵金融商品︵第二十四項第三

- 23 -

号の二に掲げるものに限る︒︶又は金融指標︵当該金融商品の価
格及びこれに基づいて算出した数値に限る︒︶に係る市場デリバ
ティブ取引︵以下﹁商品関連市場デリバティブ取引﹂という︒︶
を除く︒︶又は外国市場デリバティブ取引︵有価証券の売買にあ

︵略︶

つては︑第十号に掲げるものを除く︒︶
二〜十

︵略︶

引︵有価証券の売買にあつては︑第十号に掲げるものを除く︒︶

二〜十

︑文書︵新聞︑雑誌︑書籍その他不特定多数の者に販売すること

を目的として発行されるもので︑不特定多数の者により随時に購

︑文書︵新聞︑雑誌︑書籍その他不特定多数の者に販売すること

当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し︑口頭

を目的として発行されるもので︑不特定多数の者により随時に購

入可能なものを除く︒︶その他の方法により助言を行うことを約

十一

入可能なものを除く︒︶その他の方法により助言を行うことを約

し︑相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約︵以下﹁

当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し︑口頭

し︑相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約︵以下﹁

投資顧問契約﹂という︒︶を締結し︑当該投資顧問契約に基づき

十一

投資顧問契約﹂という︒︶を締結し︑当該投資顧問契約に基づき

︑助言を行うこと︒
︵略︶

︑助言を行うこと︒

イ

又は金融指標の動向をいう︒以下同じ︒︶の分析に基づく投資

︵略︶

るものにあつては︑金融商品取引所に上場されているものに限

判断︵投資の対象となる有価証券の種類︑銘柄︑数及び価格並

イ

る︒︶の価値︑オプションの対価の額又は金融指標︵同号に掲

びに売買の別︑方法及び時期についての判断又は行うべきデリ

金融商品の価値等︵金融商品の価値︑オプションの対価の額

げる金融商品に係るものにあつては︑金融商品取引所に上場さ

バティブ取引の内容及び時期についての判断をいう︒以下同じ

ロ

れているものに限る︒︶の動向をいう︒以下同じ︒︶の分析に

︒︶

ロ 金融商品の価値等︵金融商品︵第二十四項第三号の二に掲げ

基づく投資判断︵投資の対象となる有価証券の種類︑銘柄︑数
及び価格並びに売買の別︑方法及び時期についての判断又は行
うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう
︒以下同じ︒︶
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十二〜十五

︵略︶

十二〜十五
十六

︵略︶

から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受け

その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して︑顧客

十六 その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して︑顧客
から金銭又は第一項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受け

︵略︶

︵略︶

ること︒

９〜

十七・十八

ること︵商品関連市場デリバティブ取引についての第二号︑第三
号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては︑これらの行為
に関して︑顧客から商品︵第二十四項第三号の二に掲げるものを
いう︒以下この号において同じ︒︶又は寄託された商品に関して

︵略︶

発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む︒︶︒

︵略︶

十七・十八
９〜

この法律において﹁金融商品市場﹂とは︑有価証券の売買又は市

︵略︶

場デリバティブ取引を行う市場をいう︒

みを行うものを除く︒︶をいう︒
︵略︶

百十三条第一項の規定による取引資格に基づき︑取引所金融商品市

〜

は第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資

場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる

︵略︶

において︑金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い

一・二

︵略︶

一・二

︵略︶

この法律において﹁市場デリバティブ取引﹂とは︑金融商品市場

において︑金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い

行う次に掲げる取引をいう︒

21 20

この法律において﹁市場デリバティブ取引﹂とは︑金融商品市場

行う次に掲げる取引をいう︒

︵略︶

18

この法律において﹁取引参加者﹂とは︑第百十二条第一項又は第

格に基づき︑取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場

者をいう︒

19 15

この法律において﹁取引参加者﹂とは︑第百十二条第一項若しく

デリバティブ取引に参加できる者をいう︒

〜

場デリバティブ取引を行う市場︵商品関連市場デリバティブ取引の

この法律において﹁金融商品市場﹂とは︑有価証券の売買又は市

13
14

18
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13

14
19 15

21 20

三

当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取

引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与

当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取

引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与

し︑当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

三

し︑当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

︵略︶

イ

︵略︶

イ

︑相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品︵第二十四項第三

同じ︒︶の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い

づいて算出した数値を除く︒以下この号及び次項第五号において

商品︵これらの号に掲げるものを除く︒︶の利率等及びこれに基

内閣府令で定めるものをいう︒以下同じ︒︶又は金融指標︵金融

るものを除く︒︶の利率等︵利率その他これに準ずるものとして

と取り決めた金融商品︵第二十四項第三号及び第三号の二に掲げ

︒︶の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づ

方と取り決めた金融商品︵第二十四項第三号に掲げるものを除く

間における変化率に基づいて金銭を支払い︑相手方が当事者の一

除く︒以下この号及び次項第五号において同じ︒︶の約定した期

げるものを除く︒︶の利率等及びこれに基づいて算出した数値を

るものをいう︒以下同じ︒︶又は金融指標︵金融商品︵同号に掲

︶の利率等︵利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定め

と取り決めた金融商品︵第二十四項第三号に掲げるものを除く︒

当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方

取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む︒︶

ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引︵前号に掲げる

のを含む︒︶

号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるも

ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引︵前号又は第四

四

号及び第三号の二に掲げるものを除く︒︶の利率等又は金融指標

いて金銭を支払うことを相互に約する取引︵これらの金銭の支払

当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方

の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相

とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商

四

互に約する取引︵これらの金銭の支払とあわせて当該元本として

品を授受することを約するものを含む︒︶

︵新設︶

定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約する

当事者が数量を定めた金融商品︵第二十四項第三号の二に

ものを含む︒︶
四の二

掲げるものに限る︒以下この号において同じ︒︶について当事者
の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定
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した期間における変化率に基づいて金銭を支払い︑相手方が当事
者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化
率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

め定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手

当事者の一方が金銭を支払い︑これに対して当事者があらかじ

め定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手

方が金銭を支払うことを約する取引︵当該事由が発生した場合に

五

方が金銭を支払うことを約する取引︵当該事由が発生した場合に

おいて︑当事者の一方が金融商品︑金融商品に係る権利又は金銭

当事者の一方が金銭を支払い︑これに対して当事者があらかじ

おいて︑当事者の一方が金融商品︑金融商品に係る権利又は金銭

債権︵金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを

五

債権︵金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを

除く︒︶を移転することを約するものを含み︑前三号に掲げるも

︵略︶

︵略︶

除く︒︶を移転することを約するものを含み︑第二号から前号ま

六

イ ・ロ

のを除く︒︶

︵略︶

でに掲げるものを除く︒︶

︵略︶

約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約
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イ・ロ
六

及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引︵その内容

この法律において﹁店頭デリバティブ取引﹂とは︑金融商品市場

及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引︵その内容

等を勘案し︑公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがない

この法律において﹁店頭デリバティブ取引﹂とは︑金融商品市場

等を勘案し︑公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがない

二

ときは差金の授受によつて決済することができる取引

いる金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をした

その対価の授受を約する売買であつて︑当該売買の目的となつて

項第五号に掲げるものを除く︒以下この項において同じ︒︶及び

売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品︵第二十四

と認められるものとして政令で定めるものを除く︒︶をいう︒

約定数値︵第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品

一

と認められるものとして政令で定めるものを除く︒︶をいう︒

二

できる取引

令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することが

該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政

において同じ︒︶及びその対価の授受を約する売買であつて︑当

項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く︒第三号及び第六号

売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品︵第二十四

22

一

22

に係る金融指標の数値を除く︒︶と現実数値︵これらの号に掲げ
る金融商品に係る金融指標の数値を除く︒︶の差に基づいて算出

する取引 又はこれに類似する取引

︵略︶

される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三

を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該

︵略︶

を行う場合の金融指標︵第二十四項第三号の二又は第五号に掲げ

意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に

三

る金融商品に係るものを除く︒︶としてあらかじめ約定する数値

基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させる

当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示

と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の

ことができる権利を相手方が当事者の一方に付与し︑当事者の一

四

数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を

方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似

当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示

成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し︑

する取引

四

当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又は

一方と取り決めた金融商品︵これらの号に掲げるものを除く︒︶

期間における変化率に基づいて金銭を支払い︑相手方が当事者の

号に掲げるものを除く︒︶の利率等若しくは金融指標の約定した

と取り決めた金融商品︵第二十四項第三号︑第三号の二及び第五

定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に

品︵同号に掲げるものを除く︒︶の利率等若しくは金融指標の約

づいて金銭を支払い︑相手方が当事者の一方と取り決めた金融商

︶の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基

と取り決めた金融商品︵第二十四項第三号に掲げるものを除く︒

当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方

の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づ

約する取引︵これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定め

五

いて金銭を支払うことを相互に約する取引︵これらの金銭の支払

た金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するもの

当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方

これに類似する取引
五

とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商

︵略︶

を含む︒︶又はこれに類似する取引

六・七

品︵同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く︒︶を授受す
ることを約するものを含む︒︶又はこれに類似する取引
六・七 ︵略︶
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商品市場において行う取引であつて︑市場デリバティブ取引と類似

この法律において﹁外国市場デリバティブ取引﹂とは︑外国金融

商品市場において行う取引であつて︑市場デリバティブ取引と類似

の取引をいう︒

この法律において﹁外国市場デリバティブ取引﹂とは︑外国金融

の取引︵金融商品︵次項第三号の二に掲げるものに限る︒︶ 又は金
融指標︵当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限
る︒︶に係るものを除く︒︶をいう︒

一〜三

商品︵商品先物取引法︵昭和二十五年法律第二百三十九号

︵略︶

︵新設︶

一〜三

この法律において﹁金融商品﹂とは︑次に掲げるものをいう︒

三の二

︶第二条第一項に規定する商品のうち︑法令の規定に基づく当該
商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成
及び需給の状況を勘案し︑当該商品に係る市場デリバティブ取引
により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく︑か
つ︑取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティ
ブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で

四 前三号に掲げるもののほか︑同一の種類のものが多数存在し︑

定めるものをいう︒以下同じ︒︶
四 前各号に掲げるもののほか︑同一の種類のものが多数存在し︑

︶
︵略︶
この法律において﹁金融指標﹂とは︑次に掲げるものをいう︒

︵略︶

この法律において﹁金融指標﹂とは︑次に掲げるものをいう︒

五

第二条第一項に規定する商品を除く︒︶

めるもの︵商品先物取引法︵昭和二十五年法律第二百三十九号︶

者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定

取引︵デリバティブ取引に類似する取引を含む︒︶について投資

価格の変動が著しい資産であつて︑当該資産に係るデリバティブ

五

めるもの︵商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く︒

者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定

取引︵デリバティブ取引に類似する取引を含む︒︶について投資

価格の変動が著しい資産であつて︑当該資産に係るデリバティブ

︵略︶

この法律において﹁金融商品﹂とは︑次に掲げるものをいう︒

23
24

25
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23
24
25

一

金融商品の価格又は金融商品︵前項第三号及び第三号の二に掲

一 金融商品の価格又は金融商品︵前項第三号に掲げるものを除く

︵略︶

︒︶の利 率等
二

げるものを除く︒︶の利率等
︵略︶

つて︑事業者の事業活動に重大な影響を与える指標︵前号に掲げ

二

つて︑事業者の事業活動に重大な影響を与える指標︵前号に掲げ

るものを除く︒︶又は社会経済の状況に関する統計の数値であつ

その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であ

るものを除く︒︶又は社会経済の状況に関する統計の数値であつ

て︑これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引︵デリバティ

三

て︑これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引︵デリバティ

ブ取引に類似する取引を含む︒︶について投資者の保護を確保す

その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であ

ブ取引に類似する取引を含む︒︶について投資者の保護を確保す

ることが必要と認められるものとして政令で定めるもの︵商品先

三

ることが必要と認められるものとして政令で定めるもの︵商品先

︵略︶

物取引法第二条第二項に規定する商品指数を除く︒︶

四

物取引法第二条第二項に規定する商品指数であつて︑商品以外の

︵略︶

品取引業のうち︑次に掲げる行為のいずれかを業として行うことを
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物品の価格に基づいて算出されたものを除く︒︶
四

品取引業のうち︑次に掲げる行為のいずれかを業として行うことを

いう︒
︵略︶

一

︵略︶

一

︵略︶

のうち︑次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう︒

２ この章において﹁第二種金融商品取引業﹂とは︑金融商品取引業

二〜五

︵新設︶

いう︒

この章において﹁第一種金融商品取引業﹂とは︑金融商 第二十八条 この章において﹁第一種金融商品取引業﹂とは︑金融商

︵略︶
39

〜

26

一の二 商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第

︵略︶

二号︑第三号又は第五号に掲げる行為
二〜五

この章において﹁第二種金融商品取引業﹂とは︑金融商品取引業

のうち︑次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう︒

２

第二十八条

︵略︶

39

〜
26

︵略︶

第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為︵

一・二
三

︵略︶

︵略︶

除く︒︶

前項第一号︑第一号の二若しくは第二号又は前号に掲げるものを

四
３〜８

一・二

︵略︶

三 第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為︵

︵略︶

︵略︶

前項第一号若しくは第二号又は前号に掲げるものを除く︒︶

四
３〜８

この場合において︑第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人

を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない︒

第二十九条の二 前条の登録を受けようとする者は︑次に掲げる事項

は︑国内における代表者︵当該外国法人が第一種金融商品取引業を

この場合において︑第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人

を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない︒

第二十九条の二 前条の登録を受けようとする者は︑次に掲げる事項

︵登録の申請︶

は︑国内における代表者︵当該外国法人が第一種金融商品取引業を

行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当する

︵登録の申請︶

行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するも

︒

業務の種別︵第二十八条第一項第一号︑第二号︑第三号イから

一〜四
五

︵略︶

ものに限る︒︶を定めて当該登録申請書を提出しなければならない

︵略︶

のに限る︒︶を定めて当該登録申請書を提出しなければならない︒

一〜四

業務の種別︵第二十八条第一項第一号︑第一号の二︑第二号︑

ハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理

五

第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有

業務︑第二種金融商品取引業︑投資助言・代理業並びに投資運用

︵略︶

︵略︶

価証券等管理業務︑第二種金融商品取引業︑投資助言・代理業並

２〜４

六〜八

業の種別をいう︒︶

︵略︶

︵略︶

びに投資運用業の種別をいう︒︶
六〜八
２〜４
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第三十三条の二 金融機関は︑次に掲げる行為のいずれかを業として

︵金融機関の登録︶

第三十三条の二 金融機関は︑次に掲げる行為のいずれかを業として

行おうとするとき︑又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理

︵金融機関の登録︶

行おうとするとき︑又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理

業務を行おうとするときは︑内閣総理大臣の登録を受けなければな

︵略︶

業務を行おうとするときは︑内閣総理大臣の登録を受けなければな

一・二

らない︒
︵略︶

らない︒
一・二

デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以

外のもの︵他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて︑

三

外のもの︵他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて︑

又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うものを

デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以

又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及

除く︒︶又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条

三

び商品関連市場デリバティブ取引を除く︒︶又は第二条第八項第

︵略︶

第八項第七号に掲げるもの以外のもの

外のもの
︵略︶

四

五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以

四

︵のみ行為の禁止︶

第四十二条の五 金融商品取引業者等は︑有価証券等管理業務として

︵金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止︶

第四十条の六 金融商品取引業者等は︑商品関連市場デリバティブ取 ︵新設︶
引等︵商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介︑取次ぎ
若しくは代理をいう︒以下この条において同じ︒︶の委託を受けた
ときは︑その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしない
で︑自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない︒

︵金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止︶
第四十二条の五 金融商品取引業者等は︑有価証券等管理業務として
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項第一号から第四号までに掲げる行為又は商品関連市場デリバティ

金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し︑顧客のために同

客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない︒ただし︑当該

商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧

わず︑顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け︑又は当該金融

条及び次条において同じ︒︶に関して︑いかなる名目によるかを問

︵第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務に限る︒以下この

行う場合その他政令で定める場合を除くほか︑その行う投資運用業

の行為による取引の決済のために必要なときは︑この限りでない︒

項第一号から第四号までに掲げる行為を行う場合において︑これら

金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し︑顧客のために同

客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない︒ただし︑当該

商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧

わず︑顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け︑又は当該金融

条及び次条において同じ︒︶に関して︑いかなる名目によるかを問

︵第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務に限る︒以下この

行う場合その他政令で定める場合を除くほか︑その行う投資運用業

︵分別管理︶

金融商品取引業者等は︑次に掲げる有価証券︵次項

ブ取引を行う場合において︑これらの行為による取引の決済のため
に必要なときは︑この限りでない︒

︵分別管理︶

第四十三条の二 金融商品取引業者等は︑次に掲げる有価証券︵次項 第四十三条の二

の規定により管理する有価証券を除く︒︶を︑確実にかつ整然と管

一

の規定により管理する有価証券を除く︒︶を︑確実にかつ整然と管

一

二 有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣

理する方法として内閣府令で定める方法により︑自己の固有財産と

二 有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣

府令で定めるものに係る取引︵店頭デリバティブ取引に該当する

理する方法として内閣府令で定める方法により︑自己の固有財産と

府令で定めるものに係る取引︵店頭デリバティブ取引に該当する

もの︵有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金

分別して管理しなければならない︒

もの︵有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金

融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相

分別して管理しなければならない︒

融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相

手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣

︵略︶

手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣

府令で定めるものに限る︒︶その他政令で定める取引を除く︒次

︵略︶

府令で定めるものに限る︒︶その他政令で定める取引を除く︒次
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により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定

が顧客から預託を受けた有価証券︵前号に掲げる有価証券︑契約

金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等

対象有価証券関連取引﹂という︒︶に関し︑顧客の計算において

項第二号︑第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において﹁

者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く︒

た有価証券︵前号に掲げる有価証券︑契約により金融商品取引業

占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受け

﹂という︒︶に関し︑顧客の計算において金融商品取引業者等が

項第二号及び第七十九条の二十において﹁対象有価証券関連取引

︵略︶

第四十三条の三 金融商品取引業者等は︑その行うデリバティブ取引

︵新設︶

２・３

︶

︵略︶

金融商品取引業者等は︑その行う商品関連市場

める有価証券を除く︒︶
２・３

第 四 十 三条 の 二 の 二

デリバティブ取引についての第二条第八項第二号若しくは第三号に
掲げる行為︵以下この条︑次条及び第七十九条の二十において﹁商
品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等﹂という︒︶に係る取引又は
第三十五条第一項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ
取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるも
のに係る取引︵第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において
﹁対象商品デリバティブ取引関連取引﹂と総称する︒︶に関し︑第
百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券
その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭そ
の他の財産については︑内閣府令で定めるところにより︑自己の固

第四十三条の三 金融商品取引業者等は︑その行うデリバティブ取引

等︵有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く︒次項

有財産と区分して管理しなければならな い︒

等︵有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティ
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２

り顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価

ものを除く︒次項において同じ︒︶に関し︑第百十九条の規定によ

ブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当する

内閣府令で定めるところにより︑自己の固有財産と区分して管理し

受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については︑

において同じ︒︶に関し︑第百十九条の規定により顧客から預託を

︵略︶

なければならない︒

２

証券については︑内閣府令で定めるところにより︑自己の固有財産
と区分して管理しなければならない︒
︵略︶

︵略︶

︵顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限︶
第四十三条の四

︵顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限︶
第四十 三条の四

︵新設︶

︵略︶

２ 金融商品取引業者等は︑商品関連市場デリバティブ取引について
の第二条第八項第二号︑第三号又は第五号に掲げる行為に係る業務
に関して︑顧客の計算において自己が占有する商品︵寄託された商
品に関して発行された証券又は証書を含む︒以下この項において同
じ︒︶又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人
に貸し付ける場合には︑内閣府令で定めるところにより︑当該顧客
から書面による同意を得なければならない︒

同意について準用する︒

２ 第三十四条の二第十二項の規定は︑前項の規定による書面による

る同意について準用する︒

︵一般顧客等︶

３ 第三十四条の二第十二項の規定は︑前二項の規定による書面によ

︵一般顧客等︶

この章において﹁一般顧客﹂とは︑金融商品取引

業者︵第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う金融商品

第七十九条の二十

業者︵第二十八条第八項に規定する有価証券関連業︵以下この章に

取引業者に限る︒以下この章において同じ︒︶の本店その他の国内

第七十九条の二十 この章において﹁一般顧客﹂とは︑金融商品取引

おいて﹁有価証券関連業﹂という︒︶又は商品関連市場デリバティ
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外国法人である金融商品取引業者にあつては︑国内に有する営業所

この章において同じ︒︶の本店その他の国内の営業所又は事務所︵

ブ取引関連業務﹂という︒︶を行う金融商品取引業者に限る︒以下

ブ取引取次ぎ等に係る業務︵以下この章において﹁商品デリバティ

地方公共団体その他の政令で定める者を除く︒︶をいう︒

引業者と対象有価証券関連取引をする者︵適格機関投資家及び国︑

︑国内に有する営業所又は事務所︶の顧客であつて当該金融商品取

の営業所又は事務所︵外国法人である金融商品取引業者にあつては

又は事務所︶の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券
関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者︵適格機
関投資家及び国︑地方公共団体その他の政令で定める者を除く︒︶

引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連

２ 金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取

わらず︑当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般

引業者と対象有価証券関連取引をする場合には︑前項の規定にかか

２ 金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取

をいう︒

取引をする場合には︑前項の規定にかかわらず︑当該金融商品取引

顧客とみなして︑この章の規定を適用する︒

３ この章において﹁顧客資産﹂とは︑次に掲げるものをいう︒

業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして︑この章の
規定を適用す る︒
３ この章において﹁顧客資産﹂とは︑次に掲げるものをいう︒

一

令で定める取引を除く︒第五号において同じ︒︶に関し︑一般顧

三 有価証券関連業に係る取引︵店頭デリバティブ取引その他の政

ィブ取引その他の政令で定める取引を除く︒次号において同じ︒

に限る︒以下この章において同じ︒︶に係る取引︵店頭デリバテ

二 金融商品取引業︵第二十八条第八項に規定する有価証券関連業

︵略︶

一

︵新設︶

︵略︶

二 第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託
を受けた金銭︑有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令
で定めるもの︵商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受

客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託

︶に関し︑一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が

けたものに限る︒︶

を受けた金銭︵第一号に規定する金銭を除く︒︶
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四

商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し︑一般顧客の
計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受

けた金銭︵第二号に規定する金銭を除く︒︶

一般顧客から預託を受けた金銭︵前号に規定する金銭を除く︒︶
︵新設︶

三 金融商品取引業に係る取引に関し︑一般顧客の計算に属する有

価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証

有価証券関連業に係る取引に関し︑一般顧客の計算に属する有

価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証

券︵第一号に規定する有価証券︑契約により金融商品取引業者が

五

券︵第一号に規定する有価証券︑契約により金融商品取引業者が

消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く︒︶

四 前三号に掲げるもののほか︑政令で定めるもの

︵新設︶

消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く︒︶
六 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し︑一般顧客の
計算に属する有価証券若しくは商品︵寄託された商品に関して発
行された証券又は証書を含む︒以下この号において同じ︒︶又は
金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは
商品︵第二号に掲げるもの︑契約により金融商品取引業者が消費
できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を

七 前各号に掲げるもののほか︑政令で定めるもの

︵目的︶

除く︒︶

︵目的︶

般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を

﹁基金﹂という︒︶は︑第七十九条の五十六第一項の規定による一

図り︑もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする

般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を

﹁基金﹂という︒︶は︑第七十九条の五十六第一項の規定による一

投資者保護基金︵以下この章及び附則において

図り︑もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する

︒

第七十九条の二十一 投資者保護基金︵以下この章及び附則において 第七十九条の二十一

信頼性を維持することを目的とする︒

- 37 -

︵加入義務等︶
第七十九条の二十七

︵略︶

︵加入義務等︶
第七十九条の二十七 ︵略︶

２ 第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融

商品取引業を行おうとする者︵政令で定める者を除く︒︶は︑その

第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融

商品取引業︵有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に

登録又は変更登録の申請と同時に︑いずれか一の基金に加入する手

２

限る︒以下この章において同じ︒︶を行おうとする者︵政令で定め

続をとらなければならない︒

︵略︶

︵脱退等︶

３・４

る者を除く︒︶は︑その登録又は変更登録の申請と同時に︑いずれ

︵略︶

か一の基金に加入する手続をとらなければならない︒
３・４

︵脱退等︶

外国法人である金融商品取引業者にあつては︑国内に設けられた

取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに

一 金融商品取引業の廃止︵有価証券関連業及び商品デリバティブ

げる事由により︑当然︑その所属する基金を脱退する︒

融商品取引業の廃止を含む︒︶又は金融商品取引業者の解散︵外

つては︑国内に設けられたすべての営業所又は事務所における金

一条第四項の変更登録及び外国法人である金融商品取引業者にあ

一 金融商品取引業の廃止︵有価証券関連業を行わない旨の第三十

げる事由により︑当然︑その所属する基金を脱退する︒

基金の会員である金融商品取引業者は︑次に掲 第七十九条の二十八 基金の会員である金融商品取引業者は︑次に掲

全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む︒

国法人である金融商品取引業者にあつては︑国内に設けられた営

第七十九条の二十八

︶又は金融商品取引業者の解散︵外国法人である金融商品取引業

業所又は事務所の清算の開始を含む ︒︶

︵略︶

︵略︶
２〜５

二

者にあつては︑国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始

︵略︶

︵略︶

を含む︒︶
二
２〜５
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︵業務の範囲等︶
︵略︶

基金は︑その顧客資産に係る業務の範囲を︑第七十九条の二十第

第七十九条の四十九
２
三項第一号︑第三号︑第五号及び第七号に掲げる顧客資産︵同号に
掲げる顧客資産については︑対象有価証券関連取引に関するものと
して内閣府令・財務省令で定めるものに限る︒︶のみに係る業務に
限定する旨を定款で定めることができる︒この場合において︑当該
基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の
二十六第一項︑第七十九条の二十八第一項︑第三項及び第五項並び
に第七十九条の五十三第一項の規定の適用については︑第七十九条
の二十六第一項中﹁金融商品取引業者﹂とあるのは﹁有価証券関連
業を行う金融商品取引業者﹂と︑第七十九条の二十八第一項第一号
及び第七十九条の五十三第一項第三号中﹁有価証券関連業及び商品
デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更
登録並びに﹂とあるのは﹁有価証券関連業を行わない旨の第三十一
条第四項の変更登録及び﹂と︑第七十九条の二十八第三項中﹁他の
基金の会員となる場合﹂とあるのは﹁他の基金︵第七十九条の四十
九第四項の規定による定款の定めがないものに限る︒︶の会員とな
る場合若しくは既に会員である他の基金︵同条第二項及び第四項の
規定による定款の定めのいずれもないものに限る︒︶のみの会員と
なる場合﹂と︑同条第五項第二号中﹁他の基金に会員として加入す
る手続をとつていること﹂とあるのは﹁他の基金︵第七十九条の四
十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る︒︶に会員と

︵業務の範囲︶
第七十九条の四十九
︵新設︶

︵略︶
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３

して加入する手続をとつていること︑又は既に他の基金︵同条第二
項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る︒
︶の会員であること﹂とする︒
前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取
引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者︵第
七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者
を除く︒︶は︑同条第一項の規定にかかわらず︑当該定款の定めが
ない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならな
い︒この場合において︑当該他の基金︵次項の規定による定款の定
めがないものに限る︒︶は︑当該金融商品取引業者に関しては︑そ
の顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係
る業務に限定をすることができるものとし︑かつ︑当該限定をした
基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十
九条の二十八第一項︑第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三
第一項の規定の適用については︑第七十九条の二十八第一項第一号
及び第七十九条の五十三第一項第三号中﹁有価証券関連業及び商品
デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更
登録並びに﹂とあるのは﹁商品デリバティブ取引関連業務を行わな
い旨の第三十一条第四項の変更登録及び﹂と︑第七十九条の二十八
第三項中﹁他の基金の会員となる場合﹂とあるのは﹁他の基金︵第
七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る
︒︶の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金︵同条第二
項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る︒

︵新設︶
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︶のみの会員となる場合﹂と︑同条第五項第二号中﹁他の基金に会
員として加入する手続をとつていること﹂とあるのは﹁他の基金︵

基金は︑その顧客資産に係る業務の範囲を︑第七十九条の二十第 ︵新設︶

ものに限る︒︶の会員であること﹂とする︒

基金︵同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもない

る︒︶に会員として加入する手続をとつていること︑又は既に他の

第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限

４

三項第二号︑第四号︑第六号及び第七号に掲げる顧客資産︵同号に
掲げる顧客資産については︑対象商品デリバティブ取引関連取引に
関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る︒︶のみ
に係る業務に限定する旨を定款で定めることができる︒この場合に
おいて︑当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての
第七十九条の二十六第一項︑第七十九条の二十八第一項︑第三項及
び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については
︑第七十九条の二十六第一項中﹁金融商品取引業者﹂とあるのは﹁
商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者﹂と︑第七
十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号
中﹁有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない
旨の第三十一条第四項の変更登録並びに﹂とあるのは﹁商品デリバ
ティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及
び﹂と︑第七十九条の二十八第三項中﹁他の基金の会員となる場合
﹂とあるのは﹁他の基金︵第七十九条の四十九第二項の規定による
定款の定めがないものに限る︒︶の会員となる場合若しくは既に会
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員である他の基金︵同条第二項及び第四項の規定による定款の定め
のいずれもないものに限る︒︶のみの会員となる場合﹂と︑同条第
五項第二号中﹁他の基金に会員として加入する手続をとつているこ
と﹂とあるのは﹁他の基金︵第七十九条の四十九第二項の規定によ
る定款の定めがないものに限る︒︶に会員として加入する手続をと
つていること︑又は既に他の基金︵同項及び同条第四項の規定によ
る定款の定めのいずれもないものに限る︒︶の会員であること﹂と

前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取

す る︒
５

引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者︵第七十九条の二十
七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く︒︶は︑
同条第一項の規定にかかわらず︑当該定款の定めがない他のいずれ
か一の基金にその会員として加入しなければならない︒この場合に
おいて︑当該他の基金︵第二項の規定による定款の定めがないもの
に限る︒︶は︑当該金融商品取引業者に関しては︑その顧客資産に
係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定
をすることができるものとし︑かつ︑当該限定をした基金又は当該
基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八
第一項︑第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定
の適用については︑第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九
条の五十三第一項第三号中﹁有価証券関連業及び商品デリバティブ
取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに﹂
とあるのは﹁有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変

︵新設︶
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更登録及び﹂と︑第七十九条の二十八第三項中﹁他の基金の会員と
なる場合﹂とあるのは﹁他の基金︵第七十九条の四十九第四項の規
定による 定款の定め が ないもの に限る︒︶の会 員 となる場合若しく
は既に会員である他の基金︵同条第二項及び第四項の規定による定
款の定めのいずれもないものに限る︒︶のみの会員となる場合﹂と
︑同条第五項第二号中﹁他の基金に会員として加入する手続をとつ
ていること﹂とあるのは﹁他の基金︵第七十九条の四十九第四項の
規定による定款の定めがないものに限る︒︶に会員として加入する
手続をとつていること︑又は既に他の基金︵同条第二項及び第四項
の規定による定款の定めのいずれもないものに限る︒︶の会員であ
ること﹂とする︒
６ 第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は︑第二項の規定に
よる定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第四
項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業
者であつて︑第三十一条第四項の変更登録を受けて商品デリバティ
ブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者︵第七十九条
の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く︒︶について準用
する︒この場合において︑第七十九条の二十七第二項中﹁いずれか
一の基金﹂とあるのは︑﹁当該定款の定めがない他のいずれか一の

基金の会員である金融商品取引業者は︑次の各

基金﹂と読み替えるものとする︒

︵基金への通知︶
第七十九条の五十三

︵新設︶

︵基金への通知︶
第七十九条の五十三

基金の会員である金融商品取引業者は︑次の各
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しなければならない︒

号に該当する場合には︑直ちに︑その旨をその所属する基金に通知

しなければならない︒

号に該当する場合には︑直ちに︑その旨をその所属する基金に通知

︵略︶

一

の申立てを行つたとき︵有価証券関連業を行わない旨の第三十一

︵略︶

の申立てを行つたとき︵外国法人である金融商品取引業者にあつ

条第四項の変更登録及び外国法人である金融商品取引業者にあつ

一

ては︑国内において破産手続開始︑再生手続開始︑更生手続開始

ては︑国内において破産手続開始︑再生手続開始︑更生手続開始

二 破産手続開始︑再生手続開始︑更生手続開始又は特別清算開始

若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき︑又は本店の所在す

若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき︑又は本店の所在す

破産手続開始︑再生手続開始︑更生手続開始又は特別清算開始

る国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき

る国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき

二

︒︶︒

以下この号において同じ︒︶をしたとき若しくは解散︵外国法人

全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む︒

外国法人である金融商品取引業者にあつては︑国内に設けられた

取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに

三 金融商品取引業の廃止︵有価証券関連業及び商品デリバティブ

したとき︑又は第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業

︑国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む︒︶を

とき若しくは解散︵外国法人である金融商品取引業者にあつては

融商品取引業の廃止を含む︒以下この号において同じ︒︶をした

つては︑国内に設けられたすべての営業所又は事務所における金

三 金融商品取引業の廃止︵外国法人である金融商品取引業者にあ

︒︶︒

である金融商品取引業者にあつては︑国内に設けられた営業所又

等の廃止若しくは解散の公告をしたとき︒

︵略︶
︵略︶

︵迅速な弁済に資するための業務︶

２〜５

四

は事務所の清算の開始を含む︒︶をしたとき︑又は第五十条の二
第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告

︵略︶

︵略︶

をしたとき︒
四
２〜５

︵迅速な弁済に資するための業務︶
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第七十九条の六十一 基金は︑会員である金融商品取引業者の委託を

受けて︑当該金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定

基金は︑会員である金融商品取引業者の委託を

受けて行う当該金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規

す る 信 託 の 受 益 者 代 理 人 と し て の 業 務 そ の 他 の 顧 客 資 産 の迅 速 な 返

第七十九条の六十一

定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な

還に資するための業務を行うことができる︒

︵投資者保護資金︶

基金は︑第七十九条の四十九各号に掲げる業務

返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で定める業務を
行うことができる︒

︵投資者保護資金︶

基金は︑第七十九条の四十九第一項各号に掲げ 第七十九条の六十三

に要する費用に充てるための資金︵以下﹁投資者保護資金﹂という

第七十九条の六十三

る業務に要する費用に充てるための資金︵以下﹁投資者保護資金﹂

︒︶を設けるものとする︒

︵資金の借入れ︶

る費用に充てる場合でなければ︑これを使用してはならない︒

２ 投資者保護資金は︑第七十九条の四十九各号に掲げる業務に要す

という︒︶を設けるものとする︒
２ 投資者保護資金は︑第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務
に要する費用に充てる場合でなければ︑これを使用してはならない
︒

︵資金の借入れ︶

他内閣府令・財務省令で定めるものをいう︒︶から資金の借入れ︵

務大臣の認可を受けて︑金融機関等︵銀行︑金融商品取引業者その

ときは︑政令で定める金額の範囲内において︑内閣総理大臣及び財

第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認める

を含む︒︶をすることができる︒

府令・財務省令で定めるものをいう︒︶から資金の借入れ︵借換え

の認可を受けて︑金融機関等︵銀行︑金融商品取引業者その他内閣

︑政令で定める金額の範囲内において︑内閣総理大臣及び財務大臣

まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは

基金は︑第七十九条の四十九第一号から第四号

借換えを含む︒︶をすることができる︒

︵会員金融商品取引所の取引参加者︶

第七十九条の七十二 基金は︑第七十九条の四十九第一項第一号から 第七十九条の七十二

︵会員金融商品取引所の取引参加者︶
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︵略︶

前項に定めるもののほか︑会員金融商品取引所は︑定款の定める

第百十二条
２
ところにより︑当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品
市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引
資格を与えることができる︒この場合において︑個人︑第二十九条
の四第一項第一号イ若しくはロに該当する者又はその役員のうちに
同項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人に対し
ては︑取引資格を与えてはならない︒

第百十二条
︵新設︶

︵略︶

に規定する商品取引参加者にあつては︑第一号に掲げる事由を除く

中﹁次に掲げる事由﹂とあるのは﹁次に掲げる事由︵第百五十一条

︑﹁脱退する﹂とあるのは﹁取引資格を喪失する﹂と︑第九十五条

条中﹁金融商品会員制法人﹂とあるのは﹁会員金融商品取引所﹂と

格を与えられた者について準用する︒この場合において︑第九十四

る者﹂と︑同条第三号中﹁除名﹂とあるのは﹁取引資格の取消し﹂

﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁第百十二条第一項各号に掲げ

﹁脱退する﹂とあるのは﹁取引資格を喪失する﹂と︑同条第一号中

﹁脱退する﹂とあるのは﹁取引資格を喪失する﹂と︑第九十五条中

中﹁金融商品会員制法人﹂とあるのは﹁会員金融商品取引所﹂と︑

を与えられた者について準用する︒この場合において︑第九十四条

３ 第九十四条及び第九十五条の規定は︑前二項の規定により取引資 ２ 第九十四条及び第九十五条の規定は︑前項の規定により取引資格

︒︶﹂と︑﹁脱退する﹂とあるのは﹁取引資格を喪失する﹂と︑同

と読み替えるものとする︒

︵新設︶

第百十三条

︵略︶

︵株式会社金融商品取引所の取引参加者︶

条第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁第百十二条第一項
各号に掲げる者﹂と︑同条第三号中﹁除名﹂とあるのは﹁取引資格
の取消し﹂と読み替えるものとする︒

︵株式会社金融商品取引所の取引参加者︶
︵略︶

前項に定めるもののほか︑株式会社金融商品取引所は︑業務規程

第百十三条
２

の定めるところにより︑当該株式会社金融商品取引所の開設する取
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引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行
うための取引資格を与えることができる︒この場合において︑個人
︑第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロに該当する者又はその
役員のうちに同項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のあ

者にあつては︑第一号に掲げる事由を除く︒︶﹂と︑﹁脱退する﹂

あるのは﹁次に掲げる事由︵第百五十一条に規定する商品取引参加

は﹁取引資格を喪失する﹂と︑第九十五条中﹁次に掲げる事由﹂と

とあるのは﹁株式会社金融商品取引所﹂と︑﹁脱退する﹂とあるの

条中﹁定款﹂とあるのは﹁業務規程﹂と︑﹁金融商品会員制法人﹂

格を与えられた者について準用する︒この場合において︑第九十四

第九十四条及び第九十五条の規定は︑前二項の規定により取引資

﹁除名﹂とあるのは﹁取引資格の取消し﹂と読み替えるものとする

とあるのは﹁第百十三条第一項各号に掲げる者﹂と︑同条第三号中

﹁取引資格を喪失する﹂と︑同条第一号中﹁金融商品取引業者等﹂

﹁取引資格を喪失する﹂と︑第九十五条中﹁脱退する﹂とあるのは

あるのは﹁株式会社金融商品取引所﹂と︑﹁脱退する﹂とあるのは

中﹁定款﹂とあるのは﹁業務規程﹂と︑﹁金融商品会員制法人﹂と

を与えられた者について準用する︒この場合において︑第九十四条

２ 第九十四条及び第九十五条の規定は︑前項の規定により取引資格

る法人に対しては︑取引資格を与えてはならない︒

とあるのは﹁取引資格を喪失する﹂と︑同条第一号中﹁金融商品取

︒

３

引業者等﹂とあるのは﹁第百十三条第一項各号に掲げる者﹂と︑同
条第三号中﹁除名﹂とあるのは﹁取引資格の取消し﹂と読み替える
ものとする︒

︵略︶

︵業務規程の記載事項︶
第百十七条

︵業務規程の記載事項︶
第百十七条

︵新設︶

︵略︶

２ 金融商品取引所は︑商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商
品市場を開設する場合にあつては︑その業務規程において︑その開
設する取引所金融商品市場ごとに︑前項各号に掲げる事項のほか︑
当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の
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種類ごとに︑当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等
に関する細則を定めなければならない︒

︵特定取引所金融商品市場︶
第百十七条の二 ︵略︶

︵略︶

︵特定取引所金融商品市場︶
第百十七条の二

金融商品取引所は︑その業務規程において︑前条各号に掲げる事項

２ 前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において︑

金融商品取引所は︑その業務規程において︑前条第一項各号に掲げ

のほか︑特定取引所金融商品市場に関し︑次に掲げる事項を定めな

前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において︑

る事項のほか︑特定取引所金融商品市場に関し︑次に掲げる事項を

ければ な らない︒

２

定めなけ ればならない ︒

︵略︶

一・二

︵略︶

︵略︶

一・二

第百三十一条

︵総取引高︑価格等の報告︶

︵略︶

︵総取引高︑価格等の報告︶
第百三十一条

︵新設︶

２〜４

︵略︶

第百四十二条

︵略︶

︵みなし免許等︶

２ 内閣総理大臣は︑前項の規定による報告を受けた事項のうち︑商 ︵新設︶
品関連市場デリバティブ取引に関する事項として内閣府令で定める
ものについて︑内閣府令で定めるところにより︑第百九十四条の六
の二に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする︒

︵略︶

︵みなし免許等︶
第百四十二条
︵略︶

第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所︵商品

２〜４
５

先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所をいう︒以
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下この条において同じ︒︶を一部の当事者とする合併で︑当該合併
により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあつては︑当該
株式会社金融商品取引所は︑その成立の日に︑当該合併により消滅
する株式会社金融商品取引所の権利義務︵当該株式会社金融商品取
引所がその行う業務に関し︑行政官庁の認可その他の処分に基づい

５〜７

て有する権利義務を含む︒︶を承継する︒
６〜８

︵新設︶

︵略︶

９ 第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部
の当事者とする合併で︑当該合併により株式会社商品取引所が消滅
する場合にあつては︑当該合併により消滅した株式会社商品取引所
の開設していた商品市場︵商品先物取引法第二条第九項に規定する
商品市場をいう︒以下この項において同じ︒︶において成立した取
引︵同法第二条第三項に規定する先物取引に該当するものであつて
︑商品又は同条第二項に規定する商品指数︵商品以外の物品の価格
に基づいて算出されたものを除く︒︶に係るものに限る︒︶であつ
て決済を結了していないものは︑合併後金融商品取引所の開設する
取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティ
ブ取引とみなして︑この法律の規定を適用する︒この場合において
︑当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取
引を行つた商品先物取引業者︵商品先物取引法第二条第二十三項に
規定する商品先物取引業者をいう︒第二百二条第二項第三号におい
て同じ︒︶は︑当該取引の決済を結了する目的の範囲内において︑
合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみな

︵略︶
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す︒
︵略︶

︵報告の徴取及び検査︶

８

︵略︶

︵報告の徴取及び検査︶

しくは当該商品取引参加者の業務︵当該商品取引参加者にあつては

ら業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引所︑当該子会社若

引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所か

り取引資格を与えられた者をいう︒以下同じ︒︶︑当該金融商品取

品取引参加者︵第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定によ

適当であると認めるときは︑金融商品取引所︑その子会社︑その商

若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査︵当該子

会社若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務

は資料の提出を命じ︑又は当該職員に当該金融商品取引所︑当該子

は当該子会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しく

取引所から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引所若しく

融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品

適当であると認めるときは︑金融商品取引所︑その子会社︑当該金

内閣総理大臣は︑公益又は投資者保護のため必要かつ

︑その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る︒︶

会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては

内閣総理大臣は︑公益又は投資者保護のため必要かつ 第百五十一条

若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ

︑当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る︒︶

第百五十一条

︑又は当該職員に当該金融商品取引所︑当該子会社︑当該商品取引

をさせることができる︒

︵新設︶

参加者若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業
務︵当該商品取引参加者にあつては︑その行う商品関連市場デリバ
ティブ取引に関するものに限る︒︶若しくは財産の状況若しくは帳
簿書類その他の物件の検査︵当該子会社又は当該金融商品取引所か
ら業務の委託を受けた者にあつては︑当該金融商品取引所の業務又
は財産に関し必要な検査に限る︒︶をさせることができる︒

内閣総理大臣は︑商品取引参加者がこの法律又は

︵商品取引参加者に関する監督上の処分︶
第百五十三条の五
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10

この法律に基づく命令に違反したときは︑金融商品取引所に対し︑
当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ︑又は六
月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバテ
ィブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる︒この
場合においては︑行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述
のための手続の区分にかかわらず︑聴聞を行わなければならない︒

︵相場操縦行為等の禁止︶

︵相場操縦行為等の禁止︶

︑取扱有価証券︵これらの価格又は利率等に基づき算出される金融

ィブ取引︵金融商品取引所が上場する金融商品︑店頭売買有価証券

この条において同じ︒︶︑市場デリバティブ取引又は店頭デリバテ

有価証券︑店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る︒以下

指標を含む︒︶又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るもの

︑取扱有価証券︵これらの価格又は利率等に基づき算出される金融

ィブ取引︵金融商品取引所が上場する金融商品︑店頭売買有価証券

この条において同じ︒︶︑市場デリバティブ取引又は店頭デリバテ

有価証券︑店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る︒以下

何人も︑有価証券の売買︵金融商品取引所が上場する

指標を含む︒︶又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るもの

に限る︒以下この条において同じ︒︶のうちいずれかの取引が繁盛

何人も︑有価証券の売買︵金融商品取引所が上場する 第百五十九条

に限る︒以下この条において同じ︒︶のうちいずれかの取引が繁盛

に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他

第百五十九条

に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他

人に誤解を生じさせる目的をもつて︑次に掲げる行為をしてはなら

一

人に誤解を生じさせる目的をもつて︑次に掲げる行為をしてはなら

二 金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引︵第二

ない︒

条第二十一項第二号︑第四号及び第五号に掲げる取引に限る︒︶

ない︒

二 金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引︵第二

又は店頭デリバティブ取引︵同条第二十二項第二号︑第五号及び

︵略︶

条第二十一項第二号及び第四号から第五号までに掲げる取引に限

第六号に掲げる取引に限る︒︶をすること︒

︵略︶

る︒︶又は店頭デリバティブ取引︵同条第二十二項第二号︑第五

一

号及び第六号に掲げる取引に限る︒︶をすること︒

- 51 -

三

︵略︶

条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引による売

︵略︶

二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による売付けに限

付けに限る︒︶と同時期に︑それと同価格において︑他人が当該

三

り︑有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第

金融商品を買い付けること︵有価証券以外の金融商品にあつては

自己のする売付け︵有価証券以外の金融商品にあつては︑第二

二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る︒︶と同時期に

︑同条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引によ

四

︑それと同価格において︑他人が当該金融商品を買い付けること

り買い付けることに限る︒︶をあらかじめその者と通謀の上︑当

自己のする売付け︵商品にあつては市場デリバティブ取引︵第

︵商品にあつては市場デリバティブ取引︵同条第二十一項第一号

該売付けをすること︒

四

に掲げる取引に限る︒︶により買い付けることに限り︑有価証券

り︑有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第

二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による買付けに限

金融商品を売り付けること︵有価証券以外の金融商品にあつては

付けに限る︒︶と同時期に︑それと同価格において︑他人が当該

条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引による買

自己のする買付け︵有価証券以外の金融商品にあつては︑第二

二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る︒︶と同時期に

︑同条第二十一項第一号又は第二十二項第一号に掲げる取引によ

五

︑それと同価格において︑他人が当該金融商品を売り付けること

り売り付けることに限る︒︶をあらかじめその者と通謀の上︑当

自己のする買付け︵商品にあつては市場デリバティブ取引︵第

の者と通謀の上︑当該売付けをすること︒

号に掲げる取引により買い付けることに限る︒︶をあらかじめそ

及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一

五

︵商品にあつては市場デリバティブ取引︵同条第二十一項第一号

該買付けをすること︒

︵略︶

八 市場デリバティブ取引︵第二条第二十一項第四号及び第五号に

六・七

に掲げる取引に限る︒︶により売り付けることに限り︑有価証券
及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一
号に掲げる取引により売り付けることに限る︒︶をあらかじめそ
の者と通謀の上︑当該買付けをすること︒

市場デリバティブ取引︵第二条第二十一項第四号から第五号ま

六・七 ︵略︶
八
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相手方となることをあらかじめその者と通謀の上︑当該取引の申

期に︑当該取引の条件と同一の条件において︑他人が当該取引の

十二項第五号及び第六号に掲げる取引に限る︒︶の申込みと同時

でに掲げる取引に限る︒︶又は店頭デリバティブ取引︵同条第二

方となることをあらかじめその者と通謀の上︑当該取引の申込み

︑当該取引の条件と同一の条件において︑他人が当該取引の相手

項第五号及び第六号に掲げる取引に限る︒︶の申込みと同時期に

掲げる取引に限る︒︶又は店頭デリバティブ取引︵同条第二十二

︵略︶
︵略︶

第百六十一条

︵略︶

︵金融商品取引業者の自己計算取引等の制限︶

２・３

九

をすること︒

︵略︶

︵略︶

込みをすること︒
九
２・３

︵略︶

︵金融商品取引業者の自己計算取引等の制限︶
第百六十一条
︵略︶

︵略︶

２

内閣総理大臣は︑商品取引参加者が自己の計算において行う商品 ︵新設︶

２

３

関連市場デリバティブ取引を制限し︑又はその行う過当な数量の取
引であつて取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを
制限するため︑公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認

︵風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する

める事項を内閣府令で定めることができる︒

︵風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する

第百七十三条

課徴金納付命令︶

第百七十三条

２ この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券の売付け

課徴金納付命令︶

２ この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券又は商品

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

︵略︶

の売付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同

︵略︶

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による売付けに限る︒︶︑同項
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支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる取

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

ものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

項第三号に掲げる取引︵オプションを付与する立場の当事者となる

引︵オプションを付与する立場の当事者となるものに限る︒︶その

の買付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券又は商品

回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

３ この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券の買付け

他の 政令で定める取引をいう︒

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による買付けに限る︒︶︑同項

同項第三号に掲げる取引︵オプションを取得する立場の当事者とな

３

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

︵略︶

るものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

４・５

受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる
取引︵オプションを取得する立場の当事者となるものに限る︒︶そ

︵略︶

の他の政令で定める取引をいう︒
４・５

回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引︵当

による売付けに限る︒︶をしている場合︑現実数値が約定数値を上

リバティブ取引︵第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る︒︶

しないで当該有価証券又は商品の売付け︵商品にあつては︑市場デ

同じ︒︶の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒以下この項において

る場合には︑第一項各号に掲げる額の計算において︑当該違反者が

号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定め

該違反行為に係る有価証券に係るものに限る︒︶を自己又は前項各

つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当

当該有価証券の売付けをしている場合︑現実数値が約定数値を上回

同じ︒︶の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒以下この項において

違反者が︑違反行為の開始 時に自己又は前項各号に掲げる者︵当

該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る︒︶を自己又

︑違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け

違反者が︑違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者︵当 ６

は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政

等を自己の計算においてしたものとみなす︒

６

令で定める場合には︑第一項各号に掲げる額の計算において︑当該
違反者が︑違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券
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の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす︒

銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当該違反行為

商品を所有している場合︑現実数値が約定数値を上回つた場合に金

価証券に係るものに限る︒︶を自己又は第五項各号に掲げる者︵当

する第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当該違反行為に係る有

有している場合︑現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領

違反者が︑違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所

に係る有価証券又は商品に係るものに限る︒︶を自己又は第五項各

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒︶の計算において約

７

号に掲げる者︵当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒︶

定している場合その他の政令で定める場合には︑第一項各号に掲げ

違反者が︑違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は

の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には︑

る額の計算において︑当該違反者が︑違反行為の開始時に違反行為

７

第一項各号に掲げる額の計算において︑当該違反者が︑違反行為の

の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたも

︵略︶

開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計

８〜

のとみなす︒

︵略︶

算においてしたものとみなす︒
８〜

︵取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券

︵略︶

︵取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券

第百七十四条

の売買等をした者に対する課徴金納付命令︶

︵略︶

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による売付けに限る︒︶︑同項

の売付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

項第三号 に掲げる取引︵オ プション を付与す る立場の当事者となる

回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

引︵オプションを付与する立場の当事者となるものに限る︒︶その
他の政令で定める取引をいう︒
この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券又は商品

３ この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券の買付け

ものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

２ この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券又は商品 ２ この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券の売付け

第百七十四条

の売買等をした者に対する課徴金納付命令︶

10

支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる取

３
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10

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による買付けに限る︒︶︑同項

の買付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

同項第三号に掲げる取引︵オプションを取得する立場の当事者とな

回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

︵略︶

るものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

４・５

受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる
取引︵オプションを取得する立場の当事者となるものに限る︒︶そ

︵略︶

の他の政令で定める取引をいう︒
４・５

による売付けに限る︒︶をしている場合︑現実数値が約定数値を上

リバティブ取引︵第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る︒︶

しないで当該有価証券又は商品の売付け︵商品にあつては︑市場デ

同じ︒︶の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒以下この項において

号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定め

該違反行為に係る有価証券に係るものに限る︒︶を自己又は前項各

つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当

当該有価証券の売付けをしている場合︑現実数値が約定数値を上回

同じ︒︶の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒以下この項において

違反者が ︑違 反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者︵当

回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引︵当

る場合には︑第一項各号に掲げる額の計算において︑当該違反者が

違反者が︑違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者︵当 ６

該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る︒︶を自己又

︑違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を

６

は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政

自己の計算においてしたものとみなす︒

違反者が︑違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売
付け等を自己の計算においてしたものとみなす︒

有している場合︑現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領

違反者が︑違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所

商品を所有している場合︑現実数値が約定数値を上回つた場合に金

する第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当該違反行為に係る有

違反者が︑違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は

銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当該違反行為

価証券に係るものに限る︒︶を自己又は第五項各号に掲げる者︵当

７

令で定める場合には︑第一項各号に掲げる額の計算において︑当該

７

に係る有価証券又は商品に係るものに限る︒︶を自己又は第五項各
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第一項各号に掲げる額の計算において︑当該違反者が︑違反行為の

の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には︑

号に掲げる者︵当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒︶

おける価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものと

る額の計算において︑当該違反者が︑違反行為の開始時にその時に

定している場合その他の政令で定める場合には︑第一項各号に掲げ

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒︶の計算において約

︵略︶

開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算に

８〜

みなす︒

︵略︶

おいてしたものとみなす︒
８〜

︵取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対

︵略︶

︵取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対

第百七十四条の二

する課徴金納付命令︶

︵略︶

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による売付けに限る︒︶︑同項

の売付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

ものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

項第三号に掲げる取引︵オプションを付与する立場の当事者となる

回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による買付けに限る︒︶︑同項

の買付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

るものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

同項第三号に掲げる取引︵オプションを取得する立場の当事者とな

回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

３ この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券又は商品 ３ この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券の買付け

他の政令で定める取引をいう︒

引︵オプションを付与する立場の当事者となるものに限る︒︶その

支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる取

２ この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券又は商品 ２ この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券の売付け

第百七十四条の二

する課徴金納付命令︶

10

受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる
取引︵オプションを取得する立場の当事者となるものに限る︒︶そ

- 57 -

10

︵略︶

の他の政令で定める取引をいう︒
４〜６

４〜６

︵略︶

による売付けに限る︒︶をしている場合︑現実数値が約定数値を上

リバティブ取引︵第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る︒︶

しないで当該有価証券又は商品の売付け︵商品にあつては︑市場デ

同じ︒︶の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒以下この項において

号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定め

該違反行為に係る有価証券に係るものに限る︒︶を自己又は前項各

つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当

当該有価証券の売付けをしている場合︑現実数値が約定数値を上回

同じ︒︶の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒以下この項において

違反者が︑違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者︵当

回つた場合に金銭を支払う同条第二十一項第二号に掲げる取引︵当

る場合には︑第一項各号に掲げる額の計算において︑当該違反者が

７

該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る︒︶を自己又

︑当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係

違反者が︑違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者︵当

は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政

る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす︒

７

令で定める場合には︑第一項各号に掲げる額の計算において︑当該
違反者が︑当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反
行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみ
なす︒

に係る有価証券又は商品に係るものに限る︒︶を自己又は第六項各

銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当該違反行為

商品を所有している場合︑現実数値が約定数値を上回つた場合に金

該違反行為と同一の違反行為をした者を除く︒︶の計算において約

価証券に係るものに限る︒︶を自己又は第六項各号に掲げる者︵当

する第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵当該違反行為に係る有

有している場合︑現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領

違反者が︑違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所

号に掲げる者 ︵当該違反行為と同一の違 反行為をした者を除く︒︶

定している場合その他の政令で定める場合には︑第一項各号に掲げ

８

の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には︑

る額の計算において︑当該違反者が︑当該違反行為の開始時にその

違反者が︑違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は

第一項各号に掲げる額の計算において︑当該違反者が︑当該違反行

時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の

８

為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の
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︵略︶

買付け等を自己の計算においてしたものとみなす︒
９〜

︵略︶

︵安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令︶
第百七十四条の三

︵略︶

計算においてしたものとみなす︒
９〜

︵略︶

︵安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令︶
第百七十四条の三

の売付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

２ この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券の売付け

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による売付けに限る︒︶︑同項

項第三号に掲げる取引︵オプションを付与する立場の当事者となる

この条において﹁有価証券の売付け等﹂とは︑有価証券又は商品

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

ものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を

一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による買付けに限る︒︶︑同項

の買付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十

るものに限る︒︶その他の政令で定める取引をいう︒

同項第三号に掲げる取引︵オプションを取得する立場の当事者とな

回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑

︑第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上

取引︵オプションを取得する立場の当事者となるものに限る︒︶そ

４

５ この条において﹁売付等数量﹂とは︑違反者が自己若しくは特定

４

の他の政令で定める取引をいう︒

５ この条において﹁売付等数量﹂とは︑違反者が自己若しくは特定

関係者の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付け

︵略︶

関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価

をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における

︵略︶

受領する立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる

３ この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券又は商品 ３ この条において﹁有価証券の買付け等﹂とは︑有価証券の買付け

他の政令で定める取引をいう︒

引︵オプションを付与する立場の当事者となるものに限る︒︶その

支払う立場の当事者となるものに限る︒︶︑同項第三号に掲げる取

２

13

証券若しくは商品の売付け︵商品にあつては︑市場デリバティブ取
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13

に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う

が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第二号

合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者

に限る︒︶をしている場合その他の政令で定める取引をしている場

引︵第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る︒︶による売付け

令で定めるところにより算定する数量をいう︒

者となるものに限る︒︶その他の政令で定める取引の数量として政

引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事

者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取

当該取引に係る有価証券の数量又は違反者が自己若しくは特定関係

立場 の当事者となるものに限る︒︶その他の政令で定める取引の数
量として政令で定めるところにより算定する数量をいう︒

号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領

くは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二

若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若し

が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券

のに限る︒︶その他の政令で定める取引の数量として政令で定める

が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるも

いて約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値

定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算にお

が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で

この条において﹁買付等数量﹂とは︑違反者若しくは特定関係者

する立場の当事者となるものに限る︒︶その他の政令で定める取引

ところにより算定する数量をいう︒

６ この条において﹁買付等数量﹂とは︑違反者若しくは特定関係者 ６

の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう︒

行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭

売買有価証券について︑特定関係者が自己の計算において有価証券

行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭

︵略︶

７

売買有価証券について︑特定関係者が自己の計算において有価証券

を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で

︵略︶

若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け︵商

定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量

７

品にあつては︑市場デリバティブ取引︵第二条第二十一項第一号に

又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一

特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には︑当該違反

掲げる取引に限る︒︶による売付けに限る︒︶をしている場合その

項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭

特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には︑当該違反 ８

他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価

を支払う立場の当事者となるものに限る︒︶その他の政令で定める

８

証券若しくは商品の数量又は特定関係者が自己の計算において約定
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場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る︒︶その他の政

している同項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた

は︑売付等数量から除くものとする︒

取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量について

令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数
量については︑売付等数量から除くものとする︒

売買有価証券について︑特定関係者が所有している有価証券若しく

行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭

これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は特定関係

売買有価証券について︑特定関係者が所有している有価証券その他

行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭

特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には︑当該違反

は商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定め

者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲

９

るものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第

げる取引︵現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立

特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には︑当該違反

二条第二十一項第二号に掲げる取引︵現実数値が約定数値を上回つ

場の当事者となるものに限る︒︶その他の政令で定める取引の数量

︵新設︶

14
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９

た場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る︒︶その他

として政令で定めるところにより算定する数量については︑買付等

︵略︶

の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定す

内閣総理大臣は︑次に掲げる処分をするとき

〜

数量から除くものとする︒

︵略︶

第百九十四条の六の二

は︑あらかじめ︑商品市場所管大臣︵商品先物取引法第三百五十四
条第一項各号に掲げる区分に応じ︑当該各号に定める大臣をいう︒
以下同じ︒︶に協議し︑その同意を得なければならない︒ただし︑
第二号ハからホまで︑第四号ロ又は第五号ロに掲げるものについて
は︑公益又は投資者保護のために急を要するときは︑あらかじめ︑
必要な措置の概要を︑商品市場所管大臣に通知すれば足りる︒

10

る数量については︑買付等数量から除くものとする︒
〜
14

︵商品市場所管大臣への協議等︶

10

第八十条第一項の規定による免許︵商品関連市場デリバティブ
取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対するものに限

金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分

る︒︶

一

二
イ 第百二十七条第一項の規定による命令︵商品又は金融指標︵
商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る︒︶に係る
ものに限 る︒︶

第百五十二条第一項第一号の規定による命令︵商品関連市場

同条第二項に規定する細則に関する事項に係るものに限る︒︶

引に係る商品の受渡しに係るものに限る︒︶に掲げる事項又は

ものに限る︒︶若しくは第八号︵商品関連市場デリバティブ取

百十七条第一項第五号︵商品関連市場デリバティブ取引に係る

ロ 第百四十九条第一項の規定による業務規程の変更の認可︵第

ハ

デリバティブ取引に関し︑定款その他の規則に定める必要な措
置︵取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るも
のに限る︒︶を命ずるものに限る︒︶
ニ 第百五十二条第一項第二号の規定による命令︵商品関連市場
デリバティブ取引に係るものに限る︒︶
ホ 第百五十三条の規定による命令︵商品関連市場デリバティブ
取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務規程の変更

第百五十六条の十九第一項の規定による承認︵商品関連市場

命令その他政令で定めるものに限る︒︶
ヘ

デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする

- 62 -

三

者に対するものに限る︒︶
第百五十六条の二の規定による免許︵商品関連市場デリバティ
ブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するも

金融商品取引清算機関︵商品取引債務引受業等を行うものを除

のに限る︒︶
四
く︒︶に対する次のイ及びロに掲げる処分
イ 第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可︵
第百五十六条の七第二項第四号に掲げる事項のうち商品関連市
場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項に係るも
のに限る︒︶
ロ 第百五十六条の十六の規定による命令︵商品関連市場デリバ
ティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法
書の変更命令に限る︒︶
五 金融商品取引清算機関︵商品取引債務引受業等を行うものに限
る︒︶に対する次のイ及び ロに掲げる処分
イ 第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可︵
商品関連市場デリバティブ取引に関する事項に係るものに限る
︒︶
ロ 第百五十六条の十六の規定による命令︵商品関連市場デリバ
ティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法
書の変更命令に限る︒︶

︵商品市場所管大臣への事前通知︶

︵商品市場所管大臣への事前通知︶
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内閣総理大臣は︑金融商品取引所持株会社又

は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には︑あらかじ

第百九十四条の六の二

所取引許可業者︑金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対

め︑商品市場所管大臣︵商品先物取引法第三百五十四条第一項各号

第百九十四条の六の三 内閣総理大臣は︑金融商品取引業者等︑取引

し次 に掲げる処分をす る場合には︑あらかじめ ︑商品市場所 管大臣

るために必要な市場の開設の業務︵以下この条において﹁商品市

百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可︵商品先物取引をす

二 第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第

場業務﹂という︒︶を行う会社を子会社︵第八十七条の三第三項

るために必要な市場の開設の業務︵以下この条において﹁商品市

百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可︵商品先物取引をす

一 第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第

︵新設︶

ものとする︒

に掲げる区分に応じ︑当該各号に定める大臣をいう︒︶に通知する

第五十二条第一項︑第五十二条の二第一項又は第六十条の八第

に通知するものとする︒

一
一項の規定による命令︵第百六十一条第二項において準用する同
条第一項の規定による内閣府令であつて商品関連市場デリバティ
ブ取引に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするも

場業務﹂という︒︶を行う会社を子会社︵第八十七条の三第三項

に規定する子会社をいう︒第三号において同じ︒︶とする金融商

のに限る︒︶

に規定する子会社をいう︒第四号において同じ︒︶とする金融商

品取引所持株会社に係るものに限る︒︶の取消し
︵略︶

品取引所持株会社に係るものに限る︒︶の取消し

二〜五

︵略︶

三〜六

︵新設︶

若しくは千万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は︑十年以下の懲役

七 第百五十三条の五の規定による命令︵商品取引参加者が第百六
十一条第三項の規定による内閣府令に違反したことを理由とする

次の各号のいずれかに該当する者は︑十年以下の懲役

ものに限る︒︶

第百九十七条

若しくは千万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

- 64 -

︵略︶

第百五十七条︑第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反し

一〜四の二
五
た者︵当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るもの
である場合を除く︒︶

一〜四の二

︵略︶

五 第百五十七条︑第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反し
た者

の相場を変動させ︑又はくぎ付けし︑固定し︑若しくは安定させ︑

当該変動させ︑又はくぎ付けし︑固定し︑若しくは安定させた相場

の相場を変動させ︑又はくぎ付けし︑固定し︑若しくは安定させ︑

２ 財産上の利益を得る目的で︑前項第五号の罪を犯して有価証券等

当該変動させ︑又はくぎ付けし︑固定し︑若しくは安定させた相場

により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリ

財産上の利益を得る目的で︑前項第五号の罪を犯して有価証券等

により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリ

バティブ取引等を行つた者は︑十年以下の懲役及び三千万円以下の

２

バティブ取引等を行つた者︵当該罪が商品関連市場デリバティブ取

次の各号のいずれかに該当する者は︑五年以下の

罰金に処する︒

︵略︶

懲役若しくは五百 万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する ︒

第百九十七条の二

引のみに係るものである場合を除く︒︶は︑十年以下の懲役及び三
千万円以下の罰金に処する ︒

第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は︑五年以下の
懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

一〜十二

︵略︶

一〜十二

十三

次の各号に掲げる違反があつた場合においては︑

その行為をした金融商品取引業者等︑指定親会社︑取引所取引許可

第百九十八条の五

若しくは第三項の規定に違反した者

第百六十六条第一項若しくは第三項又は第百六十七条第一項

十三 第百五十七条︑第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に
違反した者︵当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係
るものである場合に限る︒︶又は第百六十六条第一項若しくは第
三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反し
た者

第百九十八条の五 次の各号に掲げる違反があつた場合においては︑
その行為をした金融商品取引業者等︑指定親会社︑取引所取引許可
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下の罰金 に処し︑又はこれを併科する ︒

若しくは金融商品仲介業者は︑二年以下の懲役若しくは三百万円以

関の代表者︑代理人︑使用人その他の従業者又は金融商品取引業者

外国金融商品取引清算機関︑証券金融会社若しくは取引情報蓄積機

品取引所持株会社︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算機関︑

融商品取引所︑第八十五条第一項に規定する自主規制法人︑金融商

若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会︑金

業者︑金融商品仲介業者︑信用格付業者︑認可金融商品取引業協会

一 第四十二条の四︑第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第

下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

若しくは金融商品仲介業者は︑二年以下の懲役若しくは三百万円以

関の代表者︑代理人︑使用人その他の従業者又は金融商品取引業者

外国金融商品取引清算機関︑証券金融会社若しくは取引情報蓄積機

品取引所持株会社︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算機関︑

融商品取引所︑第八十五条第一項に規定する自主規制法人︑金融商

若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会︑金

業者︑金融商品仲介業者︑信用格付業者︑認可金融商品取引業協会

四十三条の三の規定に違反したとき︒

一 第四十二条の四︑第四十三条の二第一項若しくは第二項︑第四
十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき︒

第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の

︵略︶

二

︵略︶

二

二の二

二十一第二項の規定による命令︵第五十七条の二十第二項の規定

二の二 第五十七条の二十第一項若しくは第二項︑第五十七条の二
十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令︵第五十七条

による命令においては︑業務の停止の処分を除く︒︶に違反した

︵略︶

の二十第二項の規定による命令においては︑業務の停止の処分を

三・四

とき︒

︵略︶

除く︒︶に違反したとき︒
三・四

合を含む︒︶︑第百五十五条の九︑第百五十六条の十五︑第百五十

を含む︒︶︑第百五十一条︵第百五十三条の四において準用する場

る同条第一項︑第百六条の二十七︵第百九条において準用する場合

おいて準用する同条第一項︑第百六条の二十第二項において準用す

六条の二十の十二︑第百五十六条の三十四︑第百五十六条の五十八

合を含む︒︶︑第百五十五条の九︑第百五十六条の十五︑第百五十

を含む︒︶︑第百五十一条︵第百五十三条の四において準用する場

る同条第一項︑第百六条の二十七︵第百九条において準用する場合

おいて準用する同条第一項︑第百六条の二十第二項において準用す

第百九十九条 第七十五条︑第七十九条の四︑第百六条の六第二項に 第百九十九条 第七十五条︑第七十九条の四︑第百六条の六第二項に

六条の二十の十二︑第百五十六条の三十四︑第百五十六条の五十八
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つては︑その代表者︑代理人︑使用人その他の従業者︶は︑一年以

商品取引業協会等から業務の委託を受けた者︵法人である場合にあ

締結した者の代表者︑代理人︑使用人その他の従業者又は認可金融

機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を

引所参加者︑金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算

店頭売買有価証券の発行者︑外国金融商品取引所の外国金融商品取

品取引参加者︑金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは

の子会社︑商品取引所の子会社︑商品取引所持株会社の子会社︑商

社をいう︒以下この条において同じ︒︶︑金融商品取引所持株会社

︑金融商品取引所の子会社︵第八十七条の三第三項に規定する子会

関︵以下この条において﹁認可金融商品取引業協会等﹂という︒︶

三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機

機関︑外国金融商品取引清算機関︑証券金融会社︑第百五十六条の

所︑商品取引所持株会社︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算

一項に規定する自主規制法人︑金融商品取引所持株会社︑商品取引

規定する認定金融商品取引業協会︑金融商品取引所︑第八十五条第

の行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に

せず︑又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては︑そ

若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出

者︑代理人︑使用人その他の従業者︶は︑一年以下の懲役若しくは

から業務の委託を受けた者︵法人である場合にあつては︑その代表

者︑代理人︑使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等

若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表

商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者

の発行者︑外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者︑金融

融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券

の子会社︑商品取引所の子会社︑商品取引所持株会社の子会社︑金

社をいう︒以下この条において同じ︒︶︑金融商品取引所持株会社

︑金融 商 品取引所の子会社︵第八十 七条の三第三項に規定す る 子会

関︵以下この条において﹁認可金融商品取引業協会等﹂という︒︶

三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機

機関︑外国金融商品取引清算機関︑証券金融会社︑第百五十六条の

所︑商品取引所持株会社︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算

一項に規定する自主規制法人︑金融商品取引所持株会社︑商品取引

規定する認定金融商品取引業協会︑金融商品取引所︑第八十五条第

の行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に

せず︑又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては︑そ

若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出

次の各号のいずれかに該当する者は︑一年以下の懲役若し

三百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

第二百条

下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する
︒

第二百条 次の各号のいずれかに該当する者は︑一年以下の懲役若し
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一〜十五

︵新設︶

一・二

︵略︶

前項の規定は︑次に掲げる取引については︑適用しない︒

︵略︶

︵略︶

︵略︶

くは百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

︵略︶

くは百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒
一〜十五
︵新設︶

２

第二百二条

十六〜二十一

第四十条の六の規定に違反した者
︵略︶

十五の二
十六〜二十一

︵略︶

前項の規定は︑次に掲げる取引については︑適用しない︒

第二百二条
２
︵略︶

商品先物取引業者又は商品先物取引法第三百四十九条第一項の

一・二
三

しくは五十万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

次の各号のいずれかに該当する者は︑六月以下の懲役若 第二百五条 次の各号のいずれかに該当する者は︑六月以下の懲役若

届出をした者が一方の当事者となる取引

第二百五条

しくは五十万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

一〜十七 ︵略︶

︵略︶

一〜十七

十八

十九・二十

︵略︶

次の各号のいずれかに該当する者は︑三十万円

む︒︶の規定による内閣府令に違反した者

第百六十一条第一項︵同条第二項において準用する場合を含

十八 第百六十一条第一項︵同条第二項において準用する場合を含

︵略︶

む︒︶又は第三項の規定による内閣府令に違反した者
十九・二十

第二百五条の二の三 次の各号のいずれかに該当する者は︑三十万円 第二百五条の二の三

以下の罰金に処する︒
一

以下の罰金に処する︒
︵略︶

二 第三十一条の三︑第四十三条の四第一項︑第六十六条の六又は

︵略︶

一

第三十一条の三︑第四十三条の四第一項若しくは第二項︑第六

第百九十四条の規定に違反した者

二

十六条の六又は第百九十四条の規定に違反した者
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三〜十四

︵略︶

三〜十四

︵略︶

ものを含む︒以下この項及び次項において同じ︒︶の代表者又は法

人若しくは人の代理人︑使用人その他の従業者が︑その法人又は人

ものを含む︒以下この項及び次項において同じ︒︶の代表者又は法

法人︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

人若しくは人の代理人︑使用人その他の従業者が︑その法人又は人

の業務又は財産に関し︑次の各号に掲げる規定の違反行為をしたと

第二百七条

の業務又は財産に関し︑次の各号に掲げる規定の違反行為をしたと

きは︑その行為者を罰するほか︑その法人に対して当該各号に定め

法人︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

きは︑その行為者を罰するほか︑その法人に対して当該各号に定め

る罰金刑を︑その人に対して各本条の罰金刑を科する︒

第二百七条

る罰金刑を︑その人に対して各本条の罰金刑を科する︒

一〜四

︵略︶

一〜四

五 第二百条︵第十二号の三︑第十七号︑第十八号の二及び第十九

︵略︶

五 第二百条︵第十二号の三︑第十五号の二︑第十七号︑第十八号

号を除く︒︶又は第二百一条第一号︑第二号︑第四号︑第六号若

六 第百九十八条第四号の二︑第百九十八条の六第八号︑第九号︑

第十二号︑第十三号若しくは第十五号︑第二百条第十二号の三︑

六 第百九十八条第四号の二︑第百九十八条の六第八号︑第九号︑

一億円以下の罰金刑

第十二号︑第十三号若しくは第十五号︑第二百条第十二号の三︑

第十七号︑第十八号の二若しくは第十九号︑第二百一条︵第一号

しくは第九号から第十一号まで

第十五号の二︑第十七号︑第十八号の二若しくは第十九号︑第二

︑第二号︑第四号︑第六号及び第九号から第十一号までを除く︒

一億円以下の罰

の二及び第十九号を除く︒︶又は第二百一条第一号︑第二号︑第
四号︑第六号若しくは第九号から第十一号まで

百一条︵第一号︑第二号︑第四号︑第六号及び第九号から第十一

︶︑第二百五条から第二百五条の二の二まで︑第二百五条の二の

金刑

号までを除く︒︶︑第二百五条から第二百五条の二の二まで︑第

三︵第十三号及び第十四号を除く︒︶又は前条︵第五号を除く︒
各本条の罰金刑
︵略︶

第二百八条 有価証券の発行者︑金融商品取引業者等︑金融商品取引

２・３

︶

二百五条の二の三︵第十三号及び第十四号を除く︒︶又は前条︵
各本条の罰金刑

有価証券の発行者︑金融商品取引業者等︑金融商品取引

︵略︶

第五号を除く︒︶
２・３

第二百八条
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積機関の役員︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む︒︶又は取引情報蓄

定する指定紛争解決機関の役員︵法人でない団体で代表者又は管理

金融会社の代表者若しくは役員︑第百五十六条の三十八第一項に規

くは役員︑外国金融商品取引清算機関の国内における代表者︑証券

者若しくは代表者であつた者︑金融商品取引清算機関の代表者若し

あつた者若しくは清算人︑外国金融商品取引所の国内における代表

法人の役員︵仮理事︑仮取締役及び仮執行役を含む︒︶︑代表者で

人︑金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制

投資者保護基金の役員︵仮理事及び仮監事を含む︒︶若しくは清算

取引業協会の役員︵仮理事を含む︒︶若しくは代表者であつた者︑

商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品

のを含む︒︶である信用格付業者の国内における代表者︑認可金融

︶︑外国法人︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む︒

業者の国内における代表者︑信用格付業者の役員︵法人でない団体

︑第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可

株主若しくは金融商品仲介業者︑外国法人である金融商品取引業者

者若しくは役員︑金融商品取引業者︑金融商品取引業者の特定主要

業者の特定主要株主︑指定親会 社若しくは金融 商品仲介業者の代表

のの代表者又は管理人を含む︒︶は︑次の場合においては︑三十万

積機関の役員︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む︒︶又は取引情報蓄

定する指定紛争解決機関の役員︵法人でない団体で代表者又は管理

金融会社の代表者若しくは役員︑第百五十六条の三十八第一項に規

くは役員︑外国金融商品取引清算機関の国内における代表者︑証券

者若しくは代表者であつた者︑金融商品取引清算機関の代表者若し

あつた者若しくは清算人︑外国金融商品取引所の国内における代表

法人の役員︵仮理事︑仮取締役及び仮執行役を含む︒︶︑代表者で

人︑金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制

投資者保護基金の役員︵仮理事及び仮監事を含む︒︶若しくは清算

取引業協会の役員︵仮理事を含む︒︶若しくは代表者であつた者︑

商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品

のを含む︒︶である信用格付業者の国内における代表者︑認可金融

︶︑外国法人︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む︒

業者の国内における代表者︑信用格付業者の役員︵法人でない団体

︑第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可

株主若しくは金融商品仲介業者︑外国法人である金融商品取引業者

者若しくは役員︑金融商品取引業者︑金融商品取引業者の特定主要

業者の特定主要株主︑指定親会社若しくは金融商品仲介業者の代表

︵略︶

のの代表者又は管理人を含む︒︶は︑次の場合においては︑三十万

一〜十

円以下の過料に処する︒
︵略︶

円以下の過料に処する︒
一〜十
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第六十七条の二十︑第七十八条の五︑第七十九条の四十一第

十一

第六十七条の二十︑第七十八条の五︑第七十九条の四十一第

三項︑第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条の規定に違反

十一
三項︑第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定

して報告を怠り︑又は虚偽の報告をしたとき︒
︵略︶

に違反して報告を怠り︑又は虚偽の報告をしたとき︒

十二〜十四

︵略︶

十二〜十四

︵略︶

第七十九条の四十九に規定する業務以外の業務を行つたとき

十五

十六〜二十七

︒

十五 第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つ
たとき︒
十六〜二十七 ︵略︶
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三

目次

正

案

金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶

改

目次

現

︵略︶

第一章〜第二章の五

︵略︶

︵略︶

第一章〜第二章の五

第一節

第 三 章 金融商品 取引業者等

︵略︶

業務

第三章 金融商品取引業者等
第一節

第 二節

行

第 一款 通 則 ︵ 第 三 十 五 条 ︱ 第 四 十 条 の 六 ︶

業務

第一款 通則︵第三十五条︱第四十条の七︶

第二款〜第六款 ︵略︶

第二節

第二款〜第六款 ︵略︶

︵略︶

第三節〜第四節の二

︵略︶

第三節〜第四節の二

︵略︶

︵略︶

︵略︶

第五款 情報収集のための施設の設置︵第六十二条︶

第六十一条︶

第四款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者︵

第一款〜第三款

第五節 外国業者に関する特例

︵略︶

第五節 外国業者に関する特例
第一款〜第三款

第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可︵第六十条の
十四︶
第五款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者︵
第六十一条︶
第六款 情報収集のための施設の設置︵第六十二条︶

第六節〜第八節
第三章の二〜第九章

︵略︶

第三章の二〜第九章 ︵略︶

附則

第六節〜第八節

附則
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︵登録の拒否︶

︵登録の拒否︶

に該当するとき︑又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若

内閣総理大臣は︑登録申請者が次の各号のいずれか 第二十九条の四 内閣総理大臣は︑登録申請者が次の各号のいずれか

に該当するとき︑又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若

しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり︑若しく

第二十九条の四

しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり︑若しく

は重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは︑その登録を

次のいずれかに該当する者

は重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは︑その登録を

一

拒否しなければならない︒

次のいずれかに該当する者

拒否しなければならない︒
一

れ︑若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六

十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消さ

の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され︑第六

︑第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項

条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され

六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され︑第六十

より当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可︵

年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定に

六十六条の二十七の登録を取り消され︑その取消しの日から五

り消され︑若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第

︑第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取

条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消され

六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され︑第六十

第五十二条第一項︑第五十三条第三項若しくは第五十七条の

条の二十七の登録を取り消され︑その取消しの日から五年を経

当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む︒︶を

イ

過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当

取り消され︑その取消しの日から五年を経過しない者

イ 第五十二条第一項︑第五十三条第三項若しくは第五十七条の

該外国において受けている同種類の登録若しくは許可︵当該登
録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む︒︶を取り消
され︑その取消しの日から五年を経過しない者

︵略︶

二 法人である場合においては︑役員︵相談役︑顧問その他いかな

ロ〜ニ

二 法人である場合においては︑役員︵相談役︑顧問その他いかな

る名称を有する者であるかを問わず︑当該法人に対し取締役︑執

︵略︶

る名称を有する者であるかを問わず︑当該法人に対し取締役︑執

行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認

ロ〜ニ

行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
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第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたこと

項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八

九条の登録を取り消されたことがある場合︑第六十条の四第一

三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十

ニ 金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項︑第五十

イ〜ハ

がある場合︑金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二

第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消されたこと

項に規定する取引所取引許可業者であつた法人が第六十条の八

九条の登録を取り消されたことがある場合︑第六十条の四第一

三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二十

ニ 金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項︑第五十

イ〜ハ

められる者を含む︒以下この号︑第五十二条第二項︑第五十二条

がある場合︑第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバ

十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことが

められる者を含む︒以下この号︑第五十二条第二項︑第五十二条

ティブ取引等許可業者であつた法人が同項において準用する第

ある場合若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四

の二第二項並びに第五十七条の二十第一項第一号及び第三項にお

六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を

十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消さ

の二第二項並びに第五十七条の二十第一項第一号及び第三項にお

取り消されたことがある場合︑金融商品仲介業者であつた法人

れたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定

いて同じ︒︶又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該

が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取

により当該外国において受けていた同種類の登録若しくは許可

いて同じ︒︶又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該

り消されたことがある場合若しくは信用格付業者であつた法人

︵当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む︒︶

当する者のある者

が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七

を取り消されたことがある場合において︑その取消しの日前三

当する者のある者

の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する

十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消しの日か

︵略︶

外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の

ら五年を経過しない者

︵略︶

登録若しくは許可︵当該登録又は許可に類する認可その他の行
政処分を含む︒︶を取り消されたことがある場合において︑そ
の取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者で
その取消しの日から五年を経過しない者
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︑その取消しの日から五年を経過しない者

の行政処分を含む︒︶を取り消されたことがある場合において

四第一項の許可と同種類の許可︵当該許可に類する許可その他

処分を含む︒︶若しくは第六十条第一項若しくは第六十条の十

受けていた同種類の登録︵当該登録に類する許可その他の行政

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において

定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又は

金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規

より第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは

ホ 金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定に

過しない者

されたことがある場合において︑その取消しの日から五年を経

︵当該許可に類する許可その他の行政処分を含む︒︶を取り消

処分を含む︒︶若しくは第六十条第一項の許可と同種類の許可

受けていた同種類の登録︵当該登録に類する許可その他の行政

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において

定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合又は

金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規

より第二十九条の登録を取り消されたことがある場合若しくは

ホ 金融商品取引業者であつた個人が第五十二条第一項の規定に

第二項若しくは第六十六条の四十二第二項の規定により解任若

第五十二条第二項︑第六十条の八第二項︑第六十六条の二十

二項において準用する場合を含む︒︶︑第六十六条の二十第二

しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法

ヘ

項若しくは第六十六条の四十二第二項の規定により解任若しく

令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその

ヘ 第五十二条第二項︑第六十条の八第二項︵第六十条の十四第

は解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の

︵略︶

︵略︶

︵略︶

処分を受けた日から五年を経過しない者

︵新設︶

２〜５

三〜六

ト

規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分

︵略︶

︵略︶

︵略︶

を受けた日から五年を経過しない者
ト
三〜六
２〜５

金融商品取引業者等︵店頭デリバティブ取引を業とし

︵店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等︶
第四十条の七

て行う者に限る︒︶は︑特定店頭デリバティブ取引︵店頭デリバテ
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ィブ取引のうち︑取引高その他の取引の状況に照らして︑取引の公
正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると
認められる取引として内閣府令で定めるものをいう︒次項︑第五十
八条の二及び第六十条の十四第一項において同じ︒︶を行う場合に
は︑当該金融商品取引業者等がその店頭デリバティブ取引の業務の
用に供する電子情報処理組織又は他の金融商品取引業者等︵店頭デ
リバティブ取引等を業として行う者に限る︒︶若しくは同条第二項
に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバ
ティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わ
なければならない︒
２ 前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は︑当該電
子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引につ
いて︑内閣府令で定めるところにより︑その価格︑数量その他取引
の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならない
︒

︵外国証券業者が行うことのできる業務︶

︵外国証券業者が行うことのできる業務︶

十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない︒ただし︑金融

外国証券業者は︑国内にある者を相手方として第二

十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない︒ただし︑金融

商品取引業者のうち︑有価証券関連業を行う者を相手方とする場合

外国証券業者は︑国内にある者を相手方として第二 第五十八条の二

商品取引業者のうち︑有価証券関連業を行う者を相手方とする場合

その他政令で定める場合は︑この限りでない︒

第五十八条の二

︵当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供
する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はそ
の媒介︑取次ぎ︵有価証券等清算取次ぎを除く︒︶若しくは代理を
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行う場合を除く︒︶その他政令で定める場合は︑この限りでない︒

内閣総理大臣は︑前条第一項の規定による許可の申請

︵取引所取引業務の許可の拒否要件︶

内閣総理大臣は︑前条第一項の規定による許可の申請 第六十条の三

︵取引所取引業務の許可の拒否要件︶
第六十条の三

が次の各号のいずれかに該当するときは︑その許可を拒否しなけれ

︵略︶

許可申請者が次のいずれかに該当するとき︒

が次の各号のいずれかに該当するときは︑その許可を拒否しなけれ

一

ばならない︒

許可申請者が次のいずれかに該当するとき︒

ばならない︒
一

イ〜ヘ

第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り

一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され︑

され︑第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第

六十条の八第一項の規定により第六十条第一項の許可を取り消

り第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され︑第

取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相

十六条の二十七の登録を取り消され︑又は本店若しくは取引所

消され︑若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六

第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り

六十条の八の規定により第六十条第一項の許可を取り消され︑

り第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され︑第

︵略︶

イ〜ヘ

ト

消され︑若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六

当する外国の法令の規定により取り消され︑その取消しの日か

第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定によ

ト 第五十二条第一項若しくは第五十二条の二第一項の規定によ

十六条の二十七の登録を取り消され︑又は本店若しくは取引所

︵略︶

︵略︶

ら五年を経過するまでの者であるとき︒

二〜四
２・３

︵略︶

チ〜 ル

取引店が所在する国において受けている登録等がこの法律に相
当する外国の法令の規定により取り消され︑その取消しの日か
ら五年を経過するまでの者であるとき︒
︵略︶
︵略︶
︵略︶

チ〜ル
二〜四
２・３
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外国の法令に準拠し︑外国において店頭デリバティ

第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可

第六十条の十四
ブ取引等を業として行う者であつて︑金融商品取引業者又は金融機
関︵銀行︑協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう︒
︶のいずれにも該当しないものは︑有価証券関連業を行う者を相手
方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には
︑第二十九条及び第五十八条の二の規定にかかわらず︑内閣総理大
臣の許可を受けて︑その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供す
る電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその
媒介︑取次ぎ︵有価証券等清算取次ぎを除く︒︶若しくは代理を業
として行うこと︵次項において﹁電子店頭デリバティブ取引等業務
﹂という︒︶ができる︒
２ 第六十条第二項から第四項まで︑第六十条の二︵第一項第六号及
び第九号を除く︒︶及び第六十条の三︵第一項第一号ニ及び第三号
を除く︒︶の規定は前項の許可について︑第四十条の七第二項及び
第六十条の四から前条までの規定は前項の許可を受けた者︵以下﹁
電子店頭デリバティブ取引等許可業者﹂という︒︶の電子店頭デリ
バティブ取引等業務について︑それぞれ準用する︒この場合におい
て︑第四十条の七第二項中﹁前項の規定により電子情報処理組織を
使用に供した者は︑当該﹂とあるのは︑﹁第六十条の十四第二項に
規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は︑その店頭デリバ
ティブ取引の業務の用に供する﹂と読み替えるものとするほか︑必

︵新設︶

︵新設︶
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要な技術的読替えは︑政令で定める︒

第五款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う
者

第六款 情報収集のための施設の設置

︵金融商品取引業者等の自主的努力の尊重︶

第四款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う
者

第五款 情報収集のための施設の設置

︵金融商品取引業者等の自主的努力の尊重︶

運営についての金融商品取引業者等︑取引所取引許可業者︑電子店

一項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たつては︑業務の

許可業者︑電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第五十九条第

者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない︒

引所取引許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業

するに当たつては︑業務の運営についての金融商品取引業者等︑取

許可業者又は第五十九条第一項の許可を受けた外国証券業者を監督

第六十五条の六 内閣総理大臣は︑金融商品取引業者等︑取引所取引 第六十五条の六 内閣総理大臣は︑金融商品取引業者等︑取引所取引

頭デリバティブ取引等許可業者又は同項の許可を受けた外国証券業
者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない︒

︵認可審査基準︶
第百五十五条の三

︵認可審査基準︶
第百五十五条の三

２ 内閣総理大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同

︵略︶

２ 内閣総理大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同

項の基準に適合していると認めたときは︑次の各号のいずれかに該

︵略︶

項の基準に適合していると認めたときは︑次の各号のいずれかに該

当する場合を除いて︑その認可を与えなければならない︒
︵略︶

認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一

項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され︑第百五

三

一・二

当する場合を除いて︑その認可を与えなければならない︒
︵略︶

認可申請者が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一

一・二
三

項の規定により第百五十五条第一項の認可を取り消され︑第百五
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若しくは免許︵当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分

の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免許と同種類の登録

六十六条の二十七の登録若しくは第八十条第一項︑第百五十六条

在する国において受けている第二十九条︑第六十六条若しくは第

七の登録を取り消され︑又はその本店若しくは主たる事務所の所

条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十

の規定により第六十六条の登録を取り消され︑若しくは第六十六

六十条の十四第一項の許可を取り消され︑第六十六条二十第一項

第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第

項の許可を取り消され︑第六十条の十四第二項において準用する

八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一

十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され︑第六十条の

項︑第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二

第四項︑第五十二条の二第一項若しくは第三項︑第五十三条第三

六条の二十の二の免許を取り消され︑第五十二条第一項若しくは

十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十

き︒

り消され︑その取消しの日から五年を経過するまでの者であると

当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む︒︶を取

百五十六条の二十四第一項の免許と同種類の登録若しくは免許︵

七の登録若しくは第八十条第一項︑第百五十六条の二若しくは第

て受けている第二十九条︑第六十六条若しくは第六十六条の二十

消され︑又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国におい

項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り

六十六条の登録を取り消され︑若しくは第六十六条の四十二第一

項の許可を取り消され︑第六十六条の二十第一項の規定により第

八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定により第六十条第一

十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消され︑第六十条の

項︑第五十四条若しくは第五十七条の六第三項の規定により第二

第四項︑第五十二条の二第一項若しくは第三項︑第五十三条第三

六条の二十の二の免許を取り消され︑第五十二条第一項若しくは

十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十

を含む︒︶を取り消され︑その取消しの日から五年を経過するま
での者であるとき︒
︵略︶

四〜六

︵略︶

四〜六

︵免許審査基準︶
︵略︶

２ 内閣総理大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同

第百五十六条の二十の四

︵免許審査基準︶
︵略︶

内閣総理大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同

第百五十六条の二十の四
２
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当する場合を除いて︑その免許を与えなければならない︒

項の基準に適合していると認めたときは︑次の各号のいずれかに該

当する場合を除いて︑その免許を与えなければならない︒

項の基準に適合していると認めたときは︑次の各号のいずれかに該

七第一項︑第百六条の二十一第一項︑第百六条の二十八第一項︑

を含む︒︶の規定により許可を取り消され︑若しくは第百六条の

六十条の八第一項︵第六十条の十四第二項において準用する場合

は第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され︑第

第三項︑第五十七条の六第三項︑第六十六条の二十第一項若しく

の規定により免許を取り消され︑第五十二条第一項︑第五十三条

免許申請者が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項

五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され︑又はこ

一項︑第百五十五条の六︑第百五十五条の十第一項若しくは第百

六条の七第一項︑第百六条の二十一第一項︑第百六条の二十八第

六十条の八第一項の規定により許可を取り消され︑若しくは第百

は第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され︑第

第三項︑第五十七条の六第三項︑第六十六条の二十第一項若しく

の規定により免許を取り消され︑第五十二条第一項︑第五十三条

三 免許申請者が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項

︵略︶

第百五十五条の六︑第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六

の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受け

一・二

条の五の九第一項の規定により認可を取り消され︑又はこの法律

ている同種類の免許若しくは登録︵当該免許又は登録に類する許

︵略︶

に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている

可その他の行政処分を含む︒︶を取り消され︑その取消しの日か

一・二

同種類の免許若しくは登録︵当該免許又は登録に類する許可その

ら五年を経過するまでの者であるとき︒

三

他の行政処分を含む︒︶を取り消され︑その取消しの日から五年
を経過するまでの者であるとき︒

︵略︶

四〜六

︵略︶

第百五十六条の二十の十八 ︵略︶

四〜六

第百五十六条の二十の十八

２ 内閣総理大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同

︵認可審査基準︶

２ 内閣総理大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同

項の基準に適合していると認めたときは︑次の各号のいずれかに該

︵認可審査基準︶

項の基準に適合していると認めたときは︑次の各号のいずれかに該

当する場合を除いて︑その認可を与えなければならない︒

︵略︶

当する場合を除いて︑その認可を与えなければならない︒

- 81 -

一・二

︵略︶

一・二

︵略︶

項︑第百五十五条の六︑第百五十五条の十第一項若しくは第百五

条の七第一項︑第百六条の二十一第一項︑第百六条の二十八第一

場合を含む︒︶の規定により許可を取り消され︑若しくは第百六

︑第六十条の八第一項︵第六十条の十四第二項において準用する

しくは第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され

三条第三項︑第五十七条の六第三項︑第六十六条の二十第一項若

二項の規定により免許を取り消され︑第五十二条第一項︑第五十

はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において

第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され︑又

八第一項︑第百五十五条の六︑第百五十五条の十第一項若しくは

第百六条の七第一項︑第百六条の二十一第一項︑第百六条の二十

︑第六十条の八第一項の規定により許可を取り消され︑若しくは

しくは第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され

三条第三項︑第五十七条の六第三項︑第六十六条の二十第一項若

二項の規定により免許を取り消され︑第五十二条第一項︑第五十

連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第

十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され︑又はこの

受けている同種類の免許若しくは登録︵当該免許又は登録に類す

三

法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けて

る許可その他の行政処分を含む︒︶を取り消され︑その取消しの

連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第

いる同種類の免許若しくは登録︵当該免許又は登録に類する許可

日から五年を経過するまでの者であるとき︒

三

その他の行政処分を含む︒︶を取り消され︑その取消しの日から
五年を経過するまでの者であるとき︒

四〜六

︵略︶

四〜六

︵検査職員の証票携帯︶

︵略︶

︵検査職員の証票携帯︶

第一項︑第二十七条の三十五︑第五十六条の二第一項︵第六十五条

おいて準用する場合を含む︒︶若しくは第二項︑第二十七条の三十

︶︑第二十七条の二十二第一項︵第二十七条の二十二の二第二項に

の三第三項において準用する場合を含む︒︶から第四項まで︑第五

第一項︑第二十七条の三十五︑第五十六条の二第一項︵第六十五条

おいて準用する場合を含む︒︶若しくは第二項︑第二十七条の三十

︶︑第二十七条の二十二第一項︵第二十七条の二十二の二第二項に

第二十六条︵第二十七条において準用する場合を含む︒ 第百九十条 第二十六条︵第二十七条において準用する場合を含む︒

の三第三項において準用する場合を含む︒︶から第四項まで︑第五

十七条の十第一項︑第五十七条の二十三︑第五十七条の二十六第二

第百九十条

十七条の十第一項︑第五十七条の二十三︑第五十七条の二十六第二
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第二号︑第百八十五条の五又は第百八十七条第四号の規定により検

十四︑第百五十六条の五十八︑第百五十六条の八十︑第百七十七条

百五十六条の十五︑第百五十六条の二十の十二︑第百五十六条の三

五十五条の九︑第百五十六条の五の四︑第百五十六条の五の八︑第

十一条︵第百五十三条の四において準用する場合を含む︒︶︑第百

六条の二十七︵第百九条において準用する場合を含む︒︶︑第百五

の二十第一項︵同条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百

二項において準用する場合を含む︒︶︑第百六条の十六︑第百六条

第七十九条の七十七︑第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同条第

十二︑第六十六条の四十五第一項︑第七十五条︑第七十九条の四︑

いて準用する場合を含む︒︶︑第六十三条第八項︑第六十六条の二

項において準用する場合を含む︒︶及び第六十条の十四第二項にお

項︑第六十条の十一︵第六十条の十二第三項︵第六十条の十四第二

は職員は︑その身分を示す証票を携帯し︑検査の相手方に提示しな

五条の五又は第百八十七条第四号の規定により検査をする審判官又

条の五十八︑第百五十六条の八十︑第百七十七条第二号︑第百八十

︑第百五十六条の二十の十二︑第百五十六条の三十四︑第百五十六

百五十六条の五の四︑第百五十六条の五の八︑第百五十六条の十五

三条の四において準用する場合を含む︒︶︑第百五十五条の九︑第

百九条において準用する場合を含む︒︶︑第百五十一条︵第百五十

条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百六条の二十七︵第

する場合を含む︒︶︑第百六条の十六︑第百六条の二十第一項︵同

七︑第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同条第二項において準用

の四十五第一項︑第七十五条︑第七十九条の四︑第七十九条の七十

を含む︒︶︑第六十三条第八項︑第六十六条の二十二︑第六十六条

項︑第六十条の十一︵第六十条の十二第三項において準用する場合

︵財務大臣への協議︶

︵略︶

ければ な らない︒

２

査をする審判官又は職員は︑その身分を示す証票を携帯し︑検査の

︵略︶

相手方に提示しなければな らない︒
２

︵財務大臣への協議︶

第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る︒︶︑登録

内閣総理大臣は︑金融商品取引業者︵第二十八条

第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る︒︶︑登録

金融機関 ︑取引所取引許可業者︑認 可金融商品取引業協会︑金融 商

第百九十四条の三

金融機関︑取引所取引許可業者︑電子店頭デリバティブ取引等許可

品取引所︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算機関︑外国金融

内閣総理大臣は︑金融商品取引業者︵第二十八条

業者︑認可金融商品取引業協会︑金融商品取引所︑外国金融商品取

商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をするこ

第百九十四条の三

引所︑金融商品取引清算機関︑外国金融商品取引清算機関又は証券
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きは︑あらかじめ︑有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円

場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めると

金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市

市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し︑財務

るおそれがあると認めるときは︑あらかじめ︑有価証券の流通又は

とが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与え

第六十条の八第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の

︵略︶

大臣に協議しなければならない︒

し

六〜十六

︵財務大臣への通知︶

︵略︶

五 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消

命令

四

一〜三の三

滑を図るために必要な措置に関し︑財務大臣に協議しなければなら
ない︒
︵略︶

第六十条の八第一項︵第六十条の十四第二項において準用する

一〜三の三
四
場合を含む︒︶の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
五 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消
し又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一

︵略︶

項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し
六〜十六

︵財務大臣への通知︶

速やかに︑その旨を財務大臣に通知するものとする︒ただし︑第七

内閣総理大臣は︑次に掲げる処分をしたときは︑

速やかに︑その旨を財務大臣に通知するものとする︒ただし︑第七

十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは︑こ

内閣総理大臣は︑次に掲げる処分をしたときは︑ 第百九十四条の四

十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは︑こ

の限りでない︒

第百九十四条の四

の限りでない︒

一〜六の六

︵略︶

一〜六の六

七 第六十条第一項の規定による許可

︵略︶

七 第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定による許可

八 第六十条の八第一項の規定による命令

九 第六十条の八第一項又は第六十条の九の規定による第六十条第

八 第六十条の八第一項︵第六十条の十四第二項において準用する

第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による

場合を含む︒︶の規定による命令
九
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第六十条第一項の許可の取消し又は第六十条の十四第二項におい
て準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規

︵略︶

定による第六十条の十四第一項の許可の取消し
十〜四十二
内閣総理大臣は︑次に掲げる届出を受理したときは︑速やかに︑

︵略︶

一項の許可の取消し

十〜四十二

三〜十一
︵略︶

︵略︶

︵財務大臣への資料提出等︶

財務大臣は︑その所掌に係る金融破綻処理制度及

たん

２ 内閣総理大臣は︑次に掲げる届出を受理したときは︑速やかに︑

︵略︶

その旨を財務大臣に通知するものとする︒
一・一の二

︵略︶

︵略︶

第六十条の七の規定による届出

一・一の二

︵略︶

三〜十一

含む︒︶の規定による届出

二

３

二 第六十条の七︵第六十条の十四第二項において準用する場合を

その旨を財務大臣に通知するものとする︒

２

３

︵財務大臣への資料提出等︶

第百九十四条の五

び金融危機管理に関し︑金融商品取引に係る制度の企画又は立案を

財務大臣は︑その所掌に係る金融破綻処理制度及

び金融危機管理に関し︑金融商品取引に係る制度の企画又は立案を

するため必要があると認めるときは︑内閣総理大臣に対し︑必要な

第百九十四条の五

するため必要があると認めるときは︑内閣総理大臣に対し︑必要な

資料の提出及び説明を求めることができる︒

たん

資料の提出及び説明を求めることができる︒

取引等許可業者︑金融商品仲介業者︑認可金融商品取引業協会︑認

業者等︑指定親会社︑取引所取引許可業者︑電子店頭デリバティブ

要があると認めるときは︑その必要の限度において︑金融商品取引

に関し︑金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必

項に規定する認定金融商品取引業協会をいう︒第百九十四条の七第

可金融商品取引業協会︑認定金融商品取引業協会︵第七十八条第二

業者等︑指定親会社︑取引所取引許可業者︑金融商品仲介業者︑認

要があると認めるときは︑その必要の限度において︑金融商品取引

に関し︑金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必

２ 財務大臣は︑その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理 ２ 財務大臣は︑その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理

定金融商品取引業協会︵第七十八条第二項に規定する認定金融商品
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対し︑資料の提出︑説明その他の協力を求めることができる︒

機関︑外国金融商品取引清算機関︑証券金融会社その他の関係者に

金融商品 取引所持株会社︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算

︶︑金融商品取引所︑第八十五条第一項に規定する自主規制法人︑

取引業協会をいう︒第百九十四条の七第二項第五号において同じ︒

求めることができる︒

金融会社その他の関係者に対し︑資料の提出︑説明その他の協力を

取引所︑金融商品取引清算機関︑外国金融商品取引清算機関︑証券

に規定する自主規制法人︑金融商品取引所持株会社︑外国金融商品

二項第五号において同じ︒︶︑金融商品取引所︑第八十五条第一項

︵略︶

︵金融庁長官への権限の委任︶
第百九十四条の七

︵金融庁長官への権限の委任︶
第百九十四条の七 ︵略︶

げるものを証券取引等監視委員会︵以下この条及び次条において﹁

委員会﹂という︒︶に委任する︒ただし︑報告又は資料の提出を命

げるものを証券取引等監視委員会︵以下この条及び次条において﹁

２ 金融庁長官は︑前項の規定により委任された権限のうち︑次に掲 ２ 金融庁長官は︑前項の規定により委任された権限のうち︑次に掲

委員会﹂という︒︶に委任する︒ただし︑報告又は資料の提出を命

一

ずる権限は︑金融庁長官が自ら行うことを妨げない︒

一

二 第六十条の十一の規定による権限︵有価証券の売買その他の取

︵略︶

二 第六十条の十一︵第六十条の十四第二項において準用する場合

引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で

︵略︶

を含む︒︶の規定による権限︵有価証券の売買その他の取引又は

︵略︶

定める規定に関するものに限る︒︶

︵略︶

規定に関するものに限る︒︶
三〜九

︒︶のうち︑第二十六条︵第二十七条において準用する場合を含む

委任された権限︵前項の規定により委員会に委任されたものを除く

︒︶︑第二十七条の二十二第一項︵第二十七条の二十二の二第二項

︒︶のうち︑第二十六条︵第二十七条において準用する場合を含む

委任された権限︵前項の規定により委員会に委任されたものを除く

金融庁長官は︑政令で定めるところにより︑第一項の規定により

︒︶︑第二十七条の二十二第一項︵第二十七条の二十二の二第二項

において準用する場合を含む︒︶及び第二項︑第二十七条の三十︑

金融庁長官は︑政令で定めるところにより︑第一項の規定により ３

三〜九

デリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める

ずる権限は︑金融庁長官が自ら行うことを妨げない︒

３

において準用する場合を含む︒︶及び第二項︑第二十七条の三十︑
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第百五十六条の十五︑第百五十六条の二十の十二︑第百五十六条の

百五十五条の九︑第百五十六条の五の四︑第百五十六条の五の八︑

五十一条︵第百五十三条の四において準用する場合を含む︒︶︑第

百六条の二十七︵第百九条において準用する場合を含む︒︶︑第百

条の二十第一項︵同条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第

第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百六条の十六︑第百六

︑第七十九条の七十七︑第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同条

二十二︑第六十六条の四十五第一項︑第七十五条︑第七十九条の四

する場合を含む︒︶︑第六十三条第七項及び第八項︑第六十六条の

て準用する場合を含む︒︶及び第六十条の十四第二項において準用

十条の十一︵第六十条の十二第三項︵第六十条の十四第二項におい

十第一項︑第五十七条の二十三︑第五十七条の二十六第二項︑第六

項において準用する場合を含む︒︶から第四項まで︑第五十七条の

第二十七条の三十五︑第五十六条の二第一項︵第六十五条の三第三

六条の五十八︑第百五十六条の八十並びに第百九十三条の二第六項

五︑第百五十六条の二十の十二︑第百五十六条の三十四︑第百五十

第百五十六条の五の四︑第百五十六条の五の八︑第百五十六条の十

十三条の四において準用する場合を含む︒︶︑第百五十五条の九︑

第百九条において準用する場合を含む︒︶︑第百五十一条︵第百五

同条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百六条の二十七︵

用する場合を含む︒︶︑第百六条の十六︑第百六条の二十第一項︵

十七︑第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同条第二項において準

条の四十五第一項︑第七十五条︑第七十九条の四︑第七十九条の七

︶︑第六十三条第七項及び第八項︑第六十六条の二十二︑第六十六

十条の十一︵第六十条の十二第三項において準用する場合を含む︒

十第一項︑第五十七条の二十三︑第五十七条の二十六第二項︑第六

項において準用する場合を含む︒︶から第四項まで︑第五十七条の

第二十七条の三十五︑第五十六条の二第一項︵第六十五条の三第三

次の各号のいずれかに該当する者は︑三年以下の懲役

︵略︶

の規定によるものを委員会に委任することができる︒

一

録︑第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項若しくは

不正の手段により第六十六条若しくは第六十六条の二十七の登

若しくは三百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

第百九十八条

４〜８

三十四︑第百五十六条の五十八︑第百五十六条の八十並びに第百九

次の各号のいずれかに該当する者は︑三年以下の懲役

︵略︶

十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができ
る︒
４〜８

第百九十八条

不正の手段により第六十六条若しくは第六十六条の二十七の登

若しくは三百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒
一

録︑第三十一条第四項の変更登録又は第五十九条第一項︑第六十
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︵略︶

三 第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定に違反して内閣総

二

第六十条第一項の許可を受けた者

二
第五十九条第一項︑第六十条第一項又は第六十条の十四第一項

理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項又は第六十条第一項

条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けた者

の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第

に規定する業務を行つた者

三の二 第五十九条の六又は第六十条の十三において準用する第三

︵略︶

三

一項︑第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務

三の二 第五十九条の六又は第六十条の十三︵第六十条の十四第二

十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項又は第六十

を行つた者

項において準用する場合を含む︒︶において準用する第三十六条

︵略︶

条第一項に規定する業務を行わせた者

四〜八

の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項︑第六十条第一項

︵略︶

又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせた者
四〜八

︑証券金融会社若しくは取引情報蓄積機関の代表者︑代理人︑使用

融商品取引所︑金融商品取引清算機関︑外国金融商品取引清算機関

第一項に規定する自主規制法人︑金融商品取引所持株会社︑外国金

に規定する認定金融商品取引業協会︑金融商品取引所︑第八十五条

信用格付業者︑認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項

業者︑電子店頭デリバティブ取引等許可業者︑金融商品仲介業者︑

その行為をした金融商品取引業者等︑指定親会社︑取引所取引許可

若しくは金融商品仲介業者は︑二年以下の懲役若しくは三百万円以

関の代表者︑代理人︑使用人その他の従業者又は金融商品取引業者

外国金融商品取引清算機関︑証券金融会社若しくは取引情報蓄積機

品取引所持株会社︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算機関︑

融商品取引所︑第八十五条第一項に規定する自主規制法人︑金融商

若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会︑金

業者︑金融商品仲介業者︑信用格付業者︑認可金融商品取引業協会

その行為をした金融商品取引業者等︑指定親会社︑取引所取引許可

次の各号に掲げる違反があつた場合においては︑

人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者

下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

第百九十八条の五 次の各号に掲げる違反があつた場合においては︑ 第百九十八条の五

は︑二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し︑又はこれ
を併科する︒
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︵略︶

一

︵略︶

一

︑第五十七条の二十第二項︑第六十条の八第一項︑第六十六条の

二 第五十二条第一項︑第五十三条第二項︑第五十七条の六第一項

︑第五十七条の二十第二項︑第六十条の八第一項︵第六十条の十

二十第一項又は第六十六条の四十二第一項の規定による業務の停

第五十二条第一項︑第五十三条第二項︑第五十七条の六第一項

四第二項において準用する場合を含む︒︶︑第六十六条の二十第

止の処分︵第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く

二

一項又は第六十六条の四十二第一項の規定による業務の停止の処

︵略︶

︒︶に違反したとき︒

二の二〜四

分︵第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く︒︶に

︵略︶

違反したとき︒
二の二〜四

百五十六条の二十の十七︑第百五十六条の二十四第二項から第四

五十五条の二︑第百五十六条の三︑第百五十六条の二十の三︑第

七条の三︑第八十一条︑第百二条の十五︑第百六条の十一︑第百

場合を含む︒︶︑第六十六条の二︑第六十六条の二十八︑第六十

第三項︵これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する

十九条の二第一項若しくは第三項︑第六十条の二第一項若しくは

一 第二十九条の二第一項から第三項まで︑第三十三条の三︑第五

懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又

第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請

条の二十の十七︑第百五十六条の二十四第二項から第四項まで︑

の二︑第百五十六条の三︑第百五十六条の二十の三︑第百五十六

︑第八十一条︑第百二条の十五︑第百六条の十一︑第百五十五条

第三項︑第六十六条の二︑第六十六条の二十八︑第六十七条の三

十九条の二第一項若しくは第三項︑第六十条の二第一項若しくは

一 第二十九条の二第一項から第三項まで︑第三十三条の三︑第五

懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

次の各号のいずれかに該当する者は︑一年以下の

項まで︑第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定に

は記録をしてこれを提出した者

第百九十八条の六 次の各号のいずれかに該当する者は︑一年以下の 第百九十八条の六

よる申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽

︵略︶

三 第四十六条の二︵第六十条の六において準用する場合を含む︒

二

の記載又は記録をしてこれを提出した者
二

第四十六条の二︵第六十条の六︵第六十条の十四第二項におい

︵略︶

三
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又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存をせず︑

四十七条︑第四十八条︑第六十六条の十六︑第六十六条の三十七

て準用する場合を含む︒︶において準用する場合を含む︒︶︑第

せず︑又は虚偽の書類を作成した者

三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若しくは保存を

︶︑第四十七条︑第四十八条︑第六十六条の十六︑第六十六条の

条の五︑第百五十六条の三十五︑第百五十六条の五十七第一項若

項︑第六十六条の十七第一項︑第六十六条の三十八︑第百五十五

場合を含む︒︶︑第五十七条の三第一項︑第五十七条の十五第一

第一項︑第四十九条の三第一項︵第六十条の六において準用する

いて準用する場合を含む︒︶︑第四十七条の二︑第四十八条の二

において準用する場合を含む︒以下この号において同じ︒︶にお

第四十六条の三第一項︵第六十条の六︵第六十条の十四第二項

ず︑又は虚偽の記載をした報告書︑書類若しくは書面を提出した

の七十九第一項の規定による報告書︑書類若しくは書面を提出せ

条の三十五︑第百五十六条の五十七第一項若しくは第百五十六条

七第一項︑第六十六条の三十八︑第百五十五条の五︑第百五十六

五十七条の三第一項︑第五十七条の十五第一項︑第六十六条の十

の三第一項︵第六十条の六において準用する場合を含む︒︶︑第

含む︒︶︑第四十七条の二︑第四十八条の二第一項︑第四十九条

四 第四十六条の三第一項︵第六十条の六において準用する場合を

又は虚偽の書類を作成した者

しくは第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書︑書類若

者

において準用する場合を含む︒以下この号において同じ︒︶にお

五 第四十六条の三第二項︵第六十条の六︵第六十条の十四第二項

十条の六において準用する場合を含む︒︶︑第五十七条の三第二

含む︒︶︑第四十八条の二第二項︑第四十九条の三第二項︵第六

五 第四十六条の三第二項︵第六十条の六において準用する場合を

四

しくは書面を提出せず︑又は虚偽の記載をした報告書︑書類若し

いて準用する場合を含む︒︶︑第四十八条の二第二項︑第四十九

項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず︑又は虚

くは書面を提出した者

条の三第二項︵第六十条の六において準用する場合を含む︒︶︑

偽の報告をした 者

︵略︶

︑第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規

八 第五十条の二第一項若しくは第七項︑第五十七条の十八第二項

六〜七

第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による
報告をせず︑又は虚偽の報告をした者

第五十条の二第一項若しくは第七項︑第五十七条の十八第二項

六〜七 ︵略︶
八

︑第六十条の七︵第六十条の十四第二項において準用する場合を
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含む︒︶又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項の規定によ

定による届出をせず︑又は虚偽の届出をした者

︵略︶

る届出をせず︑又は虚偽の届出をした者
九

︑第五十七条の二十六第二項︑第六十条の十一︑第六十三条第七

︵略︶

︑第五十七条の二十六第二項︑第六十条の十一︵第六十条の十四

項︑第六十六条の二十二︑第六十六条の四十五第一項︑第百三条

九

第二項において準用する場合を含む︒︶︑第六十三条第七項︑第

の四︑第百六条の六第一項︑第百六条の十六︑第百六条の二十第

第五十六条の二︑第五十七条の十第一項︑第五十七条の二十三

六十六条の二十二︑第六十六条の四十五第一項︑第百三条の四︑

一項︑第百五十六条の五の四又は第百五十六条の五の八の規定に

十

第百六条の六第一項︑第百六条の十六︑第百六条の二十第一項︑

よる報告若しくは資料の提出をせず︑又は虚偽の報告若しくは資

第五十六条の二︑第五十七条の十第一項︑第五十七条の二十三

第百五十六条の五の四又は第百五十六条の五の八の規定による報

料の提出をした者

十

告若しくは資料の提出をせず︑又は虚偽の報告若しくは資料の提
出をした者

百五十一条︵第百五十三条の四において準用する場合を含む︒︶

百六条の二十七︵第百九条において準用する場合を含む︒︶︑第

の二十第一項︵同条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第

項において準用する場合を含む︒︶︑第百六条の十六︑第百六条

第七十九条の四︑第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同条第二

第六十六条の二十二︑第六十六条の四十五第一項︑第七十五条︑

四第二項において準用する場合を含む︒︶︑第六十三条第八項︑

三︑第五十七条の二十六第二項︑第六十条の十一︵第六十条の十

条の五の八︑第百五十六条の十五︑第百五十六条の二十の十二︑

む︒︶︑第百五十五条の九︑第百五十六条の五の四︑第百五十六

︶︑第百五十一条︵第百五十三条の四において準用する場合を含

︶︑第百六条の二十七︵第百九条において準用する場合を含む︒

百六条の二十第一項︵同条第二項において準用する場合を含む︒

条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百六条の十六︑第

五条︑第七十九条の四︑第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同

八項︑第六十六条の二十二︑第六十六条の四十五第一項︑第七十

三︑第五十七条の二十六第二項︑第六十条の十一︑第六十三条第

第五十六条の二︑第五十七条の十第一項︑第五十七条の二十

︑第百五十五条の九︑第百五十六条の五の四︑第百五十六条の五

第百五十六条の三十四︑第百五十六条の八十︑第百八十五条の五

十一

の八︑第百五十六条の十五︑第百五十六条の二十の十二︑第百五

又は第百八十七条第四号の規定による検査を拒み︑妨げ︑又は忌

十一 第五十六条の二︑第五十七条の十第一項︑第五十七条の二十

十六条の三十四︑第百五十六条の八十︑第百八十五条の五又は第
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百八十七条第四号の規定による検査を拒み︑妨げ︑又は忌避した
者

避した者

十一の二〜十一の四

︵略︶

第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の

︵略︶

十一の二〜十一の四
十二

する場合を含む︒︶において準用する第六十条の十一又は第六十

規定による報告若しくは資料の提出をせず︑又は虚偽の報告若し

第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は

十二 第六十条の十二第三項︵第六十条の十四第二項において準用

五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定に

くは資料の提出をした者

第六十条の十二第三項において準用する第六十条の十一又は

よる報告若しくは資料の提出をせず︑又は虚偽の報告若しくは資
料の提出をした者

十三

第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の

十三 第六十条の十二第三項︵第六十条の十四第二項において準用
する場合を含む︒︶において準用する第六十条の十一又は第六十

︵略︶

規定による検査を拒み︑妨げ︑又は忌避した者

十四〜十八

五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定に

︵略︶

よる検査を拒み︑妨げ︑又は忌避した者
十四〜十八

第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者︑商品取引所︑

三第一項の規定により認可を受けた者︑金融商品取引所持株会社︑

品取引所︑第八十五条第一項に規定する自主規制法人︑第百六条の

等許可業者︑金融商品仲介業者︑認可金融商品取引業協会︑金融商

許可を受けた者︑取引所取引許可業者︑電子店頭デリバティブ取引

為をした金融商品取引業者等︑金融機関︑第五十九条の規定により

所︑金融商品取引清算機関︑金融商品取引清算機関の主要株主︵第

を受けた者︑商品取引所︑商品取引所持株会社︑外国金融商品取引

金融商品取引所持株会社︑第百六条の十七第一項の規定により認可

自主規制法人︑第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者︑

融商品取引業協会︑金融商品取引所︑第八十五条第一項に規定する

許可を受けた者︑取引所取引許可業者︑金融商品仲介業者︑認可金

為をした金融商品取引業者等︑金融機関︑第五十九条の規定により

次の各号に掲げる違反があつた場合においては︑その行 第二百一条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては︑その行

商品取引所持株会社︑外国金融商品取引所︑金融商品取引清算機関

百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう︒以下この条におい

第二百一条

︑金融商品取引清算機関の主要株主︵第百五十六条の五の八に規定
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は︑一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し︑又はこれを

業者︑金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主

融会社の代表者︑代理人︑使用人その他の従業者又は金融商品取引

する主要株主をいう︒以下この条において同じ︒︶若しくは証券金

の罰金に処し︑又はこれを併科する︒

品取引清算機関の主要株主は︑一年以下の懲役若しくは百万円以下

の従業者又は金融商品取引業者︑金融商品仲介業者若しくは金融商

て同じ︒︶若しくは証券金融会社の代表者︑代理人︑使用人その他

︵略︶

併科する︒
一

第五項︑第百六条の三第六項︑第百六条の十第五項︑第百六条の

︵略︶

第五項︑第百六条の三第六項︑第百六条の十第五項︑第百六条の

十七第五項︑第百六条の二十四第二項︑第百五十五条第二項︑第

一

十七第五項︑第百六条の二十四第二項︑第百五十五条第二項︑第

百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項

第三十条の二第一項︵第八十七条の二第三項︑第八十七条の三

百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項

において準用する場合を含む︒︶︑第五十九条第二項︑第六十条

二

において準用する場合を含む︒︶︑第五十九条第二項︑第六十条

第二項︑第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項︵第百五

第三十条の二第一項︵第八十七条の二第三項︑第八十七条の三

第二項︵第六十条の十四第二項において準用する場合を含む︒︶

十六条の十九第四項において準用する場合を含む︒︶の規定によ

二

︑第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項︵第百五十六条

︵略︶

り付した条件に違反したとき︒

三〜十三

の十九第四項において準用する場合を含む︒︶の規定により付し

︵略︶

た条件に違反したとき︒
三〜十三

三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場

一 第三十一条第一項若しくは第三項︑第三十二条の三第一項︵第

以下の罰金に処する︒

合を含む︒︶若しくは第二項︑第三十三条の六第一項若しくは第

三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場

一 第三十一条第一項若しくは第三項︑第三十二条の三第一項︵第

以下の罰金に処する︒

次の各号のいずれかに該当する者は︑三十万円

合を含む︒︶若しくは第二項︑第三十三条の六第一項若しくは第

三項︑第三十五条第三項若しくは第六項︑第五十条第一項︑第五

第二百五条の二の三 次の各号のいずれかに該当する者は︑三十万円 第二百五条の二の三

三項︑第三十五条第三項若しくは第六項︑第五十条第一項︑第五

- 93 -

しくは第百五十六条の八十二第二項の規定による届出をせず︑又

五第一項︑第百五十六条の五十六︑第百五十六条の六十第二項若

を含む︒︶︑第百五十六条の五の五第五項︑第百五十六条の五十

六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合

第三項︑第七十九条の二十七第四項︑第百六条の三第五項︵第百

︑第六十六条の十九第一項︑第六十六条の三十一第一項若しくは

準用する場合を含む︒︶︑第六十六条の五第一項若しくは第三項

若しくは第四項︑第六十四条の四︵第六十六条の二十五において

第三項︵第六十三条の三第二項において準用する場合を含む︒︶

二項において準用する場合を含む︒︶︑第六十三条の二第二項︑

準用する場合を含む︒︶︑第六十三条第三項︵第六十三条の三第

条の十八第一項︑第六十条の五︵第六十条の十四第二項において

十七条の二第四項若しくは第六項︑第五十七条の十四︑第五十七

ず︑又は虚偽の届出をした者

二項若しくは第百五十六条の八十二第二項の規定による届出をせ

の五十五第一項︑第百五十六条の五十六︑第百五十六条の六十第

る場合を含む︒︶︑第百五十六条の五の五第五項︑第百五十六条

︵第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用す

しくは第三項︑第七十九条の二十七第四項︑第百六条の三第五項

第三項︑第六十六条の十九第一項︑第六十六条の三十一第一項若

おいて準用する場合を含む︒︶︑第六十六条の五第一項若しくは

む︒︶若しくは第四項︑第六十四条の四︵第六十六条の二十五に

二項︑第三項︵第六十三条の三第二項において準用する場合を含

の三第二項において準用する場合を含む︒︶︑第六十三条の二第

条の十八第一項︑第六十条の五︑第六十三条第三項︵第六十三条

十七条の二第四項若しくは第六項︑第五十七条の十四︑第五十七

二〜四

は虚偽の届出をした者
二〜四

五 第四十六条の三第三項︵第六十条の六において準用する場合を

︵略︶

五 第四十六条の三第三項︵第六十条の六︵第六十条の十四第二項

含む︒︶︑第四十八条の二第三項︑第五十七条の三第三項又は第

︵略︶

において準用する場合を含む︒︶において準用する場合を含む︒

五十 七条の十五第三項の規定による命令に違反した者

︵略︶

業者の特定主要株主︑指定親会社若しくは金融商品仲介業者の代表

第二百八条 有価証券の発行者︑金融商品取引業者等︑金融商品取引

六〜十四

︶︑第四十八条の二第三項︑第五十七条の三第三項又は第五十七

有価証券の発行者︑金融商品取引業者等︑金融商品取引

︵略︶

条の十五第三項の規定による命令に違反した者
六〜十四

第二百八条

業者の特定主要株主︑指定親会社若しくは金融商品仲介業者の代表
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団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含

者又は管理人を含む︒︶又は取引情報蓄積機関の役員︵法人でない

役員︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表

役員︑第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の

引清算機関の国内における代表者︑証券金融会社の代表者若しくは

者︑金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員︑外国金融商品取

外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた

締役及び仮執行役を含む︒︶︑代表者であつた者若しくは清算人︑

は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員︵仮理事︑仮取

理事及び仮監事を含む︒︶若しくは清算人︑金融商品取引所若しく

を含む︒︶若しくは代表者であつた者︑投資者保護基金の役員︵仮

七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員︵仮理事

付業者の国内における代表者︑認可金融商品取引業協会若しくは第

団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む︒︶である信用格

のあるものの代表者又は管理人を含む︒︶︑外国法人︵法人でない

︑信用格付業者の役員︵法人でない団体で代表者又は管理人の定め

しくは電子店頭デリバティブ取引等許可業者の国内における代表者

︑第五十九条の規定により許可を受けた者︑取引所取引許可業者若

株主若しくは金融商品仲介業者︑外国法人である金融商品取引業者

者若しくは役員︑金融商品取引業者︑金融商品取引業者の特定主要

円以下の過料に処する︒

のの代表者又は管理人を含む︒︶は︑次の場合においては︑三十万

積機関の役員︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む︒︶又は取引情報蓄

定する指定紛争解決機関の役員︵法人でない団体で代表者又は管理

金融会社の代表者若しくは役員︑第百五十六条の三十八第一項に規

くは役員︑外国金融商品取引清算機関の国内における代表者︑証券

者若しくは代表者であつた者︑金融商品取引清算機関の代表者若し

あつた者若しくは清算人︑外国金融商品取引所の国内における代表

法人の役員︵仮理事︑仮取締役及び仮執行役を含む︒︶︑代表者で

人︑金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制

投資者保護基金の役員︵仮理事及び仮監事を含む︒︶若しくは清算

取引業協会の役員︵仮理事を含む︒︶若しくは代表者であつた者︑

商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品

のを含む︒︶である信用格付業者の国内における代表者︑認可金融

︶︑外国法人︵法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも

で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む︒

業者の国内における代表者︑信用格付業者の役員︵法人でない団体

︑第五十九条の規定により許可を受けた者若しくは取引所取引許可

株主若しくは金融商品仲介業者︑外国法人である金融商品取引業者

者若しくは役員︑金融商品取引業者︑金融商品取引業者の特定主要

︵略︶

五 第三十二条の二第二項︑第五十一条︑第五十一条の二︑第五十

一〜四

む︒︶は︑次の場合においては︑三十万円以下の過料に処する︒
︵略︶
第三十二条の二第二項︑第五十一条︑第五十一条の二︑第五十

一〜四
五
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第一項︑第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令

項又は第百五十六条の八十一の規定による命令︵第五十七条の六

の十六︑第百五十六条の二十の十三︑第百五十六条の三十三第一

第七十九条の三十七第五項︑第七十九条の七十五︑第百五十六条

いて同じ︒︶︑第六十六条の二十第一項︑第六十六条の四十一︑

十条の十四第二項において準用する場合を含む︒以下この号にお

七条の二十一第一項若しくは第四項︑第六十条の八第一項︵第六

三条第一項︑第五十七条の六第一項︑第五十七条の十九︑第五十

停止の処分を除く︒︶に違反したとき︒

八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては︑業務の

の八十一の規定による命令︵第五十七条の六第一項︑第六十条の

条の二十の十三︑第百五十六条の三十三第一項又は第百五十六条

第五項︑第七十九条の七十五︑第百五十六条の十六︑第百五十六

十六条の二十第一項︑第六十六条の四十一︑第七十九条の三十七

七条の二十一第一項若しくは第四項︑第六十条の八第一項︑第六

三条第一項︑第五十七条の六第一項︑第五十七条の十九︑第五十

においては︑業務の停止の処分を除く︒︶に違反したとき︒
︵略︶

六

︵略︶

六

︵新設︶

に処する︒

第二百九条 次の各号のいずれかに該当する者は︑十万円以下の過料

七〜二十七 ︵略︶

六の二 第四十条の七第二項︵第六十条の十四第二項において準用
する場合を含む︒︶の規定による公表を怠り︑又は虚偽の公表を

︵略︶

次の各号のいずれかに該当する者は︑十万円以下の過料

したとき︒
七〜二十七

第二百九条
に処する︒

︵略︶

一〜六の二

︵略︶

一〜六の二

七 第六十条の四第二項︑第六十五条第二項又は第六十六条の四十

八〜十三

︵略︶

六第二項の規定による命令に違反した者

七 第六十条の四第二項︵第六十条の十四第二項において準用する
場合を含む︒︶︑第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二

︵略︶

項の規定による命令に違反した者
八〜十三
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四

案

商品先物取引法︵昭和二十五年法律第二百三十九号︶

正

第二条

改

︵略︶

２〜

︵略︶

︵略︶

︵定義︶

︵略︶

︵定義︶
第二条
２〜

現

行

及び外国商品市場によらないで行われる次に掲げる取引︵第三百三

この法律において﹁店頭商品デリバティブ取引﹂とは︑商品市場

︑外国商品市場及び取引所金融商品市場︵金融商品取引法︵昭和二

〜

︵略︶

︵略︶

十一条各号に掲げる施設における取引を除く︒︶をいう︒

市場をいう︒以下同じ︒︶によらないで行われる次に掲げる取引︵
第三百三十一条各号に掲げる施設における取引を除く︒︶をいう︒
一〜七 ︵ 略 ︶
︵略︶

︵業務の範囲︶

〜

︵業務の範囲︶

関連する業務及びこれに附帯する業務︑算定割当量︵地球温暖化対

ころにより︑主務大臣の認可を受けた場合は︑商品市場開設業務に

業務以外の業務を行つてはならない︒ただし︑主務省令で定めると

︶及び上場商品の品質の鑑定︑刊行物の発行その他これに附帯する

めに必要な市場の開設の業務︵以下﹁商品市場開設業務﹂という︒

策の推進に関する法律︵平成十年法律第百十七号︶第二条第六項に

関連する業務及びこれに附帯する業務︑算定割当量︵地球温暖化対

ころにより︑主務大臣の認可を受けた場合は︑商品市場開設業務に

業務以外の業務を行つてはならない︒ただし︑主務省令で定めると

︶及び上場商品の品質の鑑定︑刊行物の発行その他これに附帯する

めに必要な市場の開設の業務︵以下﹁商品市場開設業務﹂という︒

商品取引所は︑商品又は商品指数について先物取引をするた

策の推進に関する法律︵平成十年法律第百十七号︶第二条第六項に

商品取引所は︑商品又は商品指数について先物取引をするた 第三条

15

第三条

29

一〜七

十三年法律第二十五号︶第二条第十七項に規定する取引所金融商品

この法律において﹁店頭商品デリバティブ取引﹂とは︑商品市場

13
14

29
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13

14
15

一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう︒以下同じ︒︶

合に限る︒︶又は金融商品債務引受業等︵同法第百五十六条の三第

開設の業務及びこれに附帯する業務︵株式会社商品取引所が行う場

法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう︒以下同じ︒︶の

開設の業務及びこれに附帯する業務︑金融商品市場︵金融商品取引

規定する算定割当量をいう︒以下同じ︒︶に係る取引を行う市場の

受業等︵同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債

務︵株式会社商 品取引所が行う場合に限る︒︶又は金融 商品債務引

商品市場をいう︒以下同じ︒︶の開設の業務及びこれに附帯する業

法︵昭和二十三年法律第二十五号︶第二条第十四項に規定する金融

開設の業務及びこれに附帯する業務︑金融商品市場︵金融商品取引

規定する算定割当量をいう︒以下同じ︒︶に係る取引を行う市場の

︵略︶

︵子会社の範囲︶

２〜４

とができる︒

務引受業等をいう︒以下同じ︒︶及びこれに附帯する業務を行うこ

︵略︶

及びこれに附帯する業務を行うことができる︒

２〜４

︵子会社の範囲︶

算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する

市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社︑

省令で定めるところにより︑主務大臣の認可を受けた場合は︑商品

務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない︒ただし︑主務

業務を行う会社︑取引所金融商品市場︵金融商品取引法第二条第十

算定割当量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する

市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社︑

省令で定めるところにより︑主務大臣の認可を受けた場合は︑商品

務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない︒ただし︑主務

商品取引所は︑商品市場開設業務及びこれに附帯する業 第三条の二 商品取引所は︑商品市場開設業務及びこれに附帯する業

業務を行う会社︑取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯

七項に規定する取引所金融商品市場をいう︒以下同じ︒︶の開設の

第三条の二

する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務

２・３

︵略︶

することができる︒

開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社と

業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の

︵略︶

及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる︒

２・３
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︵内閣総理大臣との関係︶
︵略︶

主務大臣は︑金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品

第三百五十四条の二
２
関連市場デリバティブ取引に関し︑当該商品関連市場デリバティブ
取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必
要があると認めるときは︑内閣総理大臣に対し︑同法に基づき必要
な措置をとるべきことを要請することができる︒

︵略︶

︵内閣総理大臣への事前通知︶
第三百五十四条の二
︵新設︶
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︵略︶

案

金融商品の販売等に関する法律︵平成十二年法律第百一号︶

正

第三条

︵略︶

五

改

︵略︶

２〜６

現

︵金融商品販売業者等の説明義務︶

第三条
︵略︶

︵金融商品販売業者等の説明義務︶

２〜６

７

行

︵略︶

第一項の規定は︑次に掲げる場合には︑適用しない︒

７ 第一項の規定は︑次に掲げる場合には︑適用しない︒

一

重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があっ

︵略︶

一

二

た場合

二 第一項に規定する金融商品の販売が金融商品取引法第二条第八
項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引及びその取次
ぎのいずれでもない場合において︑重要事項について説明を要し
ない旨の顧客の意思の表明があったとき︒
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○

正

案

現

︵金融商品取引法の準用︶

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律︵昭和十八年法律第四十三号︶︵附則第六条関係︶

改

︵金融商品取引法の準用︶

行

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

第二条の二

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

第二条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑金

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑金

融機関が行う特定信託契約︵信託業法第二十四条の二に規定する特

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

融機関が行う特定信託契約︵信託業法第二十四条の二に規定する特

定信託契約をいう︒︶による信託の引受けについて準用する︒この

二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︑第三十七条の四︑第

定信託契約をいう︒︶による信託の引受けについて準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︑第三十七条の四︑第

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

特定信託契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約

三十七条の五︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第

特定信託契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約

の締結の 業務﹂と︑これ ら の規定︵金融商品取引法第三十四条の規

三十七条の五︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第

の締結の業務﹂と︑これらの規定︵金融商品取引法第三十四条の規

定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の

三十八条の二︑第三十九条第一項︑第二項第二号︑第三項及び第五

定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の

締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし ︑又は顧客のた め

三十八条の二︑第三十九条第一項︑第二項第二号︑第三項及び第五

締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のため

に金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下

項︑第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の五までを除

に金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下

同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信託業法第二

項︑第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の六までを除

同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信託業法第二
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三号において同じ︒︶﹂と︑同項第三号中﹁有価証券売買取引等﹂

第二十四条第一項第四号の損失の補てん又は利益の補足をいう︒第

のは﹁損失補てん等︵同法第二条第一項において準用する信託業法

除く︒第三号において同じ︒︶の締結﹂と︑﹁前項第一号﹂とある

機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を

第一号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約︵金融

て準用する信託業法第二十六条第一項﹂と︑同法第三十九条第二項

は﹁金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項におい

︑同法第三十七条の六第一項中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるの

項第一号中﹁商号︑名称又は氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と

十四条の二に規定する特定信託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁前項第三号の提供﹂とあ

三号において同じ︒︶﹂と︑同項第三号中﹁有価証券売買取引等﹂

第二十四条第一項第四号の損失の補てん又は利益の補足をいう︒第

のは﹁損失補てん等︵同法第二条第一項において準用する信託業法

除く︒第三号において同じ︒︶の締結﹂と︑﹁前項第一号﹂とある

機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を

第一号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約︵金融

て準用する信託業法第二十六条第一項﹂と︑同法第三十九条第二項

は﹁金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項におい

︑同法第三十七条の六第一項中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるの

項第一号中﹁商号︑名称又は氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と

十四条の二に規定する特定信託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

融機関︵金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に

とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁前項第三号の提供﹂とあ

融機関︵金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に

規定する金融機関をいう︒︶の責めに帰すべき事故﹂と読み替える

るのは﹁損失補てん等﹂と︑同条第四項中﹁事故﹂とあるのは﹁金

規定する金融機関をいう︒︶の責めに帰すべき事故﹂と読み替える

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

るのは﹁損失補てん等﹂と︑同条第四項中﹁事故﹂とあるのは﹁金

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

正

案

農業協同組合法︵昭和二十二年法律第百三十二号︶︵附則第六条関係︶

改

現

行

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

第十一条の二の四 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

第十一条の二の四

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

特定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条

特定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金

融商品市場におけ る相場その他の指 標に係る変動によりそ の元 本に

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条

融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本に

ついて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令

の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条

ついて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令

で定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容

の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条

で定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容

とする契約をいう︒第九十二条の五において同じ︒︶の締結につい

第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五ま

とする契約をいう︒第九十二条の五において同じ︒︶の締結につい

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六ま

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

でを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

でを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主

は︑第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

は︑第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁
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の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯

び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶

﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及

の四に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四 条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商 品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯

び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶

﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及

の四に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

るのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ

金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わ

るのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ

取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは

金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わ

取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは

﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機

なければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券

﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金

なければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券

関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金

融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者

の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条

融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者

の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合

の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条

の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合

にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒

件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取

にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒

︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取

︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあ

するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締

引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあ

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締
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ほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとする

付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒

第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交

第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び

の﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁

結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるも

第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締

のは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条

等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とある

二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金

結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第

ほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとする

付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒

第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交

第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び

の﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁

結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるも

第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締

のは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条

等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とある

二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金

結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第

項ただし書及 び第五項並びに第四十条の 二から第四十条 の 六までを

条の七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを

条の七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

金融商品取引法第三 章 第一 節第五款︵第三十四条

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条 第十一条の十の三

第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における

第十一条の十の三

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における
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﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十

一条の十の三に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

一条の十の三に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第

一項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他農業

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

一項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他農業

協同組合法第十一条の十第一号に規定する共済契約の契約条項のう

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

協同組合法第十一条の十第一号に規定する共済契約の契約条項のう

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定
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特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

等︵農業協同組合法第十一条の八に規定する共済金等をいう︒以下

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中

等︵農業協同組合法第十一条の八に規定する共済金等をいう︒以下

と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中

﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約に

この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済掛

﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約に

よらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追

この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済掛

よらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追

加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以下

加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条

金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以下

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係る

するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係る
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部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第

部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第

第九十二条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か

三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替え

第九十二条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替え

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

は︑政令で定める︒

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

は︑政令で定める︒

条の五︑第三十七条の 六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結の代

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結の代

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁農業協

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁農業協

同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑

これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本

文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑こ

第四十条の五までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が行

文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑こ

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融

第四十条の六までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が行

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融

商品取引契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二の四に規

う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場

商品取引契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二の四に規

定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結

う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場

定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結

しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき

合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁農業

しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき

﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯

合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁農業

﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯
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三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

﹂とあるのは﹁特定信用事業代理業者︵農業協同組合法第九十二条

を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等

特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供

う︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該

金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂とい

三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

﹂とあるのは﹁特定信用事業代理業者︵農業協同組合法第九十二条

を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等

特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供

う︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該

金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂とい

顧客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額とし

特定貯金等契約︵農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定

顧客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額とし

て内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂と

特定貯金等契約︵農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定

て内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂と

あるのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他

貯金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合

あるのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他

の金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一

貯金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合

の金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一

項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ

︵同法第五条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の

項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ

定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒

︵同法第五条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の

定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒

︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引

支払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期

︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引

等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価

支払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期

等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価

証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂と

間に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して

証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂と

いう︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等

間に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して

いう︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等
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らないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によ

ため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加

等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加する

特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

らないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によ

ため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加

等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加する

特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替え

特定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして

内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替え

るものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

特定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして

るものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

改

正

案

２

︵略︶

現

行

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第六項から

第十二条の三

︵特定共済契約︶

消費生活協同組合法︵昭和二十三年法律第二百号︶︵附則第六条関係︶

︵略︶

︵特定共済契約︶
第十二条の三
金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第六項から

第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く︒︶︑同

２

第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く︒︶︑同

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑共済

章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第三十七条

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑共済

事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する︒この

章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第三十七条

事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第二号及び

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約

第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第二号及び

特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約

の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文の規

第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︑第

の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文の規

定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁厚生労働省令﹂と︑これ

第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︑第

定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁厚生労働省令﹂と︑これ

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為

三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客

三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

﹂とあるのは ﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客

を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く

を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項

各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを除く

各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契
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く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同法第三十九条

条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第一号に規

項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第十二

る特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁次に掲げる事

約﹂とあるのは﹁消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定す

く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同法第三十九条

条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第一号に規

項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第十二

る特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁次に掲げる事

約﹂とあるのは﹁消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定す

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあ

価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあ

るのは﹁損失︵当該特定共済契約が締結されることにより利用者の

価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂

るのは﹁損失︵当該特定共済契約が締結されることにより利用者の

支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることによ

という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等

支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることによ

り当該利用者の取得する共済金等︵消費生活協同組合法第五十条の

という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等

り当該利用者の取得する共済金等︵消費生活協同組合法第五十条の

五に規定する共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

五に規定する共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計

額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の

合計額を控除した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

合計額を控除した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑

﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約に

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約に
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のとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるも

三︵第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第

四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の

第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第

て内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとし

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中

﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁

とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは

よらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂

のとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるも

三︵第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第

四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の

第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第

て内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとし

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中

﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁

とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは

よらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂
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案

水産業協同組合法︵昭和二十三年法律第二百四十二号︶︵附則第六条関係︶

正

現

行

第十一条の九 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第十一条の九 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

︵特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

︵特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用︶

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵特

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵特

定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融

商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本につ

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七

商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本につ

いて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七

いて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で

定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容と

︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容と

する契約をいう︒第百二十一条の五において同じ︒︶の締結につい

︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

する契約をいう︒第百二十一条の五において同じ︒︶の締結につい

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主
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定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶の

交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及び

九に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四 条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商 品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶の

交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及び

九に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とある

保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯金

︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とある

のは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取

保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯金

のは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取

引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わな

引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関

等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わな

特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融

ければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の

の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融

機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の

ければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の

機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の

計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合に

売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件

計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合に

あつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶

売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件

あつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶

﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足す

付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引

﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足す

るため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第

付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引

るため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第
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︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほ

に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶

四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付

三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第

﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第

﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの

二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

は﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条第

契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるの

号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第二

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

か︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほ

に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶

四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付

三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第

﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第

﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの

二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

は﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条第

契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるの

号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第二

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

︵特定共済契約の締 結に関する金融 商品取引法の準用︶

か︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︵特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用︶

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを除く

七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑第十

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く

七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

第十五条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二 第十五条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑第十
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締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における

一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における

一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第

十五条の七に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

十五条の七に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他水産業

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他水産業

協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のう

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のう

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの
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るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結

特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号

特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号

中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

等︵水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう︒以

中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁

等︵水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう︒以

によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中

下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中

﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同

下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済

﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条

掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条
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えは︑政令で定める︒

第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替

る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

えは︑政令で定める︒

第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替

る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条

︵特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用︶

金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条 第百二十一条の五

︵特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用︶
第百二十一条の五

ら第四十条の五までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が

から第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の

ら第四十条の六までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が

行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この

から第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の

行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁水

二︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁水

産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結の代

二︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十

産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結の代

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁水産業

七条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁水産業

協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑こ

七条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑こ

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文

五項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

五項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

らの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商

の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二か

らの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商

品取引契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の九に規定す

の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二か

品取引契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の九に規定す
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あるのは﹁特定信用事業代理業者︵水産業協同組合法第百二十一条

わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂と

貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行

︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定

及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者

うとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と

る特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しよ

あるのは﹁特定信用事業代理業者︵水産業協同組合法第百二十一条

わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂と

貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行

︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定

及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者

うとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と

る特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しよ

同法第二条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の支

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

同法第二条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の支

払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間

に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧

客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として

内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあ

三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあ

るのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の

三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

るのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の

金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項

特定貯金等契約︵水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯

金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項

第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定

特定貯金等契約︵水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯

第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定

められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶

金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合︵

められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶

又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等

金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合︵

又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等
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︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と

の条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂

ィブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下こ

づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバテ

項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一

う︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵

券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂とい

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等

︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と

の条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂

ィブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下こ

づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバテ

項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一

う︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵

券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂とい

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

るため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によら

定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等

るため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によら

ないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するた

ないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内

契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するた

定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内

閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替える

め︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加す

閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替える

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

め︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加す

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

改

正

案

２

︵略︶

現

行

金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶第三章第一節第

第九条の七の五

︵保険業法等の準用︶

中小企業等協同組合法︵昭和二十四年法律第百八十一号︶︵附則第六条関係︶

︵略︶

︵保険業法等の準用︶
第九条の七の五
金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶第三章第一節第

五款︵第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三

２

五款︵第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三

支払うこととなる共済掛金の合計額が︑当該共済契約が締結される

第五項及び第六項を除く︒︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三

支払うこととなる共済掛金の合計額が︑当該共済契約が締結される

ことにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規

第五項及び第六項を除く︒︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三

ことにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規

定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶があ

号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は共済事業を行う協同組合

定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶があ

る共済契約として主務省令で定めるものをいう︒以下この項におい

号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は共済事業を行う協同組合

る共済契約として主務省令で定めるものをいう︒以下この項におい

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

が行う特定共済契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第

が行う特定共済契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規

三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の

定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の

五から第三十七条の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十

定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損

五から第三十七条の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十

八条の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の

失が生ずるおそれ︵当該共済契約が締結されることにより利用者の

八条の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の

二から第四十条の五までを除く︒︶︵通則︶の規定は共済事業を行

失が生ずるおそれ︵当該共済契約が締結されることにより利用者の

二から第四十条の六までを除く︒︶︵通則︶の規定は共済事業を行
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行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁

これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引

本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑

理若しくは媒介の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項

︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結又はその代

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と

若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑こ

う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理

行為﹂とあるのは ﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十 四条中﹁

これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引

本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑

理若しくは媒介の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項

︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結又はその代

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と

若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑こ

う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理

締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあ

顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第

締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあ

るのは﹁次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の

顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第

るのは﹁次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の

五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一

八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とす

五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一

号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同項第一

八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とす

号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同項第一

号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁共済事業を行う協同組合

る契約﹂とあるのは﹁中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項

号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁共済事業を行う協同組合

︵中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業

る契約﹂とあるのは﹁中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項

︵中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業

を行う協同組合をいう︒以下この号において同じ︒︶又は当該共済

に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結

を行う協同組合をいう︒以下この号において同じ︒︶又は当該共済

代理店︵同項に規定する共済代理店をいう︒︶がその委託を受けた

に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結

代理店︵同項に規定する共済代理店をいう︒︶がその委託を受けた

共済事業を行う協同組合﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有

しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその

共済事業を行う協同組合﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有

価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている

しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその

価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている
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者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場

金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする

機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた

のは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶

買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバテ

者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場

金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする

機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた

のは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶

買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバテ

共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場

合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ

共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場

合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除

合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ

合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除

した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するた

︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該

した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するた

め﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂

︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該

め﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契

特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合

特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契

約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため

計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため

︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するた

計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するた

め︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約によらないで

する共済金等︵中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する

め︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約によらないで

﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済

する共済金等︵中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する

﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済
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︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか

号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第

四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各

二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第

定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第

契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で

︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか

号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第

四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各

二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第

定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第

契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で
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案

農林中央金庫法︵平成十三年法律第九十三号︶︵附則第六条関係︶

正

現

行

第 五 十 九 条 の 三 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第五十九条の三 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

︵金融商品取引法の準用︶

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

︑農林中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

︑農林中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

受入れを内容とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について準用

七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第

受入れを内容とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について準用

する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂と

七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第

する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂と

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁

三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五まで

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁

特定預金等契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条

三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六まで

特定預金等契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条

第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令

を除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は

第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令

﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商

を除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は

﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商
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資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約

金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に

なければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積

定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付し

内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規

第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを

四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵

品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十

資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約

金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に

なければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積

定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付し

内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規

第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを

四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵

品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十

特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以

の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ

特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以

下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預

の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ

下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預

金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

ならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買そ

金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

ならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買そ

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

の他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

の他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

るのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑

その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下

るのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁

この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁

この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁
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七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要

分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

らないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加

加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によ

有価 証券等﹂とあるのは﹁特定 預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追

な技術的読替えは︑政令で定める︒

七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要

分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

らないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加

加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によ

有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追

︵外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用︶

な技術的読替えは︑政令で定める︒

︵外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用︶

六までを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の

九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の

の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

規定は︑農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契

五までを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の

九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の

の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

第五十九条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の 第五十九条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

規定は︑農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契
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融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第

省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金

九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務

勧誘又は締結の代理若しくは媒介﹂と︑これらの規定︵同法第三十

又は媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の

と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結の代理

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場合において︑こ

融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第

省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金

九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務

勧誘又は締結の代理若しくは媒介﹂と︑これらの規定︵同法第三十

又は媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の

と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結の代理

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場合において︑こ

家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行

家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

介をする﹂と︑同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の

三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行

介をする﹂と︑同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の

三第四項第二号中﹁締結する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介を

為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うこ

三第四項第二号中﹁締結する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介を

する﹂と︑同条第二項第四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁によ

為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うこ

する﹂と︑同条第二項第四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁によ

る代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

とを内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三

る代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

とを内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三

項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付

に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間

介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付

するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁預

に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間

するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁預

金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところ

で締結﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資

金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところ

により︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべ

で締結﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資

により︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべ
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契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条に

いて﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等

令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条にお

︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政

と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引

林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行をいう︒︶﹂

融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫の所属外国銀行︵農

き情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁当該金

契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条に

いて﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等

令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条にお

︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政

と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引

林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行をいう︒︶﹂

融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫の所属外国銀行︵農

き情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁当該金

託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧

おいて﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧

客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預

おいて﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預

金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売

と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営

金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等

と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため

等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑

同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有

と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売

同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中

価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因

価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因
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︵農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用︶

る︒

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め

﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をした﹂

同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四

るのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑

三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあ

となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第

︵農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用︶

る︒

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め

﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をした﹂

同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四

るのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑

三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあ

となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第

第九十五条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か 第九十五条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か

う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介

第四十条の六までを除く︒︶の規定は︑農林中央金庫代理業者が行

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品

う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介

第四十条の五までを除く︒︶の規定は︑農林中央金庫代理業者が行

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品

取引業﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

取引業﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特

定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行

為﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

為﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預

金等契約の締結﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及

条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

金等契約の締結﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及

び第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

び第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの
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ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

て﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定める

﹁交付するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項におい

又は媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは

三第一項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理

第五十九条の三に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の

定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法

は﹁主務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規

ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

て﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定める

﹁交付するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項におい

又は媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは

三第一項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理

第五十九条の三に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の

定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法

は﹁主務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規

除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合に

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁

除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合に

おいて﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁

おいて﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数

料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき

当該金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫﹂と︑同法第

料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき

対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として内閣府令で定め

当該金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫﹂と︑同法第

対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として内閣府令で定め

る金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあるのは﹁支払﹂

三十七条の六第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には

る金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあるのは﹁支払﹂

と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の金銭の支払を︑

三十七条の六第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には

と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の金銭の支払を︑

解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価

﹂とあるのは﹁特定預金等契約︵農林中央金庫法第五十九条の三に

解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価

証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買

﹂とあるのは﹁特定預金等契約︵農林中央金庫法第五十九条の三に

証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買

戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティ

規定する特定預金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解

戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティ

ブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂

規定する特定預金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解

ブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂
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び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及

じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同

る者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う

た金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をす

融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受け

のは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項

び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及

じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同

る者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う

た金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をす

融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受け

のは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

るのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同

締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項

るのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同

条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預

条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定める

第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預

締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定める

もの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替えるものとするほか

金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあ

もの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替えるものとするほか

︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあ

︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

正

案

現

︵金融商品取引法の準用︶

株式会社商工組合中央金庫法︵平成十九年法律第七十四号︶︵附則第六条関係︶

改

︵金融商品取引法の準用︶

行

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

第二十九条

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

第二十九条 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

工組合中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

工組合中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七︑

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七︑

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

受入れを内容とする契約をいう︒︶の締結について準用する︒この

第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項

受入れを内容とする契約をいう︒︶の締結について準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等

ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除

特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等

契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文

ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを除

契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑商

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑商

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為
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するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約の

の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資

ければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積金

する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付しな

契約﹂とあるのは﹁株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定

項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする

客を 相手 方とし︑又は顧客のた め に金融商品取引行為︵第二条第八

﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧

するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約の

の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資

ければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積金

する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付しな

契約﹂とあるのは﹁株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定

項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする

客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八

﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧

定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下

内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければな

定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下

この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金

内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければな

この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金

等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業

らない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その

等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をい

らない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その

務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をい

う︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算にお

他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買そ

う︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算にお

いて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては

他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買そ

いて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては

︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とある

の他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下こ

︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とある

のは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当

の他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下こ

のは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当

該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有

の条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特

該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有

の条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有
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技術的読替えは︑政令で定める︒

条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要な

に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条

るため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有

ないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加す

するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によら

価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加

技術的読替えは︑政令で定める︒

条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要な

に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条

るため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有

ないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加す

するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によら

価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加

- 136 -

○

正

案

現

︵金融商品取引法の準用︶

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律︵昭和十八年法律第四十三号︶︵附則第七条関係︶

改

︵金融商品取引法の準用︶

行

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

第二条の二

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

第二条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑金

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑金

融機関が行う特定信託契約︵信託業法第二十四条の二に規定する特

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

融機関が行う特定信託契約︵信託業法第二十四条の二に規定する特

定信託契約をいう︒︶による信託の引受けについて準用する︒この

二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︑第三十七条の四︑第

定信託契約をいう︒︶による信託の引受けについて準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︑第三十七条の四︑第

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

特定信託契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約

三十七条の五︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第

特定信託契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約

の締結の 業務﹂と︑これ ら の規定︵金融商品取引法第三十四条の規

三十七条の五︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第

の締結の業務﹂と︑これらの規定︵金融商品取引法第三十四条の規

定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の

三十八条の二︑第三十九条第一項︑第二項第二号︑第三項及び第五

定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の

締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし ︑又は顧客のた め

三十八条の二︑第三十九条第一項︑第二項第二号︑第三項及び第五

締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のため

に金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下

項︑第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の六までを除

に金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下

同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信託業法第二

項︑第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の七までを除

同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信託業法第二
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三号において同じ︒︶﹂と︑同項第三号中﹁有価証券売買取引等﹂

第二十四条第一項第四号の損失の補てん又は利益の補足をいう︒第

のは﹁損失補てん等︵同法第二条第一項において準用する信託業法

除く︒第三号において同じ︒︶の締結﹂と︑﹁前項第一号﹂とある

機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を

第一号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約︵金融

て準用する信託業法第二十六条第一項﹂と︑同法第三十九条第二項

は﹁金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項におい

︑同法第三十七条の六第一項中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるの

項第一号中﹁商号︑名称又は氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と

十四条の二に規定する特定信託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁前項第三号の提供﹂とあ

三号において同じ︒︶﹂と︑同項第三号中﹁有価証券売買取引等﹂

第二十四条第一項第四号の損失の補てん又は利益の補足をいう︒第

のは﹁損失補てん等︵同法第二条第一項において準用する信託業法

除く︒第三号において同じ︒︶の締結﹂と︑﹁前項第一号﹂とある

機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する信託契約を

第一号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約︵金融

て準用する信託業法第二十六条第一項﹂と︑同法第三十九条第二項

は﹁金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項におい

︑同法第三十七条の六第一項中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるの

項第一号中﹁商号︑名称又は氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と

十四条の二に規定する特定信託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

融機関︵金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に

とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁前項第三号の提供﹂とあ

融機関︵金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に

規定する金融機関をいう︒︶の責めに帰すべき事故﹂と読み替える

るのは﹁損失補てん等﹂と︑同条第四項中﹁事故﹂とあるのは﹁金

規定する金融機関をいう︒︶の責めに帰すべき事故﹂と読み替える

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

るのは﹁損失補てん等﹂と︑同条第四項中﹁事故﹂とあるのは﹁金

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

正

案

農業協同組合法︵昭和二十二年法律第百三十二号︶︵附則第七条関係︶

改

現

行

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

第十一条の二の四 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

第十一条の二の四

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

特定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条

特定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金

融商品市場におけ る相場その他の指 標に係る変動によりそ の元 本に

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条

融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本に

ついて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令

の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条

ついて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令

で定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容

の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条

で定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容

とする契約をいう︒第九十二条の五において同じ︒︶の締結につい

第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六ま

とする契約をいう︒第九十二条の五において同じ︒︶の締結につい

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七ま

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

でを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

でを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主

は︑第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

は︑第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁
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の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯

び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶

﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及

の四に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四 条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商 品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯

び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶

﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及

の四に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

るのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ

金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わ

るのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ

取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは

金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わ

取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは

﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機

なければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券

﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金

なければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券

関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金

融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者

の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条

融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者

の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合

の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条

の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合

にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒

件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取

にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒

︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取

︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあ

するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締

引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあ

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締
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ほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとする

付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒

第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交

第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び

の﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁

結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるも

第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締

のは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条

等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とある

二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金

結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第

ほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとする

付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒

第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交

第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び

の﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁

結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるも

第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締

のは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条

等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とある

二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金

結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第

項ただし書及 び第五項並びに第四十条の 二から第四十条 の 七までを

条の七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを

条の七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七

で︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第

を除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四ま

の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項

金融商品取引法第三 章 第一 節第五款︵第三十四条

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条 第十一条の十の三

第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における

第十一条の十の三

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における
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﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十

一条の十の三に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

一条の十の三に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第

一項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他農業

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

一項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他農業

協同組合法第十一条の十第一号に規定する共済契約の契約条項のう

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

協同組合法第十一条の十第一号に規定する共済契約の契約条項のう

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定
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特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

等︵農業協同組合法第十一条の八に規定する共済金等をいう︒以下

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中

等︵農業協同組合法第十一条の八に規定する共済金等をいう︒以下

と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中

﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約に

この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済掛

﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約に

よらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追

この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済掛

よらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追

加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以下

加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条

金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以下

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係る

するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係る
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部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第

部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第

第九十二条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か

三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替え

第九十二条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替え

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

は︑政令で定める︒

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

は︑政令で定める︒

条の五︑第三十七条の 六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結の代

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結の代

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁農業協

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁農業協

同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑

これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本

文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑こ

第四十条の六までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が行

文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑こ

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融

第四十条の七までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が行

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融

商品取引契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二の四に規

う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場

商品取引契約﹂とあるのは﹁農業協同組合法第十一条の二の四に規

定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結

う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場

定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結

しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき

合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁農業

しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき

﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯

合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁農業

﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯
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三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

﹂とあるのは﹁特定信用事業代理業者︵農業協同組合法第九十二条

を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等

特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供

う︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該

金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂とい

三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

﹂とあるのは﹁特定信用事業代理業者︵農業協同組合法第九十二条

を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等

特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供

う︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該

金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂とい

顧客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額とし

特定貯金等契約︵農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定

顧客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額とし

て内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂と

特定貯金等契約︵農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定

て内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂と

あるのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他

貯金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合

あるのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他

の金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一

貯金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合

の金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一

項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ

︵同法第五条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の

項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ

定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒

︵同法第五条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の

定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒

︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引

支払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期

︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引

等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価

支払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期

等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価

証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂と

間に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して

証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂と

いう︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等

間に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して

いう︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等
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らないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によ

ため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加

等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加する

特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

らないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によ

ため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加

等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加する

特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替え

特定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして

内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替え

るものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

特定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして

るものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

改

正

案

２

︵略︶

現

行

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第六項から

第十二条の三

︵特定共済契約︶

消費生活協同組合法︵昭和二十三年法律第二百号︶︵附則第七条関係︶

︵略︶

︵特定共済契約︶
第十二条の三
金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第六項から

第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く︒︶︑同

２

第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く︒︶︑同

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑共済

章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第三十七条

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑共済

事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する︒この

章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第三十七条

事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第二号及び

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約

第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第二号及び

特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約

の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文の規

第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︑第

の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文の規

定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁厚生労働省令﹂と︑これ

第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︑第

定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁厚生労働省令﹂と︑これ

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為

三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客

三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

﹂とあるのは ﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客

を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを除く

を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項

各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く

各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契
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く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同法第三十九条

条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第一号に規

項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第十二

る特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁次に掲げる事

約﹂とあるのは﹁消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定す

く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同法第三十九条

条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第一号に規

項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第十二

る特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁次に掲げる事

約﹂とあるのは﹁消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定す

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有

基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバ

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有

ティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあ

価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂

この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあ

るのは﹁損失︵当該特定共済契約が締結されることにより利用者の

価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂

るのは﹁損失︵当該特定共済契約が締結されることにより利用者の

支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることによ

という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等

支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることによ

り当該利用者の取得する共済金等︵消費生活協同組合法第五十条の

という︒︶﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等

り当該利用者の取得する共済金等︵消費生活協同組合法第五十条の

五に規定する共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

五に規定する共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計

額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の

︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の

合計額を控除した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

合計額を控除した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑

﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約に

一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に

﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約に
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のとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるも

三︵第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第

四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の

第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第

て内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとし

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中

﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁

とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは

よらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂

のとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるも

三︵第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第

四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の

第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第

て内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとし

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中

﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁

とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは

よらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂
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案

水産業協同組合法︵昭和二十三年法律第二百四十二号︶︵附則第七条関係︶

正

現

行

第十一条の九 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第十一条の九 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

︵特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

︵特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用︶

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵特

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約︵特

定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

定貯金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融

商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本につ

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七

商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本につ

いて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七

いて損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で

定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容と

︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

定めるものをいう︒次条第一項において同じ︒︶の受入れを内容と

する契約をいう︒第百二十一条の五において同じ︒︶の締結につい

︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三

する契約をいう︒第百二十一条の五において同じ︒︶の締結につい

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを

て準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七までを

約﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とある

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

のは﹁特定貯金等契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主

除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑

十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主
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定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶の

交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及び

九に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四 条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商 品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒︶の

交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者及び

九に規定する特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑同法

務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とある

保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯金

︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とある

のは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取

保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定貯金

のは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取

引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わな

引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関

等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わな

特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融

ければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の

の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融

機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の

ければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の

機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の

計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合に

売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件

計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合に

あつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶

売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件

あつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶

﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足す

付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引

﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足す

るため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第

付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引

るため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第
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︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほ

に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶

四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付

三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第

﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第

﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの

二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

は﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条第

契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるの

号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第二

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

か︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほ

に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶

四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付

三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第

﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第

﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの

二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

は﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同条第

契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるの

号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑同項第二

三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結

︵特定共済契約の締 結に関する金融 商品取引法の準用︶

か︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

︵特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用︶

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く

七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑第十

だし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを除く

七まで︑第三十八条第一号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項た

第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条の

第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項

く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑

第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除

第十五条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二 第十五条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑第十
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締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における

一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

締結について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

︒︶がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう︒︶の

することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう

合計額が︑当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の

相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ︵当該共済

通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における

一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約︵金利︑

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑﹁金融商品取引業

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第

十五条の七に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結の事業﹂と︑これらの規定︵同

十五条の七に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他水産業

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

項中﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項その他水産業

協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のう

法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のう

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

ち重要な事項﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

は﹁農林水産省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂

以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるの
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るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

るのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定共済契

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定

は﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該

足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結

特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号

特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金

﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と︑同項第二号

中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

等︵水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう︒以

中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約

によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁

等︵水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう︒以

によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中

下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済

追加するため︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同条第二項中

﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同

下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場合における当該共済

﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条

掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう︒以

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条
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えは︑政令で定める︒

第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替

る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

えは︑政令で定める︒

第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替

る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条

︵特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用︶

金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条 第百二十一条の五

︵特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用︶
第百二十一条の五

ら第四十条の六までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が

から第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の

ら第四十条の七までを除く︒︶の規定は︑特定信用事業代理業者が

行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この

から第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の

行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁水

二︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁水

産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結の代

二︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十

産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結の代

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁水産業

七条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

理又は媒介の事業﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁水産業

協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑こ

七条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結﹂と︑こ

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文

五項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

五項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

らの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商

の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二か

らの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商

品取引契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の九に規定す

の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二か

品取引契約﹂とあるのは﹁水産業協同組合法第十一条の九に規定す
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あるのは﹁特定信用事業代理業者︵水産業協同組合法第百二十一条

わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂と

貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行

︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定

及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者

うとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と

る特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しよ

あるのは﹁特定信用事業代理業者︵水産業協同組合法第百二十一条

わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂と

貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行

︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定

及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁貯金者等﹂という︒

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑貯金者

うとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と

る特定貯金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しよ

同法第二条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の支

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

同法第二条に規定する組合をいう︒︶に損害賠償その他の金銭の支

払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間

の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう︒︶の所属組合

払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間

に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧

客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として

︵同項に規定する所属組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として

内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあ

三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあ

るのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の

三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁

るのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の

金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項

特定貯金等契約︵水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯

金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項

第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定

特定貯金等契約︵水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯

第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定

められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶

金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合︵

められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶

又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等

金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解除に伴い組合︵

又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等

- 156 -

︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と

の条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂

ィブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下こ

づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバテ

項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一

う︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵

券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂とい

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等

︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

とあるのは﹁補足するため︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と

の条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂

ィブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下こ

づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバテ

項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一

う︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵

券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂とい

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

るため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によら

定貯金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定貯金等

るため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定貯金等契約によら

ないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するた

ないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内

契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するた

定貯金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内

閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替える

め︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加す

閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替える

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

め︑当該特定貯金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加す

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

改

正

案

２

︵略︶

現

行

金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶第三章第一節第

第九条の七の五

︵保険業法等の準用︶

中小企業等協同組合法︵昭和二十四年法律第百八十一号︶︵附則第七条関係︶

︵略︶

︵保険業法等の準用︶
第九条の七の五
金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶第三章第一節第

五款︵第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三

２

五款︵第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三

支払うこととなる共済掛金の合計額が︑当該共済契約が締結される

第五項及び第六項を除く︒︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三

支払うこととなる共済掛金の合計額が︑当該共済契約が締結される

ことにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規

第五項及び第六項を除く︒︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三

ことにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規

定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶があ

号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は共済事業を行う協同組合

定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶があ

る共済契約として主務省令で定めるものをいう︒以下この項におい

号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は共済事業を行う協同組合

る共済契約として主務省令で定めるものをいう︒以下この項におい

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

が行う特定共済契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第

が行う特定共済契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規

三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の

定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の

五から第三十七条の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十

定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損

五から第三十七条の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十

八条の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の

失が生ずるおそれ︵当該共済契約が締結されることにより利用者の

八条の二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の

二から第四十条の六までを除く︒︶︵通則︶の規定は共済事業を行

失が生ずるおそれ︵当該共済契約が締結されることにより利用者の

二から第四十条の七までを除く︒︶︵通則︶の規定は共済事業を行
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行為﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁

これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引

本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑

理若しくは媒介の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項

︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結又はその代

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と

若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑こ

う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理

行為﹂とあるのは ﹁特定共済契約の締結﹂と︑同法第三十 四条中﹁

これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引

本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑

理若しくは媒介の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項

︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結又はその代

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定共済契約﹂と

若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑こ

う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理

締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあ

顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第

締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあ

るのは﹁次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の

顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第

るのは﹁次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の

五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一

八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とす

五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一

号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同項第一

八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とす

号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同項第一

号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁共済事業を行う協同組合

る契約﹂とあるのは﹁中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項

号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁共済事業を行う協同組合

︵中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業

る契約﹂とあるのは﹁中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項

︵中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業

を行う協同組合をいう︒以下この号において同じ︒︶又は当該共済

に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結

を行う協同組合をいう︒以下この号において同じ︒︶又は当該共済

代理店︵同項に規定する共済代理店をいう︒︶がその委託を受けた

に規定する特定共済契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結

代理店︵同項に規定する共済代理店をいう︒︶がその委託を受けた

共済事業を行う協同組合﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有

しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその

共済事業を行う協同組合﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有

価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている

しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその

価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている
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者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場

金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする

機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた

のは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶

買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバテ

者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場

金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする

機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた

のは﹁特定共済契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

﹂とあるのは﹁特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶

買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバテ

共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場

合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ

共済金等をいう︒以下この号において同じ︒︶の合計額を上回る場

合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除

合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ

合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除

した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するた

︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該

した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂と︑﹁補足するた

め﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂

︒︶﹂とあるのは﹁利用者﹂と︑﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該

め﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定共済契約によらないで﹂

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合

と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁

特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契

特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合

特定共済契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定共済契

約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため

計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため

︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するた

計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得

︑当該特定共済契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するた

め︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約によらないで

する共済金等︵中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する

め︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定共済契約によらないで

﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済

する共済金等︵中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する

﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定共済
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︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか

号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第

四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各

二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第

定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第

契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で

︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか

号に掲げる事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第

四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各

二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第

定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第

契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で
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案

農林中央金庫法︵平成十三年法律第九十三号︶︵附則第七条関係︶

正

現

行

第 五 十 九 条 の 三 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第五十九条の三 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

︵金融商品取引法の準用︶

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

︑農林中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

︑農林中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

受入れを内容とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について準用

七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第

受入れを内容とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について準用

する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂と

七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第

する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂と

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁

三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六まで

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁

特定預金等契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条

三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七まで

特定預金等契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条

第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令

を除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は

第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令

﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商

を除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は

﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商
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資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約

金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に

なければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積

定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付し

内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規

第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを

四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵

品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十

資するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約

金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に

なければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積

定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付し

内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規

第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを

四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵

品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十

特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以

の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ

特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以

下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預

の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ

下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預

金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

ならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買そ

金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

ならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買そ

業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関を

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

の他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買

いう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算に

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

の他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買

おいて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつて

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下

は︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあ

るのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑

その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下

るのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁

この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁

この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁
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七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要

分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

らないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加

加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によ

有価 証券等﹂とあるのは﹁特定 預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追

な技術的読替えは︑政令で定める︒

七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要

分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十

の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部

の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条

のは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条

条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とある

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁

らないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加

加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によ

有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追

︵外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用︶

な技術的読替えは︑政令で定める︒

︵外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用︶

七までを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の

九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の

の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

規定は︑農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契

六までを除く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の

九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の

の七まで︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十

項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五から第三十七条

︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一

除く︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで

二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を

第五十九条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の 第五十九条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

規定は︑農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契
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融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第

省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金

九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務

勧誘又は締結の代理若しくは媒介﹂と︑これらの規定︵同法第三十

又は媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の

と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結の代理

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場合において︑こ

融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第

省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金

九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務

勧誘又は締結の代理若しくは媒介﹂と︑これらの規定︵同法第三十

又は媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の

と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結の代理

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

約の締結の代理又は媒介について準用する︒この場合において︑こ

家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行

家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

介をする﹂と︑同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の

三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行

介をする﹂と︑同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の

三第四項第二号中﹁締結する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介を

為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うこ

三第四項第二号中﹁締結する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介を

する﹂と︑同条第二項第四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁によ

為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うこ

する﹂と︑同条第二項第四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁によ

る代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

とを内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三

る代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一

項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

とを内容とする契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三

項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒

介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付

に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間

介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付

するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁預

に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間

するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁預

金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところ

で締結﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資

金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定めるところ

により︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべ

で締結﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資

により︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべ
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契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条に

いて﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等

令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条にお

︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政

と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引

林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行をいう︒︶﹂

融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫の所属外国銀行︵農

き情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁当該金

契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条に

いて﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等

令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条にお

︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政

と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引

林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行をいう︒︶﹂

融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫の所属外国銀行︵農

き情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁当該金

託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧

おいて﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧

客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預

おいて﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預

金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売

と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営

金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等

と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため

等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑

同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有

と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売

同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中

価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因

価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因
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︵農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用︶

る︒

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め

﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をした﹂

同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四

るのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑

三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあ

となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第

︵農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用︶

る︒

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め

﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をした﹂

同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四

るのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑

三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあ

となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第

第九十五条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か 第九十五条の五 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三十五条か

う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介

第四十条の七までを除く︒︶の規定は︑農林中央金庫代理業者が行

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品

う農林中央金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介

第四十条の六までを除く︒︶の規定は︑農林中央金庫代理業者が行

二︑第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から

項︑第三十七条の七︑第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品

取引業﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特

ら第三十六条の四まで︑第三十七条第一項第二号︑第三十七条の二

取引業﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特

定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行

為﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預

︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︑第三十七

為﹂とあるのは﹁農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預

金等契約の締結﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及

条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

金等契約の締結﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項及

び第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの

条の五︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第五

び第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるの
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ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

て﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定める

﹁交付するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項におい

又は媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは

三第一項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理

第五十九条の三に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の

定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法

は﹁主務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規

ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

て﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑主務省令で定める

﹁交付するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項におい

又は媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは

三第一項中﹁を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理

第五十九条の三に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の

定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁農林中央金庫法

は﹁主務省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規

除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合に

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁

除に伴い農林中央金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合に

おいて﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁

おいて﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数

料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき

当該金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫﹂と︑同法第

料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき

対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として内閣府令で定め

当該金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁農林中央金庫﹂と︑同法第

対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として内閣府令で定め

る金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあるのは﹁支払﹂

三十七条の六第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には

る金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあるのは﹁支払﹂

と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の金銭の支払を︑

三十七条の六第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には

と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の金銭の支払を︑

解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価

﹂とあるのは﹁特定預金等契約︵農林中央金庫法第五十九条の三に

解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価

証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買

﹂とあるのは﹁特定預金等契約︵農林中央金庫法第五十九条の三に

証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買

戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティ

規定する特定預金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解

戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティ

ブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂

規定する特定預金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒︶の解

ブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂
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び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及

じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同

る者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う

た金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をす

融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受け

のは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項

び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及

じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補

場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同

る者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う

た金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をす

融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受け

のは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金

ィブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とある

とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバテ

るのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同

締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項

るのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同

条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預

条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定める

第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預

締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定める

もの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替えるものとするほか

金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあ

もの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替えるものとするほか

︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあ

︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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○

正

案

現

︵金融商品取引法の準用︶

株式会社商工組合中央金庫法︵平成十九年法律第七十四号︶︵附則第七条関係︶

改

︵金融商品取引法の準用︶

行

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

第二十九条

六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

第二十九条 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二第

︒︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︑第

工組合中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

工組合中央金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

三十七条第一項第二号︑第三十七条の二︑第三十七条の三第一項第

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七︑

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

二号及び第六号並びに第三項︑第三十七条の五︑第三十七条の七︑

がある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう︒︶の

受入れを内容とする契約をいう︒︶の締結について準用する︒この

第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項

受入れを内容とする契約をいう︒︶の締結について準用する︒この

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

第三十八条第一号及び第二号︑第三十八条の二︑第三十九条第三項

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等

ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の六までを除

特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等

契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文

ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除

契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑商

の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とあるのは﹁主務省令﹂と︑これ

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為

く︒︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶の規定は︑商

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為
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するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約の

の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資

ければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積金

する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付しな

契約﹂とあるのは﹁株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定

項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする

客を 相手 方とし︑又は顧客のた め に金融商品取引行為︵第二条第八

﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧

するため︑主務省令で定めるところにより︑当該特定預金等契約の

の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資

ければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者及び定期積金

する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交付しな

契約﹂とあるのは﹁株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定

項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする

客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八

﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧

定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下

内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければな

定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下

この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金

内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければな

この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金

等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業

らない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その

等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をい

らない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その

務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をい

う︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算にお

他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買そ

う︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算にお

いて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては

他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買そ

いて︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては

︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とある

の他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下こ

︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とある

のは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当

の他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下こ

のは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当

該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有

の条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特

該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有

の条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有
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技術的読替えは︑政令で定める︒

条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要な

に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条

るため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有

ないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加す

するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によら

価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加

技術的読替えは︑政令で定める︒

条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要な

に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七

四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分

二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の

は﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の

第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるの

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条

るため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有

ないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加す

するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によら

価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加
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案

協同組合による金融事業に関する法律︵昭和二十四年法律第百八十三号︶︵附則第八条関係︶

正

現

行

第六条の五の 二 金 融 商 品 取 引 法 第 三 章 第 一 節 第 五 款 ︵ 第 三 十 四 条 の

○

改

第六条の五の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるも

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるも

のをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条におい

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

のをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条におい

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者

の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを

雑則︶の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約︵特定預金等

の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを

行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸

雑則︶の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約︵特定預金等

行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸

しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告

︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場

しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告

等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十

︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場

等の規制︶︑第三十七条の二 ︵取引態様の事前明示義務 ︶︑第三十

七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面

における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失

七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面

の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第

における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失

の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第
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代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介に

止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は信用協同組合等又は信用協同組合

の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁

れていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等

条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保さ

条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十

条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九

三十七条の七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八

定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について︑それぞれ

通則︶の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特

の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︶を除く︒︶︵

れていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等

条の二から第四十条の五まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保さ

条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十

条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九

三十七条の七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八

﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧

準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法

客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八

ついて︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁

第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引

項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする

とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

契約﹂とあるのは﹁協同組合による金融事業に関する法律第六条の

金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁協同組合による金融事業に関

五の二に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項

業﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒

する法律第六条の五の二に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三

中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑

若しくは媒介の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三

十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結し

又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなけれ

︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑これ

ようとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と

ばならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者又は定期積金の積

項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者

金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資する

らの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為

又は定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒

ため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定預金等契約の内容

等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定
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第一項中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁信用協同組合等﹂と

に規定する所属信用協同組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六

協同組合代理業者をいう︒以下同じ︒︶の所属信用協同組合︵同項

当該信用協同組合代理業者︵同法第六条の三第三項に規定する信用

第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう︒以下同じ︒︶又は

あるのは﹁信用協同組合等︵協同組合による金融事業に関する法律

わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂と

預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行

品取引業者等﹂とあるのは﹁信用協同組合等﹂と︑同条第三項中﹁

用協同組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商

をいう︒以下同じ︒︶の所属信用協同組合︵同項に規定する所属信

代理業者︵同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者

定する信用協同組合等をいう︒以下同じ︒︶又は当該信用協同組合

同組合等︵協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規

い﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁信用協

その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならな

伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求することができない︒た

金融商品取引契約の解除があつた場合には︑当該金融商品取引契約

おける当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求するこ

だし︑信用協同組合等にあつては︑当該特定預金等契約﹂と︑﹁金

︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には︑当該

とができない︒ただし︑信用協同組合等にあつては︑当該特定預金

融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に関して﹂

﹂とあるのは﹁特定預金等契約の解除があつた場合には︑当該特定

等契約﹂と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金

と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又

金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約の解除があつた場

等契約に関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除

は違約金の支払を請求することができない﹂とあるのは﹁金額につ

預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払︵信用協同組合

に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあ

いては︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前項の﹂と

合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支

るのは﹁金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし

あるのは﹁信用協同組合等にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九

代理業者にあつては︑当該特定預金等契約の解除に伴い信用協同組

書中﹁前項の﹂とあるのは﹁信用協同組合等にあつては︑前項の﹂

条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があら

払︵信用協同組合代理業者にあつては︑当該特定預金等契約の解除

と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引

かじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を

合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に

︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政

除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売

に伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合に

令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条にお
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託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧

価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信

同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有

等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下

と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営

おいて﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条に

いて﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等

︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足す

デリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む

契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又は

一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託

会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第

等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託

﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券

買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑

﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契

るため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらな

と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑

約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とある

客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売

のは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるもの

いで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とある

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中

として内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑

金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因

同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで

のは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特

となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第

︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等

三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあ

条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第

定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追

るのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑

六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため

同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及

﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定

加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中

び 第 三十七条 の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読

める︒

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

替えは︑政令で定める︒
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案

信用金庫法︵昭和二十六年法律第二百三十八号︶︵附則第八条関係︶

正

現

行

第八十九条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第八十九条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

それがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう︒

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

それがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう︒

︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同じ︒︶

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同じ︒︶

の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預

金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章第二節第一款︵

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章第二節第一款︵

第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投

資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助

言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標

識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第

一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明

示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵
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価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の

禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有

で︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の

項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の六ま

第三十八条の二︵禁止行為︶︑第 三十九条第三項ただし書及び第五

決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに

で︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解

契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七ま

価証券に関する告知義務︶を除く︒︶︵通則︶の規定は金庫が行う

禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有

で︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の

項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の五ま

第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五

決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに

で︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解

契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七ま

用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介につ

特定預金等契約の締結︑外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務

代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理

いて︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金

規定は金庫が行う特定預金等契約の締結︑外国銀行代理金庫が行う

若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑こ

融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理若

に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理

れらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締

しくは媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結

外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介

結又はその代理若しくは媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂

の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂と︑これらの規定

業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若し

とあるのは﹁締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂

︵同条第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは

又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約

と︑これらの規定︵同条第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引

﹁特定預金等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除

くは媒介について︑同法第三十七条の六︵書面による解除︶の規定

契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三

く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結

の締結の代理若しくは媒介について︑同法第三十七条の六︵書面に

十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定

﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金

は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信

預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又

融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ

よる解除︶の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫

は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為
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と︑同条第二項第四号イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とあ

﹁締結する﹂とあるのは﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂

法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中

る﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同

理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結す

去に当該特定投資家との間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代

信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過

をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁

四号イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とあるのは﹁金庫︵信

るのは﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同条第二項第

第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中﹁締結する﹂とあ

の締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同法第三十四条の二

過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁

家との間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介を

九条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資

︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信用金庫法第八十

結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない

用金庫法第二条に規定する金庫をいう︒以下同じ︒︶と対象契約を

とき︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁交付し

﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者又は定期積金の積金者︵以下

るのは﹁金庫︵信用金庫法第二条に規定する金庫をいう︒以下同じ

なければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者又は定期積

この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑内閣

締結し︑若しくは当該外国銀行代理金庫︵同法第八十九条第三項に

金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に

府令で定めるところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金

︒︶と対象契約を締結し︑若しくは当該外国銀行代理金庫︵同法第

資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定預金等契約

者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同

規定する外国銀行代理金庫をいう︒以下同じ︒︶による代理若しく

の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ

項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁金庫︑当該外国銀

八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう︒以下同じ︒︶

ならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁

行代理金庫の所属外国銀行︵信用金庫法第五十四条の二に規定する

は媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結し

金庫︑当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行︵信用金庫法第五十四

所属外国銀行をいう︒︶又は当該信用金庫代理業者︵同法第八十五

による代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三

条の二に規定する所属外国銀行をいう︒︶又は当該信用金庫代理業

条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう︒以下同じ︒︶の

ようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその締

者︵同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう

所属信用金庫︵同項に規定する所属信用金庫をいう︒︶﹂と︑同法

第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとする

︒以下同じ︒︶の所属信用金庫︵同項に規定する所属信用金庫をい
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することができない︒ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契

場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求

預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした

害賠償又は違約金の支払︵信用金庫代理業者にあつては︑当該特定

契約の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損

あつた場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等

とあるのは﹁金庫﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除が

う︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂

い︒ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契約﹂と︑﹁金融商

支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求することができな

に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該

の支払︵信用金庫代理業者にあつては︑当該特定預金等契約の解除

た場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金

当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約の解除があつ

﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には︑

第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁金庫

中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められ

品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に関して﹂と︑

九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があ

ている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデ

約﹂と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契

らかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引

リバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂とい

﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違

を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券

う︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又は

約に関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴

売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と

デリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶

約金の支払を請求することができない﹂とあるのは﹁金額について

︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会

う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあるの

券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信

社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認

は︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前項の﹂とある

託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて

は﹁金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中

第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信

信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取

のは﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条第一項第一号

託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又

引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条に

﹁前項の﹂とあるのは﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十

はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含
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︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六ま

のとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と

るのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるも

契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあ

中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等

追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号

特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁

るのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁

ないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあ

するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によら

む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足

第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項

第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二

で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条

等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令

﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金

︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで

該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため

と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当

等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金

のは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項

おいて同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とある

項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と︑﹁締結し

で︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十

第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の

た﹂とあるのは﹁締結若しくはその代理若しくは媒介をした﹂と読

の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三

六﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結若しくはその代理若しくは

み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び

媒介をした﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは
︑政令で定める︒
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案

長期信用銀行法︵昭和二十七年法律第百八十七号︶︵附則第八条関係︶

正

現

行

第十七条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第十七条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

︵金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

︵金融商品取引法の準用︶

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものを

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものを

いう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

いう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同

じ︒︶の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

じ︒︶の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業

務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章

第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商

則︶の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金

第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商

品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取

則︶の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金

品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取

引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対す

利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場にお

引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対す

る誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶

利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場にお

る誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶

︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取

ける相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生

︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取

引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号

ける相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生

引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号
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定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解

並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第

定投資家向け有価証券に関する告知義務︶を除く︒︶︵通則︶の規

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

第四十条の五まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解

並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第

定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行

定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結︑外国銀行代理長期

信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が

代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑

︒︶︵通則︶の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結︑

行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しく

それぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品

信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代

は媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの

取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理若しくは

外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金

規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又は

媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の勧誘

理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理

その代理若しくは媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とある

又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂と︑これらの規定︵同条

等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う

のは﹁締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂と︑こ

第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定

業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同法

れらの規定︵同条第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂

預金等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶

長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒

とあるのは﹁ 特定預金等契 約﹂と︑これ らの規定︵同法第三十四条

中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑

第三十七条の六︵書面による解除︶の規定は長期信用銀行が行う特

の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等

同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品

介について︑同法第三十七条の六︵書面による解除︶の規定は長期

契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客
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結する﹂とあるのは﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑

三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中﹁締

とあるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同法第

しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂

当該特定投資家との間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若

用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に

︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁長期信

のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう

は﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同条第二項第四号

項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中﹁締結する﹂とあるの

結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同法第三十四条の二第五

に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締

の間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介を過去

の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家と

行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁長期信用銀行法第十七条

取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を

結しようとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき

イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とあるのは﹁長期信用銀行

﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその締結の代理若しく

﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預

同条第二項第四号イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とあるの

は媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁

金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂とい

と対象契約を締結し︑若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行︵長

交付するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項において

う︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該

は﹁長期信用銀行と対象契約を締結し︑若しくは当該外国銀行代理

﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めると

特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供

期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう

ころにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考とな

を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等

長期信用銀行︵長期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長

るべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金

﹂とあるのは﹁長期信用銀行︑当該外国銀行代理長期信用銀行の所

︒以下同じ︒︶による代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法

融商品取引業者等﹂とあるのは﹁長期信用銀行︑当該外国銀行代理

属外国銀行︵長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国

期信用銀行をいう︒以下同じ︒︶による代理若しくは媒介により対

長期信用銀行の所属外国銀行︵長期信用銀行法第六条の三第一項に

銀行をいう︒︶又は当該長期信用銀行代理業者︵同法第十六条の五

第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締

規定する所属外国銀行をいう︒︶又は当該長期信用銀行代理業者︵

第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう︒以下同じ︒︶の所

象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき

同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう︒
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償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償

あつては︑当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠

の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払︵長期信用銀行代理業者に

は﹁特定預金等契約の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約

引契約の解除があつた場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるの

者等﹂とあるのは﹁長期信用銀行﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取

行をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業

以下同じ︒︶の所属長期信用銀行︵同項に規定する所属長期信用銀

支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支

定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の

賠償又は違約金の支払︵長期信用銀行代理業者にあつては︑当該特

約の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害

つた場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契

﹁長期信用銀行﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があ

︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは

属長期信用銀行︵同項に規定する所属長期信用銀行をいう︒︶﹂と

条第四項ただし書中﹁前項の﹂とあるのは﹁長期信用銀行にあつて

払︶を請求することができない︒ただし︑長期信用銀行にあつては

りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前項の﹂とあるのは﹁長期

は︑前項の﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買

その他の金銭の支払︶ を請求す ることができない ︒ただし︑長期信

信用銀行にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中

その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売

︑当該特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とある

﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められて

買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以

用銀行にあつては︑当該特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引契約

いる買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリ

下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは

のは﹁特定預金等契約に関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品

バティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という

﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵

に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に関して﹂と︑﹁金額を超

︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデ

以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定

取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することが

リバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂

預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信

えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払

とあるのは﹁ 特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等 ︵信託会社

託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関

できない﹂とあるのは﹁金額については︑この限りでない﹂と︑同

又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可

をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算

を請求することができない﹂とあるのは﹁金額については︑この限

を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信
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と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑

︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該

契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と

二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等

は﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第

いて同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるの

を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条にお

託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引

同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあ

﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑

加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中

よらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追

追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約に

﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁

﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑

︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中

あるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため

ては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂と

において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつ

条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る

契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で

四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の

部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三

るのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七

書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項

十七条の四及び第三十七条の六﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締

定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第

を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と︑﹁締結した

結若しくはその代理若しくは媒介をした﹂と読み替えるものとする

条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三

﹂とあるのは﹁締結若しくはその代理若しくは媒介をした﹂と読み

ほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第

替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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案

労働金庫法︵昭和二十八年法律第二百二十七号︶︵附則第八条関係︶

正

現

行

第九十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第九十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

それがある預金又は定期積金として内閣府令・厚生労働省令で定め

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

それがある預金又は定期積金として内閣府令・厚生労働省令で定め

るものをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条に

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

るものをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条に

おいて同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条か

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

おいて同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条か

ら第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

ら第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行

う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業の

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業の

みを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

みを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名

義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵

広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の

書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶
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行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について︑そ

の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は金庫又は労働金庫代理業者が

買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為

保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売

四十条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確

十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第

十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三

︑第 三十七条の七︵指定紛争解 決機関との契約締結義務等︶︑第三

約の締結又はその代理若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒

︶︵通則︶の規定は金庫又は労働金庫代理業者が行う特定預金等契

買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︶を除く︒

保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売

四十条の二から第四十条の五まで︵最良執行方針等︑分別管理が確

十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第

十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三

︑第三十七条の七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三

のは﹁内閣府令・厚生労働省令﹂と︑これらの規定︵同法第三十四

この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは

内閣府令﹂とあるのは﹁内閣府令・厚生労働省令﹂と︑これらの規

条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金

れぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取

定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあ

等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧

﹁特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務﹂と︑こ

るのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相

客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をい

引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒

手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号

う︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁労働

れらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融

に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂

金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十

介の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を

とあるのは﹁労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約

七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しよ

商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑これらの規定︵

﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあ

うとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑

除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と

るのは﹁締結しようとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介

﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者又

同法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内閣府令﹂とある

を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付す

は定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶

︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁

るほか︑預金者又は定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金
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︶﹂と︑ 同法第三十 七 条の六第一項中 ﹁ 金融商品 取引業者等﹂とあ

下同じ︒︶の所属労働金庫︵同項に規定する所属労働金庫をいう︒

同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう︒以

に規定する金庫をいう︒以下同じ︒︶又は当該労働金庫代理業者︵

号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁金庫︵労働金庫法第三条

参考となるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一

定めるところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に

者等﹂という︒︶の保護に資するため︑内閣府令・厚生労働省令で

十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁金庫﹂と

労働金庫︵同項に規定する所属労働金庫をいう︒︶﹂と︑同法第三

三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう︒以下同じ︒︶の所属

いう︒以下同じ︒︶又は当該労働金庫代理業者︵同法第八十九条の

引業者等﹂とあるのは﹁金庫︵労働金庫法第三条に規定する金庫を

報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取

り︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情

の保護に資するため︑内閣府令・厚生労働省令で定めるところによ

に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求することができない︒

︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には︑当該

における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求する

ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取

るのは﹁金庫﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつ

ことができない︒ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契約﹂

引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に関して﹂と︑﹁金

金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約の解除があつた場

と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に

額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金

た場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約

関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損

の支払を請求することができない﹂とあるのは﹁金額については︑

合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支

害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあるのは﹁

この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前項の﹂とあるのは

の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠

金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前

﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁

払︵労働金庫代理業者にあつては︑当該特定預金等契約の解除に伴

項の﹂とあるのは﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条

有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められてい

償又は違約金の支払︵労働金庫代理業者にあつては︑当該特定預金

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

る買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバ

い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

ティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒

等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合

く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買
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以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足する

リバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒

約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデ

条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契

社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会

有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁

﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二

て同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは

行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条におい

をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を

受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託

は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又

バティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂と

︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリ

とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と

ため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらない

追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約

︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契

号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定

で﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものと

めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二

約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑

して内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同

号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定

法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑

項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書

同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特

第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条

面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を

預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加

の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六

除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるもの

定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂

号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂

とするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め
る︒
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案

銀行法︵昭和五十六年法律第五十九号︶︵附則第八条関係︶

正

現

行

第十三条の四 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第十三条の四 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

︵金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

︵金融商品取引法の準用︶

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶

︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第

一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑

︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の

一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一 号及

四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

第四十条の五まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼

第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

定投資家向け有価証券に関する告知義務︶を除く︒︶︵通則︶及び

業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑

定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く
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﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるの

準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約

︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について

れがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう︒

その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそ

の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場

︶の規定は︑銀行が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨

︒︶︵通則︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則

定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契

合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特

とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について準用する︒この場

定期積金等として内閣府令で定めるものをいう︒︶の受入れを内容

る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は

条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係

が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の価格︑同法第二

第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑銀行

に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁交

約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く

行法第十三条の四に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条

付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者等︵銀

は﹁特定預金等契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十

の三第一項中﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほ

行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以下この項において

︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂

か︑預金者等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以

同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当

四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預

下この項において同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定める

該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提

と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融

ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

供を行わなければならない﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁

金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同法第三十九条

有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められてい

商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

る買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバ

顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為を

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

ティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒

︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四

く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買

︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリ

いう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁銀

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁
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で﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

ため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらない

以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足する

リバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒

約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデ

条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契

社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会

有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等

号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契

﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二

て同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは

行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条におい

をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を

受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託

は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又

バティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂と

︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契

約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものと

めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二

同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特

して内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同

号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四

預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加

法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑

項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書

定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂

第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条

面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁

の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六

除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と読み替えるもの

とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と

号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂

とするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め
る︒
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︵外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用︶

︵外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用︶

投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除

とみなされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定

条の二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客

く︒︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十

投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除

とみなされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定

条の二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客

第五十二条の二の五 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四

く︒︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十

六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四

六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業

務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う

第五十二条の二の五

務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う

る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義

者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの

る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義

務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止

者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの

務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止

行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁

禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の

行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁

止︶並びに第四十条の二から第四十条の五まで︵最良執行方針等︑

禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の

止︶並びに第四十条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑

分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け

規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条

分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け

有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義

規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条

有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義

務︶を除く︒︶︵通則︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く

の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交

務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶及び第四十五条︵第三号

︒︶︵雑則︶の規定は︑外国銀行代理銀行︵第五十二条の二第一項

の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交

及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑外国銀行代理銀行︵第五

の認可を受け︑又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代

付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係

十二条の二第一項の認可を受け︑又は同条第二項の規定による届出

理業務を営んでいる銀行をいう︒以下同じ︒︶が行う外国銀行代理

付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係

をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう︒以下同じ︒︶が
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法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取

﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同

くは媒介﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中

締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の勧誘又は締結の代理若し

とあるのは﹁特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁

取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂

について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品

行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介

顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第

為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁

れらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行

結﹂とあるのは﹁締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介﹂と︑こ

預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締

のは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定

︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とある

業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する

十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中﹁締結

八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とす

る﹂と︑同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四

する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介をする﹂と︑同条第二項第

引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行

項第二号中﹁締結する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介をする﹂

四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁による代理若しくは媒介によ

る契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契

と︑同条第二項第四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁による代理

り対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しようとす

うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定

若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁

るとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と︑﹁交

約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間で締結﹂とあるのは﹁の

を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行

付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者等︵銀

する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間で締結

うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほ

行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以下この項において

締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締

か︑預金者等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以

同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当

﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との

下この項において同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定める

該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提

結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介をする﹂と︑同法第三

ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者

間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介をす

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁
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金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この

において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預

の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条

取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他

︶﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の

銀行︵同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう︒

十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう︒︶の所属外国

金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁外国銀行代理銀行︵銀行法第五

と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価

券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂

引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証

あらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取

十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格が

二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう︒︶﹂と︑同法第三

規定する外国銀行代理銀行をいう︒︶の所属外国銀行︵同法第五十

等﹂とあるのは﹁外国銀行代理銀行︵銀行法第五十二条の二の五に

含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補

証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵

該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは

足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によ

条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契

﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特

らないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂と

信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法

定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証

あるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは

約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の

券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは

律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑

券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加する

﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三

兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒

ため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらない

号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金

信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買

で﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するた

等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂と

以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において

め︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証

あるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となる

又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を

券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三

ものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂

︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当

項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁
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の四﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をし

り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条

とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限

ら第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂

原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条 の二か

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をした﹂と読み替える

び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の四﹂と︑﹁締結

十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及

まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三

と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六

︵銀行代理業者についての金融商品取引法の準用︶

た﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で
定める︒

︵銀行代理業者についての金融商品取引法の準用︶

第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義

掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項

務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約

第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義

掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項

第五十二条の四十五の二 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三

務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約

締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面

第五十二条の四十五の二 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三

締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面

の交付︶︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運

の交付︶︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

五項︵書面による解除︶︑第三十七条の七︵指定紛争解決機関との

十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運

五項︵書面による解除︶︑第三十七条の七︵指定紛争解決機関との

契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条

用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・

契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条

の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補

用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・

の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補

てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の五まで︵最良執

代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の

てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の六まで︵最良執

行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定

代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の

行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定

- 199 -

﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶

とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結

金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂

融商品取引業﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預

は媒介について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金

行代理業者が行う銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又

する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は︑銀

投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関

定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引

法第 十三条の四に規定す る特定預金等契約の 締 結﹂と︑これらの規

代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁銀行

あるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の

用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引業﹂と

銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準

する告知義務︶を除く︒︶︵通則︶の規定は︑銀行代理業者が行う

投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関

保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定預金

契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約

おいて同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところによ

等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わな

中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定す

り︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情

ければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とある

﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しようとするとき﹂と

報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取

のは﹁銀行代理業者︵銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業

る特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しよ

引業者等﹂とあるのは﹁銀行代理業者︵銀行法第二条第十五項に規

者をいう︒︶の所属銀行︵同条第十六項に規定する所属銀行をいう

あるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなけれ

定する銀行代理業者をいう︒︶の所属銀行︵同条第十六項に規定す

︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第三項中﹁金融商品取引契約の解除

うとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と

る所属銀行をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第三項中﹁金融商

があつた場合には﹂とあるのは﹁特定預金等契約︵銀行法第十三条

ばならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者等︵銀行法第二条

品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁特定預金等契約

の四に規定する特定預金等契約をいう︒第三十九条において同じ︒

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者

︵銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう︒第三十九

︶の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合にお

第五項に規定する預金者等をいう︒以下この項において同じ︒︶の

条において同じ︒︶の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支

いて﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料

等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以下この項に

払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間
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又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等

められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶

第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定

金銭 の支 払を︑解除をした者に対 し ︑﹂と︑同法第三十九条第一項

るのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の

内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあ

客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として

に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧

取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂と

条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ

券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻

除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証

︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の金銭の支払を︑解

金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあるのは﹁支払﹂と

価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として内閣府令で定める

︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対

者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場

あるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティ

づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバテ

合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条において同じ

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

ィブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下こ

︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足

ブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるの

の条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び

券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂とい

とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と

第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締

は﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融

︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第

う︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵

定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等

二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金

機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた

契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するた

等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とある

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一

め︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加す

のは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条

金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする

る た め ︑ ﹂ と あ る の は ﹁ 追 加 す る た め︑ 当該特定預金等契約によら

第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締

項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基

ないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特
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ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替える

定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内

必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

の﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替えるものとするほか︑

結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるも
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案

保険業法︵平成七年法律第百五号︶︵附則第八条関係︶

正

現

行

第三百条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第三百条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

︵金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

︵金融商品取引法の準用︶

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

が生ずるおそれ︵当該保険契約が締結されることにより顧客の支払

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

が生ずるおそれ︵当該保険契約が締結されることにより顧客の支払

うこととなる保険料の合計額が︑当該保険契約が締結されることに

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

うこととなる保険料の合計額が︑当該保険契約が締結されることに

より当該顧客の取得することとなる保険金︑返戻金その他の給付金

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

より当該顧客の取得することとなる保険金︑返戻金その他の給付金

の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶がある保険契約とし

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶がある保険契約とし

て内閣府令で定めるものをいう︒以下この条において同じ︒︶又は

則︶の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が

て内閣府令で定めるものをいう︒以下この条において同じ︒︶又は

顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契

則︶の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が

顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契

約の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

行う特定保険契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定

約の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

行う特定保険契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止

する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止
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並びに第四十条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別

︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶

︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為

面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等

︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書

第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

並びに第四十条の二から第四十条の五まで︵最良執行方針等︑分別

︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶

︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為

面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等

︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書

第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定保険契約等﹂と︑﹁

管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価

おいて︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定保

金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結又はその代理若

管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価

険契約等﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定保険契約の締

しくは媒介の業務﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又

証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︶

結又はその代理若しくは媒介の業務﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客

は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為

証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑

を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項

をいう︒以下同じ︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約︵保険業法第三

を除く︒︶︵通則︶の規定は保険会社等︑外国保険会社等︑保険募

各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契

百条の二に規定する特定保険契約をいう︒以下同じ︒︶又は顧客の

のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は保険会社等︑外国保

約︵保険業法第三百条の二に 規定す る 特定保険契約をいう︒以下同

ために特定保険契約の締結の媒介﹂と︑同法第三十七条第二項中﹁

集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しく

じ︒︶又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介﹂と︑同法第三

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑同法第

険会社等︑保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又

十七条第二項中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険契約の

三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結

は媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの

締結﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂

しようとするとき︑又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を

はその代理若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合に

とあるのは﹁締結しようとするとき︑又は特定保険契約の締結の代
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︶﹂と︑同項第五号中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険

︶又は保険仲立人︵同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう︒

保険会社等︵同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう︒

保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう︒︶︑外国

取引業者等﹂とあるのは﹁特定保険契約等を締結する保険会社等︵

険契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同項第一号中﹁金融商品

次に掲げる事項その他保険業法第三百条第一項第一号に規定する保

理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁

号中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定 保険契約の締 結﹂と︑

︵同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう︒︶﹂と︑同項第五

第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう︒︶又は保険仲立人

二第一項に規定する保険会社等をいう︒︶︑外国保険会社等︵同法

るのは﹁特定保険契約等を締結する保険会社等︵保険業法第二条の

のうち重要な事項﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあ

の他保険業法第三百条第一項第一号に規定する保険契約の契約条項

行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次に掲げる事項そ

︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取

同法第三十八条第一項中﹁使用人﹂とあるのは﹁使用人︵保険募集

定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において

引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑﹁有価

契約の締結﹂と︑同法第三十八条第一項中﹁使用人﹂とあるのは﹁

﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約の

証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂と

人︵保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集人をいう︒︶を

締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において

いう︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵

使用人︵保険募集人︵保険業法第二条第二十三項に規定する保険募

﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは ﹁ 特定保険契約﹂と︑﹁顧

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一

除く︒第三十九条第三項において同じ︒︶﹂と︑同法第三十九条第

客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関す

項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基

集人をいう︒︶を除く︒第三十九条第三項において同じ︒︶﹂と︑

る法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶

づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバテ

一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじ

が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の

ィブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下こ

同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買

売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする

の条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁損失﹂とあるの

め定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く

者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑

は﹁損失︵当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う

戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で

﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定保険契約が締結されることに
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るため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定保険契約によらない

価証券等﹂とあるのは﹁特定保険契約﹂と︑同項第二号中﹁追加す

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑﹁有

︑当該特定保険契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁

おいて同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため

戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう︒以下この条に

計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金︑返

ことにより当該顧客の取得する保険金︑返戻金その他の給付金の合

より顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結される

号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定保険

は﹁追加するため︑当該特定保険契約によらないで﹂と︑同項第三

のは﹁特定保険契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるの

等﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とある

約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引

と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定保険契

金の合計額を控除した金額をいう︒以下この条において同じ︒︶﹂

における当該保険料の合計額から当該保険金︑返戻金その他の給付

客の取得する保険金︑返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合

保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧

同法第四十条第一号中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険

で﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するた

となるもの﹂と︑同法第四十条第一号中﹁金融商品取引行為﹂とあ

契約等の締結﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から

契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあ

るのは﹁特定保険契約等の締結﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第

第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂と

め︑当該特定保険契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券

三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第

あるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事項に係る部分に

るのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるもの

四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる

限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七

売買取引等﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑同条第三項中

事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く

条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政

として内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑

︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技

令で定める︒

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因

術的読替えは︑政令で定める︒
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案

信託業法︵平成十六年法律第百五十四号︶︵附則第八条関係︶

正

現

行

第二十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第二十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︵契約締結前

︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︵契約締結前

の書面の交付︶︑第三十七条の四︵契約締結時等の書面の交付︶︑

︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

の書面の交付︶︑第三十七条の四︵契約締結時等の書面の交付︶︑

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一 号及

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第一項︑

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第一項︑

第二項第二号︑第三項及び第五項︵損失補てん等の禁止︶︑第四十

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

第二項第二号︑第三項及び第五項︵損失補てん等の禁止︶︑第四十

条第一号︵適合性の原則等︶並びに第四十条の二から第四十条の五

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止

条第一号︵適合性の原則等︶並びに第四十条の二から第四十条の六

まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止

まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等
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信託契約﹂という︒︶による信託の引受けについて準用する︒この

れが ある信託契約として内閣府令で定 め るものを いう︒以下﹁ 特定

の他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそ

第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう︒︶における相場そ

信託会社が行う信託契約︵金利︑通貨の価格︑金融商品市場︵同法

及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑

有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶

の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け

︒︶による信託の引受けについて準用する︒この場合において︑こ

として内閣府令で定めるものをいう︒以下﹁特定信託契約﹂という

変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約

規定する金融商品市場をいう︒︶における相場その他の指標に係る

託契約︵金利︑通貨の価格︑金融商品市場︵同法第二条第十四項に

第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑信託会社が行う信

有価証券に関する告知義務︶を除く︒︶︵通則︶及び第四十五条︵

の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け

第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容と

れらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定信託契約﹂と

取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を

する契約﹂とあるのは﹁信託業法第二十四条の二に規定する特定信

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信託業法第二十四条の二

託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項第一号中﹁商号︑名称又は

︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結の業務﹂と

に規定する特定信託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項第一号中

氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と︑同法第三十七条の六第一項

特定信託契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約

﹁商号︑名称又は氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と︑同法第三

中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるのは﹁信託業法第二十六条第一

︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取

十七条の六第一項中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるのは﹁信託業

項﹂と︑同法第三十九条第二項第一号中﹁有価証券売買取引等﹂と

の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒

法第二十六条第一項﹂と︑同法第三十九条第二項第一号中﹁有価証

あるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁前項第一号﹂とあるのは﹁

引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑同法第三十四条中

券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁前項第一

損失補てん等︵信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補てん又

︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑

号﹂とあるのは﹁損失補てん等︵信託業法第二十四条第一項第四号

は利益の補足をいう︒第三号において同じ︒︶﹂と︑同項第三号中

﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条

の損失の補てん又は利益の補足をいう︒第三号において同じ︒︶﹂

﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁

同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品

と︑同項第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契
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事故﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令

と︑同条第四項中﹁事故﹂とあるのは﹁信託会社の責めに帰すべき

約の締結﹂と︑﹁前項第三号の提供﹂とあるのは﹁損失補てん等﹂

るものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

﹁事故﹂とあるのは﹁信託会社の責めに帰すべき事故﹂と読み替え

前項第三号の提供﹂とあるのは﹁損失補てん等﹂と︑同条第四項中

で定める︒
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案

協同組合による金融事業に関する法律︵昭和二十四年法律第百八十三号︶︵附則第九条関係︶

正

現

行

第六条の五の 二 金 融 商 品 取 引 法 第 三 章 第 一 節 第 五 款 ︵ 第 三 十 四 条 の

○

改

第六条の五の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるも

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるも

のをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条におい

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

のをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条におい

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

て同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第

三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者

の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを

雑則︶の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約︵特定預金等

の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを

行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸

雑則︶の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約︵特定預金等

行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸

しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告

︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場

しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告

等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十

︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場

等の規制︶︑第三十七条の二 ︵取引態様の事前明示義務 ︶︑第三十

七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面

における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失

七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面

の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第

における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失

の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第
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︶を除く︒︶︵通則︶の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代

止︑店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等

の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁

れていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等

条の二から第四十条の七まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保さ

条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十

条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九

三十七条の七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八

代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介に

止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は信用協同組合等又は信用協同組合

の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁

れていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等

条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保さ

条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十

条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九

三十七条の七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法

ついて︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁

契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金

第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引

理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介につ

融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理

三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁協同組合による金融事業に関

いて︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金

為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うこ

する法律第六条の五の二に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三

若しくは媒介の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三

とを内容とする契約﹂とあるのは﹁協同組合による金融事業に関す

十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結し

融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理若

る法律第六条の五の二に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十

ようとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と

項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金

七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しよ

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者

しくは媒介の事業﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項

うとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑

又は定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒

等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁

﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者又

︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定

の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等

は定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶
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規定する所属信用協同組合をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第

同組合代理業者をいう︒以下同じ︒︶の所属信用協同組合︵同項に

該信用協同組合代理業者︵同法第六条の三第三項に規定する信用協

二条第一項に規定する信用協同組合等をいう︒以下同じ︒︶又は当

るのは﹁信用協同組合等︵協同組合による金融事業に関する法律第

なければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあ

金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わ

の保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定預

第一項中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁信用協同組合等﹂と

に規 定す る所属信 用協同組合をいう︒︶﹂と ︑同法第三十 七条の六

協同組合代理業者をいう︒以下同じ︒︶の所属信用協同組合︵同項

当該信用協同組合代理業者︵同法第六条の三第三項に規定する信用

第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう︒以下同じ︒︶又は

あるのは﹁信用協同組合等︵協同組合による金融事業に関する法律

わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂と

預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行

おける当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求するこ

︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には︑当該

伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合にお

とができない︒ただし︑信用協同組合等にあつては︑当該特定預金

一項中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁信用協同組合等﹂と︑

ける当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求すること

等契約﹂と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金

金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約の解除があつた場

ができない︒ただし︑信用協同組合等にあつては︑当該特定預金等

等契約に関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除

同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた場合には︑当該金

契約﹂と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等

に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあ

合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支

契約に関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に

るのは﹁金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし

融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約の解除があつた場合

伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とある

書中﹁前項の﹂とあるのは﹁信用協同組合等にあつては︑前項の﹂

払︵信用協同組合代理業者にあつては︑当該特定預金等契約の解除

のは﹁金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書

と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引

には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払

中﹁前項の﹂とあるのは﹁信用協同組合等にあつては︑前項の﹂と

︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政

に伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場 合に

︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵

令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条にお

︵信用協同組合代理業者にあつては︑当該特定預金等契約の解除に

買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令
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証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託

じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価

に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同

︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等

いて﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と

約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条にお

て﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契

で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条におい

託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧

価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信

同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有

等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下

と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営

おいて﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂

契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条に

いて﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等

と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑

客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預

とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と

当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売

をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客

︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中

金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売

該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因

﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金

取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁

となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第

買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等

原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因と

三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあ

等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買

なるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三

るのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため

十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とある

同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及

取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂

のは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同

び第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び

替えは︑政令で定める︒

とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂

第三十七条の六﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替

- 213 -

えは︑政令で定める︒

- 214 -

案

信用金庫法︵昭和二十六年法律第二百三十八号︶︵附則第九条関係︶

正

現

行

第八十九条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第八十九条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

それがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう︒

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

それがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう︒

︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同じ︒︶

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同じ︒︶

の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預

金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章第二節第一款︵

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章第二節第一款︵

第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投

資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助

言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標

識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第

一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明

示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵
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価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︑店頭デリバティブ取引

禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有

で︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の

項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の七ま

第三十八条の二︵禁止行為︶︑第 三十九条第三項ただし書及び第五

決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに

で︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解

契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七ま

価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の

禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有

で︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の

項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の六ま

第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五

決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに

で︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解

契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七ま

代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理

規定は金庫が行う特定預金等契約の締結︑外国銀行代理金庫が行う

る解除︶の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代

若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑こ

に関する電子情報処理組織の使用義務等︶を除く︒︶︵通則︶の規

理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若

れらの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締

外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介

しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑これ

結又はその代理若しくは媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂

定は金庫が行う特定預金等契約の締結︑外国銀行代理金庫が行う外

らの規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結

とあるのは﹁締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂

又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約

又はその代理若しくは媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂と

と︑これらの規定︵同条第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引

国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又

あるのは﹁締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂と

契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三

の締結の代理若しくは媒介について︑同法第三十七条の六︵書面に

︑これらの規定︵同条第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契

十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定

は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の

約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十

預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又

よる解除︶の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫

四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預

は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為

締結の代理若しくは媒介について︑同法第三十七条の六︵書面によ

金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は
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締結する﹂とあるのは﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と

第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中﹁

﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同法

若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結する

に当該特定投資家との間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代理

用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去

いう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信

顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為を

と︑同条第二項第四号イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とあ

﹁締結する﹂とあるのは﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂

法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中

る﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同

理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結す

去に当該特定投資家との間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代

信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過

をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁

とき︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁交付し

るのは﹁金庫︵信用金庫法第二条に規定する金庫をいう︒以下同じ

一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとすると

なければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者又は定期積

︑同条第二項第四号イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とある

き︑又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しな

金の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に

︒︶と対象契約を締結し︑若しくは当該外国銀行代理金庫︵同法第

ければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者又は定期積金

資するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定預金等契約

のは﹁金庫︵信用金庫法第二条に規定する金庫をいう︒以下同じ︒

の積金者︵以下この項において﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資

の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ

八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう︒以下同じ︒︶

するため︑内閣府令で定めるところにより︑当該特定預金等契約の

ならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁

︶と対象契約を締結し︑若しくは当該外国銀行代理金庫︵同法第八

内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければな

金庫︑当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行︵信用金庫法第五十四

による代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三

らない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁金

条の二に規定する所属外国銀行をいう︒︶又は当該信用金庫代理業

十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう︒以下同じ︒︶に

庫︑当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行︵信用金庫法第五十四条

者︵同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう

第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあるのは﹁締結しようとする

の二に規定する所属外国銀行をいう︒︶又は当該信用金庫代理業者

︒以下同じ︒︶の所属信用金庫︵同項に規定する所属信用金庫をい

よる代理若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第

︵同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう︒
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合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求す

金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場

賠償又は違約金の支払︵信用金庫代理業者にあつては︑当該特定預

約の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害

つた場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契

あるのは﹁金庫﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があ

︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂と

以下同じ︒︶の所属信用金庫︵同項に規定する所属信用金庫をいう

することができない︒ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契

場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求

預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした

害賠償又は違約金の支払︵信用金庫代理業者にあつては︑当該特定

契約の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損

あつた場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等

とあるのは﹁金庫﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除が

う︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂

九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があ

約﹂と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契

前項の﹂とあるのは﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九

らかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引

ることができない︒ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契約

条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があら

を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券

約に関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴

かじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を

売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と

﹂と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約

除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売

︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証

う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあるの

買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑

券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信

に関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う

﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券

託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

は﹁金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中

等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託

第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信

損害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあるのは

会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第

託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又

﹁前項の﹂とあるのは﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十

一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託

はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含

﹁金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁

契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又は
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として内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑

のは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるもの

約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とある

﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契

加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中

定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追

のは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特

いで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とある

るため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらな

︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足す

デリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む

︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六ま

のとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と

るのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるも

契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあ

中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等

追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号

特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁

るのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁

ないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあ

するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によら

む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足

第六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の

で︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十

条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第

六﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結若しくはその代理若しくは

同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで

六号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六

媒介をした﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは

七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び

﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結若しくはその代理若しくは媒

︑政令で定める︒

︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七

介をした﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑
政令で定める︒

- 219 -

案

長期信用銀行法︵昭和二十七年法律第百八十七号︶︵附則第九条関係︶

正

現

行

第十七条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第十七条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

︵金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

︵金融商品取引法の準用︶

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものを

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものを

いう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

いう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条において同

じ︒︶の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

じ︒︶の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業

務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について︑同章

第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商

則︶の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金

第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商

品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取

則︶の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金

品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取

引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対す

利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場にお

引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対す

る誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶

利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場にお

る誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶

︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取

ける相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生

︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取

引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号

ける相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生

引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号

- 220 -

定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︑店頭デ

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

第四十条の七まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解

並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第

定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書面の交付︑書面による解

並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五から第

信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が

︒︶︵通則︶の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結︑

について︑同法第三十七条の六︵書面による解除︶の規定は長期信

行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しく

リバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等︶を除く︒

用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行

は媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの

外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金

う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは

規定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又は

︶︵通則︶の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結︑外

媒介について︑それぞれ準用する︒この場合において︑これらの規

その代理若しくは媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とある

等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う

定中﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はそ

のは﹁締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂と︑こ

国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等

の代理若しくは媒介の業務﹂と︑﹁締結の勧誘又は締結﹂とあるの

れらの規定︵同条第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂

長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒

は﹁締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介﹂と︑これ

とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条

契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長

らの規定︵同条第三項の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂と

の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等

介について︑同法第三十七条の六︵書面による解除︶の規定は長期

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の

契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客

期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介

規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契
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十四条の 二第五項第二 号及び第三十四条の三第四項第二号中﹁締結

あるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同法第三

くは媒介を過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂と

該特定投資家との間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若し

銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当

以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁長期信用

ために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒

約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客の

結する﹂とあるのは﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑

三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項第二号中﹁締

とあるのは﹁の締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同法第

しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で﹂と︑﹁を締結する﹂

当該特定投資家との間で締結﹂とあるのは﹁の締結又はその代理若

用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に

︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁長期信

のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう

﹂とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその締結の代理若しく

同条第二項第四号イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とあるの

契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂

は媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁

する﹂とあるのは﹁締結又はその代理若しくは媒介をする﹂と︑同

とあるのは﹁締結しようとするとき︑又はその締結の代理若しくは

交付するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項において

は﹁長期信用銀行と対象契約を締結し︑若しくは当該外国銀行代理

媒介を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交

﹁預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めると

条第二項第四号イ中﹁金融商品取引業者等と対象契約﹂とあるのは

付するほか︑預金者及び定期積金の積金者︵以下この項において﹁

ころにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考とな

長期信用銀行︵長期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長

預金者等﹂という︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるとこ

るべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金

﹁長期信用銀行と対象契約を締結し︑若しくは当該外国銀行代理長

ろにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となる

融商品取引業者等﹂とあるのは﹁長期信用銀行︑当該外国銀行代理

期信用銀行をいう︒以下同じ︒︶による代理若しくは媒介により対

べき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融

長期信用銀行の所属外国銀行︵長期信用銀行法第六条の三第一項に

期信用銀行︵長期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長期

商品取引業者等﹂とあるのは﹁長期信用銀行︑当該外国銀行代理長

規定する所属外国銀行をいう︒︶又は当該長期信用銀行代理業者︵

象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき

期信用銀行の所属外国銀行︵長期信用銀行法第六条の三第一項に規

同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう︒

信用銀行をいう︒以下同じ︒︶による代理若しくは媒介により対象

定する所属外国銀行をいう︒︶又は当該長期信用銀行代理業者︵同
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つては︑当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償

解除に伴う損害賠償又は違約金の支払︵長期信用銀行代理業者にあ

﹁特定預金等契約の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の

契約の解除があつた場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは

等﹂とあるのは﹁長期信用銀行﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引

をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者

下同じ︒︶の所属長期信用銀行︵同項に規定する所属長期信用銀行

法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう︒以

償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償

あつては︑当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠

の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払︵長期信用銀行代理業者に

は﹁特定預金等契約の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約

引契約の解除があつた場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるの

者等﹂とあるのは﹁長期信用銀行﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取

行をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業

以下同じ︒︶の所属長期信用銀行︵同項に規定する所属長期信用銀

りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前項の﹂とあるのは﹁長期

その他の金銭の支払︶を請求することができない︒ただし︑長期信

請求することができない﹂とあるのは﹁金額については︑この限り

信用銀行にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中

その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償そ

でない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前項の﹂とあるのは﹁長期信

﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められて

用銀行にあつては︑当該特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引契約

用銀行にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁

いる買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリ

の他の金銭の支払︶を請求することができない︒ただし︑長期信用

有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定められてい

バティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という

に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に関して﹂と︑﹁金額を超

る買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバ

︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデ

銀行にあつては︑当該特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引契約に

ティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂という︒

リバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂

えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払

︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリ

とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社

関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に関して﹂と︑﹁金額を超え

バティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂と

又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可

を請求することができない﹂とあるのは﹁金額については︑この限

あるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又

を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信

て当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を

は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を
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とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と

定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂

同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特

約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑

号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契

﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二

て同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは

行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条におい

をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を

受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託

契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で

と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等

﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂

特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑

︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該

契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と

二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等

は﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第

いて同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるの

を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この条にお

託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティブ取引

四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の

︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契

号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四

書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項

定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第

項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書

を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と︑﹁締結した

約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣府令で定

面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を

﹂とあるのは﹁締結若しくはその代理若しくは媒介をした﹂と読み

二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第

除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と︑﹁締結した﹂

替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二

とあるのは﹁締結若しくはその代理若しくは媒介をした﹂と読み替
えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

- 224 -

案

労働金庫法︵昭和二十八年法律第二百二十七号︶︵附則第九条関係︶

正

現

行

第九十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第九十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

それがある預金又は定期積金として内閣府令・厚生労働省令で定め

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

それがある預金又は定期積金として内閣府令・厚生労働省令で定め

るものをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条に

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

るものをいう︒︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下この条に

おいて同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条か

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

おいて同じ︒︶の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条か

ら第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行

︶︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵

ら第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行

う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業の

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業の

みを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名

雑則︶の規定は金庫が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通

みを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名

義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵

広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第

貨の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相

広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の

書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶

場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるお

書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶
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務等︶を除く︒︶︵通則︶の規定は金庫又は労働金庫代理業者が行

の禁止︑店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義

買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為

保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売

四十条の二から第四十条の七まで︵最良執行方針等︑分別管理が確

十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第

十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三

︑第 三十七条の七︵指定紛争解 決機関との契約締結義務等︶︑第三

行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について︑そ

の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は金庫又は労働金庫代理業者が

買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為

保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売

四十条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確

十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第

十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三

︑第三十七条の七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三

内閣府令﹂とあるのは﹁内閣府令・厚生労働省令﹂と︑これらの規

れぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取

これらの規定︵同法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁内

定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあ

う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について︑それ

閣府令﹂とあるのは﹁内閣府令・厚生労働省令﹂と︑これらの規定

るのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相

引業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒

︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とある

手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号

ぞれ準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引

のは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手

に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂

介の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を

方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に

とあるのは﹁労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約

業﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介

掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂と

﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とあ

除く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と

あるのは﹁労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約﹂

るのは﹁締結しようとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介

の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除

と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂とある

を行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付す

︑これらの規定︵同法第三十九条第三項本文の規定を除く︒︶中﹁

のは﹁締結しようとするとき︑又はその締結の代理若しくは媒介を

るほか︑預金者又は定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金

く︒︶中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑

行うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付する
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同じ︒︶の所属労働金庫︵同項に規定する所属労働金庫をいう︒︶

法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう︒以下

規定する金庫をいう︒以下同じ︒︶又は当該労働金庫代理業者︵同

中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁金庫︵労働金庫法第三条に

考となるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号

めるところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参

等﹂という︒︶の保護に資するため︑内閣府令・厚生労働省令で定

ほか︑預金者又は定期積金の積金者︵以下この項において﹁預金者

︶﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂とあ

下同じ︒︶の所属労働金庫︵同項に規定する所属労働金庫をいう︒

同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう︒以

に規定する金庫をいう︒以下同じ︒︶又は当該労働金庫代理業者︵

号中﹁金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁金庫︵労働金庫法第三条

参考となるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一

定めるところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に

者等﹂という︒︶の保護に資するため︑内閣府令・厚生労働省令で

における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求する

るのは﹁金庫﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつ

契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合に

ことができない︒ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契約﹂

﹂と︑同法第三十七条の六第一項中﹁金融商品取引業者等﹂とある

おける当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払︶を請求するこ

と︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に

た場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約

とができない︒ただし︑金庫にあつては︑当該特定預金等契約﹂と

関して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損

のは﹁金庫﹂と︑同条第三項中﹁金融商品取引契約の解除があつた

︑﹁金融商品取引契約に関して﹂とあるのは﹁特定預金等契約に関

害賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあるのは﹁

の解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠

して﹂と︑﹁金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害

金額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前

場合には︑当該金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約の

賠償又は違約金の支払を請求することができない﹂とあるのは﹁金

項の﹂とあるのは﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条

償又は違約金の支払︵労働金庫代理業者にあつては︑当該特定預金

額については︑この限りでない﹂と︑同条第四項ただし書中﹁前項

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

解除があつた場合には︑当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償

の﹂とあるのは﹁金庫にあつては︑前項の﹂と︑同法第三十九条第

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合

一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじ

く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買

又は違約金の支払︵労働金庫代理業者にあつては︑当該特定預金等

め定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く
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バティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以

に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリ

第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約

等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条

という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社

価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂

引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有

︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取

以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足する

リバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒

約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデ

条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契

社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会

有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁

追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約

ため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらない

るため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するた

加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約に

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものと

で﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

よらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは

して内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同

め﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで

﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとし

法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定

て内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法

第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条

﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは

第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第

の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六

預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加

四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の

号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂

﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預

三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁

並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と

る︒

金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加す

読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める
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︒

- 229 -

案

銀行法︵昭和五十六年法律第五十九号︶︵附則第九条関係︶

正

現

行

第十三条の四 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第十三条の四 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

︵金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

︵金融商品取引法の準用︶

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制︶

︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三第

一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑

︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の

一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶︑

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条の

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一 号及

四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項た

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼

だし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶並びに第四十条の二から

第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼

第四十条の七まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑

場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特

定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く

業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止︑

定投資家向け有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︑店頭デ
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用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂

の受入れを内容とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について準

がある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう︒︶

の他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれ

価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場そ

の規定は︑銀行が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨の

︶︵通則︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶

リバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等︶を除く︒

﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるの

準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約

︶の受入れを内容とする契約をいう︒以下同じ︒︶の締結について

れがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう︒

その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそ

の価格︑同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場

︶の規定は︑銀行が行う特定預金等契約︵特定預金等︵金利︑通貨

︒︶︵通則︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則

行法第十三条の四に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条

は﹁特定預金等契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十

う︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁銀行

の三第一項中﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほ

とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは

法第十三条の四に規定する特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の

か︑預金者等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以

四条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預

三第一項中﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか

下この項において同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定める

﹁特定預金等契約の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十四

︑預金者等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以下

ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

金等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は

この項において同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めると

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同法第三十九条

条の規定を除く︒︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金

ころにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考とな

第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらか

顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為を

るべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同法第三十九条第

じめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除

等契約の締結﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧

一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじ

く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買

いう︒以下同じ︒︶を行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁銀

め定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く

取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁

客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をい

︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取
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下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するた

バティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以

に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリ

第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約

等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条

という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社

価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂

引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有

で﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

ため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらない

以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足する

リバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒

約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデ

条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契

社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会

有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等

によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるの

め﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで

加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約に

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものと

は﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定

よらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは

して内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同

﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは

﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとし

法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑

預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加

て内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と︑同法

第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条

﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預

第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から第三十七条の六まで︑第

の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六

するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁

四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の

号並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂

金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加す

三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号

と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定め

追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約

並びに第三項を除く︒︶︑第三十七条の四及び第三十七条の六﹂と

る︒

るため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追

読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める
︒
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︵外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用︶

︵外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用︶

とみなされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定

条の二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客

投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除

とみなされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定

条の二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客

第五十二条の二の五 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四

投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除

く︒︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十

金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四

く︒︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十

六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業

第五十二条の二の五

六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業

付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係

務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業の みを行う

付︶︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係

る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義

務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う

る書面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義

務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止

者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの

務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止

行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁

者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの

行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁

止︶並びに第四十条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑

禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の

止︶並びに第四十条の二から第四十条の七まで︵最良執行方針等︑

分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け

禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の

分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け

有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義

規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条

有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義

務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶及び第四十五条︵第三号

規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条

務︑のみ行為の禁止︑店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理

及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑外国銀行代理銀行︵第五

の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交

組織の使用義務等︶を除く︒︶︵通則︶及び第四十五条︵第三号及

十二条の二第一項の認可を受け︑又は同条第二項の規定による届出

の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交

び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑外国銀行代理銀行︵第五十
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は媒介﹂ と︑これらの 規定︵同法第三十四条の規 定を除く︒︶中﹁

結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の勧誘又は締結の代理若しく

あるのは﹁特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁締

引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂と

ついて準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品取

う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介に

して外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう︒以下同じ︒︶が行

二条の二第一項の認可を受け︑又は同条第二項の規定による届出を

﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同

くは媒介﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶中

締結の勧誘又は締結﹂とあるのは﹁締結の勧誘又は締結の代理若し

とあるのは﹁特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁

取引契約﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂

について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融商品

行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介

をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう︒以下同じ︒︶が

間で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介をす

法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取

とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間

る﹂と︑同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四

金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同法

で﹂と︑﹁を締結する﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介をする

項第二号中﹁締結する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介をする﹂

引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行

﹂と︑同法第三十四条の二第五項第二号及び第三十四条の三第四項

と︑同条第二項第四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁による代理

第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引

第二号中﹁締結する﹂とあるのは﹁締結の代理又は媒介をする﹂と

若しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁

うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定

︑同条第二項第四号イ中﹁と対象契約﹂とあるのは﹁による代理若

を締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行

行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行う

しくは媒介により対象契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を

うとき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほ

する特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間で締結

締結しようとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行う

か︑預金者等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以

ことを内容とする契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定す

とき﹂と︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか

下この項において同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定める

﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との

︑預金者等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以下

ところにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考と

る特定預金等契約﹂と︑﹁を過去に当該特定投資家との間で締結﹂

この項において同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めると
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政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条に

引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の

﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取

行︵同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう︒︶

二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう︒︶の所属外国銀

融商品取引業者等﹂とあるのは﹁外国銀行代理銀行︵銀行法第五十

るべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金

ころにより︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考とな

において﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預

の政令で定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条

取引︵買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他

︶﹂と︑同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の

銀行︵同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう︒

十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう︒︶の所属外国

金融商品取引業者等﹂とあるのは﹁外国銀行代理銀行︵銀行法第五

なるべき情報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁

︑有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当

金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この

下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑

該信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは

おいて﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金

有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該

﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特

条において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契

信託をする者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁

定預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証

等契約の締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条

顧客﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑当該特定

券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の

預金等契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券

券等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加する

において﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約

売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券

ため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらない

兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒

等﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するた

で﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するた

﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼

め﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらないで

め︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証

以下同じ︒︶が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において

﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため

券売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三

営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以

︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券
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四﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をした

︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条の

あるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限り

第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂と

因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二から

中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原

売買取引等﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項

定める︒

た﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で

の四﹂と︑﹁締結した﹂とあるのは﹁締結の代理若しくは媒介をし

り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒︶及び第三十七条

とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項の書面の交付に係る部分に限

ら第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四十三条の四﹂

原因となるもの﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三十七条の二か

項中﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁

︵銀行代理業者についての金融商品取引法の準用︶

﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定
める︒

︵銀行代理業者についての金融商品取引法の準用︶

締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面

務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約

第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義

掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項

代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の

用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・

の交付︶︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

締結前の書面の交付︶︑第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面

務︶︑第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約

第二号︵広告等の規制︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義

掲示︑名義貸しの禁止︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項

代理業のみを行う者の兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の

用業を行う者の業務の範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・

第五十二条の四十五の二 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三

の交付︶︑第三十七条の六第一項︑第二項︑第四項ただし書及び第

五項︵書面による解除︶︑第三十七条の七︵指定紛争解決機関との

第五十二条の四十五の二 金融商品取引法第三章第二節第一款︵第三

五項︵書面による解除︶︑第三十七条の七︵指定紛争解決機関との

契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条

十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運

契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条

の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補

十五条から第三十六条の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運

の二︵禁止行為︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補
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商品取引業﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預金

媒介について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金融

代理業者が行う銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又は

子情報処理組織の使用義務等︶を除く︒︶︵通則︶の規定は︑銀行

する告知義務︑のみ行為の禁止︑店頭デリバティブ取引に関する電

投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関

行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定

てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の七まで︵最良執

金等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂

融商品取引業﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預

は媒介について準用する︒この場合において︑これらの規定中﹁金

行代理業者が行う銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理又

する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は︑銀

投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関

行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定

てん等の禁止︶並びに第四十条の二から第四十条の六まで︵最良執

︑﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者

とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結

とするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と︑

等︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以下この項に

等契約の締結の代理又は媒介の業務﹂と︑﹁金融商品取引行為﹂と

﹁交付しなければならない﹂とあるのは﹁交付するほか︑預金者等

おいて同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところによ

﹂と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶

︵銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう︒以下この項にお

り︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情

あるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結﹂

いて同じ︒︶の保護に資するため︑内閣府令で定めるところにより

報の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取

中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定す

︑当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報

引業者等﹂とあるのは﹁銀行代理業者︵銀行法第二条第十五項に規

と︑これらの規定︵同法第三十七条の六第三項の規定を除く︒︶中

の提供を行わなければならない﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取引

定する銀行代理業者をいう︒︶の所属銀行︵同条第十六項に規定す

る特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しよ

業者等﹂とあるのは﹁銀行代理業者︵銀行法第二条第十五項に規定

る所属銀行をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第三項中﹁金融商

﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁銀行法第十三条の四に規定する

する銀行代理業者をいう︒︶の所属銀行︵同条第十六項に規定する

品取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁特定預金等契約

うとするとき﹂とあるのは﹁の締結の代理又は媒介を行うとき﹂と

所属銀行をいう︒︶﹂と︑同法第三十七条の六第三項中﹁金融商品

︵銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう︒第三十九

特定預金等契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁を締結しよう

取引契約の解除があつた場合には﹂とあるのは﹁特定預金等契約︵
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銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項第

のは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の金

閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とある

が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として内

相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客

をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間に

において同じ︒︶の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支払

銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう︒第三十九条

第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定

金銭の支払を︑解除をした者に対し︑﹂と︑同法第三十九条第一項

るのは﹁支払﹂と︑﹁又は違約金の支払を﹂とあるのは﹁その他の

内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除﹂とあ

客が支払うべき対価︵次項において﹁対価﹂という︒︶の額として

に相当する手数料︑報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧

払をした場合において﹂と︑﹁金融商品取引契約の解除までの期間

条において同じ︒︶の解除に伴い銀行に損害賠償その他の金銭の支

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一

められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶

︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵信

項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基

一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻価格があらかじめ定め

託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項

づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバテ

又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等

の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が︑信託契約に基づ

ィブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下こ

られている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く︒︶又

いて信託をする者の計算において︑有価証券の売買又はデリバティ

の条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂

﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証

ブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者を含む︒以下この

とあるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と

はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券売買取引等﹂

条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁補足するため﹂と

︑同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂とい

あるのは﹁補足するため︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑

定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等

という︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券

同項第二号及び第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定

契約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するた

う︒︶﹂とあるのは﹁特定預金等契約﹂と︑﹁顧客︵信託会社等︵

預金等契約の締結﹂と︑﹁有価証券等﹂とあるのは﹁特定預金等契

め︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加す

又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁有価証券等﹂という

約﹂と︑同項第二号中﹁追加するため﹂とあるのは﹁追加するため
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府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替えるも

預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内閣

いで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定

ため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によらな

︑当該特定預金等契約によらないで﹂と︑同項第三号中﹁追加する

ものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒

閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因となるもの﹂と読み替える

定預金等契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁原因となるものとして内

ないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特

るため︑﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定預金等契約によら

のとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で定める︒
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案

保険業法︵平成七年法律第百五号︶︵附則第九条関係︶

正

現

行

第三百条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

○

改

第三百条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の二

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

︵金融商品取引法の準用︶

第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみな

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

︵金融商品取引法の準用︶

される場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資家

が生ずるおそれ︵当該保険契約が締結されることにより顧客の支払

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

が生ずるおそれ︵当該保険契約が締結されることにより顧客の支払

うこととなる保険料の合計額が︑当該保険契約が締結されることに

以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒︶

うこととなる保険料の合計額が︑当該保険契約が締結されることに

より当該顧客の取得することとなる保険金︑返戻金その他の給付金

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

より当該顧客の取得することとなる保険金︑返戻金その他の給付金

の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶がある保険契約とし

︵特定投資家︶及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑

の合計額を上回ることとなるおそれをいう︒︶がある保険契約とし

て内閣府令で定めるものをいう︒以下この条において同じ︒︶又は

則︶の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が

て内閣府令で定めるものをいう︒以下この条において同じ︒︶又は

顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契

則︶の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が

顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契

約の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

行う特定保険契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定

約の締結について︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

行う特定保険契約︵金利︑通貨の価格︑同法第二条第十四項に規定

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止

する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止
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並びに第四十条の二から第四十条の七まで︵最良執行方針等︑分別

︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶

︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為

面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等

︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書

第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

並びに第四十条の二から第四十条の六まで︵最良執行方針等︑分別

︶︑第三十九条第三項ただし書及び第五項︵損失補てん等の禁止︶

︶︑第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為

面の交付︑書面による解除︑指定紛争解決機関との契約締結義務等

︑第三十七条の五から第三十七条の七まで︵保証金の受領に係る書

第一項第二号及び第六号並びに第三項︵契約締結前の書面の交付︶

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

おいて︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定保

管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価

その代理若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合にお

険契約等﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定保険契約の締

管理が確保されていない場合の売買等の禁止︑特定投資家向け有価

いて︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特定保険

結又はその代理若しくは媒介の業務﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客

証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑

契約等﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結

を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項

証券の売買等の制限︑特定投資家向け有価証券に関する告知義務︑

又はその代理若しくは媒介の業務﹂と︑同法第三十四条中﹁顧客を

各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契

のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶の規定は保険会社等︑外国保

相手方とし︑又は顧客のために金融商品取引行為︵第二条第八項各

約︵保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう︒以下同

のみ行為の禁止︑店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織

号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約

じ︒︶又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介﹂と︑同法第三

険会社等︑保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又

︵保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう︒以下同じ

十七条第二項中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険契約の

の使用義務等︶を除く︒︶︵通則︶の規定は保険会社等︑外国保険

︒︶又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介﹂と︑同法第三十

締結﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂

はその代理若しくは媒介について︑それぞれ準用する︒この場合に

七条第二項中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険契約の締

とあるのは﹁締結しようとするとき︑又は特定保険契約の締結の代

会社等︑保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又は

結﹂と︑同法第三十七条の三第一項中﹁締結しようとするとき﹂と
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又は保険仲立人︵同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう︒︶

険会社等︵同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう︒︶

険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう︒︶︑外国保

引業者等﹂とあるのは﹁特定保険契約等を締結する保険会社等︵保

契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同項第一号中﹁金融商品取

に掲げる事項その他保険業法第三百条第一項第一号に規定する保険

若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁次

あるのは﹁締結しようとするとき︑又は特定保険契約の締結の代理

︶﹂と︑同項第五号中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険

︶又は保険仲立人︵同条第二十五項に規定する保険仲立人をいう︒

保険会社等︵同法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう︒

保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう︒︶︑外国

取引業者等﹂とあるのは﹁特定保険契約等を締結する保険会社等︵

険契約の契約条項のうち重要な事項﹂と︑同項第一号中﹁金融商品

次に掲げる事項その他保険業法第三百条第一項第一号に規定する保

理若しくは媒介を行うとき﹂と︑﹁次に掲げる事項﹂とあるのは﹁

定める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において

契約の締結﹂と︑同法第三十八条第一項中﹁使用人﹂とあるのは﹁

価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定

﹁有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約の

﹂と︑同項第五号中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定保険契

める取引を除く︒︶又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁

締結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において

使用人︵保険募集人︵保険業法第二条第二十三項に規定する保険募

有価証券売買取引等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約の締

﹁有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約﹂と︑﹁顧

約の締結﹂と︑同法第三十八条第一項中﹁使用人﹂とあるのは﹁使

結﹂と︑﹁有価証券又はデリバティブ取引︵以下この条において﹁

客︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関す

集人をいう︒︶を除く︒第三十九条第三項において同じ︒︶﹂と︑

有価証券等﹂という︒︶﹂とあるのは﹁特定保険契約﹂と︑﹁顧客

る法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶

用人︵保険募集人︵保険業法第二条第二十三項に規定する保険募集

︵信託会社等︵信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する

が︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の

同法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買

法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう︒以下同じ︒︶が

売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする

人をいう︒︶を除く︒第三十九条第三項において同じ︒︶﹂と︑同

︑信託契約に基づいて信託をする者の計算において︑有価証券の売

者を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑

戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で

買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては︑当該信託をする者

﹁損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定保険契約が締結されることに

法第三十九条第一項第一号中﹁有価証券の売買その他の取引︵買戻

を含む︒以下この条において同じ︒︶﹂とあるのは﹁顧客﹂と︑﹁
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証券等﹂とあるのは﹁特定保険契約﹂と︑同項第二号中﹁追加する

価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑﹁有価

当該特定保険契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁有

いて同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため︑

金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう︒以下この条にお

額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金︑返戻

とにより当該顧客の取得する保険金︑返戻金その他の給付金の合計

り顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されるこ

損失﹂とあるのは﹁損失︵当該特定保険契約が締結されることによ

で﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するた

るため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定保険契約によらない

価証券等﹂とあるのは﹁特定保険契約﹂と︑同項第二号中﹁追加す

有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑﹁有

︑当該特定保険契約によらないで﹂と︑同項第二号及び第三号中﹁

おいて同じ︒︶﹂と︑﹁補足するため﹂とあるのは﹁補足するため

戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう︒以下この条に

計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金︑返

ことにより当該顧客の取得する保険金︑返戻金その他の給付金の合

より顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結される

となるもの﹂と︑同法第四十条第一号中﹁金融商品取引行為﹂とあ

ため﹂とあるのは﹁追加するため︑当該特定保険契約によらないで

原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因と

るのは﹁特定保険契約等の締結﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第

め︑当該特定保険契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券

なるもの﹂と︑同法第四十条第一号中﹁金融商品取引行為﹂とある

三十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第

﹂と︑同項第三号中﹁追加するため︑﹂とあるのは﹁追加するため

のは﹁特定保険契約等の締結﹂と︑同法第四十五条第二号中﹁第三

四十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる

売買取引等﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑同条第三項中

十七条の二から第三十七条の六まで︑第四十条の二第四項及び第四

事項に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く

︑当該特定保険契約によらないで﹂と︑同条第二項中﹁有価証券売

十三条の四﹂とあるのは﹁第三十七条の三︵第一項各号に掲げる事

︒︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技

﹁原因となるものとして内閣府令で定めるもの﹂とあるのは﹁原因

項に係る部分に限り︑同項第二号及び第六号並びに第三項を除く︒

術的読替えは︑政令で定める︒

買取引等﹂とあるのは﹁特定保険契約の締結﹂と︑同条第三項中﹁

︶及び第三十七条の四﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術
的読替えは︑政令で定める︒
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案

信託業法︵平成十六年法律第百五十四号︶︵附則第九条関係︶

正

現

行

第二十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

○

改

第二十四条の二 金融商品取引法第三章第一節第五款︵第三十四条の

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

︵金融商品取引法の準用︶

二第六項から第八項まで︵特定投資家が特定投資家以外の顧客とみ

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︵金融商品取引法の準用︶

なされる場合︶並びに第三十四条の三第五項及び第六項︵特定投資

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

︑社債の管理の禁止等︶︑第三十七条第一項第二号︵広告等の規制

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合︶を除く︒

︶︑第三十七条の二︵取引態様の事前明示義務︶︑第三十七条の三

第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︵契約締結前

︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

第一項第二号から第四号まで及び第六号並びに第三項︵契約締結前

の書面の交付︶︑第三十七条の四︵契約締結時等の書面の交付︶︑

︶︵特定投資家︶︑同章第二節第一款︵第三十五条から第三十六条

の書面の交付︶︑第三十七条の四︵契約締結時等の書面の交付︶︑

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

第三十七条の五︵保証金の受領に係る書面の交付︶︑第三十七条の

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一 号及

の四まで︵第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の

七︵指定紛争解決機関との契約締結義務等︶︑第三十八条第一号及

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第一項︑

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

び第二号並びに第三十八条の二︵禁止行為︶︑第三十九条第一項︑

第二項第二号︑第三項及び第五項︵損失補てん等の禁止︶︑第四十

範囲︑第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の

第二項第二号︑第三項及び第五項︵損失補てん等の禁止︶︑第四十

条第一号︵適合性の原則等︶並びに第四十条の二から第四十条の六

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止

条第一号︵適合性の原則等︶並びに第四十条の二から第四十条の七

まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等

兼業の範囲︑顧客に対する誠実義務︑標識の掲示︑名義貸しの禁止

まで︵最良執行方針等︑分別管理が確保されていない場合の売買等
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がある信託契約として内閣府令で定めるものをいう︒以下﹁特定信

他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれ

二条第十四項に規定する金融商品市場をいう︒︶における相場その

託会社が行う信託契約︵金利︑通貨の価格︑金融商品市場︵同法第

び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑信

引に関する電子情報処理組織の使用義務等︶を除く︒︶︵通則︶及

有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︑店頭デリバティブ取

の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け

信託契約﹂という︒︶による信託の引受けについて準用する︒この

れがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう︒以下﹁特定

の他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそ

第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう︒︶における相場そ

信託会社が行う信託契約︵金利︑通貨の価格︑金融商品市場︵同法

及び第四十五条︵第三号及び第四号を除く︒︶︵雑則︶の規定は︑

有価証券に関する告知義務︑のみ行為の禁止︶を除く︒︶︵通則︶

の禁止︑特定投資家向け有価証券の売買等の制限︑特定投資家向け

取引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を

場合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁

法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品取

行うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信託業法第二十四条の二

託契約﹂という︒︶による信託の引受けについて準用する︒この場

引行為︵第二条第八項各号に掲げる行為をいう︒以下同じ︒︶を行

に規定する特定信託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項第一号中

特定信託契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約

うことを内容とする契約﹂とあるのは﹁信託業法第二十四条の二に

﹁商号︑名称又は氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と︑同法第三

合において︑これらの規定中﹁金融商品取引契約﹂とあるのは﹁特

規定する特定信託契約﹂と︑同法第三十七条の三第一項第一号中﹁

十七条の六第一項中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるのは﹁信託業

の締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒

商号︑名称又は氏名及び住所﹂とあるのは﹁住所﹂と︑同法第三十

法第二十六条第一項﹂と︑同法第三十九条第二項第一号中﹁有価証

定信託契約﹂と︑﹁金融商品取引業﹂とあるのは﹁特定信託契約の

七条の六第一項中﹁第三十七条の四第一項﹂とあるのは﹁信託業法

券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑﹁前項第一

︶中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑

第二十六条第一項﹂と︑同法第三十九条第二項第一号中﹁有価証券

号﹂とあるのは﹁損失補てん等︵信託業法第二十四条第一項第四号

締結の業務﹂と︑これらの規定︵同法第三十四条の規定を除く︒︶

売買取引等﹂ とあるのは﹁ 特定信託契約の締結﹂と︑﹁ 前項第一号

の損失の補てん又は利益の補足をいう︒第三号において同じ︒︶﹂

同法第三十四条中﹁顧客を相手方とし︑又は顧客のために金融商品

﹂とあるのは﹁損失補てん等︵信託業法第二十四条第一項第四号の

と︑同項第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契

中﹁金融商品取引行為﹂とあるのは﹁特定信託契約の締結﹂と︑同

損失の補てん又は利益の補足をいう︒第三号において同じ︒︶﹂と
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故﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令で

︑同条第四項中﹁事故﹂とあるのは﹁信託会社の責めに帰すべき事

の締結﹂と︑﹁前項第三号の提供﹂とあるのは﹁損失補てん等﹂と

︑同項第三号中﹁有価証券売買取引等﹂とあるのは﹁特定信託契約

で定める︒

事故﹂と読み替えるものとするほか︑必要な技術的読替えは︑政令

と︑同条第四項中﹁事故﹂とあるのは﹁信託会社の責めに帰すべき

約の締結﹂と︑﹁前項第三号の提供﹂とあるのは﹁損失補てん等﹂

定める︒
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○

正

案

課税範囲︑課税標準及び税率の表︵第二条︑第五条︑第九

改

登録免許税法︵昭和四十二年法律第三十五号︶︵附則第十条関係︶

別表第一

現

行

別表第一 課税範囲︑課税標準及び税率の表︵第二条︑第五条︑第九

条︑第十条︑第十三条︑第十五条︱第十七条︑第十七条の三︱第十

税 率

条︑第十条︑第十三条︑第十五条︱第十七条︑第十七条の三︱第十

︵略︶

課 税 標 準

九条︑第二十三条︑第二十四条︑第三十四条︱第三十四条の三関係

一〜四十

可︑認定︑指定又は技能証明の事項

登記︑登録︑特許︑免許︑許可︑認

九条︑第二十三条︑第二十四条︑第三十四条︱第三十四条の三関係

税 率

︶

課 税 標 準

︶

登記︑登録︑特許︑免許︑許可︑認

︵略︶

四十一 金融商品取引業者の登録若しくは業務の認可︑外国証
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可︑認定︑指定又は技能証明の事項

一〜四十

金融商品取引業者の登録若しくは業務の認可︑外国証

券業者の引受業務若しくは取引所取引業務の許可︑金融商品

四十一

券業者の引受業務︑取引所取引業務若しくは電子店頭デリバ

仲介業者若しくは信用格付業者の登録︑金融商品取引清算機

︵略︶

ティブ取引等業務の許可︑金融商品仲介業者若しくは信用格

︵略︶

︵略︶

関若しくは外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業

〜

付業者の登録︑金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品

︵略︶

(五)

の免許又は連携金融商品債務引受業務の認可

︵略︶

(一)

取引清算機関の金融商品債務引受業の免許又は連携金融商品

︵略︶

(五)

債務引受業務の認可

〜

(一)

金融商品取引法第六十条の十

四第一項︵電子店頭デリバティ
ブ取引等 業務の許可︶の電子店

︵略︶

頭デリバティブ取引等業務の許

十一

︵略︶

許可件数

︵略︶

一件につき
十五万円

︵略︶

︵新設︶

〜

︵略︶

四十二〜百六十

(十)

可
〜
)
(

四十二〜百六十

︵略︶

︵略︶

︵新設︶

︵略︶

︵新設︶
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(六)

(六)

(七)

○

正

案

務

三十条の三十関係︶
提供を受ける国

現

︵略︶

行

務

号︶による同法第二十九条の登録︑同法第三

金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五

事

別表第一︵第三十条の九︑第三十条の二十三︑第三十条の二十八︑第

住民基本台帳法︵昭和四十二年法律第八十一号︶︵附則第十一条関係︶

改

事

別表第一︵第三十条の九︑第三十条の二十三︑第三十条の二十八︑第
三十条の三十関係︶
提供を受ける国

︵略︶

の機関又は法人
一〜二

の機関又は法人
︵略︶

︵略︶

一〜二

三

財務省

金融庁又は

金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五
号︶による同法第二十九条の登録︑同法第三

三 金融庁又は
財務省

項︑第六十条第一項若しくは第六十条の十四

五十七条の十四の届出︑同法第五十九条第一

第一項︑第五十七条の十三第一項若しくは第

︑同法第三十三条の六第一項︑第五十条の二

は第三項の届出︑同法第三十三条の二の登録

一項において準用する場合を含む︒︶若しく

十条の五第一項︑第六十三条第二項若しくは

項若しくは第六十条第一項の許可︑同法第六

五十七条の十四の届出︑同法第五十九条第一

第一項︑第五十七条の十三第一項若しくは第

︑同法第三十三条の六第一項︑第五十条の二

は第三項の届出︑同法第三十三条の二の登録

一項において準用する場合を含む︒︶若しく

十一条第一項若しくは第三十二条第一項︵同

第一項の許可︑同法第六十条の五第一項︵同

第三項若しくは第六十三条の二第二項若しく

十一条第一項若しくは第三十二条第一項︵同

法第六十条の十四第二項において準用する場

は第三項の届出︑同法第六十四条第一項の登

法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第

合を含む︒︶︑第六十三条第二項若しくは第

録︑同法第六十四条の四の届出︑同法第六十

法第三十二条の四及び第五十七条の二十六第

三項 若しくは第六十三条の二第二項若しくは
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同法第七十八条第一項の認定︑同法第七十九

の届出︑同法第六十七条の二第二項の認可︑

十一第一項若しくは第六十六条の四十第一項

十六条の二十七の登録︑同法第六十六条の三

は第六十六条の十九第一項の届出︑同法第六

条の登録︑同法第六十六条の五第一項若しく

︑同法第六十四条の四の届出︑同法第六十六

第三項 の 届出︑同法第六十四条第一項の登録

項の免許︑同法第百一条の十七第一項の認可

九条の三十第一項の認可︑同法第八十条第一

︑同法第七十八条第一項の認定︑同法第七十

項の 届出︑同法第六十七条の二第二項の認可

三十一第一項若しくは第六十六条の四十第一

六十六条の二十七の登録︑同法第六十六条の

くは第六十六条の十九第一項の届出︑同法第

六条の登録︑同法第六十六条の五第一項若し

︶の届出︑同法第百六条の十第一項若しくは

︑同法第百二条の十四の認可︑同法第百三条

項︵同法第百六条の十第四項及び第百六条の

第三項ただし書の認可︑同法第百六条の十四

条の三十第一項の認可︑同法第八十条第一項

十七第四項において準用する場合を含む︒︶

第三項若しくは第百六条の十五の届出︑同法

の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届

の届出︑同法第百六条の十第一項若しくは第

第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第

の免許︑同法第百一条の十七第一項の認可︑

三項ただし書の認可︑同法第百六条の十四第

一項の認可︑同法第百四十九条第二項の届出

出︑同法第百六条の三第一項の認可︑同条第

三項若しくは第百六条の十五の届出︑同法第

︑同法第百五十五条第一項の認可︑同法第百

同法第百二条の十四の認可︑同法第百三条の

百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一

五十五条の七の届出︑同法第百五十六条の二

三項︵同法第百六条の十第四項及び第百六条

項の認可︑同法第百四十九条第二項の届出︑

の免許︑同法第百五十 六条の 五の三第一項の

二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出

同法第百五十五条第一項の認可︑同法第百五

届出︑同法第百五十六条の五の五第一項の認

の十七第四項において準用する場合を含む︒

十五条の七の届出︑同法第百五十六条の二の

可︑同条第三項の届出︑同条第四項ただし書

︑同法第百六条の三第一項の認可︑同条第三

免許︑同法第百五十六条の五の三第一項の届
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四〜百二十
略︶

︵

五十六条の二十四第一項の免許︑同法第百五

六条の二十の二十一第二項の届出︑同法第百

条の二十の十六第一項の認可︑同法第百五十

十六条の二十の十一の届出︑同法第百五十六

第百五十六条の二十の二の免許︑同法第百五

認可︑同法第百五十六条の十三の届出︑同法

︑同条第三項の届出︑同条第四項ただし書の

出︑同法第百五十六条の五の五第一項の認可

十六条の七十七第一項の届出に関する事務で

十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五

五十六条の二十八第三項の届出︑同法第百五

百五十六条の二十四第一項の免許︑同法第百

十六条の二十の二十一第二項の届出︑同法第

六条の二十の十六第一項の認可︑同法第百五

五十六条の二十の十一の届出︑同法第百五十

法第百五十六条の二十の二の免許︑同法第百

の認可︑同法第百五十六条の十三の届出︑同

︵略︶

十六条の二十八第三項の届出︑同法第百五十

︵

あつて総務省令で定めるもの

四〜百二十

六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十
六条の七十七第一項の届出に関する事務であ
つて総務省令で定めるもの
︵略︶

略︶
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○

改

正

案

現

行

第二条 この法律において﹁商品投資﹂とは︑次に掲げるものをいう

︵定義︶

商品投資に係る事業の規制に関する法律︵平成三年法律第六十六号︶︵附則第十二条関係︶

︵定義︶
第二条 この法律において﹁商品投資﹂とは︑次に掲げるものをいう

一

︵略︶

︒
︵略︶

︒
一

特定商品その他の価格の変動が著しい物品︵鉱業権︑工業所有

権及び施設の利用に関する権利を含む︒次号及び次項において同

二

権及び施設の利用に関する権利を含む︒次号及び次項において同

じ︒︶として政令で定めるもの︵第二十一条第一号及び第二十八

特定商品その他の価格の変動が著しい物品︵鉱業権︑工業所有

じ︒︶として政令で定めるもの︵第二十一条第一号及び第二十八

条第二号において﹁特定物品﹂という︒︶について︑当事者の一

二

条第二号において﹁特定物品﹂という︒︶について︑当事者の一

させることができる権利︵同号において﹁オプション﹂という︒

方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立

させることができる権利︵同号において﹁オプション﹂という︒

︶を相手方が当事者の一方に付与し︑当事者の一方がこれに対し

方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立

︶を相手方が当事者の一方に付与し︑当事者の一方がこれに対し

て対価を支払うことを約する取引を行うこと︒

︵略︶
︵略︶

︵許可の基準︶

２〜６

三

て対価を支払うことを約する取引︵金融商品取引法︵昭和二十三

︵略︶

︵略︶

る︒︶を除く︒︶を行うこと︒

ブ取引︵同項第三号︵イに係る部分に限る︒︶に掲げるものに限

年法律第二十五号︶第二条第二十一項に規定する市場デリバティ

三
２〜６

︵許可の基準︶
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第六条

︵略︶

︵略︶

主務大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同項の

第六条
２

基準に適合していると認めたときは︑許可申請者が次の各号のいず

主務大臣は︑前項の規定により審査した結果︑その申請が同項の
基準に適合していると認めたときは︑許可申請者が次の各号のいず

れかに該当する場合を除き︑第三条の許可をしなければならない︒

２

れかに該当する場合を除き︑第三条の許可をしなければならない︒

受入れ︑預り金及び金利等の取締りに関する法律︵昭和二十九年

資法人に関する法律︵昭和二十六年法律第百九十八号︶︑出資の

この法律︑金融商品取引法︑商品先物取引法︑投資信託及び投

締りに関する法律︵昭和二十九年法律第百九十五号︶︑特定商品

六年法律第百九十八号︶︑出資の受入れ︑預り金及び金利等の取

商品先物取引法︑投資信託及び投資法人に関する法律︵昭和二十

三 この法律︑金融商品取引法︵昭和二十三年法律第二十五号︶︑

︵略︶

法律第百九十五号︶︑特定商品等の預託等取引契約に関する法律

等の預託等取引契約に関する法律︵昭和六十一年法律第六十二号

一・二

︵昭和六十一年法律第六十二号︶若しくは信託業法︵平成十六年

︶若しくは信託業法︵平成十六年法律第百五十四号︶又はこれら

︵略︶

法律第百五十四号︶又はこれらに相当する外国の法令の規定によ

に相当する外国の法令の規定により罰金の刑︵これに相当する外

一・二
三

り罰金の刑︵これに相当する外国の法令による刑を含む︒︶に処

国の法令による刑を含む︒︶に処せられ︑その刑の執行を終わり

四・五

︵略︶

しない会社

︑又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過

せられ︑その刑の執行を終わり︑又はその刑の執行を受けること

︵略︶

がなくなった日から三年を経過しない会社

四・五
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○

現

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律︵平成八年法律第九十五号︶︵附則第十三条関係︶

案

︵略︶

正

第二条

︵略︶

改

︵略︶

２〜７

︵定義︶

第二条
︵略︶

︵定義︶

２〜７

行

いう︒︶が︑対象有価証券関連取引︵同法第四十三条の二第一項第

客︵金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客を

二号に規定する対象有価証券関連取引をいう︒︶に基づき︑当該金

いう︒︶が︑対象有価証券関連取引︵同法第四十三条の二第一項第

客︵金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客を

この法律において﹁顧客債権﹂とは︑金融商品取引業者の一般顧

８

二号に規定する対象有価証券関連取引をいう︒︶又は対象商品デリ

融商品取引業者に対して有する債権︵政令で定めるものを除く︒︶
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８ この法律において﹁顧客債権﹂とは︑金融商品取引業者の一般顧

バティブ取引関連取引︵同法第四十三条の二の二に規定する対象商

︵略︶

をいう︒

９〜

品デリバティブ取引関連取引をいう︒︶に基づき︑当該金融商品取

︵略︶

12

引業者に対して有する債権︵政令で定めるものを除く︒︶をいう︒
９〜
12

○

正

案

則

現

行

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律︵平成十六年法律第八十八号︶︵附則第
十四条関係︶

改

附

︵投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に

則

︵投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に

関する特例︶

附

関する特例︶

二十五号︶第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう︒

︶は︑同法第七十九条の六十三第二項の規定にかかわらず︑同法第

二十五号︶第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう︒

投資者保護基金︵金融商品取引法︵昭和二十三年法律第

︶は︑同法第七十九条の六十三第二項の規定にかかわらず︑同法第

七十九条の四十九各号に掲げる業務の遂行に支障の生じない範囲内

第三十五条 投資者保護基金︵金融商品取引法︵昭和二十三年法律第 第三十五条

七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務の遂行に支障の生じない

六十三第一項に規定する投資者保護資金の一部を新振替法第二条第

で︑内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて ︑ 同法第七十九条の

九条の六十三第一項に規定する投資者保護資金の一部を新振替法第

十一項に規定する加入者保護信託の信託財産に充てるため拠出する

︵略︶

二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産に充てるため拠

２

ことができる︒

︵略︶

出することができる︒

範囲内で︑内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて︑同法第七十

２
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○

正

案

株式会社日本政策投資銀行法︵平成十九年法律第八十五号︶︵附則第十五条関係︶

改

現

行

第四条 会社についての金融商品取引法の規定の適用については︑次

︵金融商品取引法の規定の読替え適用等︶

第四条 会社についての金融商品取引法の規定の適用については︑次

の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それ

︵金融商品取引法の規定の読替え適用等︶

の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする︒

機関︑株式会

協同組織金融

︵略︶

十三条第一項︑第三十三条の五第二

八第三項︑第二十八条第四項︑第三

第二条第十一項︑第二十七条の二十

︵略︶

金融機関

協同組織

︵略︶

社日本政策投

機関︑株式会

協同組織金融

︵略︶

︵略︶

第二条第十一項︑第二十七条の二十 協同組織

︵略︶

金融機関

社日本政策投

資銀行

八第三項︑第二十八条第四項︑第三
十三条第一項︑第三十三条の五第二

項︑第三十三条の七︑第五十八条︑

︵略︶

資銀行

︵略︶

項︑第三十三条の七︑第五十八条︑

第六十六条及び第二百二条第二項各

︵略︶

︵略︶

第六十六条並びに第二百二条第二項

︵略︶

号

︵略︶

︵略︶

第一号及び第二号
︵略︶

２

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする︒

２
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○

正

案

株式会社日本政策投資銀行法︵平成十九年法律第八十五号︶︵附則第十六条関係︶

改

現

行

第四条 会社についての金融商品取引法の規定の適用については︑次

︵金融商品取引法の規定の読替え適用等︶

第四条 会社についての金融商品取引法の規定の適用については︑次

の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それ

︵金融商品取引法の規定の読替え適用等︶

の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする︒

機関︑株式会

協同組織金融

︵略︶

十三条第一項︑第三十三条の五第二

八第三項︑第二十八条第四項︑第三

第二条第十一項︑第二十七条の二十

︵略︶

金融機関

協同組織

︵略︶

社日本政策投

機関︑株式会

協同組織金融

︵略︶

︵略︶

第二条第十一項︑第二十七条の二十 協同組織

︵略︶

金融機関

社日本政策投

資銀行

八第三項︑第二十八条第四項︑第三
十三条第一項︑第三十三条の五第二

項︑第三十三条の七︑第五十八条︑

︵略︶

資銀行

第六十六条並びに第二百二条第二項

︵略︶

項︑第三十三条の七︑第五十八条︑
第六十条の十四第一項︑第六十六条

︵略︶

︵略︶

第一号及び第二号

第二号
︵略︶
︵略︶

︵略︶

並びに第二百二条第二項第一号及び

︵略︶

２

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする︒

２
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