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第二 条

（略）

第二条

（略）

む。以下「取得勧誘」という。）のうち、当該取得勧誘が第一項に

で定めるもの（次項において「取得勧誘類似行為」という。）を含

有価証券の取得の申込みの勧誘（これに類するものとして内閣府令

掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証

む。以下「取得勧誘」という。）のうち、当該取得勧誘が第一項に

で定めるもの（次項において「取得勧誘類似行為」という。）を含

有価証券の取得の申込みの勧誘（これに類するものとして内閣府令

（略）

掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証

券表示権利若しくは特定電子記録債権（次項及び第六項、次条第四

２

券表示権利若しくは特定電子記録債権（次項及び第六項、次条第四

項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価

（略 ）

項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価

証券」という。）に係るものである場合にあつては第一号及び第二

２

証券」という。）に係るものである場合にあつては第一号及び第二

号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみな

この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される

号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみな

される同項各号に掲げる権利（次項、次条第四項及び第五項並びに

３

される同項各号に掲げる権利（次項、次条第四項及び第五項並びに

第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。）に

この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される

第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。）に

係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの

３

係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの

（略）

をいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募

一

前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当し

をいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募

（略）

二

集に該当しないものをいう。

一

前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当し

集 に 該当 しな いも の をい う。

二

イ

特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げ

（略）

ない場合

（略）

ロ

な い場 合
イ

特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げ

⑴・⑵

（略）

る要件のすべてに該当するとき（イに掲げる場合を除く。）。

ロ

（略 ）

る要件の全てに該当するとき（イに掲げる場合を除く。）。
⑴ ・⑵
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４

ハ

（略 ）
（略）

三

ハ

（略）
（略）

類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下

価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘（取得勧誘

「売付け勧誘等」という。）のうち、当該売付け勧誘等が第一項有

類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下

価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘（取得勧誘

三

「売付け勧誘等」という。）のうち、当該売付け勧誘等が第一項有

価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる

この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有

価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる

場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合に

４

場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合に

あつては第三号に掲げる場合に該当するもの（取引所金融商品市場

この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有

あつては第三号に掲げる場合に該当するもの（取引所金融商品市場

（略）

における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定め

一

前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当し

における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定め

（略）

二

る有価証券の取引に係るものを除く。）をいう。

一

前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当し

（略）
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る有価証券の取引に係るものを除く。）をいう。

二

イ

ない場合

（略）

な い場 合
イ

特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げ

（略）

（略）

（略）

（略）

⑴・⑵

る要件のすべてに該当するとき（イに掲げる場合を除く。）。

ロ

（略 ）

る要件の全てに該当するとき（イに掲げる場合を除く。）。
⑴ ・⑵
（略）

５～

ハ

特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げ

三

ロ

ハ
（略）
（略 ）

（新設）

40

三
５～

この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつ

40

て、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により

41

自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は
市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所そ
の他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用
する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方
法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの（その内容等
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認められ

二

一

前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる行為に係る行為であ

前号に掲げる行為の委託

有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

るものとして政令で定めるものを除く。）をいう。

三

（新設）

（新設）

（新設）
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つて、前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
この法律において「高速取引行為者」とは、第六十六条の五十の

重要 情報 の 公表

第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは

法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第一

て「上場会社等」という。）若しくは投資法人（投資信託及び投資

るものその他の政令で定める有価証券の発行者（以下この条におい

品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当す

第十一号に掲げる有価証券（政令で定めるものを除く。）で金融商

第 二 十七 条の 三 十六

（重要情報の公表）

第 二章 の 六

規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

42

号において同じ。）である上場会社等の資産運用会社（同法第二条
第二十一項に規定する資産運用会社をいう。）（以下この項及び次
項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。）又はこれ
らの役員（会計参与が法人であるときは、その社員）、代理人若し
くは使用人その他の従業者（第一号及び次項において「役員等」と
いう。）が、その業務に関して、次に掲げる者（以下この条におい
て「取引関係者」という。）に、当該上場会社等の運営、業務又は
財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資
判断に重要な影響を及ぼすもの（以下この章において「重要情報」
という。）の伝達（重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場
投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者であ
る場合にあつては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産
運用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととさ
れている者が行う伝達。以下この条において同じ。）を行う場合に
は、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表し
なければならない。ただし、取引関係者が、法令又は契約により、
当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に
漏らし、かつ、当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第
九号又は第十一号に掲げる有価証券（政令で定めるものを除く。）
、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲
げる有価証券その他の政令で定める有価証券（以下この項及び第三
項において「上場有価証券等」という。）に係る売買その他の有償
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
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２

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
取引（上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オ
プションを行使することにより上場有価証券等を取得することその
他の内閣府令で定めるものを除く。）（第二号及び第三項において
「売買等」という。）をしてはならない義務を負うときは、この限

当該上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要

ない者として内閣府令で定める者を除く。）

講じている者において、金融商品取引業に係る業務に従事してい

の適切な管理のために必要な措置として内閣府令で定める措置を

法人その他の内閣府令で定める者又はこれらの役員等（重要情報

金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資

り で ない 。
一

二

情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当
該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い
者 とし て 内閣 府令 で 定め る者
前項本文の規定は、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運
用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重
要情報の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当す
ることを知らなかつた場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表
することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しな
い。この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝
達が行われたことを知つた後、速やかに、当該重要情報を公表しな
ければならない。
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３

４

第一項ただし書の場合において、当該上場会社等は、当該重要情
報の伝達を受けた取引関係者が、法令又は契約に違反して、当該重
要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関
係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等
を行つたことを知つたときは、速やかに、当該重要情報を公表しな
ければならない。ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を
公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、こ
の 限 りで ない 。
前三項の規定により重要情報を公表しようとする上場会社等は、
当該重要情報を、内閣府令で定めるところにより、インターネット
の利用その他の方法により公表しなければならない。

（公表者等に対する報告の徴取及び検査）
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必

内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

べき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の

公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となる

要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは

第 二 十七 条の 三 十七

２

令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の
団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

（公表の指示等）

（新設）
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内閣総理大臣は、第二十七条の三十六第一項か

内閣総理大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理

示をすることができる。

る者に対し、重要情報の公表その他の適切な措置をとるべき旨の指

ないと認めるときは、当該重要情報を公表すべきであると認められ

ら第三項までの規定により公表されるべき重要情報が公表されてい

第二十七条の三十八

２
由がないのにその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項

対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

（ 登 録の 申請 ）
第 二 十九 条の 二

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。
（略）

（新設）

（登録の申請）
第二十九条の二

（略）

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項

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。
一・二

法人であるときは、役員（外国法人にあつては、国内における

代表者を含む。以下この章（第二十九条の四第一項第五号ホ⑶及

三

代表者を含む。以下この章（第二十九条の四第一項第五号ホ⑶及

び第五節を除く。）から第三章の三までにおいて同じ。）の氏名

法人であるときは、役員（外国法人にあつては、国内における

一・二
三

び第五節を除く。）から第三章の四までにおいて同じ。）の氏名

又は名称
（略）
（新設）

四～六

又は名称
（略）

第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合におい

） にあ つ ては 、そ の旨

業として高速取引行為を行う場合（ロに規定する場合を除く。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用

高速 取引 行為 に 関す る次 に 掲げ る事 項

四～六
七
イ

ロ
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２

ハ

て、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあ
つては、その旨
イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合に

（略）

あつては、その旨
八～十
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

第二十九条の四第一項各号（第一号ニからヘまで、第四号ニ、

（略）

第二十九条の四第一項各号（第一号ニからヘまで、第四号ニ及

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

七～九
２

い。
一

び第五号ハを除く。）のいずれにも該当しないことを誓約する書

い。
一

第五号ハ及び第七号（第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に

（略）
（略）

（登録の拒否）

３・４

二・三

面

（略 ）

（略）

限る。）を除く。）のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二・三
３・４

（ 登 録の 拒否 ）

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

第二十九条の四

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

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれか

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

第 二 十九 条の 四

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

拒否しなければならない。
一

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

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

イ

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

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

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

次のいずれかに該当する者

拒 否 しな けれ ばな ら ない 。
一
イ

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
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ロ

例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは

政処分を含む。）を取り消され、若しくは適格機関投資家等特

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

外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の

くは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する

により第六十六条の五十の登録を取り消され、その取消し若し

登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定

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の

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れ、

この号及び次号において同じ。）の廃止を命ぜられ、第六十六

三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下

合を含む。）の規定により適格機関投資家等特例業務（第六十

十三条の五第三項（第六十三条の三第二項において準用する場

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

を経過しない者

業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年

を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の

（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。）

に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

五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

二十七の登録を取り消され、その取消し若しくは命令の日から

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条の

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れ、

この号及び次号において同じ。）の廃止を命ぜられ、第六十六

三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下

合を含む。）の規定により適格機関投資家等特例業務（第六十

十三条の五第三項（第六十三条の三第二項において準用する場

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

命令の日から五年を経過しない者

（略）

次のいずれかに該当する者
⑴

ロ

（略）

次 の いず れか に 該当 する 者
⑴

取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が

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

取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が

あつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定

⑵

あつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定

をする日までの間に取引所取引業務（同項に規定する取引所

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

をする日までの間に取引所取引業務（同項に規定する取引所

取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ⑵において同じ。）

⑵

取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ⑵並びに第三十八条
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二

の決定（当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関

通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについて

号及び次号並びに第三十八条第八号において同じ。）（当該

の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この

場合における当該届出に係る取引所取引許可業者（第六十条

に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした

第八号において同じ。）を廃止したことにより第六十条の七

定する機関の決定をいう。）をしていた者を除く。）で、当

とについての決定（当該取引所取引許可業者の業務執行を決

。）（当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止するこ

引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ

係る取引所取引許可業者（第六十条の四第一項に規定する取

る旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に

を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当す

（略）

（略）

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

ハ～ヘ

（新設）

⑶～⑺

該届出の日から五年を経過しないもの

二

の決定をいう。）をしていた者を除く。）で、当該届出の日
か ら 五年 を経 過 しな いも の
（略 ）

第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十

⑶ ～⑺
⑻

の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ
る通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないこ
との決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二
号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出
をした者（当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務
を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ
、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについて
の決定（当該者が法人であるときは、その業務執行を決定す
る機関の決定をいう。）をしていた者を除く。）で、当該届

（略 ）

出 の 日か ら五 年を 経 過し ない もの
ハ～ヘ

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
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三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十

の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十

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

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

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

六十三条第七項第一号ハにおいて同じ。）又は政令で定める使用

の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項並びに第

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

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

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）

人のうちに次のいずれかに該当する者のある者

イ～ハ

六条の六十三第二項において同じ。）又は政令で定める使用人の
うちに次のいずれかに該当する者のある者
（略 ）

二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格

条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第

資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三

であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投

第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者

いて準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四

ィブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項にお

一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバテ

者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第

九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業

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

機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金

二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格

条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第

資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第六十三

であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投

第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者

いて準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四

ィブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項にお

一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバテ

者であつた法人が第六十条の八第一項の規定により第六十条第

九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業

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

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

機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金

融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定

ニ

融商品仲介業者であつた法人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り消されたことがある場合若しく

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
ニ

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、信用
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ホ

る場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれ

業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがあ

ことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の

けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された

類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。）を受

外国において同種類の登録若しくは許可（当該登録又は許可に

ある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該

項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことが

しくは高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一

り第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合若

格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定によ

過しない者

法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経

合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの

を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場

がある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務

いた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたこと

る認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。）を受けて

において同種類の登録若しくは許可（当該登録又は許可に類す

場合又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

定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある

は信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規

らの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年
を 経過 し ない 者

より適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある

が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定に

第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人

格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、

務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適

より第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業

場合若しくは金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二

より適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある

が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定に

第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人

格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、

務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適

より第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業

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

場合、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

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

ホ

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ある場

ある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該

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

合若しくは高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三
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ヘ

）を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことが

許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。

項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可（当該

該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一

の行政処分を含む。ホにおいて同じ。）を受けていた個人が当

当該外国において同種類の登録（当該登録に類する許可その他

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により

第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたこ

ていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合にお

場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行つ

受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある

に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。）を

しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可（当該許可

種類の登録を取り消されたことがある場合、第六十条第一項若

政処分を含む。ホにおいて同じ。）を受けていた個人が当該同

外国において同種類の登録（当該登録に類する許可その他の行

（略）
（新設）

⑴～⑺

次のいずれかに該当する者

いて、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者

ヘ

ある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を
行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合
において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者
次 の いず れか に 該当 する 者
（略 ）

第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十

⑴ ～⑺
⑻

の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ
る通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないこ
との決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二
号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定によ
る届出をした法人（同項第三号から第五号までのいずれかに
該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、
当該届出に係る高速取引行為者であつた法人とし、当該通知
があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併（高
速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。
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）をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を
承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすること
についての決定（当該法人の業務執行を決定する機関の決定
をいう。）をしていた者を除く。）の役員であつた者で、当

ト

（略）

該届出の日から五年を経過しないもの
（略 ）

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

ト

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

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

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

項、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第

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

チ

二項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの

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処分

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

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解任

を受けた日から五年を経過しない者

イ～ハ

（略）

つては、次のいずれかに該当する者

第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあ

（略）

（略）

を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない
者
（略）

五

三・四

リ

チ

リ
（略）

第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあ

三・四
五

つては、次のいずれかに該当する者
（略 ）

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十

個人である主要株主（登録申請者が持株会社（私的独占の禁

ときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同

四号）第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下こ

ニ

じ。）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人（外国法

の号及び第三十二条の四において同じ。）の子会社であるとき

個人である主要株主（登録申請者が持株会社の子会社である

イ～ハ
ニ

人 を除 く 。）

は、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。
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２

⑴・⑵

（略）

）のうちに次のいずれかに該当する者のある法人（外国法人を
除く。）
（略）
（略）

⑴・⑵
ホ・ヘ
六

（略 ）

（略）

（新設）

ホ・ ヘ
六
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合

（略）

七
（第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとす
る場合を除く。）にあつては、第六十六条の五十三第六号ロ若し
く はハ 又 は第 七号 に 該当 する 者

（これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一

等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項

事実がある場合には、百分の十五）以上の数の議決権（社債、株式

重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める

同じ。）の百分の二十（会社の財務及び業務の方針の決定に対して

決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下

いての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議

できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ

をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることが

議決権（総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権

項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用

（これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一

等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項

事実がある場合には、百分の十五）以上の数の議決権（社債、株式

重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める

同じ。）の百分の二十（会社の財務及び業務の方針の決定に対して

決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下

いての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議

できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ

をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることが

議決権（総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権

前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の

項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用

する場合を含む。）の規定により発行者に対抗することができない

２

する場合を含む。）の規定により発行者に対抗することができない

株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案

前項第五号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の

株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案
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３

４

及び第四項において「対象議決権」という。）を保有している者を

して内閣府令で定めるものを除く。第五項並びに第三十二条第一項

いう。

及び第四項において「対象議決権」という。）を保有している者を

して内閣府令で定めるものを除く。第四項並びに第三十二条第一項

（新設）

いう 。
第一項第五号ニの「持株会社」とは、子会社（国内の会社に限る
。）の株式又は持分の取得価額（最終の貸借対照表において別に付
した価額があるときは、その価額）の合計額の総資産の額（内閣府
令で定める方法による資産の合計金額をいう。）から内閣府令で定
める資産の額（内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
）を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。

の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及び

第一項第五号ニの「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権

の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、

その一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の

３

会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは

子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当

第一項第五号ニ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等

二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会

（略）

（第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例）

４・５

該会社の子会社とみなす。

（略 ）

社は、当該会社の子会社とみなす。
５・６

（第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例）

金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうと

する場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九

金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうと

第二十九条の登録を受けようとする者が第一種

する場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九

条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同

第二十九条の四の二

条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同

条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨（第一種金融商品

第二十九条の登録を受けようとする者が第一種

条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨（第一種金融商品

取引業のうち第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子

第 二 十九 条の 四 の二

取引業のうち第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子
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同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ

募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。）」と、

同条第二項第一号中「及び第五号ハ」とあるのは「、第五号ハ及び

募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。）」と、

（略）

（変更登録等）

２～

第六号イ」とする。

（略 ）

」とする。
２～

（変更登録等）

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号（第五

号及び第六号を除く。）に掲げる事項について変更があつたときは

第三十一条

号、第六号及び第七号ロを除く。）に掲げる事項について変更があ

、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号（第五

つたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届

（略）

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号又は第六号に

２・３

ばならない。

（略 ）

４

掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定める

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項第五号、第六号又は

第七号ロに掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府

ところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならな

（略）

令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなけ

５・６

い。

（略 ）

（金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止）

融商品取引業者等をいう。）、金融商品仲介業者その他の法令の規

金融商品取引業者等（第三十四条に規定する金

融商品取引業者等をいう。）、金融商品仲介業者その他の法令の規

定により金融商品取引業（第三十三条の五第一項第三号に規定する

第三十一条の三の二

定により金融商品取引業（第三十三条の三第一項第六号イに規定す

登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。）を行うこと

金融商品取引業者等（第三十四条に規定する金

る登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。）を行うこ

ができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。

第 三 十一 条の 三 の二

（金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止）

５・６

れ ば なら ない 。

４

２・３

け出なければならない。

第 三 十一 条

10

とができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
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10

（略）

一・二

（略）

一・ 二

（略）
（略）

第二十九条の四第四項の規定は、前項の規定を適用する場合につ

２～４

第三十二条

（対象議決権保有届出書の提出等）

（略）

（対象議決権保有届出書の提出等）
第三十二条
（略 ）
５

いて準用する。

第二十九条の四第五項の規定は、前項の規定を適用する場合につ

２～ ４
５
い て 準用 する 。

（主要株主に関する規定の準用）

第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一

（主要株主に関する規定の準用）

第三十二条の四

項並びに前条第一項の規定は、金融商品取引業者を子会社（第二十

第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一

項並びに前条第一項の規定は、金融商品取引業者を子会社（第二十

九条の四第三項に規定する子会社をいう。）とする持株会社の株主

第 三 十二 条の 四

九条の四第四項に規定する子会社をいう。）とする持株会社（第二

又は出資者について準用する。

（略）
（新設）

一～五

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項

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。

第三十三条の三

（金融機関の登録申請）

十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。）の株主
又は出資者について準用する。

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項

（金融機関の登録申請）
第 三 十三 条の 三

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。
（略 ）

イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつて

。）として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

登録金融機関業務（前条の登録に係る業務をいう。以下同じ

高速取引行為に関する次に掲げる事項

一～五
六
イ

ロ
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（略 ）

（略）

は、その旨
七～ 九
２・ ３

（金融機関の登録の拒否等）

六～八
２・３

（略）
（略）

（金融機関の登録の拒否等）

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

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

第三十三条の五

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

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれか

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

拒否しなければならない。

第 三 十三 条の 五

拒 否 しな けれ ばな ら ない 。

六条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三

録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十

り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登

五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

り第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

録を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定によ

り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登

第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取

第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、その

より当該外国において受けている同種類の登録（当該登録に類す

一

取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国

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

第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取

の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録（

日から五年を経過しない者

二

（略）

一

当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。）を取り消され

（略）

登録金融機関業務（第三十三条の二の登録に係る業務をいう。

、 その 取 消し の日 か ら五 年を 経 過し ない 者
二

三

四・五

（略）

以下同じ。）を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しな

（略）

三
い者
四・五
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２

（略 ）

（禁止行為）

２

（略）

（禁止行為）

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次

に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに

第三十八条

に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに

掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次

掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、

又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内

第三十八条

又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内

（略）

閣府令で定めるものを除く。

（新設）

一～七

閣府令で定めるものを除く。
（略）

高速取引行為者（金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者

一～七
八

（金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務
として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。）を
含む。）以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は
市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるも
の とし て 内閣 府令 で 定め る行 為
（略）

八

（略）

九

金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならな

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

第三十九条

（損失補てん等の禁止）

金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならな

（損失補塡等の禁止）
第 三 十九 条

い。
一

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

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。）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」

い。
一

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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２

二

三

者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三

当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又

自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため

又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には

含む。以下この条において同じ。）に損失が生ずることとなり、

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

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

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

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

の条において「有価証券等」という。）について顧客（信託会社

という。）につき、当該有価証券又はデリバティブ取引（以下こ

三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為

又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第

め当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客

自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するた

又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には

含む。以下この条において同じ。）に損失が生ずることとなり、

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

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

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

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

の条において「有価証券等」という。）について顧客（信託会社

という。）につき、当該有価証券又はデリバティブ取引（以下こ

れらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三

について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこ

三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した

これらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第

について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は

有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等

者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者

者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ

二

に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、

、若しくは約束させる行為

有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等

若 しく は 約束 させ る 行為

有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧

客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生

三

客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じ

じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財

有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧

た顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産

（略）

産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
２

上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
（略 ）
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３

４

５

に行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第二号の申

び次節において同じ。）による損失の全部又は一部を補塡するため

原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及

であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの

商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為

二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補て

めに行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第

び次節において同じ。）による損失の全部又は一部を補てんするた

原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及

であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの

商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為

第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故（金融

込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損

んに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商

３

失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者

品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合そ

第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故（金融

等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府

の他内閣府令で定める場合に限る。
（新設）

令で定める場合に限る。
第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定は、同号の財産上の
利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売
買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてそ
の受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める
投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定
する投資信託をいう。第六項及び第四十二条の二第六号において同
じ。）の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品
取引業者等（第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行う者に
限る。第六項において同じ。）により提供されたものである場合に
は、適用しない。

第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失

の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の

４

の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第三号の財

財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提

第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失

産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供さ
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６

７

れたものである場合には、適用しない。
第二項（第三号に係る部分に限る。）の規定は、同号の財産上の
利益が、第四項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補
塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合に
は、適用しない。
（略 ）

（禁止行為）

供されたものである場合については、適用しない。

（略）

（新設）

５

（禁止行為）

金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関し

て、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号

第四十二条の二

て、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号

に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公

金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関し

に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公

正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないも

第 四 十二 条の 二

正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないも

（略）

のとして内閣府令で定めるものを除く。
一～五

のとして内閣府令で定めるものを除く。
（略）

で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に

と（事故による損失又は当該権利者と金融商品取引業者等との間

三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させるこ

引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第

全部若しくは一部を補塡し、又は運用財産の運用として行つた取

供することを目的としてその受益権が取得又は保有されるものと

で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に

と（事故による損失又は当該権利者と金融商品取引業者等との間

三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させるこ

引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第

全部若しくは一部を補塡し、又は運用財産の運用として行つた取

運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の

供することを目的としてその受益権が取得され、若しくは保有さ

して内閣府令で定める投資信託（投資信託及び投資法人に関する

六

れるものとして内閣府令で定める投資信託の元本に生じた損失の

法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。）の元本に生じた

運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の

一～五
六

全 部又 は 一部 を補 塡す る 場合 を除 く。 ） 。
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損失の全部又は一部を補塡する場合を除く。）。
（略）

七

（略）

（略）

（略）

七

２・３

第五十条の二

（廃業等の届出等）

（略）

（廃業等の届出等）
第五十条の二
（略 ）

十九条の五、次条、第五十二条第一項（第一号又は第七号から第十

ら第四十七条の三まで、第四十九条第三項、第四十九条の四、第四

、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条か

三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで

十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第

に限る。）とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三

合においては、相続人を金融商品取引業者（投資助言業務を行う者

号までに係る部分に限る。）、第四項若しくは第五項又は第五十六

十九条の五、次条、第五十二条第一項（第一号又は第六号から第九

ら第四十七条の三まで、第四十九条第三項、第四十九条の四、第四

、第四十四条から第四十四条の三まで、第四十五条、第四十七条か

三十八条の二まで、第四十条、第四十一条から第四十一条の五まで

十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十七条の六から第

に限る。）とみなして、第三十六条から第三十六条の三まで、第三

合においては、相続人を金融商品取引業者（投資助言業務を行う者

前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場

号までに係る部分に限る。）、第四項若しくは第五項又は第五十六

条の二（第一項、第三項又は第四項に限る。）の規定（これらの規

４

条の二（第一項、第三項又は第四項に限る。）の規定（これらの規

定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、第五十二

前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場

２・３
４

定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、第五十二

条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商

（略）

条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商

５

品取引業の廃止を命じ」とする。

（略 ）

金融商品取引業者等は、金融商品取引業等（投資助言・代理業を

品取引業の廃止を命じ」とする。
５

６

除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。）の廃止をし、

金融商品取引業者等は、金融商品取引業等（投資助言・代理業を
除く。第八項及び第五十六条第一項において同じ。）の廃止をし、

合併（当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合

６

合併（当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合
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とともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に

十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告する

事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三

解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は

併に限る。）をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による

とともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所

十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告する

事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三

解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は

併に限る。）をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による

（略）

（金融商品取引業者に対する監督上の処分）

７～

に掲示しなければならない。

（略 ）

掲 示 しな けれ ばな ら ない 。
７～

（金融商品取引業者に対する監督上の処分）

かに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条

内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれ

かに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第二十九条

の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以

第五十二条

の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以

内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで

内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれ

内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで

（略）

（略）

五～十一

（新設）

一～四

きる。
（略）

第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引
業者が、第二十九条の四第一項第七号に該当することとなつたと
き。
（略）

、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内にお

内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員（外国法人にあつては

、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内にお

ける代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。）が

２

ける代表者に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。）が

、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する

内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員（外国法人にあつては

六 ～ 十二

五

一～四

きる。

第 五 十二 条

２

10

、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する
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10

きは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずるこ

くは第九号から第十一号までのいずれかに該当することとなつたと

いずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第七号若し

こととなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからリまでの

は、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずること

くは第八号から第十号までのいずれかに該当することとなつたとき

いずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第六号若し

こととなつたとき、第二十九条の登録当時既に同号イからリまでの

（略）

（報告の徴取及び検査）

３～５

ができる。

（略 ）

とができる。
３～５

（報告の徴取及び検査）

告若しくは資料（当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業

該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報

含む。）を受けた者を含む。以下この項において同じ。）に対し当

の委託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を

同じ。）とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務

二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この条において

「子特定法人」という。）、当該金融商品取引業者等を子会社（第

総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等（以下この項において

する者、当該金融商品取引業者等（登録金融機関を除く。）がその

つ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引を

融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若

。）を受けた者を含む。以下この項において同じ。）に対し当該金

託を受けた者（その者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む

条において同じ。）若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委

する法律第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この

同じ。）とする持株会社（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この条において

「子特定法人」という。）、当該金融商品取引業者等を子会社（第

総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等（以下この項において

する者、当該金融商品取引業者等（登録金融機関を除く。）がその

つ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引を

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要か

者等（登録金融機関を除く。）の財産に関し参考となるべき報告又

しくは資料（当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等

第五十六条の二

は資料に限る。）の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引

（登録金融機関を除く。）の財産に関し参考となるべき報告又は資

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要か

業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする

料に限る。）の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者

第 五 十六 条の 二

持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた
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託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に

を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委

関を除く。）の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等

（当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等（登録金融機

者の業務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

除く。）の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子

該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等（登録金融機関を

業務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

会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の

等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株

２～７

（略）

（略）

第五十七条の二

（略）

（特別金融商品取引業者に係る届出等）

２～４

必要な検査に限る。）をさせることができる。

受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し

会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を

（略 ）

関し必要な検査に限る。）をさせることができる。

２～４

（ 略）

（特別金融商品取引業者に係る届出等）
第 五 十七 条の 二
（略 ）

第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社（第

二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。次項において同じ。

８

二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。

（略）

（引受業務の一部の許可の拒否要件）

９

）とする会社をいう。

（略 ）

） と する 会社 をい う 。

第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社（第

２～７
８

９

（引受業務の一部の許可の拒否要件）

内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれか

に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚

第五十九条の四

に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚

偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、

内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれか

偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、

許可を拒否しなければならない。

第 五 十九 条の 四

許可を拒否しなければならない。

- 28 -

一

二

三

の所在する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六

規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、又はその本店

十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項の

消され、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

、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

、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され

政処分を含む。）がこの法律に相当する外国の法令の規定により

二十七の登録と同種類の登録（当該登録に類する許可その他の行

おい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

六条の二十七の登録を取り消され、又はその本店の所在する国に

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六十

、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

、次条第一項の規定により第五十九条第一項の許可を取り消され

第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され

十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録と同種類の登録

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

一

（当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。）がこの法律

とき。

第五十三条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され

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。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれ

法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは

に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当す

出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律又はこれら

法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは

この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引

らに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑（これに相当

る外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を終

二

する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その刑の執行を

わり、又はその刑の執行を受けることがないこととなつた日から

この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引

終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年

（略）
（略）

第五十九条の五

内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた

（引受業務の一部の許可の取消し）

２・３

三

五年を経過するまでの者であるとき。

（略 ）

（略）

を 経過 す るま での 者 であ ると き 。

２・３

内閣総理大臣は、第五十九条第一項の許可を受けた

（引受業務の一部の許可の取消し）
第 五 十九 条の 五
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外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可

を取り消すことができる。

外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可

（略）

を取り消すことができる。
一

分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けてい

（略）

分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けてい

る登録等（第二十九条の登録と同種類の登録（当該登録に類する

一

る登録等（第二十九条の登録と同種類の登録（当該登録に類する

許可その他行政処分を含む。）をいう。第六十条の三第一項第一

法令（外国の法令を含む。）、当該法令に基づく行政官庁の処

許可その他の行政処分を含む。）をいう。第六十条の三第一項第

号ロ及びトにおいて同じ。）に付された条件に違反した場合にお

二

一号ロにおいて同じ。）に付された条件に違反した場合において

いて、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められ

法令（外国の法令を含む。）、当該法令に基づく行政官庁の処

、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められると

（略）
（略）

（引受業務の規制）

２・３

三

るとき。

（略 ）

（略）

き。

二

三
２・３

（引受業務の規制）

第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の

四第一項、第三十八条（第一号から第三号まで及び第八号に係る部

第五十九条の六

四第一項、第三十八条（第一号から第三号まで及び第九号に係る部

分に限る。）及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許

第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十六条の

分に限る。）及び第四十四条の四の規定は、第五十九条第一項の許

可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。

第 五 十九 条の 六

可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。

（取引所取引業務の許可）

外国証券業者は、第二十九条及び第五十八条の二の規定に

（取引所取引業務の許可）

第六十条

かかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所におけ

外国証券業者は、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、金融商品取引所におけ

る有価証券の売買及び市場デリバティブ取引（有価証券等清算取次

第 六 十条

る有価証券の売買及び市場デリバティブ取引（有価証券等清算取次
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。）を業として行うこと（以下「取引所取引業務」という。）がで

理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という

て同じ。）の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代

ぎ（第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項におい

。）を業として行うこと（以下この款において「取引所取引業務」

理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という

て同じ。）の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代

ぎ（第二条第二十七項第一号に係るものに限る。以下この項におい

（略）

第六十条の二

前条第一項の許可を受けようとする者は、国内におけ

（取引所取引業務の許可の申請）

２～４

という。）ができる。
（略 ）

きる 。
２～４

（取引所取引業務の許可の申請）
前条第一項の許可を受けようとする者は、国内におけ

る代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理

第 六 十条 の二

る代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理

（略）
（新設）

一～三

大臣に提出しなければならない。

（略 ）

大臣に提出しなければならない。
一～三
高速取引行為に関する次に掲げる事項
取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあつては、

（略）

四
イ
そ の旨

イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつて

四

他に事業を行つているときはその事業の種類

ロ

（略 ）

五

は 、そ の 旨
五

他に事業を行つているときは、その事業の種類

（略）
（略）

（取引所取引業務の許可の拒否要件）

２・３

六～十

六
（ 略）

（略 ）

七 ～ 十一
２・３

（取引所取引業務の許可の拒否要件）
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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

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による許可の申請

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

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。
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

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

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

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
（略 ）

消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の

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

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

二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一

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

ト

項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、又は本

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

イ～ ヘ
ト

店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第二

（略）

（略）

（略）

ら五年を経過するまでの者であるとき。

２・３

二～四

チ～ル

十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条
の五十の登録と同種類の登録（当該登録に類する許可その他の
行政処分を含む。）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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（取引所取引業務の規制）

第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十八条（

（取引所取引業務の規制）
第六十条の十三

第八号に係る部分に限る。）及び第四十条（第二号に係る部分に限

第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う

高速取引行為に係る取引所取引業務について、第三十六条第一項、

る。）の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準

第六十条の十三

第三十六条の三、第三十八条（第八号及び第九号に係る部分に限る

（略）

用する。

第六十条の十四

。）及び第四十条（第二号に係る部分に限る。）の規定は取引所取

（ 略）

引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。

第 六 十条 の十 四

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

（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

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

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

第七号及び第十号を除く。）及び第六十条の三（第一項第一号ニ及

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

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

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

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「

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

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

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

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

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

２

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

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

第六十条第二項から第四項まで、第六十条の二（第一項第四号、

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

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

２

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

要な技術的読替えは、政令で定める。

（略）

ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十三条

（適格機関投資家等特例業務）
（略 ）

（適格機関投資家等特例業務）
第 六 十三 条
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（略）

２～

（略）

五款、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七

は、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第

条の三、第三十七条の四、第三十八条（第一号、第二号及び第八号

五款、第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七

は、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第

２～

条の三、第三十七条の四、第三十八条（第一号、第二号及び第九号

に係る部分に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十条の三、第

特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合において

に係る部分に限る。）、第三十九条（第四項及び第六項を除く。）

四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、

特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合において

、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四

第四十二条の七及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及

（略）

十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条並び

・

び第八章の二の規定を適用する。

（ 略）

にこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
・

（金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合）

一

二

（略）

第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務

及び第四十条の三の二を除く。）の規定

第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務

第二節第一

号に係る部分に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十条の三

条の三、第三十七条の四、第三十八条（第一号、第二号及び第八

款（第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七

第二節第一

金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合において

（略）

（金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合）

２

第六十三条の三

（略 ）

（ 略）

13

は、当該各号に定める規定は、適用しない。

３

第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務

は、当該各号に定める規定は、適用しない。
一

の 規定
第六 十三 条第 一項 第 二号 に掲 げる 行 為を 行う 業 務

第二節第一

。）、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。）

号に係る部分に限る。）、第三十九条（第四項及び第六項を除く

条の三、第三十七条の四、第三十八条（第一号、第二号及び第九

款（第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七

第二節第一

金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合において

第 六 十三 条の 三
２
３

10

11
12

二
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10
13

11
12

。）及び第四十条を除く。）及び第三款（第四十二条、第四十二

号に係る部分に限る。）、第三十九条（第四項及び第六項を除く

条の三、第三十七条の四、第三十八条（第一号、第二号及び第九

款（第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七

四十二条の七を除く。）の規定

び第三款（第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第

号に係る部分に限る。）、第三十九条及び第四十条を除く。）及

条の三、第三十七条の四、第三十八条（第一号、第二号及び第八

款（第三十六条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第三十七

（適用除外）
第六十五条の五

（略）

条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。）の規定

（適用除外）
（ 略）

第五十二条第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条

号及び第二号、第四十七条から第四十七条の三まで、第五十一条、

く。）、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一

三十八条（第七号を除く。）、第三十九条（第四項及び第六項を除

（第一項第二号を除く。）、第三十七条の四、第三十七条の六、第

七条（第一項第二号を除く。）、第三十七条の二、第三十七条の三

の売買等を業として行う場合に限る。）、第三十六条の三、第三十

二第一項（同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権

十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十六条の

場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三

を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う

の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適

第五十六条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項

第四十七条の三まで、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、

四、第四十条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十七条から

三十八条（第七号を除く。）、第三十九条、第四十条、第四十条の

（第一項第二号を除く。）、第三十七条の四、第三十七条の六、第

七条（第一項第二号を除く。）、第三十七条の二、第三十七条の三

の売買等を業として行う場合に限る。）、第三十六条の三、第三十

二第一項（同法第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権

十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、第三十六条の

場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第三

を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う

信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録

並びに第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る第

用する。この場合において、第五十二条第一項中「次の各号のいず

２

八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、第五十

れか」とあるのは「第六号又は第九号」と、「当該金融商品取引業

信託会社、外国信託会社又は信託業法第五十条の二第一項の登録

第 六 十五 条の 五
２

二条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第七号又は第十
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でのいずれか」とあるのは「又は前項第七号若しくは第十号」とす

とが判明したとき、又は前項第七号若しくは第九号から第十一号ま

九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたこ

とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「第二十

第三十条第一項の認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて」

号」と、「当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消し、

前項第六号若しくは第九号」とする。

六号若しくは第八号から第十号までのいずれか」とあるのは「又は

リまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第

定めて」と、同条第二項中「第二十九条の登録当時既に同号イから

し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期間を

者の第二十九条の登録を取り消し、第三十条第一項の認可を取り消

（略）

る。
３

取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十

（略 ）

取引業者とみなして、第三十四条から第三十四条の五まで、第三十

六条第一項、第三十七条（第一項第二号を除く。）、第三十七条の

３

六条第一項、第三十七条（第一項第二号を除く。）、第三十七条の

三（第一項第二号を除く。）、第三十七条の四、第三十七条の六、

機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品

三（第一項第二号を除く。）、第三十七条の四、第三十七条の六、

第三十八条（第七号を除く。）、第三十九条、第四十条、第四十条

４

第三十八条（第七号を除く。）、第三十九条（第四項及び第六項を

の四、第四十条の五並びに第四十五条第一号及び第二号の規定並び

機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品

除く。）、第四十条、第四十条の四、第四十条の五並びに第四十五

（略）

にこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。

八章の二の規定を適用する。
（略 ）

（損失補てん等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の

５

条第一号及び第二号の規定並びにこれらの規定に係る第八章及び第

４

５

（損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準

準用）

第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項及び

用）

第六十六条の十五

第五項並びに第四十条の規定は金融商品仲介業者について、第三十

第三十八条の二、第三十九条第一項、第三項、第

四項及び第七項並びに第四十条の規定は金融商品仲介業者について

九条第二項及び第四項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、

第 六 十六 条の 十五

、第三十九条第二項、第五項及び第六項の規定は金融商品仲介業者
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介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか

項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲

の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三

商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読

品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融

それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該金融商

二

一

法人であるときは、役員の氏名又は名称

法人 であ ると き は、 資本 金の 額 又は 出資 の総 額

商号、名称又は氏名

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

替えは、政令で定める。

金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者（金

総則

高速 取 引行 為者

、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三章の四
第一節

（ 登 録）
第 六 十六 条の 五 十

融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として
高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。）以外の者は、

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる

高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けな
ければならない。

（ 登 録の 申請 ）
第 六 十六 条の 五 十一

事項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

三

主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

い。

四
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２

３

高速取引行為に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所

他に事業を行つているときは、その事業の種類

五

六
その他内閣府令で定める事項

在地

七

第六十六条の五十三各号（第二号から第四号まで、第五号ニ及

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

面

その 他内 閣府 令 で定 める 書 類

これらに準ずるものを含む。）

法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書（

る もの を 記載 した 書 類

高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定め

び第六号ハを除く。）のいずれにも該当しないことを誓約する書

い。
一

二

三

四

前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的
記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録（内閣府令

内閣総理大臣は、第六十六条の五十の登録の申 （新設）

で定めるものに限る。）を添付することができる。

（ 登 録簿 への 登録 ）
第 六 十六 条の 五 十二

請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合
を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなけ
れ ば なら ない 。
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２

二

一
登録年月日及び登録番号

前条第一項各号に掲げる事項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいず

内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなけ
ればならない。

（ 登 録の 拒否 ）
第 六 十六 条の 五 十三

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

第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当す

録 を 拒否 しな けれ ば なら ない 。
一

他に行う事業が公益に反すると認められる者

る者
二

高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を

資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必

ずれかに該当する者のある者

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのい

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

整 備さ れ てい ると 認 めら れな い 者

高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が

有 しな い 者

三

四

五
イ

ロ

要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

（新設）
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六

七

ハ

ニ

イ

ロ

ハ

外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理
人を定めていない者
外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速
取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するい
ずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取
引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第二号イからチまで又はリ（同項第一
号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。）のいずれかに
該 当す る 者
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定め
て いな い 者
外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは
事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務
所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する
外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
純財産額（内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額か

ら負債の合計金額を控除して算出した額をいう。）が、公益又は

高速取引行為者は、第六十六条の五十一第一項

投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に
満 たな い 者

（ 変 更の 届出 ）
第 六 十六 条の 五十 四

（新設）
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２

３

各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間
以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出
があつた事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
高速取引行為者は、第六十六条の五十一第二項第二号に掲げる書
類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内
閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に

業務

届け出なければならない。

第二節

高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係

（業務管理体制の整備）
第 六 十六 条の 五 十五

る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業

（新設）

（新設）

高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人 （新設）

務管理体制を整備しなければならない。

（ 名 義貸 しの 禁止 ）
第 六 十六 条の 五 十六

に高速取引行為を行わせてはならない。

高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各 （新設）

（業務の運営に関する規制）
第 六 十六 条の 五十 七

号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなけれ
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前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又

十分でないと認められる状況にあること。

の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が

電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場

高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、

ばならない。
一

二
は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令

経理

で 定 める 状況 にあ る こと 。

第三節

高速取引行為者は、内閣府令で定めるところに （新設）

（業務に関する帳簿書類）
第 六 十六 条の 五 十八

より、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければ
な ら ない 。

高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令 （新設）

（事業報告書の提出）
第 六 十六 条の 五 十九

で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三

監督

月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第四節

（新設）

（新設）

- 42 -

（開始等の届出）
第六十六条の六十

高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当す （新設）

ることとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出

高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき

高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき（当該

高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当す （新設）

その 他内 閣府 令 で定 める 場 合に 該当 す ると き 。

た とき 。

破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つ

り受けたとき。

を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲

以下この号及び次条第一項において同じ。）の全部若しくは一部

、分割により他の法人の事業（高速取引行為に係るものに限る。

高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。）

。

なければならない。
一

二

三

四

（廃業等の届出等）
第 六 十六 条の 六 十一

ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日

高速 取引 行為 者 であ る個 人が 死 亡し たと き

以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一

高速 取引 行為 に 係る 業務 を廃 止 した とき

その相続人

二

高速取引行為者である法人が合併により消滅したとき

その法

その法人又は個人

三
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２

四

五

六

七

人を 代表 す る役 員で あつ た 者

その破産管財人

高速取引行為者である法人が破産手続開始の決定により解散し
たと き

そ の清 算人

高速取引行為者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外
の理 由に より 解 散し たと き

その 法人
その法人又は個人

高速取引行為者である法人が分割により事業の全部を承継させ
たとき
事業の全部を譲渡したとき

高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたと
き、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号
イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の
二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三
十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条
第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、
第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号
イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一
項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当

内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営 （新設）

該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。

（業務改善命令）
第 六 十六 条の 六十 二

又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当で
あると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為
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者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改
善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（監督上の処分）
内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号の （新設）

第六十六条の五十三各号（第五号イを除く。）のいずれかに該

不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。

当することとなつたとき。
二

業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき

高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為を

内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員（外国法人にあつては、

した場合において、その情状が特に重いとき。

。

は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又

五

四

三

一

全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の

いずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十

第六十六条の六十三

２

国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内におけ
る代表者に限る。以下この項において同じ。）が、第二十九条の四
第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき
、第六十六条の五十の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに
該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号
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３

４

に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当
該役員の解任を命ずることができる。
内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在
地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在（法人である場
合においては、その法人を代表する役員の所在）を確知できないと
きは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公
告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がない
ときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、
適用しない。

（新設）

内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由 （新設）

（ 業 務の 不開 始又 は 休止 に基 づ く登 録の 取 消し ）
第 六 十六 条の 六 十四

がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとな
つた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以
上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の

内閣総理大臣は、第六十六条の六十三第一項若

五十の登録を取り消すことができる。

（監督処分の公告）
第 六 十六 条の 六 十五

しくは第三項若しくは前条の規定により第六十六条の五十の登録を
取り消し、又は第六十六条の六十三第一項の規定により業務の全部
若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところによ
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内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の

り、その旨を公告しなければならない。

（登録の抹消）
第六十六条の六十六
規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は
第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六
十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消したときは、当
該登録を抹消しなければならない。

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必

（報告の徴取及び検査）
第 六 十六 条の 六 十七

要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引を
する者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者（そ
の者から委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者を
含む。以下この条において同じ。）に対し当該高速取引行為者の業
務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、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為
者から業務の委託を受けた者の業務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（当該高速取引行為者から業務の委託を
受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必

雑則

要な検査に限る。）をさせることができる。

第五節

（新設）

（新設）

（新設）
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高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有

（外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読
替え等）
第六十六条の六十八
する個人である場合における第六十六条の五十九の規定の適用につ
いては、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」
とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個
人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読
替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に

第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六

関し必要な事項は、政令で定める。

（ 準 用）
第 六 十六 条の 六 十九

条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六
十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十六条の五十から前条までの規定を実施する

（内閣府令への委任）
第 六 十六 条の 七 十

基金の会員である金融商品取引業者は、次の各

ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

（ 基 金へ の通 知）
第 七 十九 条の 五十 三

（新設）

（新設）

（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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号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する

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）

第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命

（略）

四

一～三

しなければならない。

（略）

基金に通知しなければならない。
一～三
第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命

２

内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者に対し次に

四

（略 ）

３

令（同項第七号に該当する場合に限る。）を受けたとき。

２
内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者に対し次に

令（同項第八号に該当する場合に限る。）を受けたとき。

３

掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融

（略）

掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融

一

第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命

商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。

（略）

二

商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
一

第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命

２

（略）

（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

第八十二条

（免許審査基準）

４・５

令（同項第七号に該当する場合に限る。）

二

（略 ）

令（同項第八号に該当する場合に限る。）
４・５

（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 八 十二 条
２

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

一

当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。

（略）

免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六

当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一

二

条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において

免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六
条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において

準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規

二

準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規
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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他の

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同種

五の九第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相

二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の

り登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の

条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定によ

項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六

定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三

免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。）を取り消

り当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録（当該

可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定によ

十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認

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

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、若しく

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は第

定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三

（略）

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。

三・四

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

（略）

過するまでの者であるとき。
三・四

（高速取引行為を行う者に関する調査等）

（業務の範囲）

金融商品取引所は、第八十四条に定めるもののほか （新設）

前項の措置に係る業務は、自主規制業務とみなして、この法律（

る も のと する 。

づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ず

投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の法令又は法令に基

ける有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに

、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場にお

第 八 十五 条の 五

２

第八十四条を除く。）の規定を適用する。

（ 業 務の 範囲 ）
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の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務

二条第六項に規定する算定割当量をいう。）に係る取引を行う市場

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第

。）の当事者を識別するための番号を指定する業務、算定割当量（

合には、金融商品の取引（取引所金融商品市場における取引を除く

し、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場

これに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただ

（株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。）その他金融商品の

の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務

二条第六項に規定する算定割当量をいう。）に係る取引を行う市場

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第

。）の当事者を識別するための番号を指定する業務、算定割当量（

合には、金融商品の取引（取引所金融商品市場における取引を除く

し、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場

これに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただ

金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及び

（株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。）その他金融商品の

取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設

金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及び 第八十七条の二

取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設

の業務及びこれらに附帯する業務を行うことができる。

第八十七条の二

の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取
引所（以下この項において「当該取引所」という。）の属する金融
商品取引所グループ（金融商品取引所及びその子会社（第八十七条
の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第六項から
第八項まで及び第八十七条の四の二第一項において同じ。）の集団
をいう。以下この項及び第八十七条の四の二において同じ。）又は
金融商品取引所持株会社グループ（金融商品取引所持株会社及びそ
の子会社の集団をいう。以下この項及び第百六条の二十三において
同じ。）に属する二以上の会社（金融商品会員制法人を含む。）（
金融商品取引所を含む場合に限る。）に共通する業務であつて、当
該業務を当該取引所において行うことが当該金融商品取引所グルー
プ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的
な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社

- 51 -

（略）

（当該取引所を除く。）に代わつて行うことができる。
２・ ３

２・３

（略 ）

（略）

（子会社の範囲）
第八十七条の三

（子会社の範囲）
第八十七条の三 （略）

２～５ （略）

金融商品取引所は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により （新設）

社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

た日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会

商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつ

外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融

において同じ。）を子会社とすることにより子会社対象会社以外の

会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第八項

象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株

子会社対象外国会社」という。）又は特例対象持株会社（子会社対

会社対象会社（外国会社に限る。以下この項及び第八項において「

の二第一項において同じ。）以外の外国会社を子会社としている子

項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び第八十七条の四

所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同

第一項の規定は、金融商品取引所が、現に子会社対象会社（取引 （新設）

２ ～ ５ （ 略）
６

７

延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対
象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総
理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長すること
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８

ができる。
内閣総理大臣は、金融商品取引所につき次の各号のいずれかに該 （新設）

当該金融商品取引所が子会社とした子会社対象外国会社又は特

てやむを得ない事情があると認められること。

でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについ

でにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社

する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限ま

国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在

外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外

当該金融商品取引所が、その子会社となつた子会社対象会社以

当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一

二

例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所がその
子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社
とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

（金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理）
金融商品取引所（子会社対象会社を子会社とし （新設）

金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる

前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

る金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。

会社の子会社でないものに限る。）は、当該金融商品取引所の属す

ているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株

第 八 十七 条の 四 の二

２
一

方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確
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二

三

四

保
金融商品取引所グループに属する会社（金融商品会員制法人を
含む。）相互の利益が相反する場合における必要な調整
金融商品取引所グループの業務の執行が法令に適合することを
確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所グループの業務の
公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するもの
と し て内 閣府 令で 定 める もの

（認可審査基準）
（ 略）

（認可審査基準）
（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

第百六条の十二
２

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

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 六条 の十 二
２

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）

当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
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）

項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六

定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三

準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規

条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において

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、若しく

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は第

定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三

準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規

条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において

認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六

条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定によ

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

三

り登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の

十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認

認可申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六

一・二
三

二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の
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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

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他の

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同種

五の九第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相

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。

免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。）を取り消

り当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録（当該

可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定によ

過するまでの者であるとき。
（略）

四・五

（略）

四・五

（業務の範囲）

金融商品取引所持株会社は、当該金融商品取引所持株会社の属す

所及び第百六条の十二第一項第一号イからニまでに掲げる会社の経

金融商品取引所持株会社は、子会社である株式会社金融商品取引

（新設）

る金融商品取引所持株会社グループの経営管理（当該金融商品取引

営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を行

第百六条の二十三

（業務の範囲等）
金融商品取引所持株会社（他の金融商品取引所又

所持株会社及びその子会社に係るものに限る。）及びこれに附帯す

うことができない。

金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会

社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び

２

子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼

（新設）

経営管理に努めなければならない。

健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、その子会社の適切な

金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これ

第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、その

る業務のほか、他の業務を行うことができない。

の経営管理を行わなければならない。

金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループ

は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。）は、当該

第 百 六条 の二 十 三

２

３

４
一

に準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な
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二

三

四

実施 の確 保
金融商品取引所持株会社グループに属する会社相互の利益が相
反する場合における必要な調整
金融商品取引所持株会社グループの業務の執行が法令に適合す
ることを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制
の整備
前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所持株会社グループ
の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資
するものとして内閣府令で定めるもの

（子会社の範囲）

（子会社の範囲）
第百六条の二十四
２

（略 ）

（略 ）

（新設）

第 百 六条 の二 十 四
２

第一項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会

（略）

３

社（取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社
並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同
じ。）以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社（外国会
社に限る。以下この項及び第五項において「子会社対象外国会社」
という。）又は特例対象持株会社（子会社対象外国会社を子会社と
している持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若し
くは持株会社に類似するものをいう。第五項において同じ。）を子
会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とす
る場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は

（略）
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４

５

、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年
を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社で
なくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
金融商品取引所持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規
定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた
子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについ
て内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長
す る こと がで きる 。
内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社につき次の各号のいず

当該金融商品取引所持株会社が子会社とした子会社対象外国会

とについてやむを得ない事情があると認められること。

が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないこ

の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社

所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項

社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務

象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会

当該金融商品取引所持株会社が、その子会社となつた子会社対

れかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一

二

社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引
所持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社
を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると
認 めら れ るこ と。

（新設）

（新設）
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（監督上の処分等に係る規定の準用）

（監督上の処分等に係る規定の準用）

び第五項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融

商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社

び第五項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融

第百六条の二十三第二項並びに第百六条の二十八第一項及

商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社

を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所につい

第百九条

を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所につい

て、第百六条の二十三第二項、第百六条の二十七並びに第百六条の

第百六条の二十三第三項並びに第百六条の二十八第一項及

て、第百六条の二十三第三項、第百六条の二十七並びに第百六条の

二十八第一項及び第五項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引

第百九条

二十八第一項及び第五項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引

所持株会社を子会社とする商品取引所について準用する。

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用）

所持株会社を子会社とする商品取引所について、それぞれ準用する
。

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用）

第百四十七条

併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合

併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして

、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条及び同

（略）

、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年

２

条に係る同法の規定を適用する。

（略 ）

（認可審査基準）
第百五十五条の三

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）

法律第五十四号）第十五条及び同条に係る同法の規定を適用する。

第 百 四十 七条

２

（認可審査基準）
（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 ２

第 百 五十 五条 の 三
２

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

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）

当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一・二
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三

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在

三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十

録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第

十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登

項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四

六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一

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

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

条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

第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

所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

十七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

六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

項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

六十条の十四第一項の許可を取り消され、第六十六条の二十第一

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

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

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

する国において受けている第二十九条、第六十六条、第六十六条

録若しくは免許（当該登録又は免許に類する許可その他の行政処

三

の二十七若しくは第六十六条の五十の登録若しくは第八十条第一

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

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、第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十四第一項の免

（略）

までの者であるとき。

四 ～六

許と同種類の登録若しくは免許（当該登録又は免許に類する許可
その他の行政処分を含む。）を取り消され、その取消しの日から

（略）

五年を経過するまでの者であるとき。
四～六
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（免許審査基準）
（略）

（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

第百五十六条の四
２

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

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

第百五十六条の四
２
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）

当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一・二

当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
（略）

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同種

五の九第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相

二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の

り登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の

条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定によ

項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六

定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三

準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規

条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において

免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。）を取り消

り当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録（当該

可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定によ

十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認

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

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、若しく

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は第

定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三

準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規

条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において

免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六

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他の

され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき

三

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

。

免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六

一・二
三

過 する ま での 会社 で ある とき 。

四・五

（略）

四・五

（免許審査基準）

（略）

（免許審査基準）
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（略 ）

（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

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

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
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）

当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一・二

当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
（略）

十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可

、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の

消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項

第二項において準用する場合を含む。）の規定により許可を取り

により登録を取り消され、第六十条の八第一項（第六十条の十四

十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の規定

第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六

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

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

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

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

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

を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により

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

三

当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録（当該免

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

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

一・二
三

許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。）を取り消さ

を経過するまでの者であるとき。

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）

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

（認可審査基準）

２

第百五十六条の二十の十八

（認可審査基準）
（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 の十 八
２
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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

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）

当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
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）

認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定に

条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により

一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五

取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第

十四第二項において準用する場合を含む。）の規定により許可を

規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項（第六十条の

第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項の

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、

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

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

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

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

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

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

より当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録（当

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

三

該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。）を取り

五年を経過するまでの者であるとき。

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

一・二
三

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）

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

２

第百五十六条の二十五

（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 五
２

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
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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。
（ 略）

（略）

当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一～三

一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十

条の二十七の登録を取り消され、若しくは第六十六条の六十三第

を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六

消され、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

くは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り

れ、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若し

十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消さ

れ、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五

若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消さ

第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項

免許若しくは登録（当該免許又は登録に類する許可その他の行政

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同種類の

第六十六条の二十七の登録を取り消され、又はこの法律に相当す

を取り消され、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により

消され、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

くは第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り

れ、又は第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条若し

十六条の三十二第一項の規定により前条第一項の免許を取り消さ

れ、若しくは次条において準用する第百四十八条若しくは第百五

若しくは第二項の規定により第百五十六条の二の免許を取り消さ

第八十条第一項の免許を取り消され、第百五十六条の十七第一項

免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により

の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定

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

四

により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録（

るまでの会社であるとき。

免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項の規定により

一～三
四

当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。）を取
り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社である
と き。

（略）

五・六

（略）

（略）

（略）

五・六

２・３

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・３
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４

５

を含む。同号において同じ。）の公開買付届出書若しくは第二十七

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

用する場合を含む。同号において同じ。）の規定により第二十七条

二十七条の十四第一項（第二十七条の二十二の二第二項において準

場合を含む。）の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第

条の十一第二項（第二十七条の二十二の二第二項において準用する

。次項第八号において同じ。）の規定による公告若しくは第二十七

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

く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第

実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置

いて準用する場合を含む。同号において同じ。）の公開買付届出書

により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

第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。）の規定

する場合を含む。同号において同じ。）（第二十七条の二十二の二

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

場合を含む。）の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第

条の十一第二項（第二十七条の二十二の二第二項において準用する

。次項第八号において同じ。）の規定による公告若しくは第二十七

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

く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第

実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置

第一項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事

条の十一第三項（第二十七条の二十二の二第二項において準用する

若しくは第二十七条の十一第三項（第二十七条の二十二の二第二項

４

場合を含む。）の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたこと

において準用する場合を含む。）の公開買付撤回届出書が公衆の縦

第一項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事

をいう。

覧に供されたことをいう。
（略）

（金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の

５

（金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の

義務）

（略 ）

義務）

金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、

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、第七

第百八十八条

金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品

十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金

金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、

取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会

、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定す

第 百 八十 八条

、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五
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り、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し

者保護基金については、内閣府令・財務省令）で定めるところによ

指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令（投資

一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融

若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第

取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関

金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品

条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

又は業務に関する報告を提出しなければならない。

、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、

ては、内閣府令・財務省令）で定めるところにより、帳簿、計算書

にこの法律で定める場合のほか、内閣府令（投資者保護基金につい

定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別

参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指

くはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算

しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若し

る自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若

（検査職員の証票携帯）

、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない
。

（検査職員の証票携帯）

十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一（第

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

一項、第五十六条の二第一項（第六十五条の三第三項において準用

の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第

二項において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第二十七条

含む。）、第二十七条の二十二第一項（第二十七条の二十二の二第

条の十四第二項において準用する場合を含む。）及び第六十条の十

の二十六第二項、第六十条の十一（第六十条の十二第三項（第六十

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

（第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。）から第四

の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第五十六条の二第一項

二項において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第二十七条

含む。）、第二十七条の二十二第一項（第二十七条の二十二の二第

第二十六条第一項（第二十七条において準用する場合を

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

四第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の六（第六

第百九十条

を含む。）及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む

十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十六条の

第二十六条第一項（第二十七条において準用する場合を

。）、第六十三条の六（第六十三条の三第二項において準用する場

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

第 百 九十 条

合を含む。）、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、
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２

項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示

百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一

十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第

十五、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

、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

五十三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

（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

準用する場合を含む。）、第百六条の十六、第百六条の二十第一項

七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項（同条第二項において

第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の

らない。

、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければな

百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は

条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第

三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六

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

（略）

（略）

（財務大臣への資料提出等）
第百九十四条の五

２

す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
（略 ）

（財務大臣への資料提出等）
（略 ）

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

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

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

取引等許可業者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、認可金融商

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

２

品取引業協会、認定金融商品取引業協会（第七十八条第二項に規定

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。

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

第 百 九十 四条 の 五
２

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二項第五
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金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社

る自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、

号において同じ。）、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定す

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、

第百九十四条の七

（略）

（金融庁長官への権限の委任）

その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めるこ
とができる。

（金融庁長官への権限の委任）
（略 ）

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

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

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

（略）

（略）

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

四～九

（新設）

一～三の二

ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

（略）

第六十六条の六十七の規定による権限（第二条第四十一項

（略）

。）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。）、第二項及び第三項（第二十七条

３

において準用する場合を含む。）、第二項及び第三項（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。）、第二十七条

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

四～九

定に関するものに限る。）

各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規

三の三

一～三の二

ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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

第 百 九十 四条 の 七
２

３

の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）、第二十七条
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百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並び

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、第

の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条

て準用する場合を含む。）、第百五十五条の九、第百五十六条の五

準用する場合を含む。）、第百五十一条（第百五十三条の四におい

て準用する場合を含む。）、第百六条の二十七（第百九条において

。）、第百六条の十六、第百六条の二十第一項（同条第二項におい

四、第百六条の六第一項（同条第二項において準用する場合を含む

、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の

十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七

六（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六

十条の十四第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の

（第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。）及び第六

五十七条の二十六第二項、第六十条の十一（第六十条の十二第三項

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

二第一項（第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。）

の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の

第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるもの

五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、

の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百

九、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

百五十三条の四において準用する場合を含む。）、第百五十五条の

七（第百九条において準用する場合を含む。）、第百五十一条（第

項（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

て準用する場合を含む。）、第百六条の十六、第百六条の二十第一

の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項（同条第二項におい

十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条

二項において準用する場合を含む。）、第六十六条の二十二、第六

いて準用する場合を含む。）、第六十三条の六（第六十三条の三第

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

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

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

の三十、第二十七条の三十五、第五十六条の二第一項（第六十五条

（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

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。

第百九十八条

４～８

を委員会に委任することができる。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

に第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任するこ

（略 ）

とができる。
４～８

第 百 九十 八条

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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一

一

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

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

不正の手段により第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第
六十六条の五十の登録、第三十一条第四項の変更登録又は第五十

（略）

（略）

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

四・四の二

（新設）

（新設）

二～三の二

九条第一項、第六十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
（ 略）

第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を

二～三の二
三の三

第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為

受けないで高速取引行為を行つた者
三の四
を行わせた者
（略）

み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項に

第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込

み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項に

ついて、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申

五

ついて、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申

述を行い、又は事実を隠ぺいした会員金融商品取引所の役員（仮

第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込

四・四の二
五

述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員（仮理

理事及び仮監事を含む。）若しくは検査役又は株式会社金融商品

（略）

事及び仮監事を含む。）若しくは検査役又は株式会社金融商品取

六～八

取引所の取締役若しくは監査役となるべき者

（略）

引所の取締役若しくは監査役となるべき者
六～八

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、

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

業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、金

第百九十八条の五

業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、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若しくは

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、

融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取

第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取

第 百 九十 八条 の 五

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取引業
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者、高速取引行為者若しくは特定金融指標算出者は、二年以下の懲

の従業者又は金融商品取引業者、特例業務届出者、金融商品仲介業

機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他

算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積

、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

協会、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

融指標算出者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処

商品取引業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは特定金

金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融

商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定

持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融

引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所

（略）

し、又はこれを併科する。
一

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。
（略）

、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

一

、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

四第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の五第二

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

四第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の五第二

項（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第

二

項（第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第

六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項の規定によ

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

六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項又は第六十六

る業務の停止の処分（第三十条第一項の認可に係る業務の停止の

二

条の六十三第一項の規定による業務の停止の処分（第三十条第一

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

（略）

第百九十八条の六

二の二～四

処分を除く。）に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の

（略）

項の認可に係る業務の停止の処分を除く。）に違反したとき。
二の二～四

第 百 九十 八条 の 六

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。

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

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

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

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

一

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

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。
一

場合を含む。）、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十
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六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若し

二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十

十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の

第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五

六条の五十一、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、

の記載又は記録をしてこれを提出した者

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

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

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

（略）

くは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
二

て準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第

（略）

て準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第

四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項（第六十三条の三

二

四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項（第六十三条の三

第二項において準用する場合を含む。）、第六十六条の十六、第

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

第二項において準用する場合を含む。）、第六十六条の十六、第

六十六条の三十七又は第百八十八条の規定による書類の作成若し

三

六十六条の三十七、第六十六条の五十八又は第百八十八条の規定

くは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者

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

による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成し
た者

項、第六十三条の四第二項（第六十三条の三第二項において準用

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

する場合を含む。）、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三

項、第六十三条の四第二項（第六十三条の三第二項において準用

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

する場合を含む。）、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三

十八、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条

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

十八、第六十六条の五十九、第百五十五条の五、第百五十六条の

の五十七第一項又は第百五十六条の七十九第一項の規定による報

四

三

四

三十五、第百五十六条の五十七第一項又は第百五十六条の七十九
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第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は

告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告

（略）

書、書類若しくは書面を提出した者
五～七

虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
（略）

、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

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

、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

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

八

含む。）、第六十六条の四十第一項若しくは第四項又は第六十六

る届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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

五～七
八

条の六十一第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし
た者

、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

（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

第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の六（第六

九

第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の六（第六

十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十六条

（略）

十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十六条

の二十二、第六十六条の四十五第一項、第百三条の四、第百六条

九

の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第

の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十

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

百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の

六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九

十

二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は

の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

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

第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせ

しくは資料の提出をした者

十

ず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

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

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

四第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の六（第

十一

四第二項において準用する場合を含む。）、第六十三条の六（第

六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、第六十六

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

六十三条の三第二項において準用する場合を含む。）、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、第七十九

十一

条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、
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条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の

十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六

五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の

合を含む。）、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百

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

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

六、第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

項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第百六条の十

第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一

五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み

三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十

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

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

条（第百五十三条の四において準用する場合を含む。）、第百五

二十七（第百九条において準用する場合を含む。）、第百五十一

一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第百六条の

て準用する場合を含む。）、第百六条の十六、第百六条の二十第

条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項（同条第二項におい

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

（略）

、妨げ、又は忌避した者

十五

（略）

第三十九条第五項（第六十六条の十五において準用する場合

一～十四

くは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百条

十一の二～十八

規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
（ 略）

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

十一の二～十八

第 二 百条

（略）

くは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 ～ 十四

第三十九条第七項（第六十六条の十五において準用する場合

を含む。）の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出

十五

を含む。）の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若

（略）

した者

一～四

（略）

しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百五条

十五の二～二十一

し た者
（略 ）

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若

十五の二～二十一

第 二 百五 条

（略）

しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一～四
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五

六

に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

）、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

三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項又は第百

に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

）、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

第二十六条第一項（第二十七条において準用する場合を含む。

三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十

九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、

五

七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報

又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者

第二十六条第一項（第二十七条において準用する場合を含む。

告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出
した者

）、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

第二十六条第一項（第二十七条において準用する場合を含む。

）、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。）若しくは第二項、第二十七条の

六

に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

三十第一項、第二十七条の三十五第一項又は第百七十七条第一項

第二十六条第一項（第二十七条において準用する場合を含む。

三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円

（略）

第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

（新設）
七～二十

第二百五条の二の三

（略）

六の二～六の四

一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨

（ 略）

げ、又は忌避した者

（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円

第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反した者

六の二～六の四
六の五
七 ～ 二十

第 二 百五 条の 二 の三

以下の罰金に処する。

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

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

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

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

一

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。
一

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
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第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は

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、

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

の六十、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項（第百

第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条

、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。）、第六十三条第八項（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

くは第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の

第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項若し

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、

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。）、第六十三条第八項（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

第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第

（略）

届出をした者

十二

二～十一

第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出
を した 者
（略）

第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第

二 ～ 十一
十二

百五十六条の六十一第三項若しくは第百五十六条の八十二第二項

有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引

（略）

百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規

第二百八条

十三・十四

の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者

有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引

（略）

定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十三・十四

第 二 百八 条
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い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

代表者又は管理人を含む。）、取引情報蓄積機関の役員（法人でな

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のの

くは役員、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

品取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

つた者、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

人、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

仮取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

しく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

理事を含む。）若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員

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の役員（仮

用格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

ない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

定めのあるものの代表者又は管理人を含む。）、外国法人（法人で

表者、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

務届出者若しくは外国法人である高速取引行為者の国内における代

者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業

業者、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

品仲介業者若しくは高速取引行為者、外国法人である金融商品取引

業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、金融商

業者若しくは高速取引行為者の代表者若しくは役員、金融商品取引

業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、金融商品仲介

む。）、特定金融指標算出者の役員（法人でない団体で代表者又は

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

表者又は管理人を含む。）、取引情報蓄積機関の役員（法人でない

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のの代

は役員、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

取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

た者、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

、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

取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

く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

仮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

事を含む。）若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員（

第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

格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

い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

め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

者、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

可業者若しくは外国法人である特例業務届出者の国内における代表

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等許

、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可

引業者の特定主要株主、特例業務届出者若しくは金融商品仲介業者

品仲介業者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取

業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者若しくは金融商
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は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。）又は特定

含む。）、特定金融指標算出者の役員（法人でない団体で代表者又

融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処す

管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。）又は特定金

（略）

る。

一～四

金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処
する 。
（略）

項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の

十六条の四十一、第六十六条の六十二、第七十九条の三十七第五

おいて準用する場合を含む。）、第六十六条の二十第一項、第六

いて同じ。）、第六十三条の五第一項（第六十三条の三第二項に

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

六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の

五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十

十六条の四十一、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十

おいて準用する場合を含む。）、第六十六条の二十第一項、第六

いて同じ。）、第六十三条の五第一項（第六十三条の三第二項に

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

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

二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十

九十第一項の規定による命令（第五十七条の六第一項、第六十条

五

一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令（第五十七条

の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

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

の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の

の停止の処分を除く。）に違反したとき。
（略）

第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提

十七～二十七

（略）

出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

十六

六～十五

命令においては、業務の停止の処分を除く。）に違反したとき。
（略）

第七十九条の七十第一項又は第二項に規定する書類を提出せ

六 ～ 十五
十六

（略）

ず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七～二十七
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○

案

現

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）（附則第五条関係）

正

（略）

改

第二条

（略）

（信託業法の準用等）

（略 ）

２・３

（信託業法の準用等）
第二条
（略 ）

行

る。この場合において、同法第五十二条の二第一項中「次の各号の

びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用す

条の二第一項、第百九十条並びに第百九十四条の五第二項の規定並

二、第五十一条の二、第五十二条の二第一項及び第二項、第五十六

条の五、第四十五条第一号及び第二号、第四十八条、第四十八条の

（第四項及び第六項を除く。）、第四十条、第四十条の四、第四十

四、第三十七条の六、第三十八条（第七号を除く。）、第三十九条

条の二、第三十七条の三（第一項第二号を除く。）、第三十七条の

第三十六条の三、第三十七条（第一項第二号を除く。）、第三十七

て、同法第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、

取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。）とみなし

務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関（金融商品

又は第五号」と、「当該登録金融機関の第三十三条の二の登録を取

五十二条の二第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号

八章及び第八章の二の規定を適用する。この場合において、同法第

に第百九十四条の五第二項の規定並びにこれらの規定に係る同法第

条の二第一項及び第二項、第五十六条の二第一項、第百九十条並び

第二号、第四十八条、第四十八条の二、第五十一条の二、第五十二

、第四十条、第四十条の四、第四十条の五、第四十五条第一号及び

四、第三十七条の六、第三十八条（第七号を除く。）、第三十九条

条の二、第三十七条の三（第一項第二号を除く。）、第三十七条の

第三十六条の三、第三十七条（第一項第二号を除く。）、第三十七

て、同法第三十四条から第三十四条の五まで、第三十六条第一項、

取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。）とみなし

務を営む場合においては、当該金融機関を登録金融機関（金融商品

信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業

いずれか」とあるのは「第三号又は第五号」と、「当該登録金融機

り消し、又は六月以内の期間を定めて」とあるのは「六月以内の期

４

関の第三十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定め

間を定めて」と、同条第二項中「前項第三号から第五号までのいず

信託業務を営む金融機関が前項の規定により信託受益権売買等業

２・３
４

て」とあるのは「六月以内の期間を定めて」と、同条第二項中「前
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項第三号から第五号までのいずれか」とあるのは「前項第三号又は
第五号」とする。

（金融商品取引法の準用）

れか」とあるのは「前項第三号又は第五号」とする。

（金融商品取引法の準用）

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

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

「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品

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

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

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

十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号

、第三項、第四項、第六項及び第七項、第四十条第一号並びに第四

号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第一項、第二項第二号

三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七

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

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

。）、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く

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

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

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

引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあ

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

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

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

第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号を

及び第五項、第四十条第一号並びに第四十条の二から第四十条の六

七号、第三十八条の二、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項

三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号及び第

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

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

。）、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く

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二第

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「

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

第二条の二

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

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二第

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

るのは「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、同

第二 条の 二

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託
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は、政令で定める。

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

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

項中「事故」とあるのは「金融機関（金融機関の信託業務の兼営等

と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補塡等」と、同条第五

三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」

補塡又は利益の補足をいう。第三号において同じ。）」と、同項第

第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の損失の

の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補塡等（同法第二条

る法律第六条に規定する信託契約を除く。第三号において同じ。）

」とあるのは「特定信託契約（金融機関の信託業務の兼営等に関す

第一項」と、同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等

等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条

「第三十七条の四第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営

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中

契約」と、同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏

定める。

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

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

」とあるのは「金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法

第三号の提供」とあるのは「損失補塡等」と、同条第四項中「事故

価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項

益の補足をいう。第三号において同じ。）」と、同項第三号中「有

て準用する信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補てん又は利

「前項第一号」とあるのは「損失補塡等（同法第二条第一項におい

に規定する信託契約を除く。第三号において同じ。）の締結」と、

「特定信託契約（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条

同法第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは

律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項」と、

の四第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法

とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七条

法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」
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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

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

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

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

、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

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

第三号及び第四号を除く。）の規定は、第十条第一項第三号の事業

四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び同法第四十五条（

、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第

、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二

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

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

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

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

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

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

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

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

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

）の規定は、第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う特定貯金

七までを除く。）及び同法第四十五条（第三号及び第四号を除く。

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

、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三十

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

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二

、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

」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（

第十一条の五

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

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二

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

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

第十一条の五

。）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定（同
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らないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「

足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によ

む。以下この条において同じ。）」とあるのは「利用者」と、「補

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

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

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

券等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客（信

、「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

売買取引等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と

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

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

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

考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

めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参

おいて「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省令で定

のは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項に

、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とある

のは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と

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

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

「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方と

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

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

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

じ。）」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「

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「特定貯金等契約」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「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバテ

ブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）」

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

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

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「有価

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を

。）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

者及び定期積金の積金者（以下この項において「貯金者等」という

項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金

一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一

）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

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。

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

。）中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」
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要な技術的読替えは、政令で定める。

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か、必

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

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

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

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

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「特定貯金等契約の締結」と、

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

るのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追

等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあ

定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引

等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特

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

で定める。

の六」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

び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

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

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」

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

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

と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金

等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」

」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金

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

、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するた

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

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

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七号、第三十八条の二、第三

第十一条の二十七

条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条

二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに

の七までを除く。）及び同法第四十五条（第三号及び第四号を除く

第 十 一条 の二 十 七

第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び同法第四十五条
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き情報の提供を行わなければ」と、同法第三十九条第一項第一号中

より、当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべ

いて同じ。）の保護に資するため、農林水産省令で定めるところに

一条の二十第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項にお

」とあるのは「交付するほか、共済契約者等（農業協同組合法第十

特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければ

る契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の二十七に規定する

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

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

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

の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、

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

は「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済

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

て農林水産省令で定めるものをいう。）の締結について準用する。

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

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共済金等

より利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約

変動により損失が生ずるおそれ（当該共済契約が締結されることに

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

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

ば」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

内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなけれ

るため、農林水産省令で定めるところにより、当該特定共済契約の

る共済契約者等をいう。以下この項において同じ。）の保護に資す

か、共済契約者等（農業協同組合法第十一条の二十第一項に規定す

三十七条の三第一項中「交付しなければ」とあるのは「交付するほ

協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約」と、同法第

う。以下同じ。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「農業

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

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

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

府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定（同法第三十

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

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

の規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「

のをいう。）の締結について準用する。この場合において、これら

るおそれをいう。）がある共済契約として農林水産省令で定めるも

該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとな

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

それ（当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うことと

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が生ずるお

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

。）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
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共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」

いで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定

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

締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加

同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の

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、

金額をいう。以下この条において同じ。）」と、「補足するため」

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

取得する共済金等（農業協同組合法第十一条の十八に規定する共済

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

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

同じ。）」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失（

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

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

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

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

あるのは「特定共済契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社又は

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

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

「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

価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」と

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

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「

とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追

買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」

、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売

おいて同じ。）」と、「補足するため」とあるのは「補足するため

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。）の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計

同組合法第十一条の十八に規定する共済金等をいう。以下この号に

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（農業協

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

用者」と、「損失」とあるのは「損失（当該特定共済契約が締結さ

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

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

において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定共済契約」

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。）」とあるのは「特定共

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
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るものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

び第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

条の三（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

、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

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

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「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるもの

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

と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済

技術的読替えは、政令で定める。

く。）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

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三項を除

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

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

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

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

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「

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

及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）の

号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項

項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八

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

、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

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

は「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結

。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

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

の二から第四十条の七までを除く。）の規定は、特定信用事業代理

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

項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三

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

、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

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

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条か

金融商品取引業」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定

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

第九十二条の五

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

業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結」と、

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条か

取引行為」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特

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

第 九 十二 条の 五

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
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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

引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」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

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

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

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

の解除に伴い組合（同法第四条に規定する組合をいう。）に損害賠

五に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。）

合には」とあるのは「特定貯金等契約（農業協同組合法第十一条の

同法第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

をいう。）の所属組合（同項に規定する所属組合をいう。）」と、

協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者

「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者（農業

となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中

るところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考

いて「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省令で定め

は「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項にお

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

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

合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条

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

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

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

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

「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の

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

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

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

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

四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

約をいう。第三十九条において同じ。）の解除に伴い組合（同法第

貯金等契約（農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契

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「特定

項に規定する所属組合をいう。）」と、同法第三十七条の六第三項

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

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の二

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

商品取引契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定す

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

文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、こ
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要な技術的読替えは、政令で定める。

」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

」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

」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるの

買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等

当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売

定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、

のは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特

約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とある

、「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

る者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と

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

）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

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。

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

「有価証券等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約」と、「

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。）」とあるのは「特定貯金等契約の

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「

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

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

で定める。

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

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

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

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

契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特

定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等

ないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特

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ら

結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加

第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締

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

おいて同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とある

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

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

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

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

」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託会

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。）

う。）」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又は

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

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

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
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○

改

正

案

第十二条の三

（略）

（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）

（特定共済契約）
（略 ）

現

行

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（同法第三十九条第三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」と

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

「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品

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

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

条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及

三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十

三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第

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

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

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

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

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

本文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」

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

るのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定

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

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

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

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

三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三十九条

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

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

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

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

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

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

２

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

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

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
２

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
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以下この条において同じ。）」と、「補足するため」とあるのは「

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。

以下この号において同じ。）の合計額を上回る場合における当該共

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。

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

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（

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

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（

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

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

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

項その他消費生活協同組合法第十二条の二第三項において準用する

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

組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、同法第三

同じ。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「消費生活協同

）」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共

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。

）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

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。

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

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

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

む。以下この条において同じ。）」とあるのは「利用者」と、「損

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

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

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

証券等」という。）」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客（信

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。）」とあるのは「特定共済契約の締結」

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

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

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

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

法第十二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

掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他消費生活協同組合

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

とする契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項

- 90 -

ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

に第三項を除く。）及び第三十七条の四」と読み替えるものとする

項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並び

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

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

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

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

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

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

結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加す

項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締

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

有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」と

「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「

補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中

は、政令で定める。

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

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

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

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

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

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「

あるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追

取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」と

当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買

特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、

あるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「

済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」と
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○

正

案

現

行

（特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用）

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）

改

（特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用）

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

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

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

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

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、

号及び第四号を除く。）の規定は、第十一条第一項第四号の事業を

四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三

、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第

、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二

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

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

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

。）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

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

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

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

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

を除く。）の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行

六第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号

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

、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三十

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

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二

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

定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金

第十一条の九

、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

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二

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

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

第 十 一条 の九

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
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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

含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「利用者」と、「

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

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

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

証券等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客（

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「特定貯金等契約の締結」

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

参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三

定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に

において「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省令で

るのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項

と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあ

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」

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

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

「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方と

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

。）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定（同

」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」

の条において同じ。）」とあるのは「利用者」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

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

き情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項

により、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべ

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

するほか、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において「貯

十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付

協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第三

。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

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

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

の規定を除く。）中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等

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
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（特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用）

必要な技術的読替えは、政令で定める。

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か、

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

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に係

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

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

、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

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

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

あるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「

引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」と

特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取

金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該

「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯

よらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは

（特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用）

読替えは、政令で定める。

及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的

、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

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「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項

、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

定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため

のは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特

約によらないで」と、同項第三号中「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、当該特定貯金等契

契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と

と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等

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、

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二

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、第三十七条の三第一項

第十五条の七

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、第三十七条の五から第三十七条の

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二

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七号、第三十八条の二、第三十九

第 十 五条 の七

七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、
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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

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

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

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

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

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

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

」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

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

定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これ

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

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

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「

林水産省令で定めるものをいう。）の締結について準用する。この

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農

結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合

利用者の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

により損失が生ずるおそれ（当該共済契約が締結されることにより

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

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

及び第四号を除く。）の規定は、第十一条第一項第十一号の事業を

十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号

第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四

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

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

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

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

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、

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

、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

「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

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

中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定（同

」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。）

」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

、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

定めるものをいう。）の締結について準用する。この場合において

こととなるおそれをいう。）がある共済契約として農林水産省令で

により当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回る

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

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支払

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が

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

除く。）の規定は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が行

第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号を

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
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のは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加す

等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とある

特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引

共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該

のは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定

約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とある

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

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。）」

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

条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。）の

とにより当該利用者の取得する共済金等（水産業協同組合法第十五

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

。以下この条において同じ。）」とあるのは「利用者」と、「損失

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

券等」という。）」とあるのは「特定共済契約」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

券売買取引等」という。）」とあるのは「特定共済契約の締結」と

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

済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該

は「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共

によらないで」と、同項第三号中「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

済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と

で」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共

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

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

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

利用者の取得する共済金等（水産業協同組合法第十五条の三に規定

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

「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

において同じ。）」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは

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

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

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

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

。）」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客（信託会社等（信託

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（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。）
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（特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用）

政令で定める。

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、

に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。）及び第三十

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部分

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「

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

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

（特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用）

。

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

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」と

第三十七条の三（第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項

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「

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

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

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

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

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

項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）

八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六

五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第

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

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

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

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

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

条の二から第四十条の六第四十条の七までを除く。）の規定は、特

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

五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第

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

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

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

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条

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

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

第百二十一条の五

「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

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

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条

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

」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

第 百 二十 一条 の 五

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
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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

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

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

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

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、「

おいて同じ。）の解除に伴い組合（同法第二条に規定する組合をい

合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条に

除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約（水産業協同組

う。）」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解

事業代理業者をいう。）の所属組合（同項に規定する所属組合をい

者（水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用

第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業

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、同項

令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者

の項において「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省

とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者（以下こ

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」

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

業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第

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

」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

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

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

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

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」

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

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

）の解除に伴い組合（同法第二条に規定する組合をいう。）に損害

の九に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。

合には」とあるのは「特定貯金等契約（水産業協同組合法第十一条

同法第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

をいう。）の所属組合（同項に規定する所属組合をいう。）」と、

同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者

融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者（水産業協

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、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考とな

「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省令で定めると

交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において

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「

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

第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三

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

「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

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

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
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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

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

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

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

、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するた

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

追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号

とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「

取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」

該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買

のは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当

、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

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

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

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

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

この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定貯金

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

の条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特

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

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

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

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

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

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」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とある

売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券

、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券

特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため

るのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「

契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあ

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

する者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」

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

。）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

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

「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

て「有価証券等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約」と、

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

「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約

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

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

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

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、
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とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

必要な技術的読替えは、政令で定める。
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○

改

正

案

（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）

（保険業法等の準用）
（ 略）

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

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
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、第二号及び第七号

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、第二号、第七号及

、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

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

び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、

四十条の二から第四十条の七までを除く。）（通則）の規定は共済

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

第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く
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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

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

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

は「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、こ

約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるの

れ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契

う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞ

。）（通則）の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行

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

令」と、これらの規定（同法第三十四条の規定を除く。）中「金融

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

はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定（同法第三十九

契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又

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

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

事業を行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

又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事

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（

「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行う

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

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

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

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

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

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

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、

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。

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

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

内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の

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

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

以下同じ。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業

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

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

五第二項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項

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

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

等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、

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

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

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、

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、

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

同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは

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
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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

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。）

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

「有価証券等」という。）」とあるのは「特定共済契約」と、「顧

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。）」とあるのは「特定共済契約の

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

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

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

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

」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社

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。）

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（以下この条において「有価証券売買取引等」と

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

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

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

組合法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。以下この号に

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

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

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

額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。）」と、「補

いて同じ。）」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損

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

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

者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「利用者」と

おいて同じ。）」と、「補足するため」とあるのは「補足するため

ないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特

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

、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売

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

、「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

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、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済

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

とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追

契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあ

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

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「

るのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特

者の取得する共済金等（中小企業等協同組合法第五十八条第六項に

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

定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、

されることにより当該利用者の取得する共済金等（中小企業等協同

価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」と
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技術的読替えは、政令で定める。

く。）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

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三項を除

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

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

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

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

める。

」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

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

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限り、

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

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

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

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

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
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○

正

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）

改

（金融商品取引法の準用）

現

行

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の

（金融商品取引法の準用）
第五十九条の三

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で

第 五 十九 条の 三

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

の規定は、農林中央金庫が行う特定預金等契約（特定預金等（金利

、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

三号及び第四号を除く。）の規定は、農林中央金庫が行う特定預金

、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

、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

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

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

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

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

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

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

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

七、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三

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

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

七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の

。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

契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあ

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

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

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

二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに

、「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」

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「

の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号を除く。）

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

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

第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第

「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定（同法第三
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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

法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」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」と、同

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「

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

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

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

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

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。）

「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

の三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

うこ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

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

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

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ブ

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

取引等」という。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「

取引（以下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは

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

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

「特定預金等契約」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

」という。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信託会

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足す

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

以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足する

るため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有

引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）」とあ

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

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

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

で」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預
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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

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

「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

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

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

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

「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加する

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

等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」と

」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金

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

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」

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

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

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、

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

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

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、「

同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約

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、

価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」と

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

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）

の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技

（外国銀行代理業務に関する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

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の

、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

第五十九条の七

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、第二号及び第七号、第三十八条の二

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の

の七まで、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十

、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

第 五 十九 条の 七

八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項
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介」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。

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は媒

のは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の

約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とある

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

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つい

条（第三号及び第四号を除く。）の規定は、農林中央金庫が行う外

並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五

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

「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定（同

結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは

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

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

預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

く。）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

四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号を除

九条の三に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資

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。

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」と

家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該

）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定（同法

、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の

特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代

）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

代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する

理又は媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結

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「

」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

する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十四

、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

の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介

条の三第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若

特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし

をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「と対象契約」

しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」

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。）

とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第

とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三十七条の三

、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

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

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

を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十

」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

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「

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

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
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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

に規定する所属外国銀行をいう。）」と、同法第三十九条第一項第

林中央金庫の所属外国銀行（農林中央金庫法第五十九条の四第一項

い」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農

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

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

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

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

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。）」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買そ

（農林中央金庫法第五十九条の四第一項に規定する所属外国銀行を

該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行

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「当

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

「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

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

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

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

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

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

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

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

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

この条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「

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

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

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」

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

るのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、

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

条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」と

当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売

という。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券

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、

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

下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定預

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

」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは

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

の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「

「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

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

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

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」

。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信託会社等（信

よらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは
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と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と

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」

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

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

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

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

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「

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

金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当

「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預

、必要な技術的読替えは、政令で定める。

は「締結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

第三項を除く。）及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるの

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並びに

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

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

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

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

と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加する

（農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用）

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
。

（農林中央金庫代理業に関する金融商品取引法の準用）

項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八

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

、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

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

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

項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三

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

、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

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

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条か

号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項

の二から第四十条の七までを除く。）の規定は、農林中央金庫代理

第九十五条の五

及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）の

業者が行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

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条か

規定は、農林中央金庫代理業者が行う農林中央金庫代理業に係る特

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「

第 九 十五 条の 五

定預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
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契約」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

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

を除く。）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規

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

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

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

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

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

央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、同法第三

三項の規定を除く。）中「金融商品取引契約」とあるのは「農林中

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

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」

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

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

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

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

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、同項第

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

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け

一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫」と

預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとす

ればならない」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあ

、同法第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

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

るのは「農林中央金庫」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商

場合には」とあるのは「特定預金等契約（農林中央金庫法第五十九

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

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

条の三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

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

（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をいう

。）の解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

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

。第三十九条において同じ。）の解除に伴い農林中央金庫に損害賠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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「有価証券等」という。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「

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。）」とあるのは「特定預金等契約の

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「

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

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

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

引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」と

」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託会

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。）

う。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又は

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

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

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

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

「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の

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

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

、「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

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

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

約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とある

結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加

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

のは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特

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

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。

定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、

ないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特

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

当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売

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

）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

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

契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特

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

」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるの

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

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

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

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

おいて同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とある

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

る者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と

」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
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要な技術的読替えは、政令で定める。

」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
で定める。

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
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○

正

案

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

（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）

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

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で、第

第 二 十九 条

。）、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

定は、商工組合中央金庫が行う特定預金等契約（特定預金等（金利

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

及び第四号を除く。）の規定は、商工組合中央金庫が行う特定預金

、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

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

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

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

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、

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

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

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

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

第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三十九

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

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

第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、

。）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

るのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特

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七

「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商

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

第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四

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

三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」

までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号を除く。）の規

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、これらの規定（同法第三十四条の規定を除く。）中「金融商品

十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号

」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

- 114 -

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

工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）第二十九条に規定

下同じ。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「株式会社商

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

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

定を除く。）中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約

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

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

同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるの

九年法律第七十四号）第二十九条に規定する特定預金等契約」と、

容とする契約」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法（平成十

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

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

取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四

買取引等」という。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、

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

の条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特

「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

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

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

等」という。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信託

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

この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定預金

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足す

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

、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

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

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

のは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当

いで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定

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

該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買
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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並びに第

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

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

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

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

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

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

、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するた

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

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

とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「

取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」

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

は「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加す

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

金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」

約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預

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

技術的読替えは、政令で定める。

三項を除く。）、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

行

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の

（金融商品取引法の準用）

現

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）（附則第七条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

第六条の五の二

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

第 六 条の 五の 二

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、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務

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、業務管理体制の整備、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

（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

、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（取引態様の事

（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

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並びに第三

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

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）、第三十七条の五（保証金の受領に

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

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
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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に

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

場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁

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

、第六項及び第七項（損失補塡等の禁止）並びに第四十条の二から

第三十八条の二（禁止行為）、第三十九条第三項ただし書、第四項

結義務等）、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに

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

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

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、

銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価

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、金

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で（最良

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

結義務等）、第三十八条第一号、第二号及び第七号並びに第三十八

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

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

の使用義務等）を除く。）（通則）の規定は信用協同組合等又は信

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

「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

関する電子情報処理組織の使用義務等）を除く。）（通則）の規定

品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定（同

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

用協同組合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

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

」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

は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特定預金等契約

「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方と

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

くは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これら

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

。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「協同組合による金

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。こ

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

融事業に関する法律第六条の五の二に規定する特定預金等契約」と

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又

のは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二に規定

、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるの

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「

する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しよ

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行

はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定（同法第三十七

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

特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これ

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」
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法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下

同組合等をいう。以下同じ。）又は当該信用協同組合代理業者（同

同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協

第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等（協

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、同項

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

の項において「預金者等」という。）の保護に資するため、内閣府

とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者（以下こ

定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。）の所属信用協同

じ。）又は当該信用協同組合代理業者（同法第六条の三第三項に規

関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。以下同

業者等」とあるのは「信用協同組合等（協同組合による金融事業に

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

、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

」という。）の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより

か、預金者又は定期積金の積金者（以下この項において「預金者等

違約金の支払（信用協同組合代理業者にあつては、当該特定預金等

組合（同項に規定する所属信用協同組合をいう。）」と、同法第三

解除に伴う損害賠償又は違約金の支払（信用協同組合代理業者にあ

契約の解除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

同じ。）の所属信用協同組合（同項に規定する所属信用協同組合を

つては、当該特定預金等契約の解除に伴い信用協同組合等に損害賠

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払）を

十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同

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

請求することができない。ただし、信用協同組合等にあつては、当

いう。）」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等

その他の金銭の支払）を請求することができない。ただし、信用協

該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは

組合等」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合

同組合等にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契

「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引

」とあるのは「信用協同組合等」と、同条第三項中「金融商品取引

約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を

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でき

には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除

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の支

ない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第

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

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、この

四項ただし書中「前項の」とあるのは「信用協同組合等にあつては

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又は

限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「信

、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

「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

用協同組合等にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一
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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

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

）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託

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。

いう。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又

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

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

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

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

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

下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定預

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

この条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「

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

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

」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは

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

締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追

「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

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

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

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」

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

らないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「

と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加する

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

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

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

るのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、

等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該

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

において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあ

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

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

当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替え

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第

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、同項

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。

第三項を除く。）、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替

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並びに

は、政令で定める。
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○

正

案

現

行

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の

（金融商品取引法の準用）

信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）（附則第七条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

第八十九条の二

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

第 八 十九 条の 二

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、業務管理体制の整備、顧客

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、業務管理体制の整備、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

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

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（広告等の規制）、第三十七条の

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

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）、第三十七条の三第一項第二号及び

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

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
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の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証

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、金銭

補塡等の禁止）並びに第四十条の二から第四十条の七まで（最良執

）、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項（損失

一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二（禁止行為

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

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

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

合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定

保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場

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

一号、第二号及び第七号並びに第三十八条の二（禁止行為）、第三

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

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

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

預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の

投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリ

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

六（書面による解除）の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又

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

いて、同法第三十七条の六（書面による解除）の規定は金庫が行う

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

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。）

特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業

締結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

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の

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、それぞ

おいて、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金

（通則）の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理

れ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業

等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘

使用義務等）を除く。）（通則）の規定は金庫が行う特定預金等契

」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

又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若し

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

業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締

くは媒介」と、これらの規定（同条第三項の規定を除く。）中「金

約の締結、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

結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定（同条第三項

融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定

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

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

（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

金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信

契約」と、これらの規定（同法第三十四条の規定を除く。）中「金
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の代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号

定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はそ

結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特

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で締

とを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規

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

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

る」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるの

「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をす

又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、

と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結

あるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」

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

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

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

代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結

は「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

う。以下同じ。）による代理若しくは媒介により対象契約」と、同

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

中「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

条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若し

法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「

三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは

くは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようと

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行うと

」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等

するとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代

き」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、

「金庫（信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。）と

理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあ

預金者又は定期積金の積金者（以下この項において「預金者等」と

と対象契約」とあるのは「金庫（信用金庫法第二条に規定する金庫

るのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者（以下この項

いう。）の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当

対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫（同法第八十九

において「預金者等」という。）の保護に資するため、内閣府令で

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

をいう。以下同じ。）と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行

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

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

条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。）による

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

等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行（信

代理金庫（同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をい

号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理
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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

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

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

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

金庫の所属外国銀行（信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する

金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払（信用金庫代理業

とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預

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」

「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金

定する所属信用金庫をいう。）」と、同法第三十七条の六第一項中

信用金庫代理業者をいう。以下同じ。）の所属信用金庫（同項に規

又は当該信用金庫代理業者（同法第八十五条の二第三項に規定する

用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。）

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請求するこ

者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償そ

「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

とができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と

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

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

、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、

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

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

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

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

他の金銭の支払）を請求することができない。ただし、金庫にあつ

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

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

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

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

の条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特

ては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」と

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

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

い。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商

う。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又は

この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定預金

あるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融

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。）

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

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、

」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託会
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結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加

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

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

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

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

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

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

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

とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「

取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」

該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買

のは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当

、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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特

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

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

、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するた

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

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並びに第

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

「第三十七条の三（第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第

三項を除く。）、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結

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

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第三

した」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

契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特

十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理

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

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

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

。

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

読替えは、政令で定める。
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○

正

案

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

（金融商品取引法の準用）

長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）（附則第七条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

第十七条の二

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

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

第 十 七条 の二

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、業務管理体

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、業務管理体

制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、

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

制の整備、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（広告等の規制）

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

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

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

、第三十七条の二（取引態様の事前明示義務）、第三十七条の三第
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等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投

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

び第七項（損失補塡等の禁止）並びに第四十条の二から第四十条の

の二（禁止行為）、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及

、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条

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面

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）、

行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買

、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が

禁止）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

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

、第三十八条第一号、第二号及び第七号並びに第三十八条の二（禁

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面

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）、

業者が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

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

介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定

若しくは媒介について、同法第三十七条の六（書面による解除）の

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

預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の

規定は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

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務

六（書面による解除）の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約

代理業者が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

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子

の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る

代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において

等）を除く。）（通則）の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契

特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用

、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約

情報処理組織の使用義務等）を除く。）（通則）の規定は長期信用

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

の締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

約の締結、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業務」

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

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

と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若し

介」と、これらの規定（同条第三項の規定を除く。）中「金融商品

る特定預金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

くはその代理若しくは媒介」と、これらの規定（同条第三項の規定

取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定（同法

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

を除く。）中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」

- 128 -

資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代

とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投

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」

容とする契約」とあるのは「長期信用銀行法第十七条の二に規定す

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

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

取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四

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

締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」

その代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を

「を過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

は「長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約」と、

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

、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

特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし

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「

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契約

と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「

る外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。）による代理若し

」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその

理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「

くは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」と

代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結

締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第

あるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十

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

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

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

締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

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「長

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、

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

、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対

「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

下この項において「預金者等」という。）の保護に資するため、内

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期信

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。）

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その他預

象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは

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

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い」と、

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信用

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

同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行、

当該外国銀行代理長期信用銀行（長期信用銀行法第十七条に規定す

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
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合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解

信用銀行」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場

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「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、同法

に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。）の所属長期

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項

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銀行を

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属外国

引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当

項中「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

「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第三

る所属長期信用銀行をいう。）」と、同法第三十七条の六第一項中

代理業者をいう。以下同じ。）の所属長期信用銀行（同項に規定す

用銀行代理業者（同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行

六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。）又は当該長期信

当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行（長期信用銀行法第

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

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（長期信

特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「

」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

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又

特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契

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「金額に

用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期

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できな

ついては、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」

は違約金の支払（長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金

い」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四

とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第三十九

信用銀行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

項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前

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

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支払を

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

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

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い

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

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

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払）を

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

買取引等」という。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、

。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「

条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定

「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

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、当該

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
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特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取

は「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該

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

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、

。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

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

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

の条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定預金等

いで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定

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

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

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

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

、」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

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

引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」と

」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

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

約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預

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

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

あるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追

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

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

金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」

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

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

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

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

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

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

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

条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若

「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、

項を除く。）、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結し

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

は「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加す

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

、必要な技術的読替えは、政令で定める。

「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため

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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○

正

案

現

行

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の

（金融商品取引法の準用）

労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）（附則第七条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

第九十四条の二

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

第 九 十四 条の 二

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、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実

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、業務管理体制の整備、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

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（取引態様

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

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並びに

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

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）、第三十七条の五（保証金の受

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

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
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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

ない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等

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

四項、第六項及び第七項（損失補塡等の禁止）並びに第四十条の二

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、第

約締結義務等）、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並

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

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

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

、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け

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

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で（

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（

約締結義務等）、第三十八条第一号、第二号及び第七号並びに第三

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

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

組織の使用義務等）を除く。）（通則）の規定は金庫又は労働金庫

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

等契約」と、これらの規定（同法第三十九条第三項本文の規定を除

引に関する電子情報処理組織の使用義務等）を除く。）（通則）の

」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定（同法第三十九

く。）中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、

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

条第三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「内閣府

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

規定は金庫又は労働金庫代理業者が行う特定預金等契約の締結又は

令・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

行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中

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「

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

「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

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

」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

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

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

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

する契約」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二に規定する特定

いて、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等

。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「労働金庫法第九十

預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとする

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

四条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

とき」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

契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、これらの規定（

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き
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じ。）又は当該労働金庫代理業者（同法第八十九条の三第三項に規

あるのは「金庫（労働金庫法第三条に規定する金庫をいう。以下同

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

るため、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、当該特定

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

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の

、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

代理業者（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

庫法第三条に規定する金庫をいう。以下同じ。）又は当該労働金庫

、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫（労働金

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い」と

労働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

いて「預金者等」という。）の保護に資するため、内閣府令・厚生

は「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者（以下この項にお

しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるの

伴う損害賠償又は違約金の支払（労働金庫代理業者にあつては、当

をいう。以下同じ。）の所属労働金庫（同項に規定する所属労働金

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（労働金庫

該特定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

定する労働金庫代理業者をいう。以下同じ。）の所属労働金庫（同

代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害

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払）

庫をいう。）」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業

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伴う損害賠

を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預

項に規定する所属労働金庫をいう。）」と、同法第三十七条の六第

償その他の金銭の支払）を請求することができない。ただし、金庫

金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預

者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の

にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関し

金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解

一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項

て」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当

除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

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「特定

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請求

あるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただ

中「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

することができない」とあるのは「金額については、この限りでな

し書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法

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解除に

い」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつ

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

契約」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

ては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売
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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

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

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

（以下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特

は「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「有価証券売買取引等」という。）」とあるの

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（

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

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

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。）

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

有価証券等」という。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧

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「

価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定預金等契約の締

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

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

預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当

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

券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とある

該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買

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

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

取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」

者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」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

とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは

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。）」

結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加

「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

「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

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

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」

とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するた

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「

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」

によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるの

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

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

め、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証

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

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

は「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定

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に

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

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
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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。

びに第三項を除く。）、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読

（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並

、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か

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。）、
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○

正

案

銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（附則第七条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

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

（金融商品取引法の準用）
第十三条の四

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

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

第 十 三条 の四

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

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

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。）

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（取引態様の事前明示義務

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。）

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（契約締

（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

（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

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）、第三十七条の七（指定紛争解決機関との契約締結義務等）

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

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、第二号及び第七号並びに第三十八条の二（禁

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

、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条

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

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

の二（禁止行為）、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及

禁止）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

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

び第七項（損失補塡等の禁止）並びに第四十条の二から第四十条の

、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が

業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲

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

行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買

業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲

等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投
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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

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等と

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

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

第三号及び第四号を除く。）（雑則）の規定は、銀行が行う特定預

情報処理組織の使用義務等）を除く。）（通則）及び第四十五条（

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子

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

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

生ずるおそ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

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

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

。）（雑則）の規定は、銀行が行う特定預金等契約（特定預金等（

等）を除く。）（通則）及び第四十五条（第三号及び第四号を除く

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

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

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

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

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

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、

（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

るのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、同法

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

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る特

第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「

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

定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければ

交付するほか、預金者等（銀行法第二条第五項に規定する預金者等

」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（

ならない」とあるのは「交付するほか、預金者等（銀行法第二条第

をいう。以下この項において同じ。）の保護に資するため、内閣府

」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

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。）の保

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

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

護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等

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、同法

務」と、これらの規定（同法第三十四条の規定を除く。）中「金融

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け

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

は「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方

ればならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売

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

商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三

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
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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

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

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

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

（以下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特

は「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「有価証券売買取引等」という。）」とあるの

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（

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

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

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。）

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

有価証券等」という。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧

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「

価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定預金等契約の締

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

該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買

者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、

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

取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」

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。）」

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

とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは

「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

結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加

「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

とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するた

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

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」

によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるの

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「

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」

め、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証

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

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

は「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定

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

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

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

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に

預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当

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

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。）、

券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とある

（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並
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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）

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。

びに第三項を除く。）、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読

（外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用）

、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か

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

第五十二条の二の五

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

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四

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

第五十二条の二の五

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

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

く。）（特定投資家）、同章第二節第一款（第三十五条から第三十

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（

く。）（特定投資家）、同章第二節第一款（第三十五条から第三十

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）、第三十七条の五から第三十七条の七ま

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

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

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

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

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等）、第三十八条第一号、第二号及び第七

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

決機関との契約締結義務等）、第三十八条第一号、第二号、第七号

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

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

及び第八号並びに第三十八条の二（禁止行為）、第三十九条第三項

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

者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標

ただし書、第四項、第六項及び第七項（損失補塡等の禁止）並びに

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

者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標

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

売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特

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

確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている

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

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

場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特
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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

理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

代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

項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行

の規定は、外国銀行代理銀行（第五十二条の二第一項若しくは第二

）（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。

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

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

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、

行をいう。以下同じ。）が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等

条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀

銀行（第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同

条（第三号及び第四号を除く。）（雑則）の規定は、外国銀行代理

電子情報処理組織の使用義務等）を除く。）（通則）及び第四十五

関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する

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

」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

「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

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「

るのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特

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

銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当

理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結

する契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等

該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を

定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

契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「

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「

の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

の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

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

締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、

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

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

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

三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理

法第三十四条の三第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「に

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

又は媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「と対

よる代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「

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

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

締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同法第三

行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中

、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒
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」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規

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

じ。）の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該

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同

しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等（銀行

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

介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとする

代理銀行（銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行

」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「外国銀行

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い

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そ

る預金者等をいう。以下この項において同じ。）の保護に資するた

あるのは「交付するほか、預金者等（銀行法第二条第五項に規定す

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

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

」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

をいう。）の所属外国銀行（同法第五十二条の二第一項に規定する

売買取引等」という。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」と

ティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）」とあ

定する外国銀行代理銀行をいう。）の所属外国銀行（同法第五十二

、「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

るのは「特定預金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社又は

所属外国銀行をいう。）」と、同法第三十九条第一項第一号中「有

券等」という。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信

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

条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。）」と、同法第三十

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「

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

む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足

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

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。）

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

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

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

ないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特
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分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。）及び第三

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「

のは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加

」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とある

預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等

契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定

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

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

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」

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

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

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、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金

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

、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するた

（銀行代理業者についての金融商品取引法の準用）

ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

十七条の四」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）

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言・

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

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三

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、業務管理体制の整備、顧客に対

第五十二条の四十五の二

代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、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

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三

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（広告等の規制）、第三十七条の二（

第 五 十二 条の 四 十五 の二

）、第三十七条第一項第二号（広告等の規制）、第三十七条の二（
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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、

九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項（損失補塡等の禁

号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二（禁止行為）、第三十

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、第二

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（

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、

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

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

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

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

号及び第七号並びに第三十八条の二（禁止行為）、第三十九条第三

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、第二

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（

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、

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

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

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

ない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等

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。この

規定中「金融商品取引業」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定

分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行

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「銀

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

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

行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の代理又は媒介

取引行為」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等

われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等

の業務」と、「金融商品取引行為」とあるのは「銀行法第十三条の

契約の締結」と、これらの規定（同法第三十七条の六第三項の規定

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

四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

を除く。）中「金融商品取引契約」とあるのは「銀行法第十三条の

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

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

四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「

引に関する電子情報処理組織の使用義務等）を除く。）（通則）の

のは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、同法第

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

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

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

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

規定は、銀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

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」

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

）を除く。）（通則）の規定は、銀行代理業者が行う銀行代理業に

とあるのは「交付するほか、預金者等（銀行法第二条第五項に規定
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には」とあるのは「特定預金等契約（銀行法第十三条の四に規定す

法第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

の所属銀行（同条第十六項に規定する所属銀行をいう。）」と、同

理業者（銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。）

い」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「銀行代

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

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

する預金者等をいう。以下この項において同じ。）の保護に資する

預金等契約（銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう

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「特定

項に規定する所属銀行をいう。）」と、同法第三十七条の六第三項

十五項に規定する銀行代理業者をいう。）の所属銀行（同条第十六

金融商品取引業者等」とあるのは「銀行代理業者（銀行法第二条第

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「

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

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

解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは

。第三十九条において同じ。）の解除に伴い銀行に損害賠償その他

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

「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

る特定預金等契約をいう。第三十九条において同じ。）の解除に伴

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

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

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

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

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

い銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「

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

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

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

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

売買取引等」という。）」とあるのは「特定預金等契約の締結」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

の条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特

、「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

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。）

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

券等」という。）」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客（信

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

この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定預金

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

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

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

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

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

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
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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

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

、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するた

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

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

とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「

取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」

該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買

のは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当

、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

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

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

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「

のは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加

」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とある

預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等

契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定

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

ないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特

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

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

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

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

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

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

的読替えは、政令で定める。

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

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

現

行

（投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等）

投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）（附則第九条関係）

改

（投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等）

項第二号を除く。）、第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を

除く。）及び第二項、第三十七条の四、第三十八条（第七号を除く

項第二号を除く。）、第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を

金融商品取引法第三十六条第一項、第三十七条（第一

除く。）及び第二項、第三十七条の四、第三十八条（第七号及び第

。）、第三十九条第一項、第三項及び第五項、第四十条、第四十四

第百九十七条

八号を除く。）、第三十九条第一項、第三項及び第七項、第四十条

条の三第一項（第三号を除く。）並びに第四十五条（第三号及び第

金融商品取引法第三十六条第一項、第三十七条（第一

、第四十四条の三第一項（第三号を除く。）並びに第四十五条（第

四号を除く。）の規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する

第 百 九十 七条

三号及び第四号を除く。）の規定は設立企画人が設立中の投資法人

投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人（法人である

「特定設立企画人等」という。）について、同法第三十九条第二項

の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人（

条において「特定設立企画人等」という。）について、同法第三十

及び第四項の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準

場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において

九条第二項及び第五項の規定は特定設立企画人等の顧客について、

用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める

法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この

それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政

。

（略）

令で定める。

（略）

信託会社（信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた

ものに限る。）が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う

５

２～４

第二百二十三条の三

（金融商品取引法等の適用に関する特例）
（ 略）

（金融商品取引法等の適用に関する特例）
第 二 百二 十三 条 の三
（略 ）

信託会社（信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた

２～４
５

ものに限る。）が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う
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６

第五項中」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号

条の二及び第四十四条の三第一項の規定を除く。）中」と、「同条

らの規定中」とあるのは「これらの規定（金融商品取引法第四十二

託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これ

に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信

規定に係る罰則を含む。）は信託会社が行う投資信託及び投資法人

（親法人等又は子法人等が関与する行為の制限）の規定（これらの

は「、同法第四十二条の二（禁止行為）及び第四十四条の三第一項

「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるの

場合における同法の規定の適用については、同法第二十四条の二中

第四項中」とあるのは「同条第四項及び同法第四十二条の二第六号

条の二及び第四十四条の三第一項の規定を除く。）中」と、「同条

らの規定中」とあるのは「これらの規定（金融商品取引法第四十二

託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これ

に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信

規定に係る罰則を含む。）は信託会社が行う投資信託及び投資法人

（親法人等又は子法人等が関与する行為の制限）の規定（これらの

は「、同法第四十二条の二（禁止行為）及び第四十四条の三第一項

「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるの

場合における同法の規定の適用については、同法第二十四条の二中

投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条第一項に規定する委

中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信

投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条第一項に規定する委

託者非指図型投資信託契約」と、同項第三号中「投資助言業務に関

中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信

託者非指図型投資信託契約」と、同項第三号中「投資助言業務に関

して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な

託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第一項第二

して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な

取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業

託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第四十四条の三第一項第二

取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業

」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業

号中「第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「

」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業

務」」とする。

号中「第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「

務 」 」と する 。

運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の

運用を行う場合における金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

の規定の適用については、同法第二条の二中「、金融機関」とある

６

の規定の適用については、同法第二条の二中「、金融機関」とある

のは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引

信託業務を営む金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の

のは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、金融商品取引
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７

るのは「「金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第

一項に規定する金融機関をいう。）の責めに帰すべき事故」」とあ

「「金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

」とあるのは「同条第五項及び同法第四十二条の二第六号中」と、

法第三十四条」とあるのは「同法第三十四条」と、「同条第五項中

品取引法第四十二条の二の規定を除く。）中」と、「金融商品取引

る。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定（金融商

型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用す

託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図

規定（これらの規定に係る罰則を含む。）は金融機関が行う投資信

法第四十二条の二及び第四十四条の三第二項（第二号を除く。）の

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」

るのは「「金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第

一項に規定する金融機関をいう。）の責めに帰すべき事故」」とあ

「「金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第

」とあるのは「同条第四項及び同法第四十二条の二第六号中」と、

法第三十四条」とあるのは「同法第三十四条」と、「同条第四項中

品取引法第四十二条の二の規定を除く。）中」と、「金融商品取引

る。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定（金融商

型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用す

託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図

規定（これらの規定に係る罰則を含む。）は金融機関が行う投資信

法第四十二条の二及び第四十四条の三第二項（第二号を除く。）の

引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を

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」

引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を

行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあ

と、同法第四十四条の三第二項第三号中「投資助言業務に関して取

行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあ

るのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」

と、同法第四十四条の三第二項第三号中「投資助言業務に関して取

るのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」

（略）

とする。
７

とする。
（略 ）

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反

行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者

第二百四十五条

行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者

の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反

の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人

（設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、

第 二 百四 十五 条

（設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、
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号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者は、一年以

使用人その他の従業者）又は第二百二十八条第一項第三号から第五

号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者は、一年以

使用人その他の従業者）又は第二百二十八条第一項第三号から第五

（略）

下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一～三

下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
（略）

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第五

項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき

四

項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき

。

第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七

一～三
四

。
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○

改

正

案

課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九

別表第一

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

課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九

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）

金融商品市場の開設の免許、算定割当量に係る取引を行

課税標準

条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十

四十

一～三十九

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―第三十四条の五関係

率

九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係

税

）

課 税標 準

）

登記、登録、特許、免許、許可、認
可、認定、指定又は技能証明の事項

（ 略）

金融商品市場の開設の免許、算定割当量に係る取引を行

一 ～ 三十 九

四十

う市場の開設等の認可、組織変更の認可、店頭売買有価証券

（略）

う市場の開設等の認可、組織変更の認可、店頭売買有価証券

（略）

市場の開設の認可、外国市場取引の認可、金融商品取引所持

（略）

市場の開設の認可、外国市場取引の認可、金融商品取引所持

㈠

一件につき

株会社に係る認可、認定金融商品取引業協会若しくは認定投

（略）

認可件数

株会社に係る認可、認定金融商品取引業協会若しくは認定投

（略 ）

金融商品取引法第八十七条の

資者保護団体の認定又は自主規制業務の認可

（略 ）

㈡

資者保護団体の認定又は自主規制業務の認可

㈠

一件につき

十五万円

認可 件数

二第一項ただし書（算定割当量

金融 商品 取引 法 第八 十七 条の

十五万円

㈡

二第一項ただし書（算定割当量
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の商品先物取引をするために必

の認可）の認可（同項ただし書

に係る取引を行う市場の開設等

要な市場の開設の業務に係るも

の商品先物取引をするために必

の認可）の認可（同項ただし書

に係る取引を行う市場の開設等

（略）

（略）

四十一～百六十

㈢～㈨

要な市場の開設の業務又は金融

（略）

のを除く。）

（略 ）

商品取引所グループ若しくは金
融 商 品取 引所 持株 会 社グ ルー プ
に属する二以上の会社（金融商
品会員制法人を含む。）に共通

（略 ）

（ 略）

する業務に係るものを除く。）
㈢～㈨

四十一～百六十

（略）

（略）
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○

正

案

務

三十条の三十関係）

提供を受ける国の機

（略）

関 又は 法 人

一～二

現

事

行

務

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）

提供を受ける国の機
関又は法人

（略）

金融庁又は財務 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二

同法第三十三条の二の登録、同法第三十

場合を含む。）若しくは第三項の届出、

十七条の二十六第一項において準用する

条第一項（同法第三十二条の四及び第五

同法第三十一条第一項若しくは第三十二

三条の六第一項、第五十条の二第一項、

同法第三十三条の二の登録、同法第三十

場合を含む。）若しくは第三項の届出、

十七条の二十六第一項において準用する

条第一項（同法第三十二条の四及び第五

同法第三十一条第一項若しくは第三十二

三

三条の六第一項、第五十条の二第一項、

第五十七条の十三第一項若しくは第五十

十五号）による同法第二十九条の登録、

第五十七条の十三第一項若しくは第五十

七条の十四の届出、同法第五十九条第一

省

七条の十四の届出、同法第五十九条第一

項、第六十条第一項若しくは第六十条の

十五号）による同法第二十九条の登録、

金融庁又は財務 金融商品取引法（昭和二十三年法律第二

一～二

三
省

項、第六十条第一項若しくは第六十条の

- 153 -

て準用する場合を含む。）若しくは第六

三項（同法第六十三条の三第二項におい

。）、第六十三条の二第二項若しくは第

の三第二項において準用する場合を含む

第二項若しくは第八項（同法第六十三条

て準用する場合を含む。）、第六十三条

一項（同法第六十条の十四第二項におい

十四第一項の許可、同法第六十条の五第

て準用する場合を含む。）若しくは第六

三項（同法第六十三条の三第二項におい

。）、第六十三条の二第二項若しくは第

の三第二項において準用する場合を含む

第二項若しくは第八項（同法第六十三条

て準用する場合を含む。）、第六十三条

一項（同法第六十条の十四第二項におい

十四第一項の許可、同法第六十条の五第

十七の登録、同法第六十六条の三十一第

十三条の三第一項の届出、同法第六十四

十七の登録、同法第六十六条の三十一第

一項若しくは第六十六条の四十第一項の

十三条の三第一項の届出、同法第六十四

一項若しくは第六十六条の四十第一項の

届出、同法第六十七条の二第二項の認可

条第一項の登録、同法第六十四条の四の

届出、同法第六十六条の五十の登録、同

、同法第七十八条第一項の認定、同法第

条第一項の登録、同法第六十四条の四の

法第六十六条の五十四第一項若しくは第

七十九条の三十第一項の認可、同法第八

届出、同法第六十六条の登録、同法第六

六十六条の六十一第一項の届出、同法第

十条第一項の免許、同法第百一条の十七

届出、同法第六十六条の登録、同法第六

六十七条の二第二項の認可、同法第七十

第一項の認可、同法第百二条の十四の認

十六条の五第一項若しくは第六十六条の

八条第一項の認定、同法第七十九条の三

可、同法第百三条の二第三項若しくは第

十六条の五第一項若しくは第六十六条の

十第一項の認可、同法第八十条第一項の

百三条の三第一項の届出、同法第百六条

十九第一項の届出、同法第六十六条の二

免許、同法第百一条の十七第一項の認可

の三第一項の認可、同条第三項（同法第

十九第一項の届出、同法第六十六条の二

、同法第百二条の十四の認可、同法第百
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しくは第百六条の十五の届出、同法第百

書の認可、同法第百六条の十四第三項若

百六条の十第一項若しくは第三項ただし

準用する場合を含む。）の届出、同法第

四項及び第百六条の十七第四項において

認可、同条第三項（同法第百六条の十第

一項の届出、同法第百六条の三第一項の

三条の二第三項若しくは第百三条の三第

九条第二項の届出、同法第百五十五条第

第百四十条第一項の認可、同法第百四十

出、同法第百六条の十七第一項若しくは

十四第三項若しくは第百六条の十五の届

第三項ただし書の認可、同法第百六条の

届出、同法第百六条の十第一項若しくは

四項において準用する場合を含む。）の

百六条の十第四項及び第百六条の十七第

の認可、同法第百五十六条の十三の届出

一項の認可、同法第百五十五条の七の届

の五の三第一項の届出、同法第百五十六

、同法第百五十六条の二十の二の免許、

六条の十七第一項若しくは第百四十条第

条の五の五第一項の認可、同条第三項の

同法第百五十六条の二十の十一の届出、

出、同法第百五十六条の二の免許、同法

届出、同条第四項ただし書の認可、同法

同法第百五十六条の二十の十六第一項の

一項の認可、同法第百四十九条第二項の

第百五十六条の十三の届出、同法第百五

認可、同法第百五十六条の二十の二十一

第百五十六条の五の三第一項の届出、同

十六条の二十の二の免許、同法第百五十

第二項の届出、同法第百五十六条の二十

届出、同法第百五十五条第一項の認可、

六条の二十の十一の届出、同法第百五十

四第一項の免許、同法第百五十六条の二

法第百五十六条の五の五第一項の認可、

六条の二十の十六第一項の認可、同法第

十八第三項の届出、同法第百五十六条の

同法第百五十五条の七の届出、同法第百

百五十六条の二十の二十一第二項の届出

六十七第一項の指定又は同法第百五十六

同条第三項の届出、同条第四項ただし書

、同法第百五十六条の二十四第一項の免

条の七十七第一項若しくは第百五十六条

五十六条の二の免許、同法第百五十六条

許、同法第百五十六条の二十八第三項の
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四 ～ 百二 十二

の指定又は同法第百五十六条の七十七第

届出、同法第百五十六条の六十七第一項

関する事務であつて総務省令で定めるも

の八十六第一項若しくは第四項の届出に

（略）

の

四～百二十二

一項若しくは第百五十六条の八十六第一
項若しくは第四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 ）
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○

改

正

案

第二十六条

現

行

前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、

（適用除外）

特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）（附則第十二条関係）

（適用除外）
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、

通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

第 二 十六 条
通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない

イ

金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九

次に掲げる販売又は役務の提供

（略）

。

八

一～七

。
（略）

金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九

次に掲げる販売又は役務の提供

一～七
八
イ

仲介業に係る役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う

する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品

販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資

録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する

が行う同条第十一項に規定する役務の提供、同項に規定する登

項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する販

同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業

者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の

項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金

務に係る販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する

提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同

売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者

認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項各号に掲

法第百五十六条の二十四第一項又は第百五十六条の二十七第一

融商品取引業に係る販売又は役務の提供、同条第十二項に規定

げる業務に係る役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する

（略）

項に規定する役務の提供

ロ～ニ

証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項に規定す
る業務又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務

（略 ）

に 係る 役 務の 提供
ロ～ニ
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２～
（略）

10

２～
（略）

10
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○

正

案

現

行

金融商品取引法第三十九条（第三項ただし書及び第

（金融商品取引法の準用）

不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）（附則第十三条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

第二十一条の二

五項を除く。）及び第四十条の規定は、不動産特定共同事業者が行

金融商品取引法第三十九条（第三項ただし書、第四

項、第六項及び第七項を除く。）及び第四十条の規定は、不動産特

う不動産特定共同事業契約（特例事業者が締結するものであって、

第 二 十一 条の 二

定共同事業者が行う不動産特定共同事業契約（特例事業者が締結す

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（これに類するものとして主務省令で定めるものを含む。）を

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

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。）

るものであって、金銭（これに類するものとして主務省令で定める

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

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

もって出資の目的とするものを除く。）の締結又はその代理若しく

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

」という。）」とあり、同項第二号及び第三号並びに同条第二項各

ものを含む。）をもって出資の目的とするものを除く。）の締結又

価証券売買取引等」という。）」とあり、同項第二号及び第三号並

号中「有価証券売買取引等」とあり、並びに同法第四十条第一号中

は媒介について準用する。この場合において、同法第三十九条第一

びに同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあり、並びに同法

「金融商品取引行為」とあるのは「不動産特定共同事業契約の締結

はその代理若しくは媒介について準用する。この場合において、同

第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「不動産特定共

」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券又はデリバティブ

項、第二項各号及び第三項並びに第四十条中「金融商品取引業者等

同事業契約の締結」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券

取引（以下この条において「有価証券等」という。）」とあり、同

法第三十九条第一項、第二項各号及び第三項並びに第四十条中「金

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

項第二号及び第三号中「有価証券等」とあり、並びに同法第四十条

」とあるのは「不動産特定共同事業者」と、同法第三十九条第一項

。）」とあり、同項第二号及び第三号中「有価証券等」とあり、並

第一号中「金融商品取引契約」とあるのは「不動産特定共同事業契

融商品取引業者等」とあるのは「不動産特定共同事業者」と、同法

びに同法第四十条第一号中「金融商品取引契約」とあるのは「不動
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、同法第四十条第一号中「顧客」とあり、及び「投資者」とあるの

三十九条第三項中「以下この節及び次節」とあるのは「第五項」と

第四十条第二号中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第

「不動産特定共同事業契約の締結をする」と、同条第三項及び同法

一号中「有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う」とあるのは

「投資者」とあるのは「事業参加者」と、同法第三十九条第一項第

金融商品取引業者等の顧客」とあり、並びに同法第四十条第二号中

びに第四十条第二号中「顧客」とあり、同法第三十九条第二項中「

産特定共同事業契約」と、同法第三十九条第一項各号及び第三項並

号中「顧客」とあり、及び「投資者」とあるのは「相手方又は事業

「以下この節及び次節」とあるのは「次項」と、同法第四十条第一

「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十九条第三項中

事業契約の締結をする」と、同条第三項及び同法第四十条第二号中

の売買又はデリバティブ取引を行う」とあるのは「不動産特定共同

のは「事業参加者」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券

等の顧客」とあり、並びに同法第四十条第二号中「投資者」とある

号中「顧客」とあり、同法第三十九条第二項中「金融商品取引業者

約」と、同法第三十九条第一項各号及び第三項並びに第四十条第二

（略）

参加者」と読み替えるものとする。

第五十条

は「相手方又は事業参加者」と読み替えるものとする。

（略）

結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事業契約の第二条第

、若しくはその代理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締

十八条第二項中「自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか

規模不動産特定共同事業について準用する。この場合において、第

。）及び第四十条の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小

法第三十九条（第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く

に第二十三条第二項及び第三項を除く。）並びに準用金融商品取引

契約の種別」とあるのは「当該不動産特定共同事業契約の第二条第

の別及び当該不動産特定共同事業契約の第二条第三項各号に掲げる

理人となるか、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うか

自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代

同事業について準用する。この場合において、第十八条第二項中「

の規定は、小規模不動産特定共同事業者が行う小規模不動産特定共

法第三十九条（第三項ただし書及び第五項を除く。）及び第四十条

に第二十三条第二項及び第三項を除く。）並びに準用金融商品取引

第三章（第二十一条の二、第二十二条の二第二項及び第三項並び

三項各号に掲げる契約の種別」とあるのは「当該不動産特定共同事

三項第一号又は第二号に掲げる契約の種別」と、第二十三条第一項

２

業契約の第二条第三項第一号又は第二号に掲げる契約の種別」と、

中「第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可」とあるのは「第

第三章（第二十一条の二、第二十二条の二第二項及び第三項並び

第 五 十条
２

第二十三条第一項中「第三条第一項の許可又は第九条第一項の認可
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行う者にあっては」と、第三十条第一項中「第一号事業を行う者」

第三号事業を行う者にあっては」とあるのは「小規模第二号事業を

第三号事業」とあるのは「小規模第二号事業」と、第二十九条中「

るのは「第二条第三項第一号又は第二号」と、第二十六条の三中「

更登録」と、第二十五条第一項第一号中「第二条第三項各号」とあ

」とあるのは「第四十一条第一項の登録又は第四十六条第一項の変

条第六項第一号に掲げる行為に係る事業を行う者」と読み替えるも

」と、第三十条第一項中「第一号事業を行う者」とあるのは「第二

者にあっては」とあるのは「小規模第二号事業を行う者にあっては

るのは「小規模第二号事業」と、第二十九条中「第三号事業を行う

三項第一号又は第二号」と、第二十六条の三中「第三号事業」とあ

十五条第一項第一号中「第二条第三項各号」とあるのは「第二条第

四十一条第一項の登録又は第四十六条第一項の変更登録」と、第二

（略）

（略）

とあるのは「第二条第六項第一号に掲げる行為に係る事業を行う者

２～４

第五十八条

のとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（ 略）

」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。

第 五 十八 条
（略 ）

場合において、第十二条中「第五条第一項第一号から第十一号まで

にこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。この

第六項及び第七項を除く。）及び第四十条（第一号を除く。）並び

並びに準用金融商品取引法第三十九条（第三項ただし書、第四項、

から第十五条まで、第二十三条第一項、第二十六条及び第二十七条

けた不動産特定共同事業者とみなして、第十一条第一項、第十二条

においては、当該特例事業者を主務大臣の第三条第一項の許可を受

五十八条第二項第一号から第五号まで」と、同条及び第十三条中「

十二条中「第五条第一項第一号から第十一号まで」とあるのは「第

係る第十章及び第十一章の規定を適用する。この場合において、第

を除く。）及び第四十条（第一号を除く。）並びにこれらの規定に

並びに準用金融商品取引法第三十九条（第三項ただし書及び第五項

から第十五条まで、第二十三条第一項、第二十六条及び第二十七条

けた不動産特定共同事業者とみなして、第十一条第一項、第十二条

においては、当該特例事業者を主務大臣の第三条第一項の許可を受

特例事業者（小規模特例事業者を除く。）が特例事業を営む場合

」とあるのは「第五十八条第二項第一号から第五号まで」と、同条

不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「特例事業者名簿」と、同

５

及び第十三条中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「特例事

条中「第五条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十八

特例事業者（小規模特例事業者を除く。）が特例事業を営む場合

２～４
５

業者名簿」と、同条中「第五条第二項第一号から第四号まで」とあ
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６

替えは、政令で定める。

を委託する不動産特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読

項中「ときは、」とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業務

るのは「第五十八条第三項第一号及び第二号」と、第二十三条第一

める。

特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定

とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業務を委託する不動産

条第三項第一号及び第二号」と、第二十三条第一項中「ときは、」

動産特定共同事業者とみなして、第四十八条第一項、第四十九条並

特例事業者を主務大臣の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不

びに第五十条第二項において準用する第十四条、第十五条、第二十

動産特定共同事業者とみなして、第四十八条第一項、第四十九条並

特例事業者を主務大臣の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不

小規模特例事業者が特例事業を営む場合においては、当該小規模

びに第五十条第二項において準用する第十四条、第十五条、第二十

三条第一項、第二十六条及び第二十七条並びに準用金融商品取引法

６

三条第一項、第二十六条及び第二十七条並びに準用金融商品取引法

第三十九条（第三項ただし書及び第五項を除く。）及び第四十条（
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小規模特例事業者が特例事業を営む場合においては、当該小規模

第三十九条（第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。

及び第二号」と、「小規模不動産特定共同事業者登録簿」とあるの

第一号を除く。）並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の

八条第三項第一号及び第二号」と、「小規模不動産特定共同事業者

は「第五十八条第二項第一号から第五号までに掲げる事項その他主

）及び第四十条（第一号を除く。）並びにこれらの規定に係る第十

登録簿」とあるのは「第五十八条第二項第一号から第五号までに掲

務省令で定める事項を登載した小規模特例事業者名簿」と、「書類

規定を適用する。この場合において、第四十九条中「第四十二条第

げる事項その他主務省令で定める事項を登載した小規模特例事業者

を含む。」とあるのは「書類」と、第五十条第二項において準用す

章及び第十一章の規定を適用する。この場合において、第四十九条

名簿」と、「書類を含む。」とあるのは「書類」と、第五十条第二

る第二十三条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、その不動

二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十八条第三項第一号

項において準用する第二十三条第一項中「ときは、」とあるのは「

産取引に係る業務を委託する小規模不動産特定共同事業者の」とす

中「第四十二条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十

ときは、その不動産取引に係る業務を委託する小規模不動産特定共

（略）
10

（業務等に関する規定の適用）

７～

るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（略 ）

同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
７～

（業務等に関する規定の適用）

10

一号まで」とあるのは「第五十九条第二項第一号から第六号まで」

る。この場合において、第十二条中「第五条第一項第一号から第十

。）並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用す

法第三十九条（第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く

第一項及び第二十九条から第三十一条まで並びに準用金融商品取引

一条第一項、第十二条から第十五条まで、第二十七条、第二十八条

三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第十

む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の第

三条中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「適格特例投資家

のは「第五十九条第二項第一号から第六号まで」と、同条及び第十

いて、第十二条中「第五条第一項第一号から第十一号まで」とある

の規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。この場合にお

法第三十九条（第三項ただし書及び第五項を除く。）並びにこれら

第一項及び第二十九条から第三十一条まで並びに準用金融商品取引

一条第一項、第十二条から第十五条まで、第二十七条、第二十八条

三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第十

む場合においては、当該適格特例投資家限定事業者を主務大臣の第

適格特例投資家限定事業者が適格特例投資家限定事業を営

と、同条及び第十三条中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは

限定事業者名簿」と、同条中「第五条第二項第一号から第四号まで

第六十条

「適格特例投資家限定事業者名簿」と、同条中「第五条第二項第一

」とあるのは「第五十九条第三項第一号及び第二号」とするほか、

適格特例投資家限定事業者が適格特例投資家限定事業を営

号から第四号まで」とあるのは「第五十九条第三項第一号及び第二

必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十条

号」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

保険業法（平成七年法律第百五号）（附則第十五条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

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

（金融商品取引法の準用）
第三百条の二

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

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

第 三 百条 の二

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、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の

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

兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の
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し書、第四項、第六項及び第七項（損失補塡等の禁止）並びに第四

第八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

関との契約締結義務等）、第三十八条第一号、第二号、第七号及び

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

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で（

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

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

関との契約締結義務等）、第三十八条第一号、第二号及び第七号並

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

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で（

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

等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契

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

通則）の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険

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。

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

仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介につい

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

等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投

て、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融

は「特定保険契約等」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定保

されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合

商品取引契約」とあるのは「特定保険契約等」と、「金融商品取引

険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、同法第三十四

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

業」とあるのは「特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の

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

の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投

業務」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のため

二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。）」とあるのは「

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子

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

特定保険契約（保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をい

資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバ

同じ。）」とあるのは「特定保険契約（保険業法第三百条の二に規

う。以下同じ。）又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介」と

情報処理組織の使用義務等）を除く。）（通則）の規定は保険会社

定する特定保険契約をいう。以下同じ。）又は顧客のために特定保

、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為」とあるのは「特定

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。）（

険契約の締結の媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引
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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、同項

で定めるところにより、当該特定保険契約の内容その他保険契約者

いう。以下この項において同じ。）の保護に資するため、内閣府令

約者等（保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等を

、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、保険契

とき、又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行うとき」と

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

行為」とあるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十七条の三

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

当該特定保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報

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、

第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下この項におい

ない」とあるのは「交付するほか、保険契約者等（保険業法第五条

の締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

するとき」とあるのは「締結しようとするとき、又は特定保険契約

保険契約の締結」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようと

の締結」と、同法第三十八条第一項中「使用人」とあるのは「使用

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（保険

あるのは「特定保険契約の締結」と、同法第三十八条中「使用人」

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人

第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定保険契約等を締

とあるのは「使用人（保険募集人（保険業法第二条第二十三項に規

をいう。）を除く。第三十九条第三項において同じ。）」と、同法

業法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。）、外国保険

定する保険募集人をいう。）を除く。第三十九条第三項において同

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

結する保険会社等（保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社

じ。）」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その

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

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。）又

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

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

等をいう。）、外国保険会社等（同法第二条第七項に規定する外国

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

価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定保険契約の締結

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。）」

の条において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特

」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

保険会社等をいう。）又は保険仲立人（同条第二十五項に規定する

定保険契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引（以下こ

価証券等」という。）」とあるのは「特定保険契約」と、「顧客（

と、同項第五号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約

の条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定保険契

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

保険仲立人をいう。）」と、同項第五号中「金融商品取引行為」と

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

- 166 -

の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当

が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他

されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約

「顧客」と、「損失」とあるのは「損失（当該特定保険契約が締結

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

、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

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

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。

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、返戻金

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額

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と

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り

含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「損

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

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

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、

るため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第三号中「有価

その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この条におい

あるのは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同

証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証

該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。

項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締

券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため、」とある

て同じ。）」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当

結」と、「有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加す

のは「追加するため、当該特定保険契約によらないで」と、同条第

以下この条において同じ。）」と、「補足するため」とあるのは「

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

二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」

該特定保険契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取

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

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」

補足するため、当該特定保険契約によらないで」と、同項第二号中

保険契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府

とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商

引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「有価証券等」とあ

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

品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結」と、同法第四十

「有価証券売買取引等」とあるのは「特定保険契約の締結」と、「

第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定保険契約等の締結

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

るのは「特定保険契約」と、「追加するため」とあるのは「追加す

」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

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

有価証券等」とあるのは「特定保険契約」と、「追加するため」と

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
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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。

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」と読

三十七条の三（第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第

るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

びに第三項を除く。）及び第三十七条の四」と読み替えるものとす

一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並
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○

正

案

現

行

（資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用）

資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）（附則第十六条関係）

改

（資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用）

規制）、第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を除く。）及び

務）、第三十七条第一項（第二号を除く。）及び第二項（広告等の

第二項（契約締結前の書面の交付）、第三十七条の四（契約締結時

規制）、第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を除く。）及び

務）、第三十七条第一項（第二号を除く。）及び第二項（広告等の

金融商品取引法第三十六条第一項（顧客に対する誠実義

第二項（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）、第三十八条（第七号を除く。）（禁止行為）、

第二百九条

等の書面の交付）、第三十八条（第七号及び第八号を除く。）（禁

第三十九条（損失補てん等の禁止）、第四十条（適合性の原則等）

金融商品取引法第三十六条第一項（顧客に対する誠実義

止行為）、第三十九条（第四項及び第六項を除く。）（損失補塡等

、第四十四条の三第一項（第三号を除く。）（親法人等又は子法人

。）の規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産

の禁止）、第四十条（適合性の原則等）、第四十四条の三第一項（

、第四十五条（第三号及び第四号を除く。）の規定は、資産対応証

対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。こ

等が関与する行為の制限）、第四十五条（第三号及び第四号を除く

券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱い

（略）

第二百九十七条

２

の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

術的読替えは、政令で定める。
（略 ）

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合にお

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合にお

を行う特定譲渡人について準用する。この場合において、必要な技

第三号を除く。）（親法人等又は子法人等が関与する行為の制限）

第 二 百九 条

２

第 二 百九 十七 条

いては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円

（略）

いては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円

一

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
（略）

以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
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二

第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条

第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した

二

第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した
とき。

第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十九条

とき 。

- 170 -

○

正

案

信託業法（平成十六年法律第百五十四号）（附則第十七条関係）

改

（金融商品取引法の準用）

現

行

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の

（金融商品取引法の準用）
第二十四条の二

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

第 二 十四 条の 二

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

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

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。

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（取引態様の事前明示義

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から第四号まで及び第六号並び

）（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

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（契約締結前の書面の交付）、第三十七条の四（契約締結

）（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

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）、第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の

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

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）、第三十七条の七（指定紛争解決機関との契約締結義務等）

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

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、第二号及び第七号並びに第三十八条の二（禁

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

、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条

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（

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

の二（禁止行為）、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第

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

兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の

四項、第六項及び第七項（損失補塡等の禁止）、第四十条第一号（

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

兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の

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
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商品市場をいう。）における相場その他の指標に係る変動により信

、通貨の価格、金融商品市場（同法第二条第十四項に規定する金融

四号を除く。）（雑則）の規定は、信託会社が行う信託契約（金利

の使用義務等）を除く。）（通則）及び第四十五条（第三号及び第

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

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、

銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価

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、金

ける相場そ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

市場（同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。）にお

の規定は、信託会社が行う信託契約（金利、通貨の価格、金融商品

）（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。

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

場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特

確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている

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

生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。

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

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

託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府

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

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

以下「特定信託契約」という。）による信託の引受けについて準用

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

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

令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。）による信

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

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

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「信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、

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

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

同法第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名及び住所

、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

あるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特

」とあるのは「住所」と、同法第三十七条の六第一項中「第三十七

は「信託業法第二十六条第一項」と、同法第三十九条第二項第一号

「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品

条の四第一項」とあるのは「信託業法第二十六条第一項」と、同法

中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、

定信託契約の締結の業務」と、これらの規定（同法第三十四条の規

第三十九条第二項第一号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特

「前項第一号」とあるのは「損失補塡等（信託業法第二十四条第一

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

定信託契約の締結」と、「前項第一号」とあるのは「損失補塡等（
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必要な技術的読替えは、政令で定める。

「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、

」とあるのは「損失補塡等」と、同条第五項中「事故」とあるのは

引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供

う。第三号において同じ。）」と、同項第三号中「有価証券売買取

信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補塡又は利益の補足をい

、政令で定める。

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

塡等」と、同条第四項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰

定信託契約の締結」と、「前項第三号の提供」とあるのは「損失補

じ。）」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特

項第四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
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○

則

改

正

案

附

則

第四十三条

現

行

みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧

証券取引法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第六十五号）（附則第十八条関係）

附

みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧

証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、

第 四 十三 条

証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、

新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号に該当する行

みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第

（略）

金融商品取引法第五十二条第一項第七号又は第十一号に該当する行

２・３

為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。

（略 ）

為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
２・３

第百五十五条

八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十

みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第

八十二条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二

二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用す

第 百 五十 五条

条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する

みなし登録運用業者が施行日前にした旧投資信託法第

（略）

第百七十四条

２・３

る。
（略 ）

みなし登録運用業者が施行日前にした旧投資信託法第

。
２・３

第 百 七十 四条

四十二条第一項第一号に該当する者は、新金融商品取引法第五十二

（略）

四十二条第一項第一号に該当する者は、金融商品取引法第五十二条

２～４

条第一項第六号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

（略 ）

第一項第七号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
２～４
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以外の者が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号（旧信

託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む

以外の者が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号（旧信

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む

。）に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号

第二百十二条

。）に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号（

（新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

同法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。）に

合を含む。）に該当する行為とみなして、新金融商品取引法第五十

第二百十二条

該当する行為とみなして、同法第五十二条第一項（同法第六十五条

２・３

（略）

する場合を含む。）の規定を適用する。

二条第一項（新金融商品取引法第六十五条の五第二項において適用

（略 ）

の五第二項において適用する場合を含む。）の規定を適用する。

２・３
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○

正

案

行

みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法

現

証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十八年法律第六十六号）（附則第十九条関係）

改

第十九条

第二十四条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品

みなし登録第一種業者が施行日前にした旧外国証券業者法

第二十四条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、金融商品取

取引法第五十二条第一項第六号又は第十号に該当する行為とみなし

第十九条

引法第五十二条第一項第七号又は第十一号に該当する行為とみなし

みなし登録助言・代理業者が施行日前にした旧証券投資

（略）

第五十二条

２・３

て、同項の規定を適用する。

（略 ）

て、同項の規定を適用する。
２・３

みなし登録助言・代理業者が施行日前にした旧証券投資

顧問業法第三十八条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取

第 五 十二 条

顧問業法第三十八条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引

引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規

２～４

旧抵当証券業者が施行日前にした旧抵当証券業規制法第

（略）

定を適用する。

法第五十二条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定

（略 ）

を 適 用す る。
２～４

第五十九条

二十四条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十

旧抵当証券業者が施行日前にした旧抵当証券業規制法第

二十四条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二

二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用す

第 五 十九 条

条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する

みなし登録第一種業者が施行日前にした旧金融先物取引

（略）

第七十九条

２・３

る。

みなし登録第一種業者が施行日前にした旧金融先物取引

（略 ）

。
２・３

第 七 十九 条
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法第八十七条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五

五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適

法第八十七条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第

（略）

十二条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用

２・３

用する。
（略 ）

第百五十七条

みなし登録第二種業者が施行日前にした旧商品投資事

する 。
２・ ３

みなし登録第二種業者が施行日前にした旧商品投資事

業規制法第二十八条第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第

第 百 五十 七条
業規制法第二十八条第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五

五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適

（略）

十二条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用

２・３

用する。
（略 ）

する。
２・３
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○

改

正

案

（行政庁等）

現

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）（附則第二十条関係）

（行政庁等）

（略）

行

（略）

第二十二条
２

（ 略）

（略 ）

第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第

第 二 十二 条
２

３

三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務（同法

第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第
三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務（同法

第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。
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３

第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう

第六項第二号において同じ。）を行う場合には、当該登録金融機関

（略）

。第六項第二号において同じ。）を行う場合には、当該登録金融機

４～

業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。

（略 ）

関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
４～
10

10

○

改

正

案

（銀行法の準用）

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）（附則第二十一条関係）

（銀行法の準用）

現

行

。）の規定は、前条第一項の承認を受けた会社について準用する。

十一条、第二十三条及び第五十七条の四（第一号に係る部分に限る

条の二、第十三条の四、第十四条、第十四条の二、第二十条、第二

この場合において、これらの規定（同法第十三条の四後段及び第二

。）の規定は、前条第一項の承認を受けた会社について準用する。

十一条、第二十三条及び第五十七条の四（第一号に係る部分に限る

条の二、第十三条の四、第十四条、第十四条の二、第二十条、第二

銀行法第十二条の二（第三項を除く。）、第十三条、第十三

この場合において、これらの規定（同法第十三条の四後段及び第二

十条第七項を除く。）中「内閣総理大臣」とあるのは「財務大臣及

第十条

十条第七項を除く。）中「内閣総理大臣」とあるのは「財務大臣及

び内閣総理大臣」と、「内閣府令」とあるのは「財務省令・内閣府

銀行法第十二条の二（第三項を除く。）、第十三条、第十三

び内閣総理大臣」と、「内閣府令」とあるのは「財務省令・内閣府

令」と、同法第十三条の四中「第三十八条第一号及び第二号並びに

第十条

令」と、同法第十三条の四中「第三十八条第一号、第二号、第七号

第三十八条の二」とあるのは「第三十八条の二」と読み替えるもの

（略）

」とあるのは「第三十八条第七号」と読み替えるものとするほか、

２・３

とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（略 ）

必要な技術的読替えは、政令で定める。
２・３
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○

正

案

第四十三条

（略）

現

（金融商品取引法の適用除外等）

株式会社国際協力銀行法（平成二十三年法律第三十九号）（附則第二十二条関係）

改

（金融商品取引法の適用除外等）
（ 略）

行

、会社を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者

五款及び第二節（第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二か

九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第

前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第

とみなして、同法第三章第一節第五款及び第二節（第三十五条、第

ら第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三

２

三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七

第一項第二号、第三十七条の七及び第三十八条第七号を除く。）の

前項に規定する場合（次項に規定する場合を除く。）においては

第 四 十三 条
２

条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の七及

規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を

（略）

び第三十八条第七号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同

３

適用する。

（略 ）

法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
３

前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第

九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三十八条（第

４

九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三章第一節第

一号に係る部分に限る。）及び第三十九条の規定並びにこれらの規

前項に規定する場合においては、会社を金融商品取引法第二条第

五款、第三十六条第一項、第三十七条（第一項第二号を除く。）、

定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。

４

第三十七条の三（第一項第二号を除く。）、第三十七条の四、第三
十八条（第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。）、第三十
九条（第四項及び第六項を除く。）、第四十条、第四十条の三、第
四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、
第四十二条の七及び第四十五条の規定並びにこれらの規定に係る同
法第八章及び第八章の二の規定を適用する。
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○

改

正

案

金融庁設置法（平成十年法律第百三十号）（附則第二十三条関係）

（所掌事務）
金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事

現

行

金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事

（所掌事務）
第四条

（略）

一

次号イからコまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企

（略）

務をつかさどる。

一

二

画及び立案に関すること。

（略）

次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。
イ～カ
（新設）

（略）

三

次号イからエまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企
画及び立案に関すること。

（略 ）

次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。
イ～カ

高速取引行為者（金融商品取引法第二条第四十二項に規定す

ヨ～コ

ヨ

（略 ）

る 高速 取 引行 為者 をい う 。）
タ～エ

（略）

金融商品取引法第二章から第二章の五までの規定による有価

四～十五
十六

（略）

金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価

（略）

（略）

証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関す

２

十七～二十七

証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関す

（略）

ること。

（略 ）

十七～二十七

る こと 。

十六

四 ～ 十五

三

二

務をつかさどる。

第四条

２
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