全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070001

zA070001

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

投資法人の資金調達手段の多様
化

投資信託及び投資
法人に関する法律第
67条第1項第16号、
投資法人の資金調達手段は、投資証
第139条の2
券及び投資法人債の発行、銀行等から
投資信託及び投資
の借入れがある。
法人に関する法律施
行規則第103条第7
号

b

Ⅰ
〜
Ⅲ

投資法人のCPの発行について、投資
法人のニーズや投資家保護の観点等
を踏まえた上で、検討を行い、結論を得
る。

投資法人の資金調達手段の多様
化

投資信託及び投資
法人に関する法律第
67条第1項第16号、
投資法人の資金調達手段は、投資証
第139条の2
券及び投資法人債の発行、銀行等から
投資信託及び投資
の借入れがある。
法人に関する法律施
行規則第103条第7
号

b

Ⅰ
〜
Ⅲ

投資法人のCPの発行について、投資
法人のニーズや投資家保護の観点等
を踏まえた上で、検討を行い、結論を得
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070001

zA070001

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

投資法人の資金調達手段の多様
化

投資法人の資金調達手段の多様
化

要望
管理番号

5014

5053

要望事項
管理番号

5014A003

5053A141

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人不動産証券化協会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

3

141

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

投資法人の資金調達手段の多様化

投資法人の資金調達手段の多様化
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投資法人が発行できる債券として、投資
法人債に加え、ＣＰの発行を可能とする
ことを要望する。

投資法人が発行できる債券として、投
資法人債に加え、CP等の発行を可能と
すべく、早期に結論を得て関連規定を整
備すべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

投資法人の資金ニーズに柔軟に対応で
きること、且つ低利での資金調達ができ
るように、資金調達手段としてＣＰを加え
ることを要望する。短期資金の調達にあ
たっては、ＣＰであれば現状の借入に比
べ調達コストが低いことから利益が向上
し、ひいては投資家への配当原資の増
加になり、投資家利益の拡大につながる
ためである。
昨年度の回答にあった、「ニーズや投資
家保護の観点を踏まえ、投資法人のＣＰ
の発行については、平成17年度中に検
討を行う。」について、①実施時期につい
て、その時期となる理由も含め具体的に
示されたい。②実施した調査内容の公表
を行った上、一般の借入金利よりＣＰの
方が有利と判明した場合には、ＣＰの発
行が可能になるよう早期にご対応いただ
きたい。

CP発行は、借入れや投資法人債の発
行に比して発行金利が低く発行費用も安
価である。資金の調達コストは投資法人
の運用効率に直接影響を与えるため、
投資家利益の拡大のためにも、早急に
CP発行等による資金調達を可能とする
ことが求められる。

投資法人の資金調達手段は、借入れ
及び投資法人債に限られており、超短期
の資金を必要とする場合、調達期間と
マッチせず、調達コストが高くついてしま
う。
政府の「規制改革・民間開放推進３か
年計画(改定）」（2005年３月）によれば、
「投資法人のCPの発行について、投資
法人のニーズや投資家保護の観点等を
踏まえた上で、検討を得る(平成17年度
検討、平成18年度結論）。」とされてい
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070002

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

投資法人の規約変更手続の緩和

該当法令等

投資信託及び投資
投資法人の規約を変更するには、投資
法人に関する法律第
主総会の決議を必要とする。
140条

投資信託及び投資
zA070002

金融庁

投資法人の規約変更手続きの緩和 法人に関する法律第
140条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

投資法人の規約を変更するには、投資
主総会の決議を必要とする。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

-

規約は、投資法人の根本規則であり投
資法人の基本的事項が定められたもの
であることから、規約の変更は、投資主
の意思を反映させる手続である投資法
人の最高意思決定機関たる投資主総
会の決議により行われるべきと考える。

租税特別措置法等において求められて
いる要件を既に満たしている場合に、
規約へその旨を記載するために投資主
総会を開催することは、投資主総会開
催の手間・コスト等を考えると重要性は
低い。投資家への通知が担保されてい
れば十分であると考えられる。以上の
観点を踏まえて、改めて検討の可否に
ついて示されたい。

-

規約は、投資法人の根本規則であり投
資法人の基本的事項が定められたもの
であることから、規約の変更は、投資主
の意思を反映させる手続である投資法
人の最高意思決定機関たる投資主総
会の決議により行われるべきと考える。

租税特別措置法等において求められて
いる要件を既に満たしている場合に、
規約へその旨を記載するために投資主
総会を開催することは、投資主総会開
催の手間・コスト等を考えると重要性は
低い。投資家への通知が担保されてい
れば十分であると考えられる。以上の
観点を踏まえて、改めて検討の可否に
ついて示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

-

規約は、投資法人の根本規則であり投
資法人の基本的事項が定められたもの
であることから、規約の変更は、投資主
の意思を反映させる手続である投資法
人の最高意思決定機関たる投資主総
会の決議により行われるべきと考える。
投資家への通知では、投資主の意思を
反映させる手続きを踏むことができない
ことから、措置困難。

-

規約は、投資法人の根本規則であり投
資法人の基本的事項が定められたもの
であることから、規約の変更は、投資主
の意思を反映させる手続である投資法
人の最高意思決定機関たる投資主総
会の決議により行われるべきと考える。
投資家への通知では、投資主の意思を
反映させる手続きを踏むことができない
ことから、措置困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070002

zA070002

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

投資法人の規約変更手続の緩和

投資法人の規約変更手続きの緩和

要望
管理番号

5014

5053

要望事項
管理番号

5014A004

5053A139

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人不動産証券化協会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

4

139

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

投資法人の規約変更手続の緩和

租税特別措置法等において、軽減措置
を受ける条件として、投資法人の規約へ
の記載が求められる改正があり規約変
更が必要となった場合にでも、投資法人
が規約へ記載しなければならない租税
特別措置法等で求められている要件を
既に満たしている場合については、暫定
措置として次期投資主総会までの間は
官報等へその旨を掲載するか、投資主
への通知を行う事により、本軽減措置の
適用が可能となるよう要望する。

投資法人の規約変更は、投資主総会の
承認を要し、租特法等の改正が行われ
た場合に機動的な規約変更が出来な
い。租税特別措置法等において求めら
れている要件を既に満たしている場合
に、規約へその旨を記載するためだけ
に、投資主総会を開催することは、投資
主総会開催の手間・コスト等を考えた場
合、かえって投資主の利益を損なう可能
性について否定できない。①投資家のガ
バナンスに係ることがない租特法上の改
正に伴い投資家の利益につながる事が
明らかである。②官報等へその旨を掲載
するか、投資主への通知をする事等の
措置を講じる。以上２つの要件を満たす
場合には、次期投資主総会での決議事
項とする事で、本軽減措置の適用が可
能となるよう要望する。

投資法人の規約変更手続きの緩和

租税特別措置法適用のための要件を
満たしている場合には、次期投資主総会
までの間の暫定措置として、官報への掲
載あるいは投資主に通知することによっ
て足りることとすべきである。

租税特別措置法の改正において、投
租税特別措置法等の改正が行われた 資法人が優遇措置を受ける要件として
際に機動的な規約変更を可能とすること 規約への記載が求められる場合がある
が、投資主の利益向上につながる。
が、規約の変更には投資主総会の承認
が必要となる。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070003

zA070003

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

生命保険の構成員契約規制の廃
止

保険業法 第300条第
１項第９号、同施行
規則 第234条第１項
第２号、平成10年大
蔵省告示第238号
（平成10年６月８
日）、金融庁事務ガ
イドライン（第二分冊
保険会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

生命保険の構成員契約規制の撤
廃

保険業法 第300条第
１項第９号、同施行
規則 第234条第１項
第２号、平成10年大
蔵省告示第238号
（平成10年６月８
日）、金融庁事務ガ
イドライン（第二分冊
保険会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

構成員契約規制のあり方については、
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）において「行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結
論を得るべく、引き続き検討を進め
る。」とされているところであり、金融審
議会等の場において引き続き検討を行
う。

①検討の方向性
②スケジュール（結論時期）について具
体的に示されたい。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方については、
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）において「行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結
論を得るべく、引き続き検討を進め
る。」とされているところであり、金融審
議会等の場において引き続き検討を行
う。

①検討の方向性
②スケジュール（結論時期）について具
体的に示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

生命保険契約の長期性、再加入困難
性等に鑑み設けられている規制であ
り、その趣旨を踏まえつつ、規制改革・
民間開放３ヵ年計画（改定）に示された
スケジュールに従い本年度に検討を行
う。

Ⅲ

生命保険契約の長期性、再加入困難
性等に鑑み設けられている規制であ
り、その趣旨を踏まえつつ、規制改革・
民間開放３ヵ年計画（改定）に示された
スケジュールに従い本年度に検討を行
う。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070003

zA070003

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

生命保険の構成員契約規制の廃
止

生命保険の構成員契約規制の撤
廃

要望
管理番号

5030

5095

要望事項
管理番号

5030A001

5095A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

東京海上日動火災保険株式
会社

損害保険労働組合連合会

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の構成員契約規制の撤廃
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規制を撤廃していただきたい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

これまで実質的に制限を受けていた法
人代理店による構成員契約の取扱が可
能となることで消費者利益の向上を図る
ことが出来るとともに、日本損害保険協
会や募集代理店においても事務精査
ロード等の削減による効率化を図ること
が出来る。

現在、企業代理店においては生命保険
取扱を謳っているにも関わらず、こと構
成員の生命保険募集については一律禁
止となっており、構成員からの生命保険
の照会を受けた場合、ライフプランに合
わせた保険設計などの十分な対応を行
うことができず、顧客対応として問題があ
る（消費者利益の向上に悖る）状況にあ
る。

自由化・規制緩和の進展は、生損保の
相互参入を実現し、クロスマーケッティン
グを通じた競争の促進、消費者の期待
に応える商品・サービス提供を目指して
きた。また一方で、銀行窓販の解禁をは
じめ、多様な販売チャネルの実現は、購
入窓口の拡大といった消費者利便の拡
充の観点から、着実にその進展が見ら
れているところにある。
しかしながら構成員契約規制によって、
構成員契約規制は、過剰な事前販売規 企業の役職員は、一部商品に限って当
制と言わざるを得ないことから、早期に 該企業代理店を通じた契約締結が認め
規制を撤廃して頂きたい。
られていない。これら企業代理店は、
ニーズに適った多種多様な商品を取り扱
うなど、役職員の福利厚生サービスの一
翼も担っているなか、本規制の存在は選
択肢の制限に他ならない。商品や購入
ルートなど、消費者の選択肢を充分に確
保すべく、規制緩和の進展が図られてき
ている状況においては、本規制は、職制
を通じた圧力募集の懸念を過大に評価
しているものといわざるを得ない。

企業が、生命保険会社と募集代理店契約を
締結して生命保険商品の募集を行う場合、
圧力募集が生じかねないとの観点から、当該
企業及びその企業と密接な関係を有する者
（法人）の役員・従業員に対する保険募集が
一部の保険商品を除き制限されている。しか
しながら、①そもそも圧力募集は、保険業法
において禁止行為と規定されていること。②
行政においては事前規制から事後チェック型
への転換が進み、不適切な募集に対する措
置策も講じられているなかで、圧力募集への
虞を前提として一切の販売禁止を措置するこ
とは、もはや過剰な規制であること。③第二
分野（損保商品）、及び第三分野（生保・損保
商品）については既に販売可能とされている
なか、第一分野商品のみ販売規制とすること
について、合理的な理由が存在しないこと。
④銀行における保険窓販においては、本規
制の存在によって顧客に勤務先等の質問を
行わざるを得ないが、プライバシーに関わる
など顧客対応上も好ましい措置とは言えず、
さらに円滑な募集実務を却って阻害している
虞があること、などの理由から、本規制を見
直す必要性は一層高まっている。
より着目すべきは、販売者による説明責任の
着実な履行と、不適切な募集に対する苦情
対応等も含めた適切な事後措置を講ずること
である。よって今日的な取引ルールの整備と
いった観点から、懸念される圧力募集に対す
る弊害防止策など、消費者保護に留意したう
えで、本規制を早期に撤廃する必要があるも
のと考える。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070003

zA070003

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

保険業法 第300条第
１項第９号、同施行
規則 第234条第１項
第２号、平成10年大
生命保険の募集に関わる構成員契 蔵省告示第238号
（平成10年６月８
約規制の撤廃
日）、金融庁事務ガ
イドライン（第二分冊
保険会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

金融庁

保険業法 第300条第
１項第９号、同施行
規則 第234条第１項
第２号、平成10年大
蔵省告示第238号
（平成10年６月８
日）、金融庁事務ガ
イドライン（第二分冊
保険会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

生命保険の構成員契約規制の廃
止

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

構成員契約規制のあり方については、
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）において「行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結
論を得るべく、引き続き検討を進め
る。」とされているところであり、金融審
議会等の場において引き続き検討を行
う。

構成員契約規制は、顧客ニーズに係ら
ず、事前かつ一律に募集を禁止する過
剰規制。今年3月の規制改革・民間開
放推進3か年計画で「平成17年度検討」
となったことを踏まえ、検討のスケ
ジュール（結論時期）につき具体的に明
示して頂きたい。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方については、
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）において「行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結
論を得るべく、引き続き検討を進め
る。」とされているところであり、金融審
議会等の場において引き続き検討を行
う。

構成員契約規制は、顧客ニーズに係ら
ず、事前かつ一律に募集を禁止する過
剰規制。今年3月の規制改革・民間開
放推進3か年計画で「平成17年度検討」
となったことを踏まえ、検討のスケ
ジュール（結論時期）につき具体的に明
示して頂きたい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

生命保険契約の長期性、再加入困難
性等に鑑み設けられている規制であ
り、その趣旨を踏まえつつ、規制改革・
民間開放３ヵ年計画（改定）に示された
スケジュールに従い本年度に検討を行
う。

Ⅲ

生命保険契約の長期性、再加入困難
性等に鑑み設けられている規制であ
り、その趣旨を踏まえつつ、規制改革・
民間開放３ヵ年計画（改定）に示された
スケジュールに従い本年度に検討を行
う。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070003

zA070003

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

生命保険の募集に関わる構成員契
約規制の撤廃

生命保険の構成員契約規制の廃
止

要望
管理番号

5029

5076

要望事項
管理番号

5029A001

5076A008

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

1

8

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

生命保険の募集に関わる構成員契約規 生命保険の募集に関わる構成員契約規
制の撤廃
制を撤廃する

生命保険の構成員契約規制の廃止
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生命保険の構成員契約規制を廃止す
る。

具体的事業の
実施内容

要望理由

構成員契約規制は、優越的地位の濫用
や圧力募集の防止を目的として設けられ
た規定であるが、その実態に係らず、事
前かつ一律に募集を禁止する過剰規
制。形式基準のため、顧客申出による場
合も保険の販売が出来ず、顧客利便性
の観点で問題。顧客勤務先の特定が困
難なケースも多いなど（同名企業の存在
等）、実務上の負担大。また、損害保険
や第三分野商品では規制がなく、生命
保険だけに適用される規制であり、妥当
性に欠く。さらに、銀行による保険商品の
募集にあたっては、圧力募集防止のた
めの弊害防止措置が検討されており、構
成員契約規制は二重規制

構成員契約規制は、生命保険会社と募
集代理店契約を締結した企業が優越的
な地位の濫用や圧力募集を行うことを防
止することを目的として設けられているも
のであるが、実態に係わらず事前かつ
一律に募集を禁止しているため、顧客の
申し出による場合にも保険の販売ができ
ず、顧客利便性の観点で問題である。
また、生命保険を募集する際、顧客勤務
先の確認が必要であり、これが実務上の
負担となっている。
損害保険や第三分野商品には構成員契
約規制はなく、生命保険だけ規制する理
由はないと考える。
銀行による保険募集については、圧力
募集防止のための弊害防止措置が検討
されており、構成員契約規制は二重規制
になる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070003

zA070003

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

生命保険の構成員契約規制等の
撤廃

保険業法 第300条第
１項第９号、同施行
規則 第234条第１項
第２号、平成10年大
蔵省告示第238号
（平成10年６月８
日）、金融庁事務ガ
イドライン（第二分冊
保険会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

生命保険の構成員契約規制の廃
止

保険業法 第300条第
１項第９号、同施行
規則 第234条第１項
第２号、平成10年大
蔵省告示第238号
（平成10年６月８
日）、金融庁事務ガ
イドライン（第二分冊
保険会社関係）２−２
(6)

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

構成員契約規制のあり方については、
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）において「行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結
論を得るべく、引き続き検討を進め
る。」とされているところであり、金融審
議会等の場において引き続き検討を行
う。

生命保険についてのみ規制が必要な
理由があるのかについて、見解を示さ
れたい。また、具体的な検討のスケ
ジュール（実施時期）を示されたい。

Ⅲ

構成員契約規制のあり方については、
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）において「行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結
論を得るべく、引き続き検討を進め
る。」とされているところであり、金融審
議会等の場において引き続き検討を行
う。

生命保険についてのみ規制が必要な
理由があるのかについて、見解を示さ
れたい。また、具体的な検討のスケ
ジュール（実施時期）を示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

生命保険契約の長期性、再加入困難
性等に鑑み設けられている規制であ
り、その趣旨を踏まえつつ、規制改革・
民間開放３ヵ年計画（改定）に示された
スケジュールに従い本年度に検討を行
う。

Ⅲ

生命保険契約の長期性、再加入困難
性等に鑑み設けられている規制であ
り、その趣旨を踏まえつつ、規制改革・
民間開放３ヵ年計画（改定）に示された
スケジュールに従い本年度に検討を行
う。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070003

zA070003

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

生命保険の構成員契約規制等の
撤廃

生命保険の構成員契約規制の廃
止

要望
管理番号

5032

5040

要望事項
管理番号

5032A010

5040A015

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

10

15

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

生命保険の構成員契約規制等の撤廃

業務上の地位等を不当に利用するなど
の圧力募集を未然に防止する観点で設
（保険業法の規制の撤廃）生命保険の構
けられている生命保険の構成員契約規
成員契約規制を撤廃する。
制については信用金庫への適用を除外
する。

信用金庫における保険募集は、通常の
生命保険募集人と異なり、非公開情報
保護措置、優越的地位を利用した募集
禁止、他の金融取引への影響の排除な
継続
ど、事前に様々な行為規制が保険業法
等で適用されており、業務上の地位等を
不当に利用する等の圧力募集を未然に
防止する措置が既にとられている。

生命保険の構成員契約規制の廃止

生命保険の募集において、法人募集代
理店の役員・従業員又は当該法人募集
代理店と密接な関係を有する法人の役
員若しくは使用人に対する募集禁止の
規制（構成員契約規制）を廃止しするこ
と。

法人募集代理店として生命保険の募集
を行う際に障害となっている。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

zA070004

金融庁

１項第2号）

ｃ

―

―

非公開情報の取扱いについては、銀行
等がその与信業務や決済業務を通じ、
預金者や債務者に関する情報を継続
的かつ総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護上の問
題を生じやすい状況に鑑み、銀行等に
よる保険商品の販売の実施にあたり保
護措置が講じられているもの。個人情
報の保護に関する法律が本年４月１日
に全面施行されたが、本措置がとくに
銀行等による保険商品の販売との関係
において設けられている趣旨に鑑みる
と、本措置は同法の施行に伴い廃止さ
れるべきものではない。
なお、保険業法施行規則等の一部を改
正する内閣府令（平成17年７月８日内
閣府令第84号。同年12月22日施行）に
より、非公開情報の定義や顧客の同意
を得る時期及び方法を明確化したとこ
ろ。

個人情報保護法（平成17年4月全面施
行）においては、銀行は顧客の個人情
報の利用目的を特定し、その目的の範
囲内で情報を利用することにつき顧客
の事前承諾を取ることになる。従って、
「本措置は同法の施行に伴い廃止され
るべきものではない。」との御指摘であ
るが、個人情報保護法と保険募集にお
ける非公開情報保護措置は明らかな二
重規制であり、同措置は個人情報保護
法に一体化する方向で見直し、撤廃す
べきである。

保険業法施行規則 銀行等がその行う業務に関し知り得た
zA070004

金融庁

１項第2号）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

を求めている。

ｃ

当室からの
再検討要請

個人情報保護法（平成17年4月全面施
行）においては、銀行は顧客の個人情
報の利用目的を特定し、その目的の範
囲内で情報を利用することにつき顧客
の事前承諾を取ることになる。従って、
「本措置は同法の施行に伴い廃止され
るべきものではない。」との御指摘であ
るが、個人情報保護法と保険募集にお
ける非公開情報保護措置は明らかな二
重規制であり、同措置は個人情報保護
法に一体化する方向で見直し、撤廃す
べきである。

を求めている。

保険募集における非公開情報保護 第211条第１項第2号 顧客に関する非公開情報が保険募集
（及び、同条の2第１ に利用されることについて、事前に顧客
措置の撤廃
項第2号、同条の3第 の書面その他の適切な方法による同意

その他

非公開情報の取扱いについては、銀行
等がその与信業務や決済業務を通じ、
預金者や債務者に関する情報を継続
的かつ総合的に保有する立場にあり、
安易な流用による契約者保護上の問
題を生じやすい状況に鑑み、銀行等に
よる保険商品の販売の実施にあたり保
護措置が講じられているもの。個人情
報の保護に関する法律が本年４月１日
に全面施行されたが、本措置がとくに
銀行等による保険商品の販売との関係
において設けられている趣旨に鑑みる
と、本措置は同法の施行に伴い廃止さ
れるべきものではない。
なお、保険業法施行規則等の一部を改
正する内閣府令（平成17年７月８日内
閣府令第84号。同年12月22日施行）に
より、非公開情報の定義や顧客の同意
を得る時期及び方法を明確化したとこ
ろ。

保険業法施行規則 銀行等がその行う業務に関し知り得た

保険募集における非公開情報保護 第211条第１項第2号 顧客に関する非公開情報が保険募集
（及び、同条の2第１ に利用されることについて、事前に顧客
措置の撤廃
項第2号、同条の3第 の書面その他の適切な方法による同意

措置の概要
（対応策）
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措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

−

本件規制は、銀行等の取り扱う顧客情
報のうち非公開情報（保険募集業務以
外の業務に係るもの、保険募集業務に
係るもの）の概念に該当するものにつ
いて、利用目的の事前の通知・公表の
如何にかかわらず、書面その他の適切
な方法による事前の同意を得なければ
保険募集業務以外の業務と保険募集
業務との間で流用してはならないとする
など、とくに銀行等による保険商品の販
売との関係において設けられているも
のであり、ご要望に対応することは困難
である。

−

本件規制は、銀行等の取り扱う顧客情
報のうち非公開情報（保険募集業務以
外の業務に係るもの、保険募集業務に
係るもの）の概念に該当するものにつ
いて、利用目的の事前の通知・公表の
如何にかかわらず、書面その他の適切
な方法による事前の同意を得なければ
保険募集業務以外の業務と保険募集
業務との間で流用してはならないとする
など、とくに銀行等による保険商品の販
売との関係において設けられているも
のであり、ご要望に対応することは困難
である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070004

zA070004

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険募集における非公開情報保護
措置の撤廃

保険募集における非公開情報保護
措置の撤廃

要望
管理番号

5029

5076

要望事項
管理番号

5029A002

5076A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

2

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

非公開情報保護措置については、個人
保険募集における非公開情報保護措置 情報保護法に一体化する方向で見直し
の撤廃
を行い、保険業法施行規則の規定は撤
廃する

保険募集における非公開情報保護措置 保険業法施行規則の非公開情報保護措
の撤廃
置を撤廃する。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行が保険を販売する際にのみ適用さ
れる規制であり妥当性がない（銀行以外
の代理店、例えば証券会社等は対象
外。銀行が保険以外の商品を販売する
場合は対象外）。現状、非公開情報の範
囲は明確ではなく、銀行が保険募集を行
う際には、非公開情報利用の事前同意
を得ることが必須。しかし、募集、商品説
明等を行う前に事前同意を取得すること
は他に例がないこともあり、顧客の理解
を得るのが難しい

銀行が保険以外の商品を販売する場合
や銀行以外の代理店は、対象外であり、
妥当性がない。また、銀行が保険募集を
行う際には、非公開情報利用を事前に
同意を得る必要があるが、実務上、募
集、商品説明等を行う前に同意を得るこ
とについて顧客の理解を得るのが難し
い。なお、契約者の個人情報保護につい
ては、平成17年4月に施行された個人情
報保護法の規制で十分であると考える。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

銀行が販売する住宅ローン関連の 保険業法施行規則
長期火災保険について事業の用に 第２１１条の２第１項
第１号・第２１１条第
供する建物も対象に含めること

銀行等による保険商品の窓口販売に
ついては、平成13年4月より、住宅ロー
ン関連の信用生命保険、長期火災保
険及び債務返済支援保険並びに海外
旅行傷害保険を対象商品として開始し
た。
また、平成14年10月より、個人年金保
険、財形保険、年金払積立傷害保険、
財形傷害保険を対象商品に追加すると
ともに、住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定を撤廃
した。「住宅」とは、居住用建物（その床
面積のうち専ら事業の用に供する部分
が50％以下の建物を含む。）とされてい
る。

保険業法第275条、
保険業法施行規則
第211条、第211条の
2、第211条の3、保険
業法施行令第38条、
銀行並びに銀行子会社等及び銀行 銀行法第16条の2第
持株会社の子会社等による保険商 1項第8号、同条第2
項第4号、第52条の
品の販売規制の更なる緩和
23第1項第7号、銀行
法施行規則第17条
の2第1項第2号、第
17条の3第2項第3の
4号

銀行等による保険商品の窓口販売に
ついては、平成13年4月より、住宅ロー
ン関連の信用生命保険、長期火災保
険及び債務返済支援保険並びに海外
旅行傷害保険を対象商品として開始し
た。
また、平成14年10月より、個人年金保
険、財形保険、年金払積立傷害保険、
財形傷害保険を対象商品に追加すると
ともに、住宅ローン関連の信用生命保
険に係る子会社・兄弟会社限定を撤廃
した。

保険業法第２７５条、

zA070005

金融庁

１項第１号

zA070005

金融庁

制度の現状

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ａ

ａ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

保険業法施行規則等の一部を改正す
る内閣府令（平成17年７月８日内閣府
令第84号。同年12月22日施行）により、
その一部を事業の用に供する居住用
建物を「住宅」として、銀行等が取り扱う
ことができる住宅ローン関連火災保険
の対象とする見直しをしている。また、
銀行等による保険募集の状況等をモニ
タリングし、保険契約者等の保護の観
点から問題がなければ、平成19年12月
より銀行等は原則として全ての保険商
品を取り扱うことが認められることとな
る。

Ⅲ

保険業法施行規則等の一部を改正す
る内閣府令（平成17年７月８日内閣府
令第84号。同年12月22日施行）により、
銀行等による保険募集について、新た
な弊害防止措置を講じるとともに、その
取り扱うことができる保険商品の範囲を
拡大した。
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その他

当室からの
再検討要請

金融審議会報告書の趣旨を踏まえ、早
期の全面解禁を願いたい。

金融審議会報告書の趣旨を踏まえ、早
期の全面解禁を求める。
銀行窓販の保険商品拡大に伴なう弊
害防止措置については、顧客の利便性
向上並びに銀行実務の観点から過度
の規制とならないよう、必要なものに限
定し、販売状況に応じて見直しを行うべ
きである。

措置の 措置の
分類
内容

a

a

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

銀行等による保険募集の状況等をモニ
タリングし、保険契約者等の保護の観
点から問題がなければ、平成19年12月
より銀行等は原則として全ての保険商
品を取り扱うことが認められることとな
る。

Ⅲ

銀行等による保険募集の状況等をモニ
タリングし、保険契約者等の保護の観
点から問題がなければ、平成19年12月
より銀行等は原則として全ての保険商
品を取り扱うことが認められることとな
る。また、モニタリングの結果必要な場
合には、弊害防止措置の見直しも検討
することとなる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070005

zA070005

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

銀行が販売する住宅ローン関連の
長期火災保険について事業の用に
供する建物も対象に含めること

銀行並びに銀行子会社等及び銀行
持株会社の子会社等による保険商
品の販売規制の更なる緩和

要望
管理番号

5088

5029

要望事項
管理番号

5088A014

5029A003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

都銀懇話会

要望
事項番号

14

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

事業の用に供する建物の取得にあたっ
平成13年４月、住宅ローン関連の長期火 ても、居住用建物の取得と同じく銀行の
災保険、債務返済支援保険、信用生命 資金融資を利用するケースは多い。取
保険、海外旅行傷害保険の銀行等によ 得目的の如何に関わらず住宅ローンの
る窓口販売が可能になった。しかしなが 融資にあたっては当該担保物件の損害
銀行が販売する住宅ローン関連の長期
ら、住宅ローン関連の長期火災保険の 保険金請求権への質権設定が必須とな
火災保険について事業の用に供する建
販売については、居住の用に供する建 る場合がほとんどである。事業用建物に
物も対象に含めること
物の建設等に係るローン関連の保険は 関する火災保険についても銀行が代理
対象とするが、賃貸住宅など事業の用に 店となることで融資実行と同時に保険付
供する建物については対象としていな 保が可能となり、事前に火災保険を手配
い。
する手間が無くなり、銀行窓口でのワン
ストップ手続きが可能になる。

現在、一部の保険について「保険契約者
等の保護に欠けるおそれが少ない場合」
として銀行による販売が認められている
が、その他の保険について銀行が販売
することが「保険契約者等の保護に欠け
る」とは思われず、一方で、銀行の収益
機会を奪い、契約者にとっても得るべき
利便性が阻害されている。本年6月、同
要望に対して金融庁から「銀行等による
保険商品の販売対象商品の更なる拡大
については、規制改革・民間開放推進3
か年計画（16 年3 月19 日）、金融審議
会金融分科会第二部会における報告
（16年3 月31 日）を踏まえて、引き続き検
討を行っているところ。」との回答が示さ
れた。早急な見直しを期待する。

銀行、銀行子会社、銀行持株会社の子
会社等による保険商品の販売を早期に
全面解禁する。また、解禁当初から、可
能な限り幅広い商品について販売を可
銀行並びに銀行子会社等及び銀行持株
能とする。また、銀行窓販の保険商品拡
会社の子会社等による保険商品の販売
大に伴う弊害防止措置については、顧客
規制の更なる緩和
の利便性向上並びに銀行実務の観点か
ら過度の規制とならないよう、必要なも
のに限定し、販売状況等に応じて見直し
を行う

銀行による保険窓販は、保険商品の販
売チャネルの多様化・効率化に資すると
ともに、利用者のワンストップ・ショッピン
グに対するニーズに応えるものであり、
窓販可能な保険商品を幅広く解禁するこ
とで、顧客の利便性の飛躍的な向上が
期待できる。弊害防止措置については、
それが過度の規制となれば、銀行の管
理面での負担が大きく、顧客の利便性を
損なうとともに、販売にあたって顧客理
解を得られないなど実務的にワークしな
い虞がある。銀行による保険販売の状
況をモニタリングしつつ、必要に応じて見
直しを行うことが必要
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070006

zA070006

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信託業務の拡大

該当法令等

制度の現状

金融機関の信託業 都銀本体、信託銀行子会社及び信託
務の兼営等に関する 契約代理店が、不動産関連業務を行う
ことは、禁止されている。
法律

都銀等による信託業務に関わる規 金融機関の信託業 都銀本体、信託銀行子会社及び信託
務の兼営等に関する 契約代理店が、不動産関連業務を行う
制緩和
法律
ことは、禁止されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

C

C

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う。

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う。
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その他

当室からの
再検討要請

①海外では、不動産業務が銀行の付
随業務として認められている。
②わが国でも、従来から一部の銀行が
不動産業務を営んでおり、特に弊害は
生じていない。
①、②を踏まえて、改めて見解を示され
たい。また、具体的な検討のスケジュー
ル（実施時期）を示されたい。

顧客財産の総合運用管理サービスの
充実を通じた顧客利便性の一段の向
上のため、再度検討頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う必要があると考えている｡

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う必要があると考えている｡

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070006

zA070006

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信託業務の拡大

都銀等による信託業務に関わる規
制緩和

要望
管理番号

5032

5029

要望事項
管理番号

5032A024

5029A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

都銀懇話会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

信用金庫では、金融商品の多様化を受
け、顧客起点のビジネスとして、会員・顧
（信託兼営法による規制の撤廃）信託代
信託業務の取り扱い拡大により、と会
客のライフステージにあった最適なバラ
理店（信金本体の場合も同様。以下同
員・顧客のライフプランに応じた最適なバ ンスシートづくりを基本としている。信託 変更
じ。）の取扱い業務として、不動産関連業
ランスシートづくりが可能となる。
代理店の取扱い業務として不動産関連
務を解禁する。
業務の取扱いが可能とならなければ、こ
うしたサービス提供が完結しない。

24

信託業務の拡大

4

不動産売買の媒介、貸借の媒介・代理
都銀等による信託業務に関わる規制緩 等の不動産関連業務等を、都銀本体、
和
信託銀行子会社、信託代理店に解禁す
る

16/224

都銀本体、信託銀行子会社および信託
代理店に対して、併営業務の一部を制
限することの理論的根拠は不明確。顧客
財産の総合運用管理サービスの充実を
通じた顧客利便性の一段の向上のため
には、不動産関連業務を含めた信託業
務の解禁が不可欠

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070006

zA070006

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

全ての信託銀行に対する不動産処
分信託の解禁および、信託を兼営 金融機関の信託業 都銀本体、信託銀行子会社及び信託
務の兼営等に関する 契約代理店が、不動産関連業務を行う
する金融機関に不動産の売買、貸
ことは、禁止されている。
法律
借の代理および媒介を解禁

信託代理店における信託併営業務 金融機関の信託業 都銀本体、信託銀行子会社及び信託
務の兼営等に関する 契約代理店が、不動産関連業務を行う
の取扱禁止業務の撤廃
法律
ことは、禁止されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

C

C

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う。

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う。
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その他

当室からの
再検討要請

顧客財産の総合運用管理サービスの
充実を通じた顧客利便性の一段の向
上のため、再度検討頂きたい。

顧客財産の総合的なコンサルティング
サービスの提供を通じた顧客利便性の
一段の向上のため、再度検討頂きた
い。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う必要があると考えている｡

Ⅰ

不動産売買の媒介、賃借の媒介・代理
等の不動産関連業務等を、都銀本体、
信託子会社及び信託契約代理店への
解禁の可否については、金融機関が他
業を営むことによるリスクの遮断、銀行
業務に専念すること等による銀行経営
の健全性確保といった他業制限の趣旨
を踏まえ、参入の可否については慎重
な検討を行う必要があると考えている｡

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070006

zA070006

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

全ての信託銀行に対する不動産処
分信託の解禁および、信託を兼営
する金融機関に不動産の売買、貸
借の代理および媒介を解禁

信託代理店における信託併営業務
の取扱禁止業務の撤廃

要望
管理番号

5088

5076

要望事項
管理番号

5088A010

5076A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

10

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

04年12月の信託業法改正、兼営法改正
において、新しい信託会社に処分型の不
動産信託が認められたにもかかわらず、
信託業務を兼営する金融機関（信託銀
行等）においては処分型の不動産信託
は認められなかった。が、一部の旧来か
らの信託銀行には、過去において認めら
れており、現在も業務を継続している一
方で、比較的新規に参入した信託銀行
に認められないというのは、非合理的で
あり、その不均衡を是正すべきである。
また、処分型の不動産信託（不動産媒介
業務等）は金融機関の本業と親近性が
全ての信託業務を兼営する金融機関に
小さいとの理由で解禁が見送られたとの
対する「不動産処分信託」の解禁を要望
ことであるが、信託銀行は不動産管理信
全ての信託銀行に対する不動産処分信
信託を兼営する金融機関の信託業務が
する。また、全ての信託業を兼営する金
託を受託するなど、不動産売買と関連性
託の解禁および、信託を兼営する金融
円滑化し、顧客の利便性を向上させると
融機関に「不動産の売買、貸借の代理お
が高い業務を行っている。また、不動産
機関に不動産の売買、貸借の代理およ
ともに、信託業の競争が促進され、市場
よび媒介」「実質的に不動産の売買とな
の売買および貸借の代理、あるいは実
び媒介を解禁
の発展に資する。
る不動産信託受益権の売買および貸借
質的に不動産の売買となる不動産信託
の代理」を解禁することを要望する。
受益権の売買および貸借の代理は、不
動産信託を行う場合に付随する取引で
ある。これを信託会社に認めながら、信
託を兼営する金融機関に認めないという
不均衡を是正されたい。信託を兼営する
金融機関においては、この業務が認めら
れないために円滑な業務に支障をきた
し、顧客の利便性も損なわれている。同
時に、信託業界内での既得権益を招き、
公正な競争が阻害され、市場の発展が
抑止されている。（予定されている信託
法の改正に伴い、信託業法、兼営法も見
直しを検討したいとされていることから）
早急に対処願いたい。

信託代理店における信託併営業務の取 信託代理店の取扱業務に不動産媒介業
扱禁止業務の撤廃
務を認める。
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不動産の売買・賃借の媒介・代理等の不
動産関連業務が信託代理店に解禁され
れば、不動産を含めた資産に関する総
合的なコンサルティングサービスの提供
が可能になる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070007

zA070007

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

①証券会社の行為
規制等に関する内閣
府令第12条第1項第
金融庁（要望中
証券子会社との弊害防止措置の更 2号、②証券取引法
の③④につい
第32条第1項、同条
なる緩和
て）
第2項、③同内閣府
令第12条第1項第7
号、④同内閣府令第
12条第1項第8号

金融庁

弊害防止措置の合理化【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①速やかに検討・結論
①親会社が発行する有価証券につい
②証券取引法第65条で金融機関によ
て、その引受けが制限されている。
る証券業務が原則として禁止されてい
②証券会社の役員による親会社等又
ることを踏まえて設けられている規定で
は子銀行等の役職員の兼業は不可。
あり、措置困難。
③非公開情報の授受に係る顧客の同
③④顧客の非公開情報の重要性を踏
①：b
意確認は「書面による同意」が必要。
Ⅲ（除く まえると、非公開情報の授受に際し、顧
②：ｃ
④親銀行等又は子銀行等との電子情
②）
客の書面による同意を要件とすること
③④：b
報処理組織の共用は、当該電子情報
は適切なものと考えている。一方で、個
処理組織が当該証券会社とその親銀
人情報の保護に関する法律が施行さ
行等又は子銀行等との間で「情報の伝
れたことや金融情勢の変化も踏まえ
達が行えないように措置されているも
て、証券会社の行為規制等に関する内
の」を除き不可。
閣府令第12条第1項第7号及び第8号に
係る規定内容を再点検する。

②証券取引法第65条では、利益相反
防止等の観点から、金融機関による証
券業務を原則として禁止している。当該
②業態を超えた金融コングロマリット化
兼職禁止規定はこれを踏まえて設けら
が進展するなか、a. 本規制がグループ
れている規定であり、措置困難。
の効率的経営及び人材配分の妨げと
③④顧客の非公開情報の重要性を踏
なっている、b. 海外と比較しても過剰規
まえ、非公開情報の授受に際し、顧客
制、等を踏まえ、緩和を再度検討頂き
②:c
③④：Ⅲ の書面による同意を要件とすることは
たい。
③④:b
適切との認識を前提としつつ、個人情
③、④については、検討のスケジュー
報の保護に関する法律が施行されたこ
ル（結論時期）につき具体的に明示して
とや金融情勢の変化も踏まえて、証券
頂きたい。
会社の行為規制等に関する内閣府令
第12条第1項第7号及び第8号に係る規
定内容について平成17年度を目途に
再点検する。

顧客の非公開情報の重要性を踏まえる
と、非公開情報の授受に際し、顧客の
書面による同意を要件とすることは適
切なものと考えている。一方で、個人情
報の保護に関する法律が施行されたこ
とや金融情勢の変化も踏まえて、証券
会社の行為規制等に関する内閣府令
第12条第1項第7号及び第8号に係る規
定内容を再点検する。

顧客の非公開情報の重要性を踏まえ、
非公開情報の授受に際し、顧客の書面
による同意を要件とすることは適切との
認識を前提としつつ、個人情報の保護
に関する法律が施行されたことや金融
情勢の変化も踏まえて、証券会社の行
為規制等に関する内閣府令第12条第1
項第7号及び第8号に係る規定内容に
ついて平成17年度を目途に再点検す
る。

非公開情報の授受に係る顧客の同意
確認は「書面による同意」が必要。
証券会社の行為規 また、親銀行等又は子銀行等との電子
制等に関する内閣府 情報処理組織の共用は、当該電子情
令第12条第1項第7 報処理組織が当該証券会社とその親
号及び第8号
銀行等又は子銀行等との間で「情報の
伝達が行えないように措置されている
もの」を除き不可。

b

Ⅲ
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検討のスケジュールについて、具体的
に示されたい。

b

Ⅲ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070007

zA070007

制度の
所管省庁等

項目

金融庁（要望中
証券子会社との弊害防止措置の更
の③④につい
なる緩和
て）

金融庁

弊害防止措置の合理化【新規】

要望
管理番号

5029

5053

要望事項
管理番号

5029A006

5053A172

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

2

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

6

172

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

①証券会社の行為規制等に関する内閣
府令第12条第1項第2号における適用除
外となる有価証券に、「上場・登録株券」
を加える、②証券会社の役職員が親銀
証券子会社との弊害防止措置の更なる
行等の役職員を兼ねること及び証券会
緩和
社の役職員が子銀行等の役職員を兼ね
ることを解禁、③非公開情報の授受に係
る内閣府令の廃止、④電子情報処理組
織の共有に係る内閣府令の廃止

①上場・登録株券は市場で株価が形成
され、発行者には事業年度毎の有価証
券報告書の作成が義務付けられること
で、格付が付与されている有価証券と同
様に引受審査等における客観性も担保
されている、②本規制は、金融持株会社
の活用等によりグループ経営を推進する
際の人的資源の効率配分やグループ経
営の枠組み構築の妨げになっている、③
本規制の趣旨は、インサイダー取引規制
や金融機関の守秘義務、チャイニーズ
ウォールの設定等で対応可能、④金融
機関の自己責任を重視するとの観点か
ら、過剰な規制は撤廃すべき

非公開かつ顧客の投資判断に影響を
及ぼす情報又は顧客の注文の動向に関
する情報について、自己売買等又は当
該情報を提供した勧誘に利用することを
禁止する一方、発行者、顧客から明示的
な非公開情報等の提供禁止の意思表示
がなされている場合を除き、電子情報処
理組織の共有ならびに情報の共同利用
を原則として認めるべきである。

①禁止規定の例外措置として、顧客から
の書面による事前の同意を得れば情報
の受領・提供を行うことができるとされて
（要望理由 右下の続き）④持株会社形 いるが、情報内容や情報を共有する法
態が一般化しつつあり、またグローバル 人の範囲等に制限を加えない包括同意
な顧客リスク管理が要請されている現 書を取得することは通常の場合困難で
在、当該規制は過剰で形式的な規制で あるため、同例外措置だけで実効ある対
ある。質の高い総合的な金融サービスの 応や機動的な対応を図ることは極めて
提供は、発行者等の利便性にかなうの 困難である。また、「その他の特別な情
で、適正な情報管理の仕組みを構築しつ 報」の趣旨が不明であるため遵守の管
つ、推進のための環境整備を図ることが 理が困難な状況にある。
望ましい。
②発行者等の書面による同意がある場
⑤電子情報処理組織の共有について
合であっても、親法人、子法人の間又は
は、外形的にコンピュータを使った情報 同一法人内で、非公開かつ顧客の投資
管理が親銀行等又は子銀行等との間で 判断に影響を及ぼす情報又は顧客の注
禁止されているため、情報利用の実態に 文の動向に関する情報等を有価証券取
かかわらず、同一グループ内のリスク管 引に利用することは弊害となりうるので、
理、情報管理が困難となっている。法律 現行規制は、法の意図する弊害防止に
の趣旨に沿って適正な情報管理を図る とって必ずしも効果的な仕組みになって
仕組みがあれば、コンピュータを利用し はいない。
たという理由で弊害が発生することはな ③発行者等に関する非公開情報の授受
いので、電子情報処理組織の共有禁止 については、親子関係等にある場合に、
規定を存続させる合理性はない。
最も利益相反行為の危険性が高いと思
われる同一法人内での行為に適用され
る規制よりも更に厳しい規制を課すこと
の合理性はないと思われる。

弊害防止措置の合理化【新規】
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その他
（特記事項）

証券会社の役職員が、発行者又は顧
客（「発行者等」という。）の非公開情報
等 (発行者等の重要な情報であって、顧
客の投資判断に影響を及ぼす情報、ま
たは顧客の注文の動向その他の特別な
情報) を親法人、子法人等から受領もし
くは提供することは、原則、弊害防止措
置として禁止されている。ただし、発行者
等の書面による同意がある場合には、
非公開情報等の受領及び提供は禁止規
定から除かれている。 また、電子情報処
理組織の共有は、親銀行等又は子銀行
等との間で禁止されている。ただし情報
の伝達が行えないよう措置されている場
合は禁止規定から除かれている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070007

zA070008

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

非公開顧客情報の授受禁止規定
の廃止

非公開情報の授受に係る顧客の同意
確認は「書面による同意」が必要。
証券会社の行為規 また、親銀行等又は子銀行等との電子
制等に関する内閣府 情報処理組織の共用は、当該電子情
令第12条第1項第7 報処理組織が当該証券会社とその親
号及び第8号
銀行等又は子銀行等との間で「情報の
伝達が行えないように措置されている
もの」を除き不可。

ｂ

Ⅲ

顧客の非公開情報の重要性を踏まえる
と、非公開情報の授受に際し、顧客の
書面による同意を要件とすることは適
切なものと考えている。一方で、個人情
報の保護に関する法律が施行されたこ
とや金融情勢の変化も踏まえて、証券
会社の行為規制等に関する内閣府令
第12条第1項第7号及び第8号に係る規
定内容を再点検する。

代理店に係る規制緩和

銀行法第8条、銀行
法施行規則第9条の
3第2項第6号、第8
号、同施行規則第10
条、平成11年4月1日
金融監督庁告示第
10号第2条（最終改
正：平成14年3月29
日金融庁告示第33
号）

ａ

ⅠⅢ

出資規制や専業規制などの現在の代
理店規制の見直しを行うため、銀行法
等の一部を改正する法律案の提出に
向けた準備を行っているところ。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

銀行の代理店において営む代理業務
は、預金、貸付、為替取引、債務の保
証又は手形の引受け、国・地方公共団
体・会社等の金銭の収納その他金銭に
係る事務の取扱い、有価証券、貴金属
その他の物品の保護預り及び両替に
限られている。
法人代理店は、銀行の100％出資法人
又は当該銀行を子会社とする銀行持株
会社の子会社でなければならない。

21/224

その他

当室からの
再検討要請

検討のスケジュールについて、具体的
に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

顧客の非公開情報の重要性を踏まえ、
非公開情報の授受に際し、顧客の書面
による同意を要件とすることは適切との
認識を前提としつつ、個人情報の保護
に関する法律が施行されたことや金融
情勢の変化も踏まえて、証券会社の行
為規制等に関する内閣府令第12条第1
項第7号及び第8号に係る規定内容に
ついて平成17年度を目途に再点検す
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070007

zA070008

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

非公開顧客情報の授受禁止規定
の廃止

代理店に係る規制緩和

要望
管理番号

5099

5029

要望事項
管理番号

5099A003

5029A007

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

国際銀行協会

都銀懇話会

要望
事項番号

3

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

発行者又は顧客（以下「発行者等」とい
う。）に関する非公開情報を証券会社の
親法人等又は子法人等の役職員と授受
非公開顧客情報の授受禁止規定の廃止 することを規制する現行の行為規制府
令第１２条第７号は廃止し、それに合わ
せて行為規制府令第１２条第８号も廃止
する。

法人代理店における100％出資規制の
撤廃、並びに代理店の取扱い可能な業
務の銀行法第10条、11条、12条に定め
る業務全般への拡大

代理店に係る規制緩和

22/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

発行者等に関する非公開情報の授受に
ついては、親子関係等にあるもののみを
対象として禁止しているが、このような関
係にある者は、そうでない場合に比べ情
報の濫用による利益相反行為の危険が
大きいとの考え方が背景にあるものと思
われる。そうであるならば、もっとも利益
相反行為の危険性が大きいと思われる
同一法人内での行為に適用される規制
よりも厳しい規制を課すことの合理性は
ないと思われる。親子関係等にある者の
行う発行者等に関する情報を利用した利
益相反行為を防止するためには、具体
・添付資料１：規制の現状等については
的行為に着目し非公開かつ顧客の投資
別紙参照
判断に影響を及ぼす情報、または顧客
の注文の動向の情報を自己売買等又は
当該情報を提供した勧誘を禁止すること
とすれば十分である。 また、個人顧客に
係わる情報の保護については、個人情
報保護法及び金融機関を対象とした個
人情報保護法制に委ねることとするべき
である。 法律の趣旨に沿って適正な情
報管理が出来るのであれば、コンピュー
タを使ったということのみに起因して弊害
が生じることはないので、電子情報処理
組織の共有禁止規定を廃止するべきで
ある。

代理店は顧客ニーズを満たしつつ、ロー
コストオペレーションを可能とする有人拠
点であり、その活用は有用。しかし、代理
業務の制限によって多様な顧客ニーズ
への対応が不十分なほか、法人代理店
については、出資規制によって機動的な
設置が困難。これらの規制撤廃により、
顧客ニーズを充足する代理店の機動的
な設置及び組織的な管理が可能となり、
顧客利便性が向上

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070008

zA070008

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

銀行法第8条、銀行
法施行規則第9条の
3第2項第6号、第8
銀行法の代理店規制／貸付業務 号、同施行規則第10
条、平成11年4月1日
に限定した代理店の貸金業者への 金融監督庁告示第
解禁
10号第2条（最終改
正：平成14年3月29
日金融庁告示第33
号）

銀行の代理店において営む代理業務
は、預金、貸付、為替取引、債務の保
証又は手形の引受け、国・地方公共団
体・会社等の金銭の収納その他金銭に
係る事務の取扱い、有価証券、貴金属
その他の物品の保護預り及び両替に
限られている。
法人代理店は、銀行の100％出資法人
又は当該銀行を子会社とする銀行持株
会社の子会社でなければならない。

金融庁

銀行法第8条、銀行
法施行規則第9条の
3第2項第6号、第8
号、同施行規則第10
条、平成11年4月1日
金融監督庁告示第
10号第2条（最終改
正：平成14年3月29
日金融庁告示第33
号）

銀行の代理店において営む代理業務
は、預金、貸付、為替取引、債務の保
証又は手形の引受け、国・地方公共団
体・会社等の金銭の収納その他金銭に
係る事務の取扱い、有価証券、貴金属
その他の物品の保護預り及び両替に
限られている。
法人代理店は、銀行の100％出資法人
又は当該銀行を子会社とする銀行持株
会社の子会社でなければならない。

銀行代理店規制の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ａ

ａ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

ⅠⅢ

出資規制や専業規制などの現在の代
理店規制の見直しを行うため、銀行法
等の一部を改正する法律案の提出に
向けた準備を行っているところ。

実施される内容、実施時期について具
体的に示されたい。

ⅠⅢ

出資規制や専業規制などの現在の代
理店規制の見直しを行うため、銀行法
等の一部を改正する法律案の提出に
向けた準備を行っているところ。

実施される内容、実施時期について具
体的に示されたい。

23/224

措置の 措置の
分類
内容

a

a

措置の概要
（対応策）

ⅠⅢ

出資規制や専業規制などの現在の代
理店規制の見直しを行うため、銀行法
等の一部を改正する法律案の提出に
ついては、できる限り早期に国会提出
できるよう準備を行っているところ。

ⅠⅢ

出資規制や専業規制などの現在の代
理店規制の見直しを行うため、銀行法
等の一部を改正する法律案の提出に
ついては、できる限り早期に国会提出
できるよう準備を行っているところ。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070008

zA070008

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

銀行法の代理店規制／貸付業務
に限定した代理店の貸金業者への
解禁

銀行代理店規制の緩和

要望
管理番号

5088

5099

要望事項
管理番号

5088A007

5099A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

国際銀行協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

7

貸金業者は、貸金業規制法の規制のも
と、金銭貸借の媒介を行いうるところ<＊
1>、銀行の貸付けについては、媒介は可
能としても代理ができない。これからの
貸金業者は、いろいろな営業形態の展
開が考えられるべきであり、それにより
【規制内容】銀行の業務の全部又は一部
資金需要者のニーズに応え、融資事業
を代理する者は、金融機関を除く法人に
の正常化が図られる必要がある。その
あっては、委任銀行の100％子会社また
場合の形態として、貸金業者が貸付金を
貸金業者が独自の営業店網で接触する
銀行法の代理店規制／貸付業務に限定 はその銀行持株会社の子会社でなけれ
自己の資産としないで代理業を行い手
顧客に対し、銀行ローンの契約の成約
した代理店の貸金業者への解禁
ばならない。【改革要望内容】銀行業務
数料を取得する形態がある。これは銀行
業務を行う。
のうち貸付業務に限り、貸金業者（貸金
にとっても貸付を拡大する手法となるし、
業規制法の登録を受けた者）の代理を
不適切な者には委任しなければよいの
認める。
で問題もない。同要望に対して金融庁か
ら「代理店制度については、金融機関の
健全性や決済システムに与える影響等
の観点を踏まえつつ、資本関係等につい
て見直しを行うこととし、16年度中に検討
を行い、措置することとする。」と回答が
示された。早急な措置を期待する。

2

（１） 銀行も私的自治の拡張機能としての代理制度を利用するニー
ズを有していることについては他の企業と同様であり、免許業務たる
銀行業務以外の一般的な業務については代理制度の利用が制限さ
れる理由に乏しいと考えられる。（２） 銀行代理店及び営業所規制
の趣旨は、代理店や営業所が預金吸収の基本的手段であるととも
に貸出等の拠点であり、その設置等が地域の通貨供給・資金需要に
大きな影響を及ぼすため、これを認可制にかからしめたものと理解さ
れている（昭和54年6月20日 金融制度調査会答申「普通銀行のあ
り方と銀行制度の改正について」）。 かかる趣旨からは、本規制が
対象とする業務は銀行の固有業務に限定されるべきであり、銀行以
外の者も行うことができる銀行の付随業務をも対象とする理由はな
いと考えられる。（３） かつての通達では明確に「代理店」には付随
業務のみを代理する者は含まれないとされていた（蔵銀901号 第
二、第三）。以降、銀行法施行規則が、「代理店」の定義が付随業務
を含むと解釈することもできるように改正されたが、一方では、付随
業務のみを代理する者も「代理店」に含まれるとした場合に当然必要
となる制度上の矛盾点には何らの手を加えることなかった。これは、
「代理店」の範囲を広げることをこれまでは意図していなかったので
はないかと考えられる。本年の銀行法施行規則改正は、付随業務の
みを行う者も代理店規制の対象となるものとしているが、現段階に
なって代理店に関しての規制強化を行う必要があるのか理解が困
難である。（４） 現行の銀行法の体系上、付随業務のみを代理する
者も代理店に該当するとすると、重複して認可と届出が必要とされる
等の制度上の矛盾が生じている。（５） 他の業態の規制との関係に
おいても制度上の問題が生じている。たとえば、証券会社が顧客を
代理して行うことができる業務には、証券取引法第34条第1項、第2
項、第3項及び第4項の付随業務、届出業務及び承認業務が認めら
れていると考えられるところ、現行の銀行法施行規則第9条の3第2
項第8号では、証券会社が代理店として行える業務は、証券取引法
第34条第1項第10号に掲げる行為（証券業及び証券業に付随する業
務）に限定されており、顧客が銀行である場合とそうでない場合に異
なる取り扱いを設けることになる。証券会社が、その付随業務、届出
業務及び承認業務について銀行を代理することについて支障はない
と考えられる。（その他：＊１）

（１） 「代理店」が行える業務の範囲を特
定するのではなく、「代理店」規制の対象
となる業務を特定する規制とし、当該規
制対象の業務を銀行の固有業務に限定
して、銀行以外の者も行うことができる銀
行の付随業務を「代理店」規制の対象外
とする。 （２） 「代理店」の定義を限定し
て、銀行法が規制の対象とする「代理
店」とは、単に銀行を代理して契約や取
引を締結するにとどまらず、「業務」、す
なわち営業と観念できる一定の分野につ
いての業務全体を相当の裁量権をもっ
て自己に代わって行うことを代理人に対
して委任する場合に限定する。

銀行代理店規制の緩和

24/224

その他
（特記事項）

・添付資料１：規制の現状等については
別紙参照 ＊1（６） シンジケート・ローン
等において、銀行が資金の貸付を行う際
に他の当事者をエージェント等として選
任してエージェント業務を行わせることは
広く行われているところであるが、かかる
エージェント業務の多くは事実行為であ
るものの法律行為的要素を含む場合も
ある。 代理行為の中でも代理店規制の
対象を、対象とする行為の種類のみに
よって区別するだけでなく、代理行為の
内容や程度によっても区別しうるよう「代
理店」の定義を限定し、明確化するべき
であると考える。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070009

zA070009

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

金融監督庁・大蔵省
告示第9号（平成10 銀行の子会社等は、債務保証業務のう
信用金庫の子会社等による信用保 年11月24日）第1条、 ち、事業者に対する事業の用に供する
中小・地域金融機関 資金に関するものについては、営むこ
証業務の拡大
向けの総合的な監督
とが認められていない。
指針 Ⅲ-2-7-1

信用協同組合等の子会社の範囲
等にかかる規定の変更

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

金融監督庁・大蔵省
告示第9号（平成10 銀行の子会社等は、債務保証業務のう
年11月24日）第1条、 ち、事業者に対する事業の用に供する
中小・地域金融機関 資金に関するものについては、営むこ
向けの総合的な監督
とが認められていない。
指針 Ⅲ-2-7-1

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンについて
は、画一的かつ大量の処理が可能であ
り、関連会社による集中的処理を行うこ
とが効率的であること等から、銀行の子
会社が同ローンに係る信用保証業務を
行っている。
銀行の子会社が事業性ローンに係る信
用保証業務を行うことについて、銀行
経営の健全性の観点から慎重に検討
を行う必要がある。

金融機関は、融資業務を営む子会社を
保有することが認められており、それに
ついては事業性融資も可能である。同
じ与信業務であるのに、保証業務につ
いてのみ対事業者を禁止することが金
融機関経営の健全性確保のために必
要な理由は何か。改めて、見解を示さ
れたい。また、具体的な検討のスケ
ジュール（実施時期）を示されたい。

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンについて
は、画一的かつ大量の処理が可能であ
り、関連会社による集中的処理を行うこ
とが効率的であること等から、協同組織
金融機関の子会社が同ローンに係る信
用保証業務を行っている。
協同組織金融機関の子会社が事業性
ローンに係る信用保証業務を行うこと
について、協同組織金融機関経営の健
全性の観点から慎重に検討を行う必要
がある。

金融機関は、融資業務を営む子会社を
保有することが認められており、それに
ついては事業性融資も可能である。同
じ与信業務であるのに、保証業務につ
いてのみ対事業者を禁止することが金
融機関経営の健全性確保のために必
要な理由は何か。改めて、見解を示さ
れたい。また、具体的な検討のスケ
ジュール（実施時期）を示されたい。

25/224

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

現在、協同組織金融機関の業務の健
全性の観点や、グループとしてのリスク
管理の適切性の観点等から慎重に検
討を行っているところであり、現時点で
検討・実施時期を明確にすることは困
難である。

Ⅲ

現在、協同組織金融機関の業務の健
全性の観点や、グループとしてのリスク
管理の適切性の観点等から慎重に検
討を行っているところであり、現時点で
検討・実施時期を明確にすることは困
難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070009

zA070009

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信用金庫の子会社等による信用保
証業務の拡大

信用協同組合等の子会社の範囲
等にかかる規定の変更

要望
管理番号

5032

5040

要望事項
管理番号

5032A025

5040A010

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

25

10

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

現在の監督指針では、子会社等による
信用保証業務は、原則として住宅ローン
子会社等において事業性資金に係る信 等消費者ローンに限定されている。しか
用保証業務が可能となることにより、会 し、「地域密着型金融の機能強化の推進
（信用金庫法による規制の撤廃）信用金 員である中小企業者のニーズに即した に関するアクションプログラム」の要にも
信用金庫の子会社等による信用保証業 庫の子会社等で信用保証業務を営む会 柔軟な商品設計が可能となる。また親金 なっている中小企業金融（個人事業主も
継続
務の拡大
社の事業範囲について、事業性資金に 庫で培った中小企業金融に関するノウハ 含む）の再生を図るためには、他の保証
係る保証業務を解禁する。
ウが子会社等でも活用でき、信用コスト 機関との連携だけではなく、自金庫のグ
及びコミットメントコストの縮減化にもつな ループ会社である信用保証会社の経営
がってくるものと考えられる。
資源も有効に活用することによって、担
保・保証に過度に依存しない融資の仕組
みを開発することができる。

信用協同組合又は信用協同組合連合会
の子会社が債務の保証業務を営むこと
について、事業者に対する事業の用に
供する資金に関するものを排除する定
信用協同組合等の子会社の範囲等にか
めを「信用協同組合又は信用協同組合
かる規定の変更
連合会の子会社が営むことのできる業
務から除かれる業務等を定めた金融庁
告示（最終改正：平成14年３月29日 金融
庁告示第33号）」の規定から削除する。
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信用組合業界については、当会の子会
社である「全国しんくみ保証株式会社」の
保証により多くの信用組合が消費者ロー
ンを取扱っているものの、事業性資金の
保証については、上記金融庁告示により
認められていないため、信販会社または
消費者金融会社等（以下「信販会社等」
という。）と保証業務に係る契約を締結の
うえ取扱うこととなる。この場合、一定の
取扱いが見込めるなど個別信用組合が
信販会社等と契約することについて消極
的な向きもあり、契約には至っていない
のが実情である。中小企業への円滑な
資金供給を行っていくうえでも、子会社に
ついて事業性資金の保証業務が可能と
なるよう要望する。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070009

zA070009

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

金融監督庁・大蔵省
告示第9号（平成10 銀行の子会社等は、債務保証業務のう
子会社等による法人向け債権への 年11月24日）第1条、 ち、事業者に対する事業の用に供する
中小・地域金融機関 資金に関するものについては、営むこ
保証業務の解禁
向けの総合的な監督
とが認められていない。
指針 Ⅲ-2-7-1

金融監督庁・大蔵省
告示第9号（平成10 銀行の子会社等は、債務保証業務のう
信用保証業務を営む子会社の業務 年11月24日）第1条、 ち、事業者に対する事業の用に供する
中小・地域金融機関 資金に関するものについては、営むこ
範囲の拡大
向けの総合的な監督
とが認められていない。
指針 Ⅲ-2-7-1

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンについて
は、画一的かつ大量の処理が可能であ
り、関連会社による集中的処理を行うこ
とが効率的であること等から、銀行の子
会社が同ローンに係る信用保証業務を
行っている。
銀行の子会社が事業性ローンに係る信
用保証業務を行うことについて、銀行
経営の健全性の観点から慎重に検討
を行う必要がある。

特に中小企業向けや零細企業向けの
貸出分野では、スコアリングシステムの
高度化等により商品が多様化してい
る。このため、画一的かつ大量の処理
が可能なほか、関連会社による集中的
処理を行うことが効率的な商品も増え
ている。また、さらなる貸出商品の多様
化に向けて、銀行界と消費者金融業界
との連携も強まっている。こうした点も
踏まえ検討をお願いしたい。併せて、検
討のスケジュール（結論時期）につき具
体的に明示して頂きたい。

Ⅲ

住宅ローン等消費者ローンについて
は、画一的かつ大量の処理が可能であ
り、関連会社による集中的処理を行うこ
とが効率的であること等から、銀行の子
会社が同ローンに係る信用保証業務を
行っている。
銀行の子会社が事業性ローンに係る信
用保証業務を行うことについて、銀行
経営の健全性の観点から慎重に検討
を行う必要がある。

本件については､「３カ年計画」を踏まえ
早急に検討を行い､実施内容､時期につ
いて、具体的に示されたい（平成17年
度中に実施されることの可否について
も検討されたい）。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

現在、銀行経営の健全性の観点や、グ
ループとしてのリスク管理の適切性の
観点等から慎重に検討を行っていると
ころであり、現時点で検討・実施時期を
明確にすることは困難である。

Ⅲ

現在、銀行経営の健全性の観点や、グ
ループとしてのリスク管理の適切性の
観点等から慎重に検討を行っていると
ころであり、現時点で検討・実施時期を
明確にすることは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070009

zA070009

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

子会社等による法人向け債権への
保証業務の解禁

信用保証業務を営む子会社の業務
範囲の拡大

要望
管理番号

5029

5076

要望事項
管理番号

5029A008

5076A012

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

8

12

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行等の子会社が営むことのできる業
子会社等による法人向け債権への保証 務として『債務の保証のうち、事業者に
業務の解禁
対する事業の用に供する資金に関する
もの』を認める

現在、金融機関は個人事業者や中小企
業事業者の資金ニーズに積極的に応え
るべく、資金供給チャネルや貸出商品の
多様化に懸命に努めているところ。グ
ループ内の保証会社も含めた信用保証
業務の活用が解禁されれば、柔軟かつ
迅速な商品設計、金融サービスの提供
に貢献し、個人事業者や中小企業事業
者を中心に資金調達の円滑化に繋がる

信用保証業務を営む銀行の子会社が事
信用保証業務を営む子会社の業務範囲
業性ローンに係る信用保証を行うことを
の拡大
可能とする。

事業性ローンに係る信用保証が追加さ
れれば、銀行が行う担保・個人保証に依
存しない事業性ローンについて、債権回
収管理上分離して扱うことが可能となり
貸出商品組成の自由度が増大し、地域
の中小零細企業に柔軟性のある保証
サービスを提供できる。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070009

zA070010

制度の
所管省庁等

金融庁

法務省

金融庁

項目

銀行等の子会社が営む保証業務
の規制撤廃

コミットメント・ラインの対象企業の
拡大

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

金融監督庁・大蔵省
告示第9号（平成10 銀行の子会社等は、債務保証業務のう
年11月24日）第1条、 ち、事業者に対する事業の用に供する
中小・地域金融機関 資金に関するものについては、営むこ
向けの総合的な監督
とが認められていない。
指針 Ⅲ-2-7-1

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは，借主が,①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上の株式
会社（株式会社の監査等に関する商法
特定融資枠契約に
の特例に関する法律第１条の２第１
関する法律第２条
項），②資本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律第２
条第５項），④特定目的会社（資産の流
動化に関する法律第２条第３項）等であ
る場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

Ⅲ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

住宅ローン等消費者ローンについて
は、画一的かつ大量の処理が可能であ
り、関連会社による集中的処理を行うこ
とが効率的であること等から、銀行の子
会社が同ローンに係る信用保証業務を
行っている。
銀行の子会社が事業性ローンに係る信
用保証業務を行うことについて、銀行
経営の健全性の観点から慎重に検討
を行う必要がある。

法務省及び金融庁としては，特定融資枠契約に関する法律
の借主の範囲の拡大の是非について，関係省庁とも連携を
とりながら，検討を重ねてきたところであるが，以下のとお
り，今後も，引き続き検討を行うこととしている。
すなわち，平成１５年に実施した調査によれば、借主の範囲
の拡大について，中小企業等の中にも慎重な意見があり，
また，地方公共団体にはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズはほとんどなく，実際に平成１３年改正で借主
の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も低調であったと
いう結果が出ており，これらの結果を併せ考えると，一定の
融資枠が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来
の借入方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息の
ほかにコミットメントライン契約に係る手数料が必要なコミッ
トメントライン契約を利用したいという現実的なニーズが中小
企業等の借主側にどの程度あるのかを慎重に見極めていく
必要がある。また，経済的弱者である中小企業等に借主の
範囲を拡大すれば，中小企業等が締結するコミットメント契
約に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限金利規制
が及ばなくなる結果，手数料名目に合法的に高金利を徴求
されるおそれがあるところであるが，「ヤミ金融問題」を契機
に制定され，平成１６年１月に施行された貸金業規制法及び
出資法の一部改正法（いわゆるヤミ金融対策法）は，その
附則において，法施行後３年を目途に所要の検討を加え，
必要な見直しを行うこととしており，特定融資枠契約に関す
る法律の借主の範囲の拡大の是非についても，上記ヤミ金
融対策法の効果を見極めつつ，その見直しの状況等を踏ま
えて，慎重に判断する必要がある。
以上のとおり，法務省及び金融庁としては，引き続き，中小
企業や地方公共団体等への借主の範囲の拡大の是非につ
いて検討を行うこととしており，その結果，借主の範囲の拡
大が必要であると判断された場合には，その対象について
置を行う方針であるが，現時点では，検討の終了時期等につい
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その他

当室からの
再検討要請

要望者から以下のとおり意見が提出さ
れていることを踏まえ、再検討願いた
い。
「本要望は、住宅ローン等消費者ロー
ンに係る信用保証業務を営む会社の業
務拡大に留まらず、リース会社、消費
者金融会社、割賦販売会社、等、各々
の会社が持つノウハウを活用すること
により、銀行グループ内にてリスクシェ
アを行う主旨である。リスクをシェアしつ
つ、中小・零細企業の資金ニーズに対
応することが可能となり、新たな業務展
開が可能となる。」

ここ数年の間でコミットメントライン契約
を利用した借入は急速に拡大し、かつ
利用者の裾野も広がっている。また、認
知度も拡大しており、中小企業等も含
め潜在的な需要は高まっている。こうし
た顧客及び金融機関のニーズを踏ま
え、本要望の検討のスケジュール（結
論時期）につき具体的に明示して頂き
たい。ご指摘のような「手数料名目に合
法的に高金利を徴求されるおそれがあ
るところである」との懸念は、少なくとも
銀行が設定するコミットメントラインにつ
いては考えづらい。利用者利便の観点
から、前向きな検討をお願いしたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

現在、銀行経営の健全性の観点や、グ
ループとしてのリスク管理の適切性の
観点等から慎重に検討を行っていると
ころであり、現時点で検討・実施時期を
明確にすることは困難である。

Ⅰ

「ヤミ金融問題」を契機に制定され，
平成１６年１月に施行された貸金業規
制法及び出資法の一部改正法（いわゆ
るヤミ金融対策法）は，その附則におい
て，法施行後３年を目途に所要の検討
を加え，必要な見直しを行うこととして
おり，特定融資枠契約に関する法律の
借主の範囲拡大の是非についても，上
記ヤミ金融対策法による高金利貸付け
の問題に対する対策の効果等を見極
めつつ，その見直しの状況等を踏まえ
て，慎重に判断する必要があり，現時
点では検討の終了時期等については
未定である。
また，銀行などの金融機関において
も，コミットメントライン契約によって実
質的に高金利が得られることから，借り
手側の法的知識が不十分であることに
乗じて，優越的な地位を濫用し，資金
需要が必ずしも高くない「借り手」にコ
ミットメントライン契約を押し付けること
による弊害が発生するおそれがある。
法務省及び金融庁としては，中小企
業や地方公共団体等への借主の範囲
拡大の是非について，関係省庁とも連
携をとりながら，今後も引き続き検討を
行う。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070009

zA070010

制度の
所管省庁等

金融庁

法務省

金融庁

項目

銀行等の子会社が営む保証業務
の規制撤廃

コミットメント・ラインの対象企業の
拡大

要望
管理番号

5088

5029

要望事項
管理番号

5088A050

5029A010

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

都銀懇話会

要望
事項番号

50

10

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行等の子会社が営むことができる保
証業務は、原則として住宅ローン等消費
者ローンに係る保証とされ、事業者に対
銀行グループが持つ様々なノウハウを
銀行等の子会社が営む保証業務の規制
中小零細企業及び個人事業者向けの保
する事業の用に供する資金に関する保
活用し、信用補完を行うことで、対象顧
撤廃
証付リースの提供
証は取扱うことが出来ない。本規制を撤
客
廃し、事業者に対する事業の用に供する
資金に関する保証の取扱を認めるもの。

コミットメント・ラインの対象企業の拡大
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コミットメント・ライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上のみなし利息の適用除外となる
借主の対象を拡大し、以下のような借主
を追加する。①中小企業（資本金3億円
以下等）等、②地方公共団体、③独立行
政法人、④学校法人、⑤医療法人、⑥共
済組合、⑦消費生活協同組合、⑧市街
地再開発組合、⑨特別目的会社

コミットメント・ライン（特定融資枠契約）
は、既に制度が導入されている大企業
等のみならず、中小企業や地方公共団
体等にとっても有益な資金調達手段。経
済的弱者保護という本法の当初の趣旨
は首肯できるものの、現環境下において
は、借主の範囲に中小企業等を一律に
排除していることは適切ではない。また、
地方公共団体・独立行政法人・国立大学
法人等については、金融機関の優越的
地位濫用は問題とならず、コミットメント・
ライン契約を可能とすることによって、資
金調達の多様化・安定化等に資すると考
えられる

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070010

zA070010

制度の
所管省庁等

法務省

法務省

金融庁

金融庁

項目

コミットメントライン契約適用対象の
拡大

コミットメントライン契約適用対象先
の拡大【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは，借主が,①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上の株式
会社（株式会社の監査等に関する商法
特定融資枠契約に
の特例に関する法律第１条の２第１
関する法律第２条
項），②資本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律第２
条第５項），④特定目的会社（資産の流
動化に関する法律第２条第３項）等であ
る場合に限定される。

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは，借主が,①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上の株式
会社（株式会社の監査等に関する商法
特定融資枠契約に
の特例に関する法律第１条の２第１
関する法律第２条
項），②資本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律第２
条第５項），④特定目的会社（資産の流
動化に関する法律第２条第３項）等であ
る場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

法務省及び金融庁としては，特定融資枠契約に関する法律
の借主の範囲の拡大の是非について，関係省庁とも連携を
とりながら，検討を重ねてきたところであるが，以下のとお
り，今後も，引き続き検討を行うこととしている。
すなわち，平成１５年に実施した調査によれば、借主の範囲
の拡大について，中小企業等の中にも慎重な意見があり，
また，地方公共団体にはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズはほとんどなく，実際に平成１３年改正で借主
の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も低調であったと
いう結果が出ており，これらの結果を併せ考えると，一定の
融資枠が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来
の借入方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息の
ほかにコミットメントライン契約に係る手数料が必要なコミッ
トメントライン契約を利用したいという現実的なニーズが中小
企業等の借主側にどの程度あるのかを慎重に見極めていく
必要がある。また，経済的弱者である中小企業等に借主の
範囲を拡大すれば，中小企業等が締結するコミットメント契
約に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限金利規制
が及ばなくなる結果，手数料名目に合法的に高金利を徴求
されるおそれがあるところであるが，「ヤミ金融問題」を契機
に制定され，平成１６年１月に施行された貸金業規制法及び
出資法の一部改正法（いわゆるヤミ金融対策法）は，その
附則において，法施行後３年を目途に所要の検討を加え，
必要な見直しを行うこととしており，特定融資枠契約に関す
る法律の借主の範囲の拡大の是非についても，上記ヤミ金
融対策法の効果を見極めつつ，その見直しの状況等を踏ま
えて，慎重に判断する必要がある。
以上のとおり，法務省及び金融庁としては，引き続き，中小
企業や地方公共団体等への借主の範囲の拡大の是非につ
いて検討を行うこととしており，その結果，借主の範囲の拡
大が必要であると判断された場合には，その対象について
置を行う方針であるが，現時点では，検討の終了時期等につい

法務省及び金融庁としては，特定融資枠契約に関する法律
の借主の範囲の拡大の是非について，関係省庁とも連携を
とりながら，検討を重ねてきたところであるが，以下のとお
り，今後も，引き続き検討を行うこととしている。
すなわち，平成１５年に実施した調査によれば、借主の範囲
の拡大について，中小企業等の中にも慎重な意見があり，
また，地方公共団体にはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズはほとんどなく，実際に平成１３年改正で借主
の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も低調であったと
いう結果が出ており，これらの結果を併せ考えると，一定の
融資枠が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来
の借入方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息の
ほかにコミットメントライン契約に係る手数料が必要なコミッ
トメントライン契約を利用したいという現実的なニーズが中小
企業等の借主側にどの程度あるのかを慎重に見極めていく
必要がある。また，経済的弱者である中小企業等に借主の
範囲を拡大すれば，中小企業等が締結するコミットメント契
約に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限金利規制
が及ばなくなる結果，手数料名目に合法的に高金利を徴求
されるおそれがあるところであるが，「ヤミ金融問題」を契機
に制定され，平成１６年１月に施行された貸金業規制法及び
出資法の一部改正法（いわゆるヤミ金融対策法）は，その
附則において，法施行後３年を目途に所要の検討を加え，
必要な見直しを行うこととしており，特定融資枠契約に関す
る法律の借主の範囲の拡大の是非についても，上記ヤミ金
融対策法の効果を見極めつつ，その見直しの状況等を踏ま
えて，慎重に判断する必要がある。
以上のとおり，法務省及び金融庁としては，引き続き，中小
企業や地方公共団体等への借主の範囲の拡大の是非につ
いて検討を行うこととしており，その結果，借主の範囲の拡
大が必要であると判断された場合には，その対象について
置を行う方針であるが，現時点では，検討の終了時期等につい
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その他

当室からの
再検討要請

ここ数年の間でコミットメントライン契約
を利用した借入は急速に拡大し、かつ
利用者の裾野も広がっている。また、認
知度も拡大しており、中小企業等も含
め潜在的な需要は高まっている。こうし
た顧客及び金融機関のニーズを踏ま
え、本要望の検討のスケジュール（結
論時期）につき具体的に明示して頂き
たい。ご指摘のような「手数料名目に合
法的に高金利を徴求されるおそれがあ
るところである」との懸念は、少なくとも
銀行が設定するコミットメントラインにつ
いては考えづらい。利用者利便の観点
から、前向きな検討をお願いしたい。

ここ数年の間でコミットメントライン契約
を利用した借入は急速に拡大し、かつ
利用者の裾野も広がっている。また、認
知度も拡大しており、中小企業等も含
め潜在的な需要は高まっている。こうし
た顧客及び金融機関のニーズを踏ま
え、本要望の検討のスケジュール（結
論時期）につき具体的に明示して頂き
たい。また、利用者利便の観点から、前
向きな検討をお願いしたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

「ヤミ金融問題」を契機に制定され，
平成１６年１月に施行された貸金業規
制法及び出資法の一部改正法（いわゆ
るヤミ金融対策法）は，その附則におい
て，法施行後３年を目途に所要の検討
を加え，必要な見直しを行うこととして
おり，特定融資枠契約に関する法律の
借主の範囲拡大の是非についても，上
記ヤミ金融対策法による高金利貸付け
の問題に対する対策の効果等を見極
めつつ，その見直しの状況等を踏まえ
て，慎重に判断する必要があり，現時
点では検討の終了時期等については
未定である。
また，銀行などの金融機関において
も，コミットメントライン契約によって実
質的に高金利が得られることから，借り
手側の法的知識が不十分であることに
乗じて，優越的な地位を濫用し，資金
需要が必ずしも高くない「借り手」にコ
ミットメントライン契約を押し付けること
による弊害が発生するおそれがある。
法務省及び金融庁としては，中小企
業や地方公共団体等への借主の範囲
拡大の是非について，関係省庁とも連
携をとりながら，今後も引き続き検討を
行う。

Ⅰ

「ヤミ金融問題」を契機に制定され，
平成１６年１月に施行された貸金業規
制法及び出資法の一部改正法（いわゆ
るヤミ金融対策法）は，その附則におい
て，法施行後３年を目途に所要の検討
を加え，必要な見直しを行うこととして
おり，特定融資枠契約に関する法律の
借主の範囲拡大の是非についても，上
記ヤミ金融対策法による高金利貸付け
の問題に対する対策の効果等を見極
めつつ，その見直しの状況等を踏まえ
て，慎重に判断する必要があり，現時
点では検討の終了時期等については
未定である。
また，銀行などの金融機関において
も，コミットメントライン契約によって実
質的に高金利が得られることから，借り
手側の法的知識が不十分であることに
乗じて，優越的な地位を濫用し，資金
需要が必ずしも高くない「借り手」にコ
ミットメントライン契約を押し付けること
による弊害が発生するおそれがある。
法務省及び金融庁としては，中小企
業や地方公共団体等への借主の範囲
拡大の是非について，関係省庁とも連
携をとりながら，今後も引き続き検討を
行う。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070010

zA070010

制度の
所管省庁等

項目

コミットメントライン契約適用対象の
法務省 金融庁
拡大

法務省

金融庁

コミットメントライン契約適用対象先
の拡大【新規】

要望
管理番号

5076

5053

要望事項
管理番号

5076A005

5053A136

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

5

136

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

コミットメントライン契約の適用対象を拡
大し、中小企業（資本金3億円以下）のほ
コミットメントライン契約適用対象の拡大
か地方公共団体・特別法に定められた
地方公社等を加える。

コミットメントライン契約は中小企業等に
とっても有益な資金調達手段であり、借
主の対象に中小企業等を追加し、資金
調達手段の多様化を図ることが必要で
ある。

コミットメントライン契約の適用対象先
コミットメントライン契約適用対象先の拡 を拡大し、中小企業、地方公共団体、地
大【新規】
方公社等をその範囲に含めるべきであ
る。

コミットメントライン契約は、企業の資金
繰りの安定化の観点から、極めて有効で
ある。しかし、対象先が制限されているこ
とにより、中小企業等の資金繰り安定
化、効率化のニーズに対応できていな
い。
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その他
（特記事項）

2001年６月の法改正により、それまで
商法特例上の大会社に限定されていた
対象企業に、資本の額が３億円を超える
株式会社、証券取引法の規定による監
査証明を受けなければならない株式会
社等が加えられたが、資本金３億円以下
の中小企業、地方公共団体等には認め
られていない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070010

zA070010

制度の
所管省庁等

法務省

法務省

金融庁

金融庁

項目

コミットメントライン契約の適用対象
企業の拡大

コミットメントライン契約の適用対象
企業の拡大

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは，借主が,①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上の株式
会社（株式会社の監査等に関する商法
特定融資枠契約に
の特例に関する法律第１条の２第１
関する法律第２条
項），②資本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律第２
条第５項），④特定目的会社（資産の流
動化に関する法律第２条第３項）等であ
る場合に限定される。

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは，借主が,①資本金が５億円以上
又は負債総額が２００億円以上の株式
会社（株式会社の監査等に関する商法
特定融資枠契約に
の特例に関する法律第１条の２第１
関する法律第２条
項），②資本金が３億円を超える株式会
社，③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律第２
条第５項），④特定目的会社（資産の流
動化に関する法律第２条第３項）等であ
る場合に限定される。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

法務省及び金融庁としては，特定融資枠契約に関する法律
の借主の範囲の拡大の是非について，関係省庁とも連携を
とりながら，検討を重ねてきたところであるが，以下のとお
り，今後も，引き続き検討を行うこととしている。
すなわち，平成１５年に実施した調査によれば、借主の範囲
の拡大について，中小企業等の中にも慎重な意見があり，
また，地方公共団体にはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズはほとんどなく，実際に平成１３年改正で借主
の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も低調であったと
いう結果が出ており，これらの結果を併せ考えると，一定の
融資枠が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来
の借入方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息の
ほかにコミットメントライン契約に係る手数料が必要なコミッ
トメントライン契約を利用したいという現実的なニーズが中小
企業等の借主側にどの程度あるのかを慎重に見極めていく
必要がある。また，経済的弱者である中小企業等に借主の
範囲を拡大すれば，中小企業等が締結するコミットメント契
約に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限金利規制
が及ばなくなる結果，手数料名目に合法的に高金利を徴求
されるおそれがあるところであるが，「ヤミ金融問題」を契機
に制定され，平成１６年１月に施行された貸金業規制法及び
出資法の一部改正法（いわゆるヤミ金融対策法）は，その
附則において，法施行後３年を目途に所要の検討を加え，
必要な見直しを行うこととしており，特定融資枠契約に関す
る法律の借主の範囲の拡大の是非についても，上記ヤミ金
融対策法の効果を見極めつつ，その見直しの状況等を踏ま
えて，慎重に判断する必要がある。
以上のとおり，法務省及び金融庁としては，引き続き，中小
企業や地方公共団体等への借主の範囲の拡大の是非につ
いて検討を行うこととしており，その結果，借主の範囲の拡
大が必要であると判断された場合には，その対象について
置を行う方針であるが，現時点では，検討の終了時期等につい

法務省及び金融庁としては，特定融資枠契約に関する法律
の借主の範囲の拡大の是非について，関係省庁とも連携を
とりながら，検討を重ねてきたところであるが，以下のとお
り，今後も，引き続き検討を行うこととしている。
すなわち，平成１５年に実施した調査によれば、借主の範囲
の拡大について，中小企業等の中にも慎重な意見があり，
また，地方公共団体にはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズはほとんどなく，実際に平成１３年改正で借主
の範囲に加えられた中堅企業の利用状況も低調であったと
いう結果が出ており，これらの結果を併せ考えると，一定の
融資枠が手数料なしに設定される当座貸越取引等の従来
の借入方法に加えて，実際に融資を受けた場合の利息の
ほかにコミットメントライン契約に係る手数料が必要なコミッ
トメントライン契約を利用したいという現実的なニーズが中小
企業等の借主側にどの程度あるのかを慎重に見極めていく
必要がある。また，経済的弱者である中小企業等に借主の
範囲を拡大すれば，中小企業等が締結するコミットメント契
約に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限金利規制
が及ばなくなる結果，手数料名目に合法的に高金利を徴求
されるおそれがあるところであるが，「ヤミ金融問題」を契機
に制定され，平成１６年１月に施行された貸金業規制法及び
出資法の一部改正法（いわゆるヤミ金融対策法）は，その
附則において，法施行後３年を目途に所要の検討を加え，
必要な見直しを行うこととしており，特定融資枠契約に関す
る法律の借主の範囲の拡大の是非についても，上記ヤミ金
融対策法の効果を見極めつつ，その見直しの状況等を踏ま
えて，慎重に判断する必要がある。
以上のとおり，法務省及び金融庁としては，引き続き，中小
企業や地方公共団体等への借主の範囲の拡大の是非につ
いて検討を行うこととしており，その結果，借主の範囲の拡
大が必要であると判断された場合には，その対象について
置を行う方針であるが，現時点では，検討の終了時期等につい
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その他

当室からの
再検討要請

免許を受けて行政の厳格な監督下で営
業している金融機関が行うコミットメント
ライン契約について、ヤミ金融問題対
策と絡めて議論･検討する必要がある
のか。例えば免許事業者である銀行等
と一般の貸金業者等とを分けて検討す
ることは可能ではないか。改めて、見解
を示されたい。また、具体的な検討のス
ケジュール（実施時期）を示されたい。

免許を受けて行政の厳格な監督下で営
業している金融機関が行うコミットメント
ライン契約について、ヤミ金融問題対
策と絡めて議論･検討する必要がある
のか。例えば免許事業者である銀行等
と一般の貸金業者等とを分けて検討す
ることは可能ではないか。改めて、見解
を示されたい。また、具体的な検討のス
ケジュール（実施時期）を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

「ヤミ金融問題」を契機に制定され，
平成１６年１月に施行された貸金業規
制法及び出資法の一部改正法（いわゆ
るヤミ金融対策法）は，その附則におい
て，法施行後３年を目途に所要の検討
を加え，必要な見直しを行うこととして
おり，特定融資枠契約に関する法律の
借主の範囲拡大の是非についても，上
記ヤミ金融対策法による高金利貸付け
の問題に対する対策の効果等を見極
めつつ，その見直しの状況等を踏まえ
て，慎重に判断する必要があり，現時
点では検討の終了時期等については
未定である。
また，銀行などの金融機関において
も，コミットメントライン契約によって実
質的に高金利が得られることから，借り
手側の法的知識が不十分であることに
乗じて，優越的な地位を濫用し，資金
需要が必ずしも高くない「借り手」にコ
ミットメントライン契約を押し付けること
による弊害が発生するおそれがある。
法務省及び金融庁としては，中小企
業や地方公共団体等への借主の範囲
拡大の是非について，関係省庁とも連
携をとりながら，今後も引き続き検討を
行う。

Ⅰ

「ヤミ金融問題」を契機に制定され，
平成１６年１月に施行された貸金業規
制法及び出資法の一部改正法（いわゆ
るヤミ金融対策法）は，その附則におい
て，法施行後３年を目途に所要の検討
を加え，必要な見直しを行うこととして
おり，特定融資枠契約に関する法律の
借主の範囲拡大の是非についても，上
記ヤミ金融対策法による高金利貸付け
の問題に対する対策の効果等を見極
めつつ，その見直しの状況等を踏まえ
て，慎重に判断する必要があり，現時
点では検討の終了時期等については
未定である。
また，銀行などの金融機関において
も，コミットメントライン契約によって実
質的に高金利が得られることから，借り
手側の法的知識が不十分であることに
乗じて，優越的な地位を濫用し，資金
需要が必ずしも高くない「借り手」にコ
ミットメントライン契約を押し付けること
による弊害が発生するおそれがある。
法務省及び金融庁としては，中小企
業や地方公共団体等への借主の範囲
拡大の是非について，関係省庁とも連
携をとりながら，今後も引き続き検討を
行う。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

コミットメントライン契約の適用対象
企業の拡大

zA070010

法務省

zA070010

コミットメントライン契約の適用対象
法務省 金融庁
企業の拡大

要望
管理番号

5032

5040

要望事項
管理番号

5032A012

5040A011

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

1

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

12

コミットメントライン契約（特例融資枠契
約）に係る手数料が利息制限法及び出
資法上の「みなし利息」の適用除外とな
るのは、借手が資本金が３億円を超える
株式会社ーなどに限定されており、中小
企業（資本金３億円以下等）、地方公共
団体等には認められていない。地域金
コミットメントライン契約（特例融資枠契
融機関のメイン取引先がほぼ当該契約
約）の適用対象を拡大し、①中小企業
コミットメントライン契約の適用対象企業 （特定融資枠契約法の規制の緩和）対象
の対象外であることは、我が国の制度と
（資本金３億円以下等）、②地方公共団
継続
の拡大
企業を拡大する。
に定着していないために借手側のニー
体や特別法で定められた地方公社等を
ズも希薄とならざるを得ない。また、「ヤミ
その範囲に含める。
金融問題」と信用金庫等の預金取扱金
融機関を同列で議論する必要はないよう
に思われる。したがってコミットメントライ
ン契約（特例融資枠契約）の適用対象を
拡大することにより、中小企業の資金調
達の多様化が図られることになるため、
規制の緩和を検討いただきたい。

11

コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）の適用対象を拡大し、中小企業（資
コミットメントライン契約の適用対象企業
本金３億円以下等）、地方公共団体や特
の拡大
別法で定められた地方公社等をその範
囲に含めること。
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コミットメントライン契約（特定融資枠契
約）の適用対象を拡大し、資金調達手段
の多様化を図ることが必要である。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070011

zA070011

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

貸金業規制法の法定書面の電子
化

該当法令等

制度の現状

貸金業規制法第17条では契約締結時
における債務者・保証人に対する貸金
貸金業の規制等に 業者の書面交付義務を、第18条第1項
関する法律第17条、 では債務弁済時における債務者・保証
人に対する貸金業者の書面交付義務
第18条
を、それぞれ規定している。

貸金業規制法第17条では契約締結時
貸金業の規制等に における債務者・保証人に対する貸金
貸金業規正法に基づく書面交付義 関する法律第17条、 業者の書面交付義務を、第18条第1項
第18条、第24条第2 では債務弁済時における債務者・保証
務に係る規制緩和（2）
項
人に対する貸金業者の書面交付義務
を、それぞれ規定している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

※（措置
の概要
参照）

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした貸金業規制法及び
出資法の一部改正法が平成１６年１月１日に施行されたとこ
ろ。
貸金業制度の在り方については、同法附則において施行
後３年を目途として検討を加え、必要な見直しを行うことと
なっている。
※措置の内容については、上記検討を踏まえて決まるも
のであり、現時点では未定。

b

※（措置
の概要
参照）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした貸金業規制法及び
出資法の一部改正法が平成１６年１月１日に施行されたとこ
ろ。
貸金業制度の在り方については、同法附則において施行
後３年を目途として検討を加え、必要な見直しを行うことと
なっている。
※措置の内容については、上記検討を踏まえて決まるも
のであり、現時点では未定。
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その他

当室からの
再検討要請

IT一括法による書面交付の電子化対応
から貸金業規制法が外れた趣旨は、消
費者保護にあると考えるが、同様に消
費者保護を趣旨とする割賦販売法、特
定商取引法は対象となっている。
また貸金業で、物理的に書面を介在す
ることによる消費者保護の効果は不明
確であるし、書面の電子化には契約者
の同意が必須である以上、書面を電子
化したとしても消費者保護に失すること
はないものと考える。

措置の 措置の
分類
内容

b

以上より、ＩＴの更なる利活用を推進す
るｅ−Ｊａｐａｎ戦略の精神に則り、書面
の電子化については、３年後の見直し
を待たず、早急な対応を図るべきであ
る。以上の観点を踏まえ、改めて見解
を示されたい。

IT技術の発展により、インターネット、電
子メール等の電子的手法の活用は一
般的となっている。本要望は債権者と
債務者の双方が電磁的手法の活用を
合意した場合の取り扱いであり、債務
者保護の観点での問題も発生しない。
利用者ニーズを踏まえ、3年を待たずに
早期検討、結論をお願いしたい。

措置の概要
（対応策）

貸金業の規制等に関する法律におい
ては、業者と債務者・保証人との間のト
ラブルが社会問題化したことを受け、債
務者・保証人保護の観点に基づき書面
交付義務を課してきたところであり、い
わゆる商工ローン問題の社会問題化を
受けた法改正（平成12年６月１日施行）
においても、書面交付義務を中心に規
定が追加されたところ。
※（措置
いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした
の概要
貸金業規制法及び出資法の一部改正
参照）
法が平成１６年１月１日に施行され、貸
金業制度の在り方については、同法附
則において施行後３年を目途として検
討を加え、必要な見直しを行うことと
なっている。
※措置の内容については、上記検討
を踏まえて決まるものであり、現時点で
は未定。

b

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした
貸金業規制法及び出資法の一部改正
法が平成１６年１月１日に施行されたと
ころ。
貸金業制度の在り方については、同
※（措置
法附則において施行後３年を目途とし
の概要
て検討を加え、必要な見直しを行うこと
参照）
となっている。
※措置の内容については、上記検討
を踏まえて決まるものであり、現時点で
は未定。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070011

zA070011

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

貸金業規制法の法定書面の電子
化

貸金業規正法に基づく書面交付義
務に係る規制緩和（2）

要望
管理番号

5088

5029

要望事項
管理番号

5088A006

5029A015

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

都銀懇話会

要望
事項番号

6

15

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

貸金業規制法の法定書面の電子化

要望理由

資金需要者に資金借り入れに関する簡
易性・利便性や秘匿性のニーズが強く、
貸金業規制法１７条書面、１8条書面の 貸金業規制法４３条のみなし弁済規定の 自宅宛の郵便物は無断で送付できない
電子受送信を可能とするよう要望する。 適用を受ける手段が多様化する。
ことが多い。顧客が提携ATMをご利用さ
れた場合、別途書面を郵送する必要が
生じている。

債権者と債務者の双方が合意する場合
に限り、キャッシング契約等の締結・貸
貸金業規正法に基づく書面交付義務に
付・返済時において、書面交付に加え
係る規制緩和（2）
て、｢インターネットなどの情報通信機を
用いた電磁的方法｣による通知を認める
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具体的事業の
実施内容

債権者と債務者の双方の合意がある場
合、貸金業者につき、書面交付の代わり
に電子手法の活用による債務者への通
知を認めたとしても、債務者保護の観点
で問題はない。加えて、電子手法の活用
による機動的な対応を可能となること
で、顧客利便性の向上にも資する。わが
国の個人向け金融市場が大きく変化す
る中で、消費者金融市場に対するニーズ
は拡大している。銀行はその関連会社な
どでコンシューマーファイナンス事業に取
り組むことも多く、消費者金融市場の健
全な発展にも寄与

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070011

zA070012

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

貸金業の規制等に
貸金業規制法に基づく書面交付の 関する法律第17条、
第18条、第24条第2
電子化
項

・銀行法施行規則第
17条の３第１項第24
号
自己競落会社の対象物件等に係る
・「中小・地域金融機
規制緩和
関向けの総合的な監
督指針」Ⅲ−２−７−
２

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

貸金業規制法第17条では契約締結時
における債務者・保証人に対する貸金
業者の書面交付義務を、第18条第1項
では債務弁済時における債務者・保証
人に対する貸金業者の書面交付義務
を、それぞれ規定している。

自己競落会社の競落対象物件は、親
銀行等の貸出等に係る担保物件、すな
わち当該物件の競落により親銀行等に
配当が見込まれる物件に限定されてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

b

※（措置
の概要
参照）

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした貸金業規制法及び
出資法の一部改正法が平成１６年１月１日に施行されたとこ
ろ。
貸金業制度の在り方については、同法附則において施行
後３年を目途として検討を加え、必要な見直しを行うことと
なっている。
※措置の内容については、上記検討を踏まえて決まるも
のであり、現時点では未定。

b

Ⅲ
Ⅳ

自己競落による競落の仕組みの検討
（競落対象物件の拡大）については、
「規制改革・民間開放推進３か年計画」
（平成17年３月25日閣議決定）におい
て、「銀行の他業禁止規定や自己競落
会社が担保不動産を取得するのは親
銀行が債権を回収するために真に必要
な場合であって競落人が他に見出せな
い場合に限定されるとの規制の趣旨を
踏まえたうえで、不動産市場への影響
も十分勘案しつつ、銀行等の財務の健
全性確保の観点等に留意して、競落対
象物件の範囲を親会社に配当の見込
まれるものだけでなく、子会社・関係会
社に配当の見込まれるものにも拡大す
ることを検討する。」（平成17年度結論）
とされたところであり、現在、検討を行っ
ているところ。
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その他

当室からの
再検討要請

要望者の以下の意見を踏まえ再検討
願いたい。
「IT一括法による書面交付の電子化対
応から貸金業規制法が外れた趣旨は、
消費者保護にあると考えるが、同様に
消費者
保護を趣旨とする割賦販売法、特定商
取引法は対象となっている。
また貸金業で、物理的に書面を介在す
ることによる消費者保護の効果は不明
確であるし、書面の電子化には契約者
の同意が必須である以上、書面を電子
化したとしても消費者保護に失すること
はないものと考える。
以上より、ＩＴの更なる利活用を推進す
るｅ−Ｊａｐａｎ戦略の精神に則り、書面
の電子化については、３年後の見直し
を待たず、早急な対応が望ましい。」

検討のスケジュール（結論時期）、内容
につき具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

措置の概要
（対応策）

貸金業の規制等に関する法律におい
ては、業者と債務者・保証人との間のト
ラブルが社会問題化したことを受け、債
務者・保証人保護の観点に基づき書面
交付義務を課してきたところであり、い
わゆる商工ローン問題の社会問題化を
受けた法改正（平成12年６月１日施行）
においても、書面交付義務を中心に規
定が追加されたところ。
※（措置
いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした
の概要
貸金業規制法及び出資法の一部改正
参照）
法が平成１６年１月１日に施行され、貸
金業制度の在り方については、同法附
則において施行後３年を目途として検
討を加え、必要な見直しを行うことと
なっている。
※措置の内容については、上記検討
を踏まえて決まるものであり、現時点で
は未定。

b

Ⅲ
Ⅳ

「規制改革・民間開放推進３か年計
画」（平成17年３月25日閣議決定）を踏
まえ、平成１７年度中に結論を得るべく
検討中であり、現時点でこれ以上の時
期及び内容等を明示することは困難で
ある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070011

zA070012

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

貸金業規制法に基づく書面交付の
電子化

自己競落会社の対象物件等に係る
規制緩和

要望
管理番号

5053

5029

要望事項
管理番号

5053A135

5029A017

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

都銀懇話会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

135

貸金業者等と債務者・保証人の双方が
合意する場合、書面交付の代わりに、電
貸金業規制法に基づく書面交付の電子 子メール等の電子的手段を用いることを
化
認めるべきである。書面の交付に代え
て、電子的手段を用いることを認めるべ
きである。

双方の合意を前提条件とすれば、書面
交付の代わりに電子メール等の電子的
手段を用いても、債務者・保証人の保護
に支障が生じるとは考えにくい。なお、
「e-Japan重点計画-2004」(平成16年6月
15日 IT戦略本部決定)において、「2006
年末までに、貸付契約締結時及び債務
弁済時における貸金業者から債務者等
への書面交付の電子化について、貸金
業制度の在り方の検討を踏まえて検討
し、結論を得る」と明記されているが、貸
金業者の業務効率改善と消費者の利便
性向上に与える影響を考慮し、検討を前
倒しで行い、早期に必要な見直しを行う
べきである。

貸金業者は、貸付契約等を締結した時
および、債権の全部または一部について
弁済を受けた時は、所定の事項を記載し
た書面を債務者等に交付しなければなら
ない。
また、貸金業者から貸付け債権を譲り
受けた者も、同様の書面を債務者等に
交付しなければならない。

17

競落対象物件を拡大し、親会社に配当
自己競落会社の対象物件等に係る規制
のあるものだけでなく、子会社、関係会
緩和
社に配当のあるものも可とする

不良債権の処理は、銀行本体のみなら
ず、グループ全体にとって喫緊の課題。
本規制緩和は、関係会社の不良債権処
理を促進する上で極めて有効。その実効
性を確保するためには、競落対象物件
の拡大を実現することが不可欠

38/224

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070012

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

・銀行法施行規則第
17条の３第１項第24
号
自己競落会社の対象物件等に係る
・「中小・地域金融機
規制の緩和
関向けの総合的な監
督指針」Ⅲ−２−７−
２

制度の現状

自己競落会社の競落対象物件は、親
銀行等の貸出等に係る担保物件、すな
わち当該物件の競落により親銀行等に
配当が見込まれる物件に限定されてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅲ
Ⅳ

自己競落による競落の仕組みの検討
（競落対象物件の拡大）については、
「規制改革・民間開放推進３か年計画」
（平成17年３月25日閣議決定）におい
て、「銀行の他業禁止規定や自己競落
会社が担保不動産を取得するのは親
銀行が債権を回収するために真に必要
な場合であって競落人が他に見出せな
い場合に限定されるとの規制の趣旨を
踏まえたうえで、不動産市場への影響
も十分勘案しつつ、銀行等の財務の健
全性確保の観点等に留意して、競落対
象物件の範囲を親会社に配当の見込
まれるものだけでなく、子会社・関係会
社に配当の見込まれるものにも拡大す
ることを検討する。」（平成17年度結論）
とされたところであり、現在、検討を行っ
ているところ。

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、信用金庫における従属業務
を営むことに係る収入依存度規制の在
り方については引き続き検討を行う。

信用金庫法第５４条 従属業務を行う子会社は親である金庫
zA070013

金融庁

従属業務における収入依存度規制 の１５第８項、告示第 あるいは子会社からの収入の額の合
１６号（平成１６年３
計額の総収入の額に占める割合が
の緩和
月３１日）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

50％以上でなければならない。

ｂ

措置の概要
（対応策）

39/224

その他

当室からの
再検討要請

検討のスケジュール（結論時期）、内容
につき具体的に明示して頂きたい。

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ
Ⅳ

「規制改革・民間開放推進３か年計
画」（平成17年３月25日閣議決定）を踏
まえ、平成１７年度中に結論を得るべく
検討中であり、現時点でこれ以上の時
期及び内容等を明示することは困難で
ある。

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、また、従属業務会社の協同
設立について検討と併せて、信用金庫
における従属業務を営むことに係る収
入依存度規制の在り方については引き
続き検討を行っているところである、実
施時期等を示すことは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

zA070012

金融庁

自己競落会社の対象物件等に係る
規制の緩和

5076

5076A013

1

1

社団法人第二地方銀行協会

13

親銀行の貸出金等に係る担保物件だけ
自己競落会社の対象物件等に係る規制
ではなく、子会社・関連会社の担保物件
の緩和
も可とする。

zA070013

金融庁

従属業務における収入依存度規制
の緩和

5032

5032A026

1

1

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

26

信用金庫と会員中小企業等との協同事
（信用金庫法による規制の緩和）親金庫 例えば、信用金庫と会員中小企業等と
従属業務における収入依存度規制の緩
業として、従属業務子会社による協働事
からの５０％収入依存度規制を緩和す の協働事業として従属業務を営むことが
継続
和
業が行えるようになれば、より効率的な
る。
できるようにする。
地域貢献ができるようになる。

管理コード

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

40/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行グループとしての債権回収の円滑
化に資すると考えられる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070013

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

銀行法施行規則第
17条の3第1項第19
号〜第21号に定める
業務（現金・小切手 従属業務を営む会社は、当該銀行及び
従属業務を営む子会社の収入依存 等輸送業務、集配業 その子会社からの収入の額の合計額
務、有価証券の受け の総収入の額に占める割合が百分の
度規制の緩和（1）
渡し業務）について、 五十を下回らないこととされている。
当該銀行及びその子
会社の収入依存度
規制を撤廃

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、銀行の他業禁止の趣旨等を
踏まえつつ引き続き検討を行う。

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、銀行の他業禁止の趣旨等を
踏まえつつ引き続き検討を行う。

従属業務を営む会社は、当該銀行及び
zA070013

金融庁

従属業務を営む子会社の収入依存 平成14年3月29日金 その子会社からの収入の額の合計額
融庁告知第34号
の総収入の額に占める割合が百分の
度規制の緩和（2）
五十を下回らないこととされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

措置の概要
（対応策）

41/224

その他

当室からの
再検討要請

検討のスケジュール（結論時期）、内容
につき具体的に明示して頂きたい。

検討のスケジュール（結論時期）、内容
につき具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、また、従属業務会社の共同
設立についての検討と併せて、銀行の
他業禁止の趣旨等を踏まえつつ引き続
き検討を行っているところであり、現時
点で結論時期等を示すことは困難であ
る。

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、また、従属業務会社の共同
設立についての検討と併せて、銀行の
他業禁止の趣旨等を踏まえつつ引き続
き検討を行っているところであり、現時
点で結論時期等を示すことは困難であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070013

zA070013

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

従属業務を営む子会社の収入依存
度規制の緩和（1）

従属業務を営む子会社の収入依存
度規制の緩和（2）

要望
管理番号

5029

5029

要望事項
管理番号

5029A020

5029A021

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

20

21

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号
〜第21号に定める業務（現金・小切手等
従属業務を営む子会社の収入依存度規
輸送業務、集配業務、有価証券の受け
制の緩和（1）
渡し業務）について、当該銀行及びその
子会社の収入依存度規制を撤廃

集配金業務は、銀行業務の遂行に必要
な業務であるが、アウトソースニーズが
高い業務である。また、金融機関によっ
ては、既存インフラの余剰能力を活用し
ビジネスとしての展開を図れる業務であ
り、積極的にインソースするニーズがあ
る。当該銀行及びその子会社からの収
入に縛られることなく集配金事務を柔軟
に委託・受託できることにより、顧客利便
性の向上を図りつつ銀行経営の効率化
を図ることができる

銀行持株会社（又はその子会社）のため
に従属業務を営む会社で、主として銀行
従属業務を営む子会社の収入依存度規 以外のために従属業務を行う会社につ
制の緩和（2）
いて、「銀行若しくは長期信用銀行又は
銀行業を営む外国の会社のいずれかか
らの収入があること」の要件を撤廃

銀行持株会社又はその子会社のために
従属業務を営む子会社については、銀
行からの収入依存度規制を撤廃しても、
銀行グループとの一体性は確保可能。
銀行持株会社（又はその子会社）のため
に従属業務を営む会社で、主として銀行
以外の会社のために従属業務を行う会
社であっても、銀行から何らかの収入が
あることが必要となるため、グループ全
体としての業務運営において非効率な
契約／業務が発生

42/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070013

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
従属業務を営む会社は、当該銀行及び
銀行子会社が行う集配金業務等に 指針Ⅲ−２−７−１ その子会社からの収入の額の合計額
金融庁告示第34号、
の総収入の額に占める割合が百分の
係る収入依存度の撤廃
36号、38号（収入依
五十を下回らないこととされている。
存度規制告示）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

金融庁

従属業務を営む子会社の銀行から
その子会社からの収入の額の合計額
金融庁告示第34号
の総収入の額に占める割合が百分の
の収入条項の廃止
五十を下回らないこととされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

その他

当室からの
再検討要請

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、銀行の他業禁止の趣旨等を
踏まえつつ引き続き検討を行う。

検討のスケジュール（結論時期）、内容
につき具体的に明示して頂きたい。

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、銀行の他業禁止の趣旨等を
踏まえつつ引き続き検討を行う。

要望者から以下のとおり意見が提出さ
れていることを踏まえ、再検討願いた
い。
「銀行持株会社の子会社等にとっても、
子会社を活用した業務効率化及び経営
効率化が求められている。金融関連業
務等、銀行法上認められた業務を分担
するにもかかわらず、銀行持株会社の
子銀行からの収入を義務付けられてい
ることから、経営効率化が阻害されてい
る。子会社として認められている業務に
つき、グループとして積極的に推進する
ことを考えている。関係省庁において
は、検討期間を明確にした上で、検討
を行うことを強く要望する。」

従属業務を営む会社は、当該銀行及び
zA070013

措置の概要
（対応策）

43/224

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、また、従属業務会社の共同
設立についての検討と併せて銀行の他
業禁止の趣旨等を踏まえつつ引き続き
検討を行っているところであり、現時点
で結論時期等を示すことは困難であ
る。

ⅠⅢ

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（改正）」（平成17年3月25日閣議決定）
において、「銀行子会社が行う集配金
業務等に係る収入依存度規制の撤廃
等を認めるか否かについては、銀行の
経営効率化の必要性を踏まえ、銀行の
他業禁止規定と、本来、銀行業からみ
れば他業である従属業務の在り方を踏
まえつつ検討を行う。」とされているとこ
ろであり、また、従属業務会社の共同
設立についての検討と併せて銀行の他
業禁止の趣旨等を踏まえつつ引き続き
検討を行っているところであり、現時点
で結論時期等を示すことは困難であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070013

zA070013

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

銀行子会社が行う集配金業務等に
係る収入依存度の撤廃

従属業務を営む子会社の銀行から
の収入条項の廃止

要望
管理番号

5076

5088

要望事項
管理番号

5076A015

5088A026

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

15

26

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行法施行規則第17条の3第1項第19号
〜第21号に定める業務（現金・小切手輸
銀行子会社が行う集配金業務等に係る 送業務、集配業務、有価証券の受け渡し
収入依存度の撤廃
業務）について、当該銀行及びその子会
社の収入依存度規制を撤廃し、集配金
業務等の受託を容易にする。

集配金業務は顧客からのアウトソース
ニーズが高い業務であり、銀行が収入依
存度に縛られることなく集配金事務を受
託できれば、顧客利便性の向上を図りつ
つ、銀行経営の効率化を図ることができ
る。

銀行持株会社又はその子会社等の従属
業務を営む会社は、各事業年度におい
てその営む各々の従属業務につき、当
従属業務を営む子会社の銀行からの収
該銀行持株会社の子銀行からの収入が
入条項の廃止
あることが定められているが、銀行から
の収入条項を廃止し、業務の自由度を
高めるもの。

銀行持株会社の子会社等（甲）は、銀行
法で認められた銀行業以外の業務(リー
ス業務等）を営んでいる。甲にとっても、
銀行持株会社の子会社等の事務受託業 従属業務を営む会社（乙）を活用した業
務、福利厚生業務本体の業務を子会社 務の効率化が求められている。その従
にアウトソーシングすることにより、業務 属業務は、銀行法上、甲にとって認めら
の効率化が図れる。又、同種業務を他社 れた業務であり、乙はその一部を分担す
から受託することにより事業拡大が見込 るにも拘らず、甲にとっての兄弟会社で
まれ、雇用拡大等に寄与する。
ある当該銀行持株会社の子銀行からの
収入を必要とすることから、甲固有の業
務を分担することができず、業務の効率
化及び適正な人員配置が図れない。

44/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070014

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

事業用不動産の有効活用

該当法令等

「中小・地域金融機 「中小・地域金融機関向けの総合的な
関向けの総合的な監 監督指針」Ⅲ−２−２（３）において、営
督指針」Ⅲ−２−２ 業用不動産を賃貸する場合の要件の
（３）
明確化を図っている。

「中小・地域金融機
zA070014

金融庁

制度の現状

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

d

明確化を図っている。

d

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅳ

「中小・地域金融機関向けの総合的な
監督指針」Ⅲ−２−２（３）において、営
業用不動産を賃貸する場合の要件の
明確化を図っており、当該要件に合致
する営業用不動産の有効活用は、その
他の付随業務として認められることを明
らかにしている。更に平成17年6月に同
監督指針の一部改正を行い、金融機関
が営業用不動産の賃貸等を行う際の
具体的な判断基準を明確化している。

先般の監督指針の改正で従前よりは若
干基準の明確化等が図られたが、なお
不明確さが多く、過剰に制限的な内容
となっている。また、要望者は、現行の
ポジティブリスト方式を改め、ネガティブ
リスト化の採用を要望しているので、ネ
ガティブリスト化の可否等について、見
解を示されたい。また、改めて対応を検
討されたい。

Ⅳ

「中小・地域金融機関向けの総合的な
監督指針」Ⅲ−２−２（３）において、営
業用不動産を賃貸する場合の要件の
明確化を図っており、当該要件に合致
する営業用不動産の有効活用は、その
他の付随業務として認められることを明
らかにしている。更に平成17年6月に同
監督指針の一部改正を行い、金融機関
が営業用不動産の賃貸等を行う際の
具体的な判断基準を明確化している。

先般の監督指針の改正で従前よりは若
干基準の明確化等が図られたが、なお
不明確さが多く、過剰に制限的な内容
となっている。また、要望者は、現行の
ポジティブリスト方式を改め、ネガティブ
リスト化の採用を要望しているので、ネ
ガティブリスト化の可否等について、見
解を示されたい。また、改めて対応を検
討されたい。

「中小・地域金融機関向けの総合的な

営業用不動産の有効活用に関する 関向けの総合的な監 監督指針」Ⅲ−２−２（３）において、営
督指針」Ⅲ−２−２ 業用不動産を賃貸する場合の要件の
規制緩和の徹底
（３）

措置の 措置の
分類
内容

45/224

措置の 措置の
分類
内容

d

d

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

預金取扱金融機関の「その他の付随
業務」として認められる営業用不動産
の賃貸については、その要件を「中小・
地域金融機関向けの総合的な監督指
針」Ⅲ−２−２（３）において明示してい
るところである。預金取扱金融機関は、
他業を営むことによるリスクの遮断、金
融機関固有の業務に専念すること等に
よる経営の健全性の確保といった観点
から他業を営むことが制限されており、
当該要件に合致しないものも含めて
「原則自由」とすることは困難。

Ⅳ

預金取扱金融機関の「その他の付随
業務」として認められる営業用不動産
の賃貸については、その要件を「中小・
地域金融機関向けの総合的な監督指
針」Ⅲ−２−２（３）において明示してい
るところである。預金取扱金融機関は、
他業を営むことによるリスクの遮断、金
融機関固有の業務に専念すること等に
よる経営の健全性の確保といった観点
から他業を営むことが制限されており、
当該要件に合致しないものも含めて
「原則自由」とすることは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

金融他業の金融業への進出が図られて
事業用不動産の有効活用については原
事業用不動産の有効活用に関する規制
いるなか、金融機関のみに事業用不動
則自由であることとし、 他業禁止規制の
継続
を撤廃する。
産の有効活用を制限する理由が乏しく
観点から活用できない事例を明示する。
なっているため、明らかに他業禁止規制
が必要な事例のみを明示する。

zA070014

金融庁

事業用不動産の有効活用

5032

5032A015

1

1

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

15

事業用不動産の有効活用

zA070014

金融庁

営業用不動産の有効活用に関する
規制緩和の徹底

5040

5040A007

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

7

営業用不動産の有効活用に関する規制 営業用不動産の有効活用については、
緩和の徹底
原則自由である旨、運用上徹底する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

具体的事業の
実施内容

46/224

店舗の廃止等により生じた遊休不動産
を賃貸することが営業用不動産の有効
活用に該当するかどうかの基準が不明
確である。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

zA070015

厚生労働省
融庁

金

zA070015

厚生労働省
融庁

金

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

営業職員による運用管理業務（運用の
確定拠出年金運営管理業務にか
確定拠出年金運営
方法に係る情報提供）と運用商品の販
かる金融商品営業担当者による兼 管理機関に関する命 売等の事務の兼務は認められていな
令
務禁止の緩和
い。

ｃ

Ⅲ

営業職員による運用管理業務と運用商
品の販売等の事務の兼務については、
運営管理業務の中立性確保の必要性
の観点から、認めることはできない。

確定拠出年金制度における営業職 確定拠出年金運営 営業職員による運用管理業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
員による運用関連業務の兼務禁止 管理機関に関する命 売等の事務の兼務は認められていな
令
の撤廃
い。

ｃ

Ⅲ

営業職員による運用管理業務と運用商
品の販売等の事務の兼務については、
運営管理業務の中立性確保の必要性
の観点から、認めることはできない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

47/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

zA070015

確定拠出年金運営管理業務にか
厚生労働省 金
かる金融商品営業担当者による兼
融庁
務禁止の緩和

5032

5032A020

1

1

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

zA070015

厚生労働省
融庁

確定拠出年金制度における営業職
員による運用関連業務の兼務禁止
の撤廃

5040

5040A018

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

金

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

20

金融機関の金融商品営業担当者につい
て、確定拠出年金運営管理業務のうち
確定拠出年金運営管理業務にかかる金
（確定拠出年金法の規制の緩和）右記同 の運用関連業務の兼務禁止を緩和す
融商品営業担当者による兼務禁止の緩
様
る。兼務禁止の緩和に際しては、営業担
和
当者が加入者に対して中立的な立場で
運用関連業務を行うことを前提とする。

確定拠出年金業務を取り扱う金融機関
の体制整備において、本兼務禁止措置
継続
の緩和は、確定拠出年金の普及に資す
るものと考えられる。

18

営業職員による運用管理業務（運用の
確定拠出年金制度における営業職員に
方法に係る情報提供）と運用商品の販
よる運用関連業務の兼務禁止の撤廃
売等の事務の兼務禁止を撤廃すること。

営業職員による運用管理業務（運用の
方法に係る情報提供）と運用商品の販
売等の事務の兼務が禁止されているた
め、加入者の利益が阻害されている。

48/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070016

zA070016

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信金法に基づくリスク管理債権の
開示と金融再生法に基づく資産査
定の開示の一本化

協金法に基づくリスク管理債権の
開示と金融再生法に基づく資産査
定の開示の一本化

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

信金法第８９条で準
用する銀行法第２１
条、
信金法施行規則第２ 信金法に基づくリスク管理債権（貸出金
０条の２〜第２０条の のみ）と、金融再生法に基づく資産査定
４、
の対象債権（総与信）の両者を当局宛
金融再生法第６条お
報告・開示している。
よび第７条
金融再生委員会規
則第２条〜第６条

協金法第６条で準用
する銀行法第２１条、
協金法施行規則第１
協金法に基づくリスク管理債権（貸出金
２条の２〜第１２条の
のみ）と、金融再生法に基づく資産査定
４、
の対象債権（総与信）の両者を当局宛
金融再生法第６条お
報告・開示している。
よび第７条
金融再生委員会規
則第２条〜第６条

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

-

リスク管理債権は米国ＳＥＣ基準と同
様の基準に従って分類され、時系列で
も比較的長い期間把握可能となるもの
である。
他方、金融再生法開示債権は金融再
生法に直接基づくものであり、また、「金
融再生プログラム」における主要行の
不良債権比率の半減（１４年３月末の
８．４％からの半減）目標の基準となっ
ていたものである（当該比率は１７年３
月末に２．９％と低下し、半減目標は達
成）。
両者の差異は縮小しており、不良債
権について２種類の開示を求めること
は事務上煩雑であるとの指摘があるこ
とは承知しているが、その一方で、リス
ク管理債権については米国基準との同
等性や時系列での比較可能性といった
観点があり、また、金融再生法開示債
権については、今後も不良債権に関す
る最も重要な指標であると考えられるこ
とから、開示を一本化することについて
は、現時点での措置は困難。

リスク管理債権と金融再生法開示債権
との差異が縮小しているならば、なおさ
ら両者を並存させておく必要性は乏しく
なっているはずである。また、金融再生
法開示債権が不良債権に関する最重
要指標であるとのことだが、それはリス
ク管理債権でも代替できるのではない
か。代替できないとする理由･根拠を示
すとともに、改めて対応を検討された
い。

-

リスク管理債権は米国ＳＥＣ基準と同
様の基準に従って分類され、時系列で
も比較的長い期間把握可能となるもの
である。
他方、金融再生法開示債権は金融再
生法に直接基づくものであり、また、「金
融再生プログラム」における主要行の
不良債権比率の半減（１４年３月末の
８．４％からの半減）目標の基準となっ
ていたものである（当該比率は１７年３
月末に２．９％と低下し、半減目標は達
成）。
両者の差異は縮小しており、不良債
権について２種類の開示を求めること
は事務上煩雑であるとの指摘があるこ
とは承知しているが、その一方で、リス
ク管理債権については米国基準との同
等性や時系列での比較可能性といった
観点があり、また、金融再生法開示債
権については、今後も不良債権に関す
る最も重要な指標であると考えられるこ
とから、開示を一本化することについて
は、現時点での措置は困難。

リスク管理債権と金融再生法開示債権
との差異が縮小しているならば、なおさ
ら両者を並存させておく必要性は乏しく
なっているはずである。また、金融再生
法開示債権が不良債権に関する最重
要指標であるとのことだが、それはリス
ク管理債権でも代替できるのではない
か。代替できないとする理由･根拠を示
すとともに、改めて対応を検討された
い。
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措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

-

リスク管理債権と金融再生法開示債
権は、対象とする資産の範囲等の相違
のほか、リスク管理債権が米国ＳＥＣ基
準と同様の債権ベースの開示、金融再
生法開示債権が債務者ベースの開示
となっており、両者はそもそも異なる考
え方に基づいた概念である。
そのため、両者の額の差異が縮小し
ていることだけをもって、金融再生法開
示債権をリスク管理債権で代替するこ
とは困難。

-

リスク管理債権と金融再生法開示債
権は、対象とする資産の範囲等の相違
のほか、リスク管理債権が米国ＳＥＣ基
準と同様の債権ベースの開示、金融再
生法開示債権が債務者ベースの開示
となっており、両者はそもそも異なる考
え方に基づいた概念である。
そのため、両者の額の差異が縮小し
ていることだけをもって、金融再生法開
示債権をリスク管理債権で代替するこ
とは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070016

zA070016

制度の
所管省庁等

項目

金融庁

信金法に基づくリスク管理債権の
開示と金融再生法に基づく資産査
定の開示の一本化

金融庁

協金法に基づくリスク管理債権の
開示と金融再生法に基づく資産査
定の開示の一本化

要望
管理番号

5032

5040

要望事項
管理番号

5032A022

5040A022

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

1

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

22

信金法に基づくリスク管理債権と、金融
再生法に基づく資産査定とでは、開示の
信金法に基づくリスク管理債権の開示と
信金法に基づくリスク管理債権の開示を
（各法で定められている情報開示の一本
対象となる債権とその開示基準が異なっ
金融再生法に基づく資産査定の開示の
廃止し、金融再生法に基づく資産査定の
継続
化）情報開示を一本化する。
ており、事務上煩雑であるとともに、顧客
一本化
開示に一本化する。
にとってもわかりにくい開示内容となって
いる。

22

協金法に基づくリスク管理債権の開示と 協金法に基づくリスク管理債権の開示と
金融再生法に基づく資産査定の開示の 金融再生法に基づく資産査定の開示を
一本化
一本化すること。
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協金法に基づくリスク管理債権と、金融
再生法に基づく資産査定とでは、開示の
対象となる債権とその開示基準が異なっ
ており、事務上煩雑であるとともに、わか
りにくい開示内容となっている。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070017

zA070017

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

金融業者の貸付業
特定金融会社等、銀行議決権大量 務のための社債の
保有者、保険議決権大量保有者の 発行等に関する法律
資本金額の変更に係る届出の見直 第7条、銀行法第52
条の3第1項、保険業
し
法第271条の4第1項

特定金融会社等の資本金額の変
更に係る届出等の見直し

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

金融業者の貸付業
務のための社債の
発行等に関する法律
第7条、銀行法第52
条の3第1項、保険業
法第271条の4第1項

制度の現状

特定金融会社等は、資本又は出資の
額に変更があったときは、２週間以内に
届け出なければならない。
銀行議決権大量保有者及び保険議決
権大量保有者は資本金額が変更した
場合には、５日以内に報告書を提出し
なければならない。

特定金融会社等は、資本又は出資の
額に変更があったときは、２週間以内に
届け出なければならない。
銀行議決権大量保有者及び保険議決
権大量保有者は資本金額が変更した
場合には、５日以内に報告書を提出し
なければならない。

措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

Ｃ

措置の概要
（対応策）

−

社債の発行等により貸付資金の受入れを行う金融業者に
ついては、一定の財産的基礎（最低資本金）及び人的構成
（リスク管理体制）を要件とする最低限の参入規制を課すほ
か、ディスクロージャーを充実することによって投資者の保
護を図るため、登録を義務付けている。また、登録された申
請事項に変更があった場合には、公衆の縦覧に供すること
としている特定金融会社等登録簿の内容（資本の額等）を
変更する必要があることから、２週間以内の変更届出を義
務付けているところ。登録簿は公衆縦覧されている情報で
あり、投資者保護上、内容に変更があれば迅速に対応すべ
きものであり、期限を延長することは適当ではないと考え
る。なお、抵当証券業の規制等に関する法律や有価証券に
係る投資顧問業の規制等に関する法律等においても、登録
事項に変更があった場合は２週間以内に変更の届出をする
よう求めている。
銀行法・保険業法では、実質的影響力を有する者としての
主要株主は認可対象であるが、特にグループ所有等の考え
方を適用した場合に主要株主に該当するかどうかをチェック
するという観点から、ある程度の議決権保有割合の株主か
らチェックの対象とすることが望ましいこと等を勘案し議決権
大量保有者を届出制の対象とし、５日以内の届出・変更届
出の義務を課すことにより当該者の概要を適時に把握する
こととしているものであり、対応することは困難。なお、銀行
法・保険業法では、「５日」には休日は算入されないこととさ
れている。また、資本金額の変更届出に登記簿謄本の添付
は求められていないため、ご指摘の、２回にわたる提出の
問題は生じない。

−

社債の発行等により貸付資金の受入れを行う金融業者に
ついては、一定の財産的基礎（最低資本金）及び人的構成
（リスク管理体制）を要件とする最低限の参入規制を課すほ
か、ディスクロージャーを充実することによって投資者の保
護を図るため、登録を義務付けている。また、登録された申
請事項に変更があった場合には、公衆の縦覧に供すること
としている特定金融会社等登録簿の内容（資本の額等）を
変更する必要があることから、２週間以内の変更届出を義
務付けているところ。登録簿は公衆縦覧されている情報で
あり、投資者保護上、内容に変更があれば迅速に対応すべ
きものであり、期限を延長することは適当ではないと考え
る。なお、抵当証券業の規制等に関する法律や有価証券に
係る投資顧問業の規制等に関する法律等においても、登録
事項に変更があった場合は２週間以内に変更の届出をする
よう求めている。
銀行法・保険業法では、実質的影響力を有する者としての
主要株主は認可対象であるが、特にグループ所有等の考え
方を適用した場合に主要株主に該当するかどうかをチェック
するという観点から、ある程度の議決権保有割合の株主か
らチェックの対象とすることが望ましいこと等を勘案し議決権
大量保有者を届出制の対象とし、５日以内の届出・変更届
出の義務を課すことにより当該者の概要を適時に把握する
こととしているものであり、対応することは困難。なお、銀行
法・保険業法では、「５日」には休日は算入されないこととさ
れている。また、資本金額の変更届出に登記簿謄本の添付
は求められていないため、ご指摘の、２回にわたる提出の
問題は生じない。
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その他

当室からの
再検討要請

要望内容に記載されている下記の項目
について、見解を示されたい。
「１．新株予約権の発行等を新たに変
更届出事項とし、これにより新株予約
権の行使時における資本金の変更は
変更届出事項から除外する。またそうし
た場合は、決算期末の資本金額のみを
当該期末日から1ヶ月以内に届け出る
こととする。」

要望内容に記載されている下記の項目
について、見解を示されたい。
「１．新株予約権の発行等を新たに変
更届出事項とし、これにより新株予約
権の行使時における資本金の変更は
変更届出事項から除外する。またそうし
た場合は、決算期末の資本金額のみを
当該期末日から1ヶ月以内に届け出る
こととする。」

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

−

社債の発行等により貸付資金の受入
れを行う金融業者については、登録さ
れた申請事項（資本の額等）に変更が
あった場合には、公衆の縦覧に供する
こととしている特定金融会社等登録簿
の内容（資本の額等）を変更する必要
があることから、２週間以内の変更届出
を義務付けているところ。登録簿は公
衆縦覧されている情報であり、投資者
保護上、内容に変更があれば迅速に対
応すべきものであり、除外及び期限を
延長することは適当ではないと考える。
銀行法・保険業法では、主要株主に
該当するかどうかをチェックするという
観点から、ある程度の議決権保有割合
の株主からチェックの対象とすることが
望ましいこと等を勘案し議決権大量保
有者を届出制の対象とし、資本金額が
変更した場合には５日以内の変更届出
の義務を課すことにより当該者の概要
を適時に把握することとしているもので
あり、除外及び期限を延長することは
困難。

−

社債の発行等により貸付資金の受入
れを行う金融業者については、登録さ
れた申請事項（資本の額等）に変更が
あった場合には、公衆の縦覧に供する
こととしている特定金融会社等登録簿
の内容（資本の額等）を変更する必要
があることから、２週間以内の変更届出
を義務付けているところ。登録簿は公
衆縦覧されている情報であり、投資者
保護上、内容に変更があれば迅速に対
応すべきものであり、除外及び期限を
延長することは適当ではないと考える。
銀行法・保険業法では、主要株主に
該当するかどうかをチェックするという
観点から、ある程度の議決権保有割合
の株主からチェックの対象とすることが
望ましいこと等を勘案し議決権大量保
有者を届出制の対象とし、資本金額が
変更した場合には５日以内の変更届出
の義務を課すことにより当該者の概要
を適時に把握することとしているもので
あり、除外及び期限を延長することは
困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070017

zA070017

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

特定金融会社等、銀行議決権大量
保有者、保険議決権大量保有者の
資本金額の変更に係る届出の見直
し

特定金融会社等の資本金額の変
更に係る届出等の見直し

要望
管理番号

5034

5088

要望事項
管理番号

5034A006

5088A046

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

6

46

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

新株予約権方式によるストック・オプショ
ン制度を導入している会社や新株予約
権付社債等を発行している会社につい
ては、各根拠法令における資本金額の
増加による変更届出を以下のとおり見直
していただきたく、要望する。１．新株予
約権の発行等を新たに変更届出事項と
特定金融会社等、銀行議決権大量保有 し、これにより新株予約権の行使時にお
者、保険議決権大量保有者の資本金額 ける資本金の変更は変更届出事項から
の変更に係る届出の見直し
除外する。またそうした場合は、決算期
末の資本金額のみを当該期末日から1ヶ
月以内に届け出ることとする。２．（１が
難しい場合）新株予約権の行使等による
資本金の変更を、「変更のあった場合の
毎月末日時点の資本金額について当該
末日から1ヶ月以内」に届け出ることとす
る。

１について、 新株予約権の発行時点からの一定期
間内において、新株予約権の行使により株式を発
行する場合の発行価額の総額や資本に組入れざ
る額等について届け出することとすれば、その範囲
内での将来の資本金の増加が予測される。従っ
て、新株予約権が行使されたことによる資本金の
変動（増加）がある都度、変更届出をする意義は乏
しくなり、一定の資本要件の充足を確認するという
法の目的に照らして妥当であると思われる。実際
の資本金額については、期末の資本金額を届け出
することで把握される。２について、 会社の登記事
項において変更があったときのその変更登記は
「変更のあった日から２週間以内」（商法第188条第
４項、第67条準用）であるのに対し、資本金の変更
登記について、新株予約権の行使等による場合は
商法上の特則（商法第280条の37第4項、第222条
の7準用）があり、「変更のあった日の毎月末日現
在より２週間以内」に登記をすればよいことになっ
ており、変更の事由に応じた合理的な取扱いとなっ
ている。（新株予約権の行使は行使可能期間にお
いては随時行われるため、その都度、状況把握し
届け出することは実務上難しく、変更のあった毎月
末日を基準とする期日設定が現実的である。）現行
の各根拠法令では新株予約権の行使等による資
本金額の変更届出については、資本の変更のあっ
た日を期日設定の基準日としているため、現在の
実務にそぐわない。また、変更届出には、添付書類
として、資本金の変更が反映された登記簿謄本の
添付が要求されることがある。通常登記簿謄本が
出来上がってくるのが月末から2週間では間に合わ
ないため、変更届出を行った時点（変更届出書）と
変更登記の完了時点（登記簿謄本）の２回にわたっ
て書類の提出が必要となっている。資本金の増加
による変更届出については、法の目的からして、特
にそれが即時性を要求されるものではないと考えら
れることから、「変更のあった場合の毎月末日時点
の資本金額について当該末日から1ヶ月以内」に届
け出ることとして頂きたい。

新株予約権方式によるストック・オプショ
ン制度を導入している会社や新株予約
権付社債等を発行している会社につい
ては、各根拠法令における資本金額の
増加による変更届出を以下のとおり見直
していただきたく、要望する（特定金融会
社等の資本金額の変更に係る届出の見
直し、銀行議決権大量保有者の資本金
額の変更に係る届出の見直し、保険議
決権大量保有者の資本金額の変更に係
特定金融会社等の資本金額の変更に係
る届出の見直し）。１．新株予約権の発
る届出等の見直し
行等を新たに変更届出事項とし、これに
より新株予約権の行使時における資本
金の変更は変更届出事項から除外す
る。またそうした場合は、決算期末の資
本金額のみを当該期末日から1ヶ月以内
に届け出ることとする。２．（１が難しい場
合）新株予約権の行使等による資本金
の変更を、「変更のあった場合の毎月末
日時点の資本金額について当該末日か
ら1ヶ月以内」に届け出ることとする。

１について、新株予約権の発行時点からの一定期
間内において、新株予約権の行使により株式を発
行する場合の発行価額の総額や資本に組入れざ
る額等について届け出することとすれば、その範囲
内での将来の資本金の増加が予測される。従っ
て、新株予約権が行使されたことによる資本金の
変動（増加）がある都度、変更届出をする意義は乏
しくなり、一定の資本要件の充足を確認するという
法の目的に照らして妥当であると思われる。実際
の資本金額については、期末の資本金額を届け出
することで把握される。２について、会社の登記事
項において変更があったときのその変更登記は
「変更のあった日から２週間以内」（商法第188条第
４項、第67条準用）であるのに対し、資本金の変更
登記について、新株予約権の行使等による場合は
商法上の特則（商法第280条の37第4項、第222条
の7準用）があり、「変更のあった日の毎月末日現
在より２週間以内」に登記をすればよいことになっ
ており、変更の事由に応じた合理的な取扱いとなっ
ている。（新株予約権の行使は行使可能期間にお
いては随時行われるため、その都度、状況把握し
届け出することは実務上難しく、変更のあった毎月
末日を基準とする期日設定が現実的である。）現行
の各根拠法令では新株予約権の行使等による資
本金額の変更届出については、資本の変更のあっ
た日を期日設定の基準日としているため、現在の
実務にそぐわない。また、変更届出には、添付書類
として、資本金の変更が反映された登記簿謄本の
添付が要求されることがある。通常登記簿謄本が
出来上がってくるのが月末から2週間では間に合わ
ないため、変更届出を行った時点（変更届出書）と
変更登記の完了時点（登記簿謄本）の２回にわたっ
て書類の提出が必要となっている。資本金の増加
による変更届出については、法の目的からして、特
にそれが即時性を要求されるものではないと考えら
れることから、「変更のあった場合の毎月末日時点
の資本金額について当該末日から1ヶ月以内」に届
け出ることとして頂きたい。
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資本金額の変更について、これを現行
法の規定どおり（根拠法令により変更の
あった日より５日または２週間以内）行う
となると、日々の新株予約権の行使によ
る資本金額の変更に応じて変更届出も
行なわなければならないことから、実際
ほぼ毎日の届出事務が発生しうることと
なり、実務上非現実的な業務負担とな
る。現在、運用として月末日から一定期
間（５日または２週間以内）の届け出が
認められていると理解しているが、さらに
進んで届出制度を合理的なものとし、ま
た法文において事務負担の軽減が明確
にされる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070018

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

証券取引法上の有価証券届出書等に
有価証券届出書等における、株式 企業内容等の開示 おいて、新株予約権の行使により株式
に関する内閣府令第 を発行する場合、株式の「発行価格」を
や新株予約権の発行時における
2号様式等
記載することとなっているが、商法にお
「価格」の用語の「価額」への変更
いては「発行価額」とされている。

措置の 措置の
分類
内容

c

-

証券取引法上、有価証券を発行する場
合の単価については「発行価格」との用
語を用い、総額については「発行価額」
との用語を用いており、これは開示書
類を利用する投資家等に定着してい
る。このため、商法における用法と異な
るとの理由により、用語の変更を行うこ
とは適当ではない。

-

証券取引法上、有価証券を発行する場
合の単価については「発行価格」との用
語を用い、総額については「発行価額」
との用語を用いており、これは開示書
類を利用する投資家等に定着してい
る。このため、商法における用法と異な
るとの理由により、用語の変更を行うこ
とは適当ではない。内部で検討を行うこ
ととしたい。

証券取引法上の有価証券届出書等に

zA070018

金融庁

有価証券届出書等における、株式 企業内容等の開示 おいて、新株予約権の行使により株式
に関する内閣府令第 を発行する場合、株式の「発行価格」を
や新株予約権の発行時における
2号様式等
記載することとなっているが、商法にお
「価格」の用語の「価額」への変更
いては「発行価額」とされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

c

措置の概要
（対応策）
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070018

zA070018

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

有価証券届出書等における、株式
や新株予約権の発行時における
「価格」の用語の「価額」への変更

有価証券届出書等における、株式
や新株予約権の発行時における
「価格」の用語の「価額」への変更

要望
管理番号

5034

5088

要望事項
管理番号

5034A007

5088A051

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

7

現在、有価証券届出書や発行登録書・
追補書類のフォームを規定する、企業内
容等の開示に関する開示府令では、新
株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格を記載することと
有価証券届出書等における、株式や新 なっている。一方、商法第280条の20第2
株予約権の発行時における「価格」の用 項において記載があるとおり、商法上
語の「価額」への変更
は、新株予約権の行使に因り新株を発
行する場合におけるその新株の発行「価
額」に関して規定がされおり、証券取引
法における各種提出書類においても、当
該商法の規定と合わせた価額での開示
を要望するもの。

51

現在、有価証券届出書や発行登録書・
追補書類のフォームを規定する、企業内
容等の開示に関する開示府令では、新
株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格を記載することと
有価証券届出書等における、株式や新 なっている。一方、商法第280条の20第2
株予約権の発行時における「価格」の用 項において記載があるとおり、商法上
語の「価額」への変更
は、新株予約権の行使に因り新株を発
行する場合におけるその新株の発行「価
額」に関して規定がされおり、証券取引
法における各種提出書類においても、当
該商法の規定と合わせた価額での開示
を要望するもの。
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具体的事業の
実施内容

要望理由

商法や開示府令、証券取引所の適時開
示ルールにおける「価格」「価額」等の用
語の定義が不統一であり、開示手続き
上の混乱が生じる可能性がある（最近で
は、証券会社の手数料が発行価額に含
まれる事例も多いことから、実務上、価
格＝投資家が払い込む金額、価額＝発
行会社が受取る金額と解釈されるケース
も多い。）

開示手続き上の混乱を避け、投資家、発
行者双方にとってわかりやすいディスク
ロージャーに繋がるものと思料。また、要
請内容の不一致から生じる混乱に伴う
発行体側の事務コスト及び法的リスクの
軽減。

商法や開示府令、証券取引所の適時開
示ルールにおける「価格」「価額」等の用
語の定義が不統一であり、開示手続き
上の混乱が生じる可能性がある。（最近
では、証券会社の手数料が発行価額に
含まれる事例も多いことから、実務上、
価格＝投資家が払い込む金額、価額＝
発行会社が受取る金額と解釈される
ケースも多い。）

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

証券取引法第2条第
zA070019

金融庁

「証券取引法上の適格機関投資家 3項、証券取引法第
二条に規定する定義
の範囲拡大」
に関する内閣府令第
4条

zA070019

金融庁

証券取引法上の適格機関投資家
の範囲拡大

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

証券取引法第2条第
3項、証券取引法第
二条に規定する定義
に関する内閣府令第
4条

制度の現状

適格機関投資家の範囲は、内閣府令
で列挙される金融機関等に加え、平成
１５年３月及び６月の改正により、有価
証券報告書提出会社で有価証券等の
保有額100億円以上の事業会社、ベン
チャーキャピタル会社、厚生年金基金
又は一定の非居住者で金融庁長官に
届出を行った者等について、適格機関
投資家の範囲を拡大している。
また、平成１６年１１月に、適格機関投
資家に係る届出期間を現行の年１回
（７月）から年２回（７月及び１月）とする
とともに、適格機関投資家である期間を
現行の１年間から２年間とするための
所要の措置を行っている。

適格機関投資家の範囲は、内閣府令
で列挙される金融機関等に加え、平成
１５年３月及び６月の改正により、有価
証券報告書提出会社で有価証券等の
保有額100億円以上の事業会社、ベン
チャーキャピタル会社、厚生年金基金
又は一定の非居住者で金融庁長官に
届出を行った者等について、適格機関
投資家の範囲を拡大している。
また、平成１６年１１月に、適格機関投
資家に係る届出期間を現行の年１回
（７月）から年２回（７月及び１月）とする
とともに、適格機関投資家である期間を
現行の１年間から２年間とするための
所要の措置を行っている。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

-

個人投資者を「適格機関投資家」の範
囲に加えることについては、平成１４年
１２月の金融審議会第一部会報告にお
いて、「従来の適格機関投資家である
金融機関等への対応と個人投資家へ
の対応は大きく異なることなどを考慮
し、当分の間は、ベンチャーキャピタル
会社等への拡大の実情を評価すること
とし、現時点において、個人投資家を適
格機関投資家の範囲に加えることは時
期尚早と考えられる」とされたところで
ある。
まず、ベンチャーキャピタル会社等への
拡大について、実情を評価することが
先決であるが、2年前から導入されたも
のであり、今後の実績を考慮し、また、
米国での現状を踏まえながら評価する
必要があるため、個人投資者について
適格機関投資家の範囲に加えることは
措置困難。

証券市場の活性化の観点から、個人投
資家を「適格機関投資家」の範囲に加
えることについて、改めて見解を示され
たい。

-

個人投資者を「適格機関投資家」の範
囲に加えることについては、平成１４年
１２月の金融審議会第一部会報告にお
いて、「従来の適格機関投資家である
金融機関等への対応と個人投資家へ
の対応は大きく異なることなどを考慮
し、当分の間は、ベンチャーキャピタル
会社等への拡大の実情を評価すること
とし、現時点において、個人投資家を適
格機関投資家の範囲に加えることは時
期尚早と考えられる」とされたところで
ある。
まず、ベンチャーキャピタル会社等への
拡大について、実情を評価することが
先決であるが、2年前から導入されたも
のであり、今後の実績を考慮し、また、
米国での現状を踏まえながら評価する
必要があるため、個人投資者について
適格機関投資家の範囲に加えることは
措置困難。

証券市場の活性化の観点から、個人投
資家を「適格機関投資家」の範囲に加
えることについて、改めて見解を示され
たい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

-

事業会社の適格機関投資家要件を緩
和すること及び個人投資家を適格機関
投資家の範囲に加えることについて、こ
れまでに実施した措置による対象拡大
の実情等を評価した上で検討を行う。

-

事業会社の適格機関投資家要件を緩
和すること及び個人投資家を適格機関
投資家の範囲に加えることについて、こ
れまでに実施した措置による対象拡大
の実情等を評価した上で検討を行う。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070019

zA070019

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

「証券取引法上の適格機関投資家
の範囲拡大」

証券取引法上の適格機関投資家
の範囲拡大

要望
管理番号

5034

5088

要望事項
管理番号

5034A008

5088A011

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）関西経済連合会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

わが国資本市場の一層の発展と経済活
性化のためには、様々なニーズに対応し
た金融商品の普及が不可欠。現行の公
募ルールでは新しい商品に対する柔軟
性に欠けるため、まずは私募市場の拡
大が喫緊の課題と考えるが、従来の金
融機関では積極的なリスクテイクに限界
があり、資力とその意志ある投資家を増
やすことが市場の厚みに繋がる。なお、
個人については米国でも、資産規模等
の制限をつけた上で適格機関投資家の
範囲に含めている。金融改革プログラム
においても見直しの検討を行うこととされ
ていることから、早急な検討をお願いし
たい。投資者保護の観点は必要であるも
のの、一定の資格要件に基づく届出制
により自己責任原則は確保されるものと
思われる。

8

現在、適格機関投資家は銀行等の金融
機関や一部の事業会社に限定されてい
る。このうち、事業会社については、以前
は貸借対照表の「有価証券」及び「投資
有価証券」の金額が100億円以上のもの
で金融庁長官に届出を行ったものとされ
ている（過去は金額制限が500億円以上
であったが、金融審議会での議論を踏ま
「証券取引法上の適格機関投資家の範
え引き下げられた）。適格機関投資家の
囲拡大」
範囲拡大は17年度検討事項とされてい
るが、この範囲を、事業法人については
保有有価証券の金額制限を更に5億円
程度へと引下げ、また個人投資家につ
いても資力や能力に一定の制限（例：1
億円以上）をつけた上で、届出を行った
ものについては適格機関投資家の資格
を付与するべき。

11

わが国資本市場の一層の発展と経済活性化
のためには、様々なニーズに対応した金融商
品の普及が不可欠。現行の公募ルールでは
新しい商品に対する柔軟性に欠けるため、ま
ずは私募市場の拡大が喫緊の課題と考える
が、従来の金融機関では積極的なリスクテイ
クに限界があり、資力とその意志ある投資家
を増やすことが市場の厚みに繋がる。なお、
個人については米国でも、資産規模等の制
限をつけた上で適格機関投資家の範囲に含
めている。金融改革プログラムにおいても見
直しの検討を行うこととされていることから、
早急な検討をお願いしたい。投資者保護の
観点は必要であるものの、一定の資格要件
証券取引法上の適格機関投資家の範囲 事業法人の対象拡大、個人投資家への 資本市場の活性化、個人投資家の投資 に基づく届出制により自己責任原則は確保さ
れるものと思われる。前回の提案時に、「適
拡大
適格機関投資家の資格付与
機会の拡大
格機関投資家の範囲については、平成１４年
１２月の金融審議会第一部会報告を受けて、
平成１５年４月に事業会社の適格機関投資
家の要件を緩和するとともに、ベンチャー
キャピタル会社等を新たに加える見直しを
行ったところ。さらに適格機関投資家の範囲
の見直しについては、昨年１２月に公表され
た金融改革プログラムにおいて、私募市場の
活性化を図る観点から、その見直しの検討を
行うこととしたところであるが、投資者保護全
般の観点から、慎重な検討を要することか
ら、現時点において具体的な検討スケジュー
ルを示すことは困難。」との回答が示された
が、でき得る限り早期に検討を行い、措置す
べきである。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070020

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

保険会社は、付随業務として他の金融
業を行う者の業務代理等を行うことが
保険業法第98条、同
保険会社による信託契約代理業等 施行規則第51条 できることとされており、その具体的内
容は保険業法施行規則第51条に規定
されている。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①「保険会社の付随業務として「信託業
務の代理又は事務代行」を加えること
について、当該業務の担い手の在り方
や他業リスクの制限等の保険会社の業
務の在り方を踏まえつつ、速やかに検
討を行う。」との規制改革・民間開放推
進3か年計画（改定）を踏まえ引き続き
検討を行っているところ。
ｂ

Ⅲ

②保険会社が信託契約代理店の事務
支援を行うことの是非については、「事
務支援」には多様なものがあり、その担
い手の責任や資格も一律には論じられ
ないこと、仮に①において保険会社が
信託会社からの委託を受けて信託契約
代理業を行うことができるからといっ
て、信託契約代理業の事務支援による
リスクを引き受けても問題がないとは言
い得ないことに留意しつつ検討を行う。

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①信託契約代理業の担い手として現在保険
会社の扱う商品の構成から勘案しても親近
性・補完性があり、また他業リスクの制限に
ついても代理代行の認可の必要なことや、
信託業者からの十分なチェック機能が働くこ
とから、保険会社のみに信託契約代理業務
が解禁されないのは、明確な理由は存在し
ない。早期の実現に向けて検討の方向性・
結論時期を示されたい。
②保険会社は多様な業種の代理店と委託契
約を結んでおり、こうした既存の代理店網を
信託契約代理店として活用することは、消費
者利便の向上となる信託ｻｰﾋﾞｽのアクセス
拠点拡大という政策目的に合致するもので
ある。さらに保険会社が、信託契約代理店の
事務支援を行うことは、保険会社と保険代理
店を結ぶ情報連絡ﾈｯﾄﾜｰｸの有効活用によ
りその効率性が高まり顧客のニーズにあっ
たサービス展開が可能となる。例えば資格
試験の手配・教材配布等はリスクも低く、反
面きめ細かい対応が求められる。これは多く
の店舗網をもつ保険会社ならではの支援業
務であり、幅広い信託契約代理業の参入を
促進するものである。こうした観点を踏まえ
た上で、検討スケジュール・結論時期を具体
的に示されたい。

b

Ⅲ

①②ともに、規制改革・民間開放３か年
計画（改定）に示されているとおり、平
成17年度中に検討を行うこととしてい
る。

b

Ⅲ

規制改革・民間開放３か年計画（改定）
に示されているとおり、平成17年度中に
検討を行うこととしている。

要望者からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討願いたい。

zA070020

金融庁

保険会社は、付随業務として他の金融
保険会社本体による信託業務の代 保険業法98条1項1 業を行う者の業務代理等を行うことが
号
できることとされており、その具体的内
理又は事務代行の解禁
同法施行規則51条 容は保険業法施行規則第51条に規定
されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

Ⅲ

「保険会社の付随業務として「信託業務
の代理又は事務代行」を加えることに
ついて、当該業務の担い手の在り方や
他業リスクの制限等の保険会社の業務
の在り方を踏まえつつ、速やかに検討
を行う。」との規制改革・民間開放推進3
か年計画（改定）を踏まえ引き続き検討
を行っているところ。

57/224

①保険会社の業務である企業年金関連業務、遺
族保障関連業務等は信託業務と関連性・親近性が
強く、さらに生命保険会社においては保険金信託
業務が認められている。その意味で、保険会社は
既に信託業務の代理代行が認められている銀行
等よりも強い関連性・親近性を有していると考えら
れる。したがって、保険会社が少なくとも銀行等と
同範囲で信託業務を行うことについては問題がな
いと考えられる。
また、保険会社は多様な業種の代理店と委託契約
を結んでおり、こうした既存の代理店網を信託契約
代理店として活用することは、信託サービスへのア
クセス拠点拡大による消費者利便の向上という政
策目的に合致するものである。
②さらに保険会社が、保険会社と保険代理店を結
ぶ情報連絡ネットワークの有効活用して信託契約
代理店の事務支援を行うことは、効率性の向上と
顧客のニーズにあったサービス展開を可能とする。
例えば、資格試験の手配・教材配布等はリスクが
低い一方で、きめ細かな対応が求められることか
ら、多くの店舗網をもつ保険会社ならではの支援業
務である。
③今般の信託業法の改正により、銀行等について
は従来の信託兼営金融機関に加え信託会社の代
理業務も認められることとなったなかで、保険会社
には未だに当該業務が認められないとされている
ことは合理性を欠くとともに、競争上の公平性の観
点からも問題があると考えられる。
以上の点を踏まえ、具体的なスケジュールを示した
上、速やかに検討し結論を得て、早期に措置する
ことが求められる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070020

zA070020

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社による信託契約代理業等

保険会社本体による信託業務の代
理又は事務代行の解禁

要望
管理番号

5046

5053

要望事項
管理番号

5046A001

5053A149

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）日本損害保険協会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

1

149

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

保険会社による信託契約代理業等

①保険商品に関連する信託業サービス
を提供できることにより、顧客利便性の
向上が図られる。また保険会社の営業
拠点は全国的に展開されていることか
①保険会社による信託契約代理業務を ら、高品質な金融サービスの均質的な提
認めていただきたい。
供が可能となる。
②信託契約代理店を兼営する保険代理 ②信託銀行等が保険代理店に対し信託
店を対象として、信託契約代理業の事務 契約代理店を委託する場合、既に保険
支援を行うことを認めていただきたい。 代理店とその所属損害保険会社との間
にある情報連絡ネットワークを利用して
研修教材を送付する等、信託契約代理
業務に係る連絡等を行うことが可能とな
り効率的である。

①保険会社の付随業務として、信託業
務（併営業務を含む）の代理や事務の代
保険会社本体による信託業務の代理又 行を行うことを認めるべきである。
は事務代行の解禁
②信託契約代理店を兼営する保険代理
店を対象として、信託契約代理業の事務
支援を行うことを認めるべきである。

58/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・保険会社に認められている業務には年
金信託や遺言信託等、信託業との親近
性･補完性があり、保険会社による信託
契約代理業の兼営が可能になれば、顧
客に対する幅広いサービスの提供に資
する。
・監督上の問題については、第一に他の
金融機関の代理代行を行うに当たりご
当局の認可が必要であること、第二に免
許事業者である信託業者からの委託・監
督を常時受けることから、十分なチェック
機能が働くものと考えられる。また他業リ
スクの混入についても、代理業として行
う限り考慮する必要性は低い。
・信託業務に対する幅広い参入を意図し
た今般の信託業法改正の趣旨に鑑みる
と、保険会社にのみこれを認めない明確
な理由は存在しないと言うべきである。

①保険会社が顧客に対して信託商品の
提示を行えることとなれば、顧客利便性
の向上、エクセスキャパシティ活用の観
点から極めて有効である。保険会社が
実施する年金関連業務、遺言信託など
遺族保障関連業務等は信託業務と関連
①保険会社が行うことのできる業務とし
性・親近性が強い。例えば、生命保険会
て、他の金融業を行う者の業務の代理
社が他の金融機関と共同してマスタート
や事務の代行が認められているが、そ
ラスト業務等を行う信託銀行を設立して
の詳細を定める施行規則では、信託業
いる場合、マスタートラスト業務等の代理
務の代理や事務の代行は認められてい
を保険会社に認めることが考えられる。
ない。
今般の信託業法の改正により、金融機
②また、保険会社が、信託契約代理店を
関はもとより、一般事業会社を含めた幅
兼営する保険代理店を対象として、研修
広い主体が信託契約代理店となることが
教材の送付等の信託契約代理業の事務
できるとされた中で、保険会社のみが信
支援を行うことは認められていない。
託契約代理業務を認められない理由は
ない。②保険会社が信託契約代理業の
事務支援を行うことが可能になれば、保
険代理店の信託契約代理業務の兼営化
が促進され、既存の保険会社ネットワー
クのさらなる活用が考えられる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070020

zA070021

金融庁

保険会社は、付随業務として他の金融
保険会社本体による信託業務の代 保険業法98条1項1 業を行う者の業務代理等を行うことが
号
できることとされており、その具体的内
理又は事務代行の解禁
同法施行規則51条 容は保険業法施行規則第51条に規定
されている。

金融庁

保険会社は、その付随業務として、内
閣総理大臣の認可を得て、他の保険会
社（外国保険業者を含む。）その他金融
業を行う者の業務の代理又は事務の
代行（内閣府令で定めるものに限る。）
保険業法98条1項1
を行うことができる（保険業法第98条第
号
１項第１号・第２項）。保険会社が行うこ
同法施行規則51条
とができる銀行の業務の代理又は事務
の代行は、資金の貸付けの代理又は
資金の貸付けに係る事務の代行に限ら
れている（保険業法施行規則第51条第
３号）。

保険会社による銀行代理店業務

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

ｃ

Ⅲ

―

「保険会社の付随業務として「信託業務
の代理又は事務代行」を加えることに
ついて、当該業務の担い手の在り方や
他業リスクの制限等の保険会社の業務
の在り方を踏まえつつ、速やかに検討
を行う。」との規制改革・民間開放推進3
か年計画（改定）を踏まえ引き続き検討
を行っているところ。

保険会社が行うことができる銀行の業
務の代理又は事務の代行の範囲につ
いては、保険会社の他業が制限されて
いる趣旨等に鑑み、具体的な業務・事
務の内容に応じた個別の検討が必要。

59/224

保険会社の業務である企業年金関連
業務、遺族保障関連業務等は信託業
務と関連性・親近性が強く、さらに生命
保険会社においては保険金信託業務
が認められていることから、保険会社
は既に信託業務の代理代行が認めら
れている銀行等よりも強い関連性・親
近性を有しているとも考えられる。した
がって、保険会社が少なくとも銀行等と
同範囲で信託業務を行うことについて
は問題がないと考えられる。
また、今般の信託業法の改正により、
銀行等については従来の信託兼営金
融機関に加え信託会社の代理業務も
認められることとなったなかで保険会社
には未だ当該業務が認められないとさ
れていることは合理性を欠くとともに、
競争上の公平性の観点からも問題が
あると考えられる。
以上の点を踏まえ、速やかに検討の
上、早期の措置をお願いしたい。

銀行代理店制度については、現在、そ
の担い手の範囲も含め、見直しの検討
が進められているものと認識している
が、見直しの実施にあたっては、同時
期に、保険会社が銀行代理店を営むこ
とをを認めるべくご検討をいただきた
い。保険会社は全国に多数店舗展開し
ており、例えば預金・口座開設・為替等
の取次ぎ業務を、広くワンストップサー
ビスといった形で、消費者にサービス提
供していくことが可能と考えている。上
記の点を含め、改めて見解を示された
い。

b

b

Ⅲ

規制改革・民間開放３か年計画（改定）
に示されているとおり、平成17年度中に
検討を行うこととしている。

−

利用者利便も一つの観点であるが、保
険会社が行うことができる銀行の業務
の代理又は事務の代行の範囲につい
ては、保険会社の他業が制限されてい
る趣旨等に鑑み、具体的な業務・事務
の内容に応じた個別の検討が必要であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070020

zA070021

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社本体による信託業務の代
理又は事務代行の解禁

保険会社による銀行代理店業務

要望
管理番号

5097

5046

要望事項
管理番号

5097A001

5046A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

保険会社の付随業務として、既に銀行等
で行われている信託会社または信託業
務を営む金融機関の信託契約の締結業
保険会社本体による信託業務の代理又
務及び金融機関の信託業務の兼営等に
は事務代行の解禁
関する法律第１条第１項各号に掲げる業
務を受託する契約の締結業務の代理や
事務の代行を行うことを認める。

保険会社による銀行代理店業務

60/224

金融庁において銀行代理店規制のあり 保険会社による銀行代理店業務の兼営
方の検討がなされているところ、保険会 により、保険商品自体に加えて関連する
社は現行でも資金の貸付けの代理・代 金融業サービスを提供できることとなり
行を行うことが認められており、資金の 顧客利便性の向上が図られる。また保
貸付け以外の業務についても保険会社 険会社の営業拠点は全国的に展開され
による銀行代理店業務を認めていただき ていることから、高品質な金融サービス
たい。
を均質的に提供することが可能となる。

要望理由

・保険会社が顧客に対して信託商品の
提示を行えることとなれば、顧客利便性
の向上、保険会社のエクセスキャパシ
ティ活用の観点から極めて有効である。
・生命保険会社では、他の金融機関と共
同してマスタートラスト業務等を行う信託
銀行を設立しているケースがあるが、当
該信託銀行の信託契約締結業務の代理
を保険会社に認めることにより、当該信
託銀行の顧客基盤拡充や経営効率化、
保険会社の経営資源の有効活用が促進
される。
・なお、銀行等においては信託業務の代
理が可能とされている一方、主要な金融
機関の中で保険会社のみが信託業務の
代理等を行うことが認められておらず、
かかる点との公平性を図る必要がある。
また、金融審議会「信託業のあり方に関
する中間報告書（H15.7.28）」では、信託
契約の取次ぎを行う者の範囲を幅広く認
めることが適切とされている。

・保険会社による銀行業務の受託は、顧客利便性向上の観点から
解禁されるべきと考える。
・銀行代理店制度に関する金融審議会の論点整理では、「証券・保
険といった銀行以外の他業態の金融機関が、顧客保護、安定的な
業務の遂行を図る観点からの一般的な要件を満たせば、銀行代理
仲介業者になることができうるようにする必要がある」との意見が掲
載されている。
・銀行代理仲介業については、金融庁策定の事務ガイドライン（第二
分冊・保険会社関係）１−６−５（１７）に示された保険会社の付随業
務として認められる４つの要件を、以下のとおりいずれも満たしてい
る。
（１）本件業務が、保険会社が固有業務を遂行する中で正当に生じた
余剰能力の活用に資すること。
銀行代理仲介業は、保険会社の営業店に設置されている顧客相談
窓口を使用し、固有業務に従事している保険会社の役職員等が銀
行代理仲介業を行うにあたり必要となる知識を修得すれば、現行業
務の延長線上で行うことができる業務であり、本件業務のために人
員を増強したり、設備投資を別途行う必要はないものと考えられる。
（２）本件業務について、保険業との機能的な親近性やリスクの同質
性が認められること。
保険会社の業務は、リスクヘッジを担う立場から顧客の資産に深く関
わるものであり、銀行業との親近性・補完性を強く有している。また、
本件業務により発生するリスクについては代理業であることや、銀行
本体への責任が明確化されることにより、保険業に伴う事務リスク等
と異質のリスクが生じることはないものと考えられる。
（３）本件業務の規模が、本件業務が付随する固有業務の規模に対
して過大なものとなっていないこと。
本件業務は、保険会社が固有業務である保険引受を遂行する中で
当該顧客へあわせて行われるものであり、付随的に行う仲介代理業
が保険引受との規模の面で過大になることはないものと考えられ
る。
（４）本件業務が、保険業法第９７条及び第９８条第１項各号に掲げる
業務に準ずること。
現行でも、保険会社は、銀行業を含む金融機関を行う者の資金の貸
付けの代理代行を行うことが認められており、預金、為替といった銀
行業務についても、保険会社の業務と類似しているものと言える。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070021

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

保険会社は、その付随業務として、内
閣総理大臣の認可を得て、他の保険会
社（外国保険業者を含む。）その他金融
業を行う者の業務の代理又は事務の
代行（内閣府令で定めるものに限る。）
保険業法98条1項1
保険会社による銀行代理店業務の
を行うことができる（保険業法第98条第
号
１項第１号・第２項）。保険会社が行うこ
拡大【新規】
同法施行規則51条
とができる銀行の業務の代理又は事務
の代行は、資金の貸付けの代理又は
資金の貸付けに係る事務の代行に限ら
れている（保険業法施行規則第51条第
３号）。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

―

措置の概要
（対応策）

保険会社が行うことができる銀行の業
務の代理又は事務の代行の範囲につ
いては、保険会社の他業が制限されて
いる趣旨等に鑑み、具体的な業務・事
務の内容に応じた個別の検討が必要。

その他

当室からの
再検討要請

銀行代理店制度については、現在、そ
の担い手の範囲も含め、見直しの検討
が進められているものと認識している
が、見直しの実施にあたっては、同時
期に、保険会社が銀行代理店を営むこ
とをを認めるべくご検討をいただきた
い。保険会社は全国に多数店舗展開し
ており、例えば預金・口座開設・為替等
の取次ぎ業務を、広くワンストップサー
ビスといった形で、消費者にサービス提
供していくことが可能と考えている。上
記の点を含め、改めて見解を示された
い。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

−

利用者利便も一つの観点であるが、保
険会社が行うことができる銀行の業務
の代理又は事務の代行の範囲につい
ては、保険会社の他業が制限されてい
る趣旨等に鑑み、具体的な業務・事務
の内容に応じた個別の検討が必要であ
る。

b

Ⅲ

規制改革・民間開放３か年計画（改定）
に示されているとおり、平成17年度中に
検討を行う。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070021

金融庁

保険会社は、付随業務として他の金融
保険会社本体による投信販社契約 保険業法第98条、同 業を行う者の業務代理等を行うことが
できることとされており、その具体的内
施行規則第51条
締結の代理もしくは媒介の解禁
容は保険業法施行規則第51条に規定
されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

Ⅲ

「保険会社本体が投信販社契約締結の
代理もしくは媒介を行うことの是非につ
いて、当該業務の担い手の在り方や、
他業リスクの制限等の保険会社の業務
の在り方を踏まえつつ検討する。」との
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）を踏まえ引き続き検討を行っている
ところ。

61/224

保険会社は、自らも登録金融機関とし
て投資信託委託業者と投信販社契約
を締結し、投資信託の募集・販売の取
扱いを行っており、これらの業務を通
じ、投信販社契約締結の代理・媒介の
担い手としてのノウハウを十分に有して
いる。
また、保険会社は、固有業務として証
券会社や銀行等のチャネルを活用して
年金保険等を販売している。さらに投資
信託を運用商品としてとりそろえる確定
拠出年金の運営管理機関にも元本確
保型保険商品を提供するなど、保険会
社は製販両面から投資信託商品に対
する顧客ニーズの把握機会を有してい
る。
証券会社や銀行等に年金保険等を販
売してもらうための勧誘行為は、投資
信託委託業者が設定した投資信託を
販売してもらうための勧誘行為と類似
の行為であり、固有業務と十分な関連
性・親近性を有している。本業務により
生じうる他業リスクも極めて限定的なも
のと考えられる。
以上の点を踏まえ、早期の実現に向け
た検討を急ぐべきである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070021

zA070021

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社による銀行代理店業務の
拡大【新規】

保険会社本体による投信販社契約
締結の代理もしくは媒介の解禁

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A157

5053A152

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

157

152

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

資金の貸付以外の業務についても保
保険会社による銀行代理店業務の拡大
険会社による銀行代理店業務を認める
【新規】
べきである。

銀行代理仲介業については、事務ガイ
ドライン１−６−５（１７）に示された保険
会社の付随業務としての要件（①余剰能
力の活用に資すること、②機能的な親近
性、リスクの同質性、③固有業務の規模
に対して過大でないこと、④保険会社本
来の業務に類似していること）を満たして
いると考えられ、顧客の利便性の向上の
観点から解禁することが求められる。

保険会社は資金の貸付の代理・代行
以外の銀行代理店業務を行うことは認
められていない。2005年２月の金融審議
会の論点整理では、「証券・保険といった
銀行以外の他業態の金融機関が、顧客
保護、安定的な業務の遂行を図る観点
からの一般的な要件を満たせば、銀行
代理仲介業者になることができうるよう
にする必要があるとの意見があった」とさ
れている。

保険会社の付随業務として、系列投信
会社等における投信販社契約（投資信
託委託業者が証券会社または登録金融
保険会社本体による投信販社契約締結
機関との間で締結する「投資信託受益証
の代理もしくは媒介の解禁
券の募集・販売の取扱い等に関する契
約」）締結の代理もしくは媒介を行うこと
を認めるべきである。

保険会社が投資信託商品を販売する
ことへのニーズは近年さらに高まってい
る。例えば、保険会社がその顧客である
証券会社や登録金融機関に対し系列投
信会社等の投信商品を提示できるように
なれば、顧客利便性の向上、保険会社
のエクセスキャパシティ活用の観点から
極めて有効である。また、保険会社は、
確定拠出年金制度において、元本確保
型保険商品を供給しており、確定拠出年
金制度の主な投資商品である投資信託
の提案を委託会社に代わって行うこと
は、顧客のラインナップの充実につなが
る。

保険会社が行うことのできる業務とし
て、他の金融業を行う者の業務の代理
や事務の代行が認められているが、そ
の詳細を定める施行規則では、投信販
社契約（証券投資信託委託業者が証券
会社または登録金融機関との間で締結
する「投資信託受益証券の募集・販売の
取扱い等に関する契約」）締結の代理も
しくは媒介は認められていない。

62/224

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070021

金融庁

保険会社は、付随業務として他の金融
保険会社本体による投信販社契約 保険業法第98条、同 業を行う者の業務代理等を行うことが
できることとされており、その具体的内
施行規則第51条
締結の代理もしくは媒介の解禁
容は保険業法施行規則第51条に規定
されている。

ｂ

Ⅲ

「保険会社本体が投信販社契約締結の
代理もしくは媒介を行うことの是非につ
いて、当該業務の担い手の在り方や、
他業リスクの制限等の保険会社の業務
の在り方を踏まえつつ検討する。」との
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）を踏まえ引き続き検討を行っている
ところ。

―

IAISにおいて資産運用に関する法的規
制が求められていること等に対応する
ためには資産別運用比率規制が必要
かつ有効であると考えられ、ご要望に
対応することは困難である。なお、当該
資産別運用比率規制については、既に
必要に応じその規制の見直しを行った
ところ（平成15年内閣府令第62号、同
年6月8日施行）。

保険業法第97条の2 保険会社の資産運用については、国内
zA070022

金融庁

保険会社による資産別運用比率規
第1項
株式や外貨建資産の保有は総資産の
同法施行規則第48 30％以内、不動産の保有は総資産の
制の撤廃
条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

20％以内等の規制がある。

ｃ

63/224

保険会社は、自らも登録金融機関とし
て投資信託委託業者と投信販社契約
を締結し、投資信託の募集・販売の取
扱いを行っており、これらの業務を通
じ、投信販社契約締結の代理・媒介の
担い手としてのノウハウを十分に有して
いる。
また、保険会社は、固有業務として証
券会社や銀行等のチャネルを活用して
年金保険等を販売しているが、証券会
社や銀行等に対して行う年金保険等を
販売してもらうための勧誘行為は、投
資信託委託業者が設定する投資信託
を販売してもらうための勧誘行為と類似
の行為であり、固有業務と十分な関連
性・親近性を有しており、本業務により
生じうる他業リスクも極めて限定的なも
のと考えられる。
以上の点を踏まえ、早期の実現に向け
た検討をお願いしたい。

IAISにおいて資産運用に関する法的規
制が求められていること等に対応する
ためには資産別運用比率規制が必要
かつ有効であると考えられ、ご要望に
対応することは困難である。なお、当該
資産別運用比率規制については、既に
必要に応じその規制の見直しを行った
ところ（平成15年内閣府令第62号、同
年6月8日施行）。

b

Ⅲ

規制改革・民間開放３か年計画（改定）
に示されているとおり、平成17年度中に
検討を行う。

c

−

本件規制は保険会社の健全性の確保
のために設けられているものであり、そ
の見直しには慎重な検討が必要。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070021

zA070022

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社本体による投信販社契約
締結の代理もしくは媒介の解禁

保険会社による資産別運用比率規
制の撤廃

要望
管理番号

5097

5095

要望事項
管理番号

5097A008

5095A011

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

損害保険労働組合連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・保険会社は、登録金融機関として投資
信託委託業者と投信販社契約を締結し、
投資信託の募集・販売等を行っており、
投資信託の募集・販売の取扱い等のノ
ウハウを十分に有していることから、投
信販社契約の締結の代理もしくは媒介を
行うことは保険会社の業務と関連性・親
近性を有している。
・保険会社がその顧客である証券会社
や登録金融機関に対し系列投信会社等
の投信商品を提示できることとなれば、
顧客利便性の向上、保険会社のエクセ
スキャパシティ活用の観点から極めて有
効であり、一層の顧客基盤の拡充と当該
投信会社の経営効率化が促進される。

8

保険会社の付随業務として、系列投信
会社等における投信販社契約（投資信
託委託業者が証券会社または登録金融
保険会社本体による投信販社契約締結
機関との間で締結する「投資信託受益証
の代理もしくは媒介の解禁
券の募集・販売の取扱い等に関する契
約」）締結の代理もしくは媒介を行うこと
を認める。

11

資産運用規制は、保険契約者の利益を
損なわない目的を有する一方で、金融シ
ステムや市場の変化等に対する機動性
に欠けるとともに、契約者の利益にも繋
保険業法において、保険会社は、資産 ・資産運用の自由度が向上することによ がる収益性の追求といった面からは運
（株式・外貨建資産・不動産等）毎に総資 り、資産運用ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの向上が期待さ 用の選択肢を狭めていると言わざるを得
保険会社による資産別運用比率規制の
産等に対する保有比率が定められてい れる。
ない。資産運用は保険会社の自主ルー
撤廃
るが、この資産別運用比率規制を撤廃し ・当局への報告等の事務が軽減される。 ル等によるリスク管理によって行われる
て頂きたい。
べきものであり、かつオフサイト・モニタリ
ングも導入されているなか、もはや一律
の事前規制は適当ではないものと考え
ることから、資産別運用比率規制につい
ては早期に撤廃して頂きたい。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070022

zA070023

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

保険会社は、付随業務として他の金融
保険会社による投資信託委託会社 保険業法第98条、同 業を行う者の業務代理等を行うことが
できることとされており、その具体的内
施行規則第51条
の業務の代理の解禁
容は保険業法施行規則第51条に規定
されている。

金融庁（保険会
社本体による投
投資顧問業契約の締結の勧誘を業とし
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約
投資顧問業法第2条
て行うことは法令上明記されていない。
締結の勧誘（投 等の締結の勧誘
資顧問業法上の
観点））

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

B

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

「保険会社本体が投信販社契約締結の
代理もしくは媒介を行うことの是非につ
いて、当該業務の担い手の在り方や、
他業リスクの制限等の保険会社の業務
の在り方を踏まえつつ検討する。」との
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）を踏まえ引き続き検討を行っている
ところ。

Ⅰ

投資顧問業者が顧客を勧誘する際の
行為規制として、損失の全部又は一部
を負担することを約すること等が禁止さ
れていることを踏まえれば、契約の当
事者であり、その運用責任を負うべき
投資顧問業者自身が勧誘を行うべきと
も考えられる。投資顧問業者を含め、
投資サービス業者（仮称）の業務規制
のあり方については、金融審議会第一
部会の議論を踏まえた検討が行われて
いるところ。

65/224

その他

当室からの
再検討要請

保険会社は商品製造元として金融機関
代理店に個人年金商品を、また投資信
託が主力商品であるＤＣ制度において
はＤＣ運営管理機関に元本保証型商品
を提供している。また、投資信託を商品
販売会社として窓口販売を行っている。
保険会社は投信窓販金融機関・DC運
営管理機関との取引関係をもともと有
している上、製販両面から投資信託商
品に対する顧客ニーズの把握機会を
持っている。これらの経営資源を生かし
て投信販売金融機関･DC運営管理機
関への商品提案等の業務の代理を行
うことは、保険会社としての一層の顧客
基盤の拡充、投信窓販金融機関・DC運
営管理機関の商品ラインナップ拡充と
窓口・DC顧客の利便性向上、ならびに
投信会社の経営の効率性を高める。検
討の方向性、結論時期について明確に
示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

規制改革・民間開放３か年計画（改定）
に示されているとおり、平成17年度中に
検討を行う。

Ⅰ

投資サービス業者（仮称）の業務規制
のあり方についての金融審議会第一部
会の議論を踏まえ、第三者が投資顧問
契約等の締結の勧誘を行うことの是非
について、投資家保護の観点等に留意
しつつ検討を行う。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
損失の全部又は一部を負担することを
約すること等が禁止される信託業法に
おいて信託契約代理業が認められてい
ることを勘案すれば、投資顧問契約等
の締結の勧誘について契約の当事者
である投資顧問業者以外にも認めるこ
とが適当と考えます。以上の点を踏ま
え、他の金融機関による投資顧問契約
等の締結の勧誘について、金融審議会
における具体的な論点として取り上げ
て頂きたい。

b

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

【規制の現状】
・保険会社は、付随業務として他の金融
業を行う者の業務代理等を行うことがで
きることとされており、その具体的内容は
保険業法施行規則第51条に規定されて
いる。

zA070022

zA070023

金融庁

保険会社による投資信託委託会社
の業務の代理の解禁

金融庁（保険会
社本体による投
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約
締結の勧誘（投 等の締結の勧誘
資顧問業法上の
観点））

5046

5097

5046A003

5097A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

1

1

（社）日本損害保険協会

生命保険協会

3

9

【要望理由】
・保険会社は、DC制度において、元本確
保型保険商品を供給している。保険会社
が元本確保型保険商品の販売活動を行
うにあたり、DC制度上の主な投資商品で
・顧客サービスの充実のため、投信窓販
保険会社の付随業務として、投資信託
ある投資信託の提案を委託会社に代
を行う金融機関または確定拠出年金
保険会社による投資信託委託会社の業 委託会社（以下委託会社）が行う投資信
わって行うことは、当該DC制度のライン
（DC）制度上の運営管理機関等に対し
務の代理の解禁
託の商品提案等の業務の代理を行うこ
ナップにつながり、顧客利便性の向上に
て、委託会社に代わって商品提案等の
とを認めていただきたい。
資するものである。委託会社の商品提案
業務を行う。
等の業務の代理を行うことは、保険会社
の保険販売という本来業務に付随して行
いうるものであり、本業との関連性・親近
性を有している。
・保険会社がその顧客である証券会社
や登録金融機関に対し投信会社等の投
信商品を提示できることとなれば、顧客
利便性の向上、保険会社の既存の資産
の活用の観点から極めて有効であり、一
層の顧客基盤の拡充と当該投信会社の
経営効率化が促進される。

保険会社本体で、系列投資顧問会社等
保険会社本体による投資顧問契約等の
に係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を
締結の勧誘
行うことを認める。

66/224

○顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性企
業年金市場における保険会社の顧客を中心
として、投資顧問会社の商品に対する潜在的
ニーズがあり、保険会社が顧客に対して投資
顧問契約等の勧誘を行えることとなれば、顧
客利便性の向上、保険会社のエクセスキャ
パシティ活用の観点から極めて有効である。
○投資顧問業法上の観点金融市場における
リスクマネーの必要性が唱えられる中、投資
顧問契約等に係る顧客ニーズの高まりを考
えれば、顧客と投資顧問業者との間で当該
契約の締結を代理・媒介する行為を、新たに
独立した業として認めることは意義が大きい
と考えられる。保険会社がかかる業務を行う
際には、保険会社を当該業者として監督当
局の認可又は登録に係らしめ、所要の行為
規制、監督規制を適用することとすれば、保
険会社が行う当該行為が同法に抵触するこ
とはないと考えられる。
○保険業法上の観点現在、保険会社は、投
資顧問契約等について顧客の紹介を行うこと
は可能であり、顧客のニーズにより能動的に
対応する観点からその勧誘を行える事として
も、保険会社の業務範囲の中に現在行える
業務と異質のものが混入する訳ではない。ま
た、信託銀行による投資助言業務・投資一任
業務の本体兼営が可能とされた中、信託銀
行と同様に企業年金受託機関として投資顧
問業との親近性を有する保険会社について、
投資顧問契約等の締結の勧誘を認めること
は、規制の均衡という観点からも妥当なもの
と考えられる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070023

zA070024

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁（保険会
社本体による投
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約
投資顧問業契約の締結の勧誘を業とし
投資顧問業法第2条
締結の勧誘（投 等の締結の勧誘
て行うことは法令上明記されていない。
資顧問業法の観
点））

金融庁（保険会
保険会社は、付随業務として他の金融
社本体による投
業を行う者の業務代理等を行うことが
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約 保険業法第98条、同
できることとされており、その具体的内
施行規則第51条
締結の勧誘（保 等の締結の勧誘
容は保険業法施行規則第51条に規定
険業法上の観
されている。
点））

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

B

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

投資顧問業者が顧客を勧誘する際の
行為規制として、損失の全部又は一部
を負担することを約すること等が禁止さ
れていることを踏まえれば、契約の当
事者であり、その運用責任を負うべき
投資顧問業者自身が勧誘を行うべきと
も考えられる。投資顧問業者を含め、
投資サービス業者（仮称）の業務規制
のあり方については、金融審議会第一
部会の議論を踏まえた検討が行われて
いるところ。

Ⅲ

「金融審議会において投資サービスの
勧誘主体についての検討が行われる
予定であることを踏まえ、保険会社本
体を含めた第三者が投資顧問契約の
締結の勧誘を行うことの是非につい
て、投資家保護の観点や他の法令との
整合性、他業リスクの制限等の保険会
社の業務の在り方等に留意しつつ検討
を行う」、「平成17 年度中に検討開始」
との規制改革・民間開放推進3か年計
画（改定）を踏まえ、今後検討を開始す
る。

67/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
損失の全部又は一部を負担することを
約すること等が禁止される信託業法に
おいて信託契約代理業が認められてい
ることを勘案すれば、投資顧問契約等
の締結の勧誘について契約の当事者
である投資顧問業者以外にも認めるこ
とが適当と考えられる。
以上の点を踏まえ、他の金融機関によ
る投資顧問契約等の締結の勧誘につ
いて、金融審議会における具体的な論
点としてとりあげるべきである。

b

Ⅰ

投資サービス業者（仮称）の業務規制
のあり方についての金融審議会第一部
会の議論を踏まえ、第三者が投資顧問
契約等の締結の勧誘を行うことの是非
について、投資家保護の観点等に留意
しつつ検討を行う。

Ⅲ

保険業法の観点からは、規制改革・民
間開放３か年計画（改定）を踏まえ、他
業リスクの制限等の保険会社の業務の
在り方等に留意しつつ、今後検討を開
始する。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
損失の全部又は一部を負担することを
約すること等が禁止される信託業法に
おいて信託契約代理業が認められてい
ることを勘案すれば、投資顧問契約等
の締結の勧誘について契約の当事者
である投資顧問業者以外にも認めるこ
とが適当と考えます。以上の点を踏ま
え、他の金融機関による投資顧問契約
等の締結の勧誘について、金融審議会
における具体的な論点として取り上げ
て頂きたい。

b

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070023

zA070024

制度の
所管省庁等

項目

金融庁（保険会
社本体による投
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約
締結の勧誘（投 等の締結の勧誘
資顧問業法の観
点））

金融庁（保険会
社本体による投
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約
締結の勧誘（保 等の締結の勧誘
険業法上の観
点））

要望
管理番号

5053

5097

要望事項
管理番号

5053A154

5097A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

2

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

生命保険協会

要望
事項番号

154

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

保険会社本体で、系列投資顧問会社
保険会社本体による投資顧問契約等の
等に係る投資顧問契約等の顧客の勧誘
締結の勧誘
を行うことを認めるべきである。

企業年金市場における保険会社の顧
客を中心として、投資顧問会社の商品に
対する潜在的ニーズがあり、保険会社が
顧客に対して投資顧問契約等の勧誘を
行えることとなれば、顧客利便性の向
上、保険会社のエクセスキャパシティ活
用の観点から極めて有効である。

保険会社本体で、系列投資顧問会社等
保険会社本体による投資顧問契約等の
に係る投資顧問契約等の顧客の勧誘を
締結の勧誘
行うことを認める。

○顧客ニーズ・保険会社の経営の効率性企
業年金市場における保険会社の顧客を中心
として、投資顧問会社の商品に対する潜在的
ニーズがあり、保険会社が顧客に対して投資
顧問契約等の勧誘を行えることとなれば、顧
客利便性の向上、保険会社のエクセスキャ
パシティ活用の観点から極めて有効である。
○投資顧問業法上の観点金融市場における
リスクマネーの必要性が唱えられる中、投資
顧問契約等に係る顧客ニーズの高まりを考
えれば、顧客と投資顧問業者との間で当該
契約の締結を代理・媒介する行為を、新たに
独立した業として認めることは意義が大きい
と考えられる。保険会社がかかる業務を行う
際には、保険会社を当該業者として監督当
局の認可又は登録に係らしめ、所要の行為
規制、監督規制を適用することとすれば、保
険会社が行う当該行為が同法に抵触するこ
とはないと考えられる。
○保険業法上の観点現在、保険会社は、投
資顧問契約等について顧客の紹介を行うこと
は可能であり、顧客のニーズにより能動的に
対応する観点からその勧誘を行える事として
も、保険会社の業務範囲の中に現在行える
業務と異質のものが混入する訳ではない。ま
た、信託銀行による投資助言業務・投資一任
業務の本体兼営が可能とされた中、信託銀
行と同様に企業年金受託機関として投資顧
問業との親近性を有する保険会社について、
投資顧問契約等の締結の勧誘を認めること
は、規制の均衡という観点からも妥当なもの
と考えられる。

68/224

その他
（特記事項）

保険会社本体で、投資顧問契約又は
投資一任契約の締結に関して、顧客の
紹介を行うことは可能であるが、顧客の
勧誘を行うことはできない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070024

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁（保険会
保険会社は、付随業務として他の金融
社本体による投
業を行う者の業務代理等を行うことが
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約 保険業法第98条、同
できることとされており、その具体的内
施行規則第51条
締結の勧誘（保 等の締結の勧誘
容は保険業法施行規則第51条に規定
険業法の観
されている。
点））

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ⅲ

証券会社は、法第３４条第２項各号の

zA070025

金融庁

証券会社が併営業務の契約代理
証券取引法第34条 業務を行う場合には、届出を行えば足
業務を行う場合の手続き規制の緩 証券会社に関する内 りることとなっているが、それ以外の業
閣府令第25条
務については、承認を受けることが必
和
要となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

「金融審議会において投資サービスの
勧誘主体についての検討が行われる
予定であることを踏まえ、保険会社本
体を含めた第三者が投資顧問契約の
締結の勧誘を行うことの是非につい
て、投資家保護の観点や他の法令との
整合性、他業リスクの制限等の保険会
社の業務の在り方等に留意しつつ検討
を行う」、「平成17 年度中に検討開始」
との規制改革・民間開放推進3か年計
画（改定）を踏まえ、今後検討を開始す
る。

（要望の付随業務は、法第34条第２項
に規定する業務（以下、「届出業務」と
いう。）を指すものと考えられるが、）証
券会社の届出業務は、通常、証券会社
が営む可能性が高い業務であって、投
資者保護上も、リスク管理上も特に問
題が生ずるおそれの少ない業務を列挙
しているものである。併営業務（兼営法
第１条第１項各号に掲げる業務。）に係
る契約代理業務についても、上記の届
出業務と同様に取り扱うことが適切か
どうかについて、検討することとする。

69/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
損失の全部又は一部を負担することを
約すること等が禁止される信託業法に
おいて信託契約代理業が認められてい
ることを勘案すれば、投資顧問契約等
の締結の勧誘について契約の当事者
である投資顧問業者以外にも認めるこ
とが適当と考えられる。
以上の点を踏まえ、他の金融機関によ
る投資顧問契約等の締結の勧誘につ
いて、金融審議会における具体的な論
点としてとりあげるべきである。

・法第34条第２項に規定する「届出業
務」の一つとして、既に、信託業法第２
条第８項に規定する信託契約代理業が
認められている（法第34条第２項第９
号、証券会社に関する内閣府令第２５
条第１６号）が、併営業務（兼営法第1
条第1項各号に掲げる業務）に係る契
約代理業務も、この信託契約代理業と
同様、証券会社が営む可能性が高い
業務であり、既に金融庁長官の承認を
得て、当該業務を取り扱っている社が
複数存在する。
・また、併営業務に係る契約代理業務
が、投資者保護上もリスク管理上も、届
出業務として認められている信託契約
代理業務に比して、問題が生ずる蓋然
性が高いとはいえない。
以上を踏まえ、検討・結論時期のスケ
ジュールについて具体的に示された
い。

b

b

Ⅲ

保険業法の観点からは、規制改革・民
間開放３か年計画（改定）を踏まえ、他
業リスクの制限等の保険会社の業務の
在り方等に留意しつつ、今後検討を開
始する。

Ⅲ

証券会社の業務については、付随業
務（法第34条第1項）のほか証券業と関
連があり、そのリスクを適確に自己資本
規制に反映できる業務を届出業務（同
条第２項）として法令上幅広く規定して
いるが、それ以外の業務についても個
別承認制のもとでリスク算定が確実に
行え、投資者保護に支障を来たさない
と認められるものについては、幅広く認
めてきている。
御要望の「併営業務」のうち、「会計の
検査」、「遺言執行」等の業務について
は、業務範囲が法令上明確ではないこ
とから、その契約代理業務についても
個々の契約内容を審査した上で、リス
ク管理上問題がないものについて承認
しているところ。
当該業務を上記の届出業務と同様に
取り扱うことが適当かどうかについて
は、平成17年度中を目途に検討するこ
ととする。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070024

zA070025

制度の
所管省庁等

項目

金融庁（保険会
社本体による投
資顧問契約等の 保険会社本体による投資顧問契約
締結の勧誘（保 等の締結の勧誘
険業法の観
点））

金融庁

証券会社が併営業務の契約代理
業務を行う場合の手続き規制の緩
和

要望
管理番号

5053

5071

要望事項
管理番号

5053A154

5071A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

2

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

社団法人信託協会

要望
事項番号

154

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

保険会社本体で、系列投資顧問会社
保険会社本体による投資顧問契約等の
等に係る投資顧問契約等の顧客の勧誘
締結の勧誘
を行うことを認めるべきである。

企業年金市場における保険会社の顧
客を中心として、投資顧問会社の商品に
対する潜在的ニーズがあり、保険会社が
顧客に対して投資顧問契約等の勧誘を
行えることとなれば、顧客利便性の向
上、保険会社のエクセスキャパシティ活
用の観点から極めて有効である。

・平成16年12月の信託業法及び金融機
関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律（兼
営法）の改正により、信託契約代理業務
及び併営業務（兼営法第1条第1項各号
に掲げる業務）に係る契約代理業務を行
うことが、個人・法人を問わず広く認めら
れた。
・証券会社についても信託契約代理業務
は、内閣総理大臣（金融庁長官）への届
証券会社が併営業務の契約代理業務を 出を行うことにより、付随業務として取扱
行う場合の手続き規制の緩和
うことが可能となった。しかしながら、併
営業務に係る契約代理業務について
は、内閣総理大臣（金融庁長官）の承認
を受けなければ、取扱うことができない。
・併営業務に係る契約代理業務を信託
契約代理業務と同様に、証券会社の付
随業務として位置付け、内閣総理大臣
（金融庁長官）への届出により取扱える
ようにすること。

・併営業務は信託業務との関連性・親近
性があるものとして、信託業務を兼営す
る金融機関に取扱いが認められている
業務であるところ、その契約の代理業務
について規制を異にする理由はない。事
実、銀行その他の金融機関については、
信託契約代理業務と併営業務に係る契
約代理業務を同様の規制に服せしめて
いることからも、斯かる規制に妥当性が
ないことは明らかである。
・また、証券代行業務等の併営業務は、
証券会社の取扱う業務とも関連性・親近
性を有していることからも、証券会社の
付随業務として位置付け、届出による取
扱いを可能とすべきである。

70/224

その他
（特記事項）

保険会社本体で、投資顧問契約又は
投資一任契約の締結に関して、顧客の
紹介を行うことは可能であるが、顧客の
勧誘を行うことはできない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

Ⅲ

（要望の付随業務は、法第34条第２項
に規定する業務（以下、「届出業務」と
いう。）を指すものと考えられるが、）証
券会社の届出業務は、通常、証券会社
が営む可能性が高い業務であって、投
資者保護上も、リスク管理上も特に問
題が生ずるおそれの少ない業務を列挙
しているものである。併営業務（兼営法
第１条第１項各号に掲げる業務。）に係
る契約代理業務についても、上記の届
出業務と同様に取り扱うことが適切か
どうかについて、検討することとする。

ⅠⅢ

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、普通銀行の付随業務の
在り方について慎重に検討する必要が
ある。

証券会社は、法第３４条第２項各号の

zA070025

金融庁

証券会社の付随業務としての併営 証券取引法第34条 業務を行う場合には、届出を行えば足
業務の契約代理業務の位置づけ 証券会社に関する内 りることとなっているが、それ以外の業
閣府令第25条
務については、承認を受けることが必
【新規】

b

要となっている。

zA070026

金融庁

信託兼営金融機関等による、信託
専門関連業務子会社が営む業務
の代理業務の解禁【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

銀行法第10条

信託兼営金融機関等が、信託専門関
連業務子会社が営む兼営法第１条第１
項第４号から第７号に掲げる業務の代
理業務を行うことができない。

ｂ

措置の概要
（対応策）

71/224

その他

当室からの
再検討要請

証券取引法第34条第２項に規定する
「届出業務」の一つとして、既に信託業
法第２条第８項に規定する信託契約代
理業が認められている(証券取引法第
34条第２項第９号、証券会社に関する
内閣府令第25条第16号）が、併営業務
（金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律第１条第１項各号に掲げる業務）
に係る契約代理業務も、この信託契約
代理業と同様、証券会社が営む可能性
が高い業務である。
また、併営業務に係る契約代理業務
が、投資者保護上もリスク管理上も、届
出業務として認められている信託契約
代理業務に比して、問題が生ずる蓋然
性が高いとは言えない。
検討にあたっては、結論を得る時期
等、スケジュールを明らかにすべきであ
る。

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

証券会社の業務については、付随業
務（法第34条第1項）のほか証券業と関
連があり、そのリスクを適確に自己資本
規制に反映できる業務を届出業務（同
条第２項）として法令上幅広く規定して
いるが、それ以外の業務についても個
別承認制のもとでリスク算定が確実に
行え、投資者保護に支障を来たさない
と認められるものについては、幅広く認
めてきている。
御要望の「併営業務」のうち、「会計の
検査」、「遺言執行」等の業務について
は、業務範囲が法令上明確ではないこ
とから、その契約代理業務についても
個々の契約内容を審査した上で、リス
ク管理上問題がないものについて承認
しているところ。
当該業務を上記の届出業務と同様に
取り扱うことが適当かどうかについて
は、平成17年度中を目途に検討するこ
ととする。

ⅠⅢ

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、個別具体的な業務内容
の確認を含め、普通銀行の付随業務の
在り方について慎重に検討する必要が
あり、現時点で結論時期等を明確に示
すことは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070025

zA070026

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

証券会社の付随業務としての併営
業務の契約代理業務の位置づけ
【新規】

信託兼営金融機関等による、信託
専門関連業務子会社が営む業務
の代理業務の解禁【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A144

5053A145

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

144

145

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

信託契約代理業務と同様、併営業務
証券会社の付随業務としての併営業務 の契約代理業務を証券会社の付随業務
の契約代理業務の位置づけ【新規】
として位置づけ、内閣総理大臣への届出
で可能とすべきである。

銀行その他の金融機関については、信
託契約代理業務と併営業務に係る契約
代理業務の間に規制上の取扱いに差異
はなく、証券会社においてのみ取扱いを
異にする理由は無い。
証券代行業務等の併営業務は、証券
会社が本来実施する業務とも関連性・親
近性を有しており、証券会社の付随業務
として位置づけ、届出により業務実施を
可能とすべきである。

2004年12月の信託業法等の改正によ
り、証券会社が付随業務として信託契約
代理業務を行うことが可能となった。しか
し、併営業務を実施するには、内閣総理
大臣の承認が必要である。

信託兼営金融機関等が、信託専門関
信託兼営金融機関等による、信託専門
連業務子会社が営む兼営法第１条第１
関連業務子会社が営む業務の代理業務
校第４号から第７号に掲げる業務の代理
の解禁【新規】
業務を行えるようにすべきである。

信託兼営金融機関等が兼営法第１条
第１項第４号から第７号に掲げる業務を
営むことが可能となったことから、さらに
同様の業務を行う信託専門関連業務子
会社の窓口業務を信託兼営金融機関等
が担うことで、顧客の利便性の向上およ
び窓口業務の効率化が図られる。

2004年12月の信託業法等の改正によ
り、「金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関
スル法律」第１条第４号から第７号に掲
げる業務が信託専門関連業務として規
定され、信託兼営金融機関等は、当該
業務を行う企業を子会社とすることが可
能となった。しかし、当該信託兼営金融
機関等は、当該信託専門関連業務子会
社の代理業務を行うことができない。

72/224

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070026

zA070027

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

銀行法第10条

信託兼営金融機関等が、信託専門関
連業務子会社が営む兼営法第１条第１
項第４号から第７号に掲げる業務の代
理業務を行うことができない。

金融庁

信託兼営金融機関等による、信託
専門関連業務子会社が営む業務
の代理業務の解禁

金融庁

金融機関ノ信託業務
ノ兼営ニ関する法律
銀行の金融関連業務子会社が、併営
銀行子会社による併営業務受託契 第１条第１項各号
業務を受託する契約の締結の代理業
銀行法第16条の２
約の締結の代理の解禁【新規】
務を行うことができない。
同施行規則第17条
の３

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

ⅠⅢ

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、普通銀行の付随業務の
在り方について慎重に検討する必要が
ある。

ⅠⅢ

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、銀行の子会社の業務範
囲の在り方について慎重に検討する必
要がある。

73/224

その他

当室からの
再検討要請

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

ⅠⅢ

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、個別具体的な業務内容
の確認を含め、普通銀行の付随業務の
在り方について慎重に検討する必要が
あり、現時点で結論時期等を明確に示
すことは困難である。

ⅠⅢ

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、個別具体的な業務内容
の確認を含め、銀行の子会社の業務範
囲の在り方について慎重に検討する必
要があり、現時点で結論時期等を明確
に示すことは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070026

zA070027

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信託兼営金融機関等による、信託
専門関連業務子会社が営む業務
の代理業務の解禁

銀行子会社による併営業務受託契
約の締結の代理の解禁【新規】

要望
管理番号

5071

5053

要望事項
管理番号

5071A003

5053A146

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

3

146

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・平成16年12月の信託業法の改正に伴
う銀行法及び銀行法施行規則の一部改
正により、金融機関ノ信託業務ノ兼営等
ニ関スル法律（兼営法）第1条第1項第4
号から第7号に掲げる業務が信託専門
関連業務として規定され、信託兼営金融
機関等は当該業務を営む会社を子会社
信託兼営金融機関等による、信託専門
とすることが可能となった。
関連業務子会社が営む業務の代理業務
・しかしながら当該信託兼営金融機関等
の解禁
は、当該子会社が営む当該業務の代理
業務を取扱うことができない。
・信託兼営金融機関等が、信託専門関
連業務子会社が営む兼営法第1条第1項
第4号から第7号に掲げる業務の代理業
務を行えるようにすること。

銀行の金融関連業務子会社が、併営
銀行子会社による併営業務受託契約の
業務を受託する契約の締結の代理業務
締結の代理の解禁【新規】
を行えるようにすべきである。

74/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・信託兼営金融機関等が兼営法第1条第
1項第4号から第7号に掲げる業務を営む
会社を子会社とすることが可能となった
ことにより、業務の効率化等を目的とし
た組織再編成の選択肢が広がったところ
で、当該子会社の営む当該業務の代理
業務を当該信託兼営金融機関等が取扱
えるようになることにより、例えば窓口業
務を当該信託兼営金融機関等が担うこ
とで顧客利便の向上及び更なる業務の
効率化が図られる。

金融審議会第二部会報告「信託業の
あり方に関する中間報告書」（2003年７
月28日）においては、信託契約の取次ぎ
のみを行う者の範囲を幅広く認める方向
で検討を行う」とともに、遺言関連業務に
係る取次ぎ業務を認めることについて
「本業との親近性等にも十分留意し、検
討が進められるべきである」こととされて
いる。
既に銀行本体では、併営業務を受託す
る契約の代理業務が認められており、金
融関連業務子会社においても取り扱うこ
とを可能とすべきである。

銀行の金融関連業務子会社の業務と
して、併営業務（金融機関ノ信託業務ノ
兼営等ニ関する法律第１条第１項各号に
掲げる業務）を受託する契約の締結の代
理業務は認められていない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070027

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

金融機関ノ信託業務
ノ兼営ニ関する法律
銀行の金融関連業務子会社が、併営
銀行子会社への併営業務を受託す 第１条第１項各号
業務を受託する契約の締結の代理業
銀行法第16条の２
る契約の締結の代理業務の解禁
務を行うことができない。
同施行規則第17条
の３

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ⅠⅢ

措置の概要
（対応策）

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、銀行の子会社の業務範
囲の在り方について慎重に検討する必
要がある。

その他

当室からの
再検討要請

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

b

ⅠⅢ

業務によっては銀行の他業禁止の趣旨
の根幹を揺るがす業務が含まれるおそ
れがあるため、個別具体的な業務内容
の確認を含め、銀行の子会社の業務範
囲の在り方について慎重に検討する必
要があり、現時点で結論時期等を明確
に示すことは困難である。

c

Ⅲ

不動産投資顧問業を保険会社の子会
社の業務として認めることについては、
保険業との関連性・親近性につき慎重
な検討が必要。

要望者からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて検討願い
たい。

保険業法第106条、
zA070028

金融庁

保険会社の子会社による不動産投 第271条の22、同施 保険会社の子会社が行うことのできる
行規則第56条の2、 業務に、不動産投資顧問業は認められ
資顧問業務の解禁
第210条の7事務ガイ
ていない。
ドライン1-8-1(2)⑥

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

―

不動産投資顧問業を保険会社の子会
社の業務として認めることについては、
保険業との関連性・親近性につき慎重
な検討が必要。なお、保険持株会社の
子会社として認められる会社の範囲
は、保険会社本体の子会社として認め
られる会社の範囲よりも広いと考えられ
る（保険業法第271条の22第３項参
照）。

75/224

生命保険会社における不動産投資は、一般的にオフィスビ
ル・商業施設等の長期保有・賃貸によるインカムゲイン獲得
を目的としたものであるが、予定利率をカバーするための収
益性を追求する必要があることから、土地・物件の価格動向
や将来的な収支予測を勘案のうえ、投資判断を行ってい
る。その判断において必要とされる不動産価値の分析能力
は、まさしく不動産投資顧問業登録規程に定められる「投資
判断」に必要な能力と同様であると考えられる。
また、生命保険会社においては、不動産投資を行うにあた
り、社内のリスク管理規程等に基づいたリスク管理体制を構
築しており、収益状況を適切に管理している。その運用方針
は長期安定性が原則であるが、ポートフォリオ全体の質の
向上を目的に適宜、個々の保有不動産について、投資対象
としての採算性・適格性を充分に勘案したうえで入替えを
行っているため、キャピタルゲイン目的の投資に関するノウ
ハウも十分有している。
最近では、近年の不動産市場に鑑み、従来のように、長期
にわたる保有を前提とした収益性の分析に加え、追加投資
の可否・コストや物件の流動性等、総合的な判断に基づく不
動産投資を行っており、このような判断は、まさに不動産投
資顧問業務の根幹を成すものと言える。
従って、保険会社の子会社が当該業務を行うことについて、
ノウハウ・親近性の観点からも問題ないものと考えられるこ
とから、改めて検討していただくことをお願いしたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070027

zA070028

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

銀行子会社への併営業務を受託す
る契約の締結の代理業務の解禁

保険会社の子会社による不動産投
資顧問業務の解禁

要望
管理番号

5071

5097

要望事項
管理番号

5071A004

5097A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

生命保険協会

要望
事項番号

4

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・平成16年12月の信託業法の改正に伴
う銀行法及び銀行法施行規則の一部改
正により、銀行の金融関連業務子会社
が営むことができる業務として、信託契
約代理業務は認められたものの、併営
業務（金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関
銀行子会社への併営業務を受託する契
スル法律第1条第1項各号に掲げる業
約の締結の代理業務の解禁
務）を受託する契約の締結の代理業務
は認められていない。
・銀行の金融関連業務子会社が営むこと
ができる業務に、併営業務を受託する契
約の締結の代理業務を加えること。

・金融審議会第二部会報告「信託業のあ
り方に関する中間報告書」（平成15年7月
28日）においては、「信託契約の取次ぎ
のみを行う者の範囲を幅広く認める方向
で検討を行う」（P21）と共に、特に遺言関
連業務について「国民の金融ニーズに応
えるとの観点から、当該業務を取り扱え
る者の範囲を拡大するとともに、当該業
務に係る取次業務を認めてはどうかとの
意見があった。この点については、信託
業に係るサービスの提供チャネルを拡大
し利用者のアクセスの向上に資すること
から、本業との親近性等にも十分留意
し、検討が進められるべきである」（P22）
とされている。
・ここで、併営業務を受託する契約の締
結の代理業務については、銀行本体で
営むことは認められており（銀行法第10
条第2項第8号および銀行法施行規則第
13条第1項第2号ロ）、上記金融審議会の
報告の趣旨も踏まえると、金融関連業務
子会社においても取扱えるようにするこ
とが適当である。

保険会社の子会社で行うことのできる業
保険会社の子会社による不動産投資顧 務及び保険持株会社傘下子会社で承認
問業務の解禁
を受けずに行うことのできる業務として不
動産投資顧問業務を認める。

・年金基金等を中心とする投資家のニーズが
有価証券に係る投資顧問業務に限らず、不
動産に係る投資顧問業務にまで多様化して
おり、不動産投資に係るノウハウを有する生
命保険会社が、子会社において不動産投資
顧問業務を提供することへの期待も高まって
いる。
・保険会社は本来業務である資産運用の一
環として不動産投資を行っているが、賃料収
入によるインカムゲイン目的の投資のみなら
ず、採算性や適格性を十分に勘案した上で
保有不動産の入れ替えを適宜行う等、キャピ
タルゲイン目的の不動産投資についても十
分なノウハウを有している。従って、保険会社
の本業との親近性においても問題はない。
・また、有価証券に係る投資顧問業務は既に
子会社で行うことが認められているが、有価
証券投資と不動産投資はいずれも保険会社
の本来業務としての資産運用業務の一環で
あり、蓄積された運用ノウハウとその活用と
いう観点では、有価証券に係る投資顧問業
務と不動産に係る同業務の本業との親近性
は同等と考えられる。
・さらに不動産投資顧問業務は、既に保険会
社の子会社に解禁されている不動産投資信
託委託業務と投資家のために不動産運用業
務を行うという点において親近性を有してい
る。
・なお、保険持株会社の傘下で承認された実
績があり、保険会社の子会社に認めることは
問題ないものと考えられる。

76/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏まえ、改めて
検討願いたい。

―

不動産投資顧問業を保険会社の子会
社の業務として認めることについては、
保険業との関連性・親近性につき慎重
な検討が必要。なお、保険持株会社の
子会社として認められる会社の範囲
は、保険会社本体の子会社として認め
られる会社の範囲よりも広いと考えられ
る（保険業法第271条の22第３項参
照）。

Ⅳ

保険会社が勧誘を伴わない単なる顧客
紹介を証券会社へ行う業務が、保険業
法第９８条第１項の「当該業務に付随す
る次に掲げる業務その他の業務」に該
当するかについては、他業禁止に留意
し、①保険業法第９７条及び同法第９８
条第１項各号に掲げる業務に準ずるこ
と、②当該業務の規模が、その業務が
付随する固有業務の規模に対して過大
なものとなっていないこと、③保険業と
の機能的な親近性やリスクの同質性が
認められること、④保険会社が固有業
務を遂行する中で正当に生じた余剰能
力の活用に資すること、等の観点も踏
まえ、検討を行う。

保険業法第106条、
zA070028

金融庁

保険会社の子会社による不動産投 第271条の22、同施 保険会社の子会社が行うことのできる
行規則第56条の2、 業務に、不動産投資顧問業は認められ
資顧問業務の解禁
第210条の7事務ガイ
ていない。

ｃ

ドライン1-8-1(2)⑥

保険会社は、保険の引受け等の固有
zA070029

金融庁

保険会社本体による証券会社への 保険業法第９８条 業務（保険業法第９７条）のほか、当該
事務ガイドライン１− 業務に付随する、法第９８条第１項各号
顧客紹介業務の明確化
６−５
に掲げる業務その他の業務を行うこと
ができる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

b

77/224

生命保険会社における不動産投資は、一般的にオ
フィスビル・商業施設等の長期保有・賃貸によるイ
ンカムゲイン獲得を目的としたものであるが、予定
利率をカバーするための収益性を追求する必要が
あることから、土地・物件の価格動向や将来的な収
支予測を勘案の上、投資判断を行っている。その
判断において必要とされる不動産価値の分析能力
は、まさしく不動産投資顧問業登録規定に定めら
れる「投資判断」に必要な能力と同様であると考え
られる。
また、生命保険会社においては、不動産投資を行
うにあたり、社内のリスク管理規程等に基づいたリ
スク管理体制を構築しており、収益状況を適切に
管理している。その運用方針は長期安定性が原則
であるが、ポートフォリオ全体の質の向上を目的
に、適宜、個々の保有不動産について、投資対象
としての採算性・適格性を充分に勘案したうえで入
替えを行っているため、キャピタルゲイン目的の投
資に関するノウハウも十分有している。
最近では、近年の不動産市場に鑑み、従来のよう
に、長期にわたる保有を前提とした収益性の分析
に加え、追加投資の可否・コストや物件の流動性
等、総合的な判断に基づく不動産投資を行ってお
り、このような判断は、まさに不動産投資顧問業務
の根幹を成すものと言える。
したがって、保険会社の子会社が当該業務を行う
ことについて、ノウハウ・親近性の観点からも問題
ないものと考えられることから、改めて検討を求め
たい。

c

Ⅲ

不動産投資顧問業を保険会社の子会
社の業務として認めることについては、
保険業との関連性・親近性につき慎重
な検討が必要。

Ⅳ

保険会社が勧誘を伴わない単なる顧
客紹介を証券会社へ行う業務が、保険
業法第９８条第１項の「当該業務に付随
する業務その他の付随業務」に該当す
るかについては、保険会社の他業禁止
の観点に留意し、本業との関連性・親
近性や本業の遂行にリスクや支障を及
ぼすおそれがないかということを検証
のうえ、平成１７年度中に検討を行い結
論を得る。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
b
可能な限り早期の実現に向けた検討を
お願いしたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070028

zA070029

制度の
所管省庁等

項目

金融庁

保険会社の子会社による不動産投
資顧問業務の解禁

金融庁

保険会社本体による証券会社への
顧客紹介業務の明確化

要望
管理番号

5053

5097

要望事項
管理番号

5053A151

5097A003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

生命保険協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

151

保険会社の子会社の業務及び、保険
保険会社の子会社による不動産投資顧 持株会社傘下会社で承認を受けずに行
問業務の解禁
うことのできる業務として不動産投資顧
問業務を認めるべきである。

投資家のニーズが有価証券のみなら
ず、不動産に係る投資顧問業務にまで
多様化する中で、生命保険会社が子会
社において不動産投資顧問事業を行う
ことにより、投資家（特に年金基金等）に
提供するサービスの充実が図られる（保
険持株会社の傘下で承認された実績が
ある）。生保会社においては、本来業務
である資産運用の一環として不動産投
資を行っている。また、既に認められて
いる不動産投資信託に係る資産運用業
務は、不動産運用に関する投資顧問業
務と機能的に近接していると言える。

保険会社の子会社で行うことのできる
子会社の業務あるいは保険持株会社傘
下会社で承認を受けずに行うことのでき
る業務の中に、不動産投資顧問業務が
含まれていない。

3

保険会社が勧誘を伴わない単なる顧客
保険会社本体による証券会社への顧客
紹介を証券会社へ行うことが可能である
紹介業務の明確化
ことを明確化する。

・顧客の幅広い資産運用ニーズに対し
て、証券会社を紹介することは、顧客向
けサービスの向上を図ることができ、保
険会社の既存の経営資源の活用の観点
からも有効である。

78/224

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

保険会社は、保険の引受け等の固有
zA070029

金融庁

保険会社本体による証券会社への 保険業法第９８条 業務（保険業法第９７条）のほか、当該
事務ガイドライン１− 業務に付随する、法第９８条第１項各号
顧客紹介業務の明確化【新規】
６−５
に掲げる業務その他の業務を行うこと

b

Ⅳ

ができる。

zA070030

金融庁

保険会社が議決権を一時保有する 保険業法第１０６条 保険会社の子会社等には業務範囲規
制が課されており、事務ガイドラインに
特定子法人の業務範囲規制からの 事務ガイドライン１− おいて保険業法上の子会社、子法人
８
適用除外【新規】
等、関連法人等とされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

c

ー

措置の概要
（対応策）

保険会社が勧誘を伴わない単なる顧客
紹介を証券会社へ行う業務が、保険業
法第９８条第１項の「当該業務に付随す
る次に掲げる業務その他の業務」に該
当するかについては、他業禁止に留意
し、①保険業法第９７条及び同法第９８
条第１項各号に掲げる業務に準ずるこ
と、②当該業務の規模が、その業務が
付随する固有業務の規模に対して過大
なものとなっていないこと、③保険業と
の機能的な親近性やリスクの同質性が
認められること、④保険会社が固有業
務を遂行する中で正当に生じた余剰能
力の活用に資すること、等の観点も踏
まえ、検討を行う。

保険会社の子会社等の業務範囲につ
いては、保険会社の経営の健全性を確
保するため、グループ全体としてのリス
ク管理を行う必要があることから、財務
のディスクロージャーによる市場規律の
働く範囲と監督当局の規制対象を整合
的にし、財務諸表において連結対象と
なる子法人等及び関連法人等に他業
禁止の観点も踏まえ業務範囲規制を課
すことが必要であるとの考え方に基づ
き、事務ガイドラインに規定されたもの
である。よって、特定子（関連）法人等
について業務範囲規制の適用除外を
認めることは、困難である。

79/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
b
可能な限り早期の実現に向け検討を急
ぐべきである。

Ⅳ

措置の概要
（対応策）

保険会社が勧誘を伴わない単なる顧
客紹介を証券会社へ行う業務が、保険
業法第９８条第１項の「当該業務に付随
する業務その他の付随業務」に該当す
るかについては、保険会社の他業禁止
の観点に留意し、本業との関連性・親
近性や本業の遂行にリスクや支障を及
ぼすおそれがないかということを検証
のうえ、平成１７年度中に検討を行い結
論を得る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070029

zA070030

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社本体による証券会社への
顧客紹介業務の明確化【新規】

保険会社が議決権を一時保有する
特定子法人の業務範囲規制からの
適用除外【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A153

5053A155

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

証券会社の事務ガイドラインでは、銀
行・保険会社等が行う単なる顧客紹介業
務は証券業に該当しないと整理されてい
る。既に銀行等では、顧客紹介業務がそ
の他付随業務として認められているが、
保険会社の事務ガイドラインに同様の記
載がないため、保険会社による当該業
務の実施可否が明確にされていない。

153

保険会社が勧誘を伴わない単なる顧
保険会社本体による証券会社への顧客
客紹介を証券会社へ行うことが可能であ
紹介業務の明確化【新規】
ることを明確化すべきである。

顧客の幅広い資産運用ニーズに対し
て、証券会社を紹介することは、顧客向
けサービスの向上につながり、保険会社
の既存の経営資源の活用の観点からも
有効である。

155

保険会社が業務範囲規制に対応する
ため、出資比率の引下げや定款変更に
よる業務範囲の見直しを行った企業につ
保険会社が議決権を一時保有する特定 いて、事業の再構築等（業務範囲の見直
子法人の業務範囲規制からの適用除外 しや会社売却等）を保険会社主導で行う
【新規】
ために、一定の条件（目的や期間を限定
する等）のもとで、再度保険会社の特定
子（関連）法人等とすることを可能とすべ
きである。

過去にグループ会社の出資関係等の
見直しにより、特定子（関連）法人でなく
なった企業について、事業の再構築が必
保険会社の特定子(関連）法人等につ
要となった際、いったん保険会社が当該
いては、事務ガイドラインにより業務範囲
会社の議決権を取得し、業務範囲の見
が制限されている。
直しや株式売却等を保険会社主導で行
うことによって、当該企業の事業再構築
を円滑に推進することが可能となる。

80/224

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070030

zA070031

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

特定子（関連）法人等に対する業務 保険業法第１０６条 保険会社の子会社等には業務範囲規
制が課されており、事務ガイドラインに
範囲規制の一部例外取扱いの容 事務ガイドライン１− おいて保険業法上の子会社、子法人
８
認
等、関連法人等とされている。

代理代行子会社の兼営可能業務
の拡大

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

保険業法第106条第
1項第9号
保険業法施行規則
56条の2第2項第13
号

保険業に係る業務の代理（保険募集を
除く。）又は事務の代行を行う子会社の
兼営可能業務は、所定の金融関連業
務に限られており、その中に金銭の貸
付は含まれていない。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｃ

ー

―

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

保険会社の子会社等の業務範囲につ
いては、保険会社の経営の健全性を確
保するため、グループ全体としてのリス
ク管理を行う必要があることから、財務
のディスクロージャーによる市場規律の
働く範囲と監督当局の規制対象を整合
的にし、財務諸表において連結対象と
なる子法人等及び関連法人等に他業
禁止の観点も踏まえ業務範囲規制を課
すことが必要であるとの考え方に基づ
き、事務ガイドラインに規定されたもの
である。よって、特定子（関連）法人等
について業務範囲規制の適用除外を
認めることは、困難である。

保険契約の管理等の保険業に係る業
務の代理（保険募集を除く。）又は事務
の代行を行う子会社の兼営可能業務
が、金融関連業務のなかでも特に限定
されている趣旨に鑑み、代理代行子会
社が金銭の貸付を兼営することについ
ては慎重な検討が必要。

81/224

要望理由にもある通り、金銭の貸付業
務は保険会社本体にも認められている
業務であり、親近性の強い業務であ
る。また保険会社の事務代行と金銭の
貸付業との間には業務の共通性が認
められる（なお、現在の兼営可能業務
には既に、金銭の貸付業務と同じく信
用リスクを取る業務である「債務の保証
業務（施行規則第56条の２第２項５号に
定める保険業法第98条第１項２号業
務）」が含まれている）。したがって金銭
の貸付業務を兼営することにより新た
なリスクの混入があるとは考えにくい。
兼営を行うことは保険会社の経営効率
化に資するものであり、改めてご検討
いただきたい。

c

−

保険業に係る業務の代理（保険募集を
除く。）又は事務の代行を行う子会社の
兼営可能業務が特に限定されている趣
旨に鑑み、その兼営可能業務として、
第一次的に信用リスクに曝されることと
なる金銭の貸付けを認めることについ
ては慎重な検討が必要。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070030

zA070031

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

特定子（関連）法人等に対する業務
範囲規制の一部例外取扱いの容
認

代理代行子会社の兼営可能業務
の拡大

要望
管理番号

5097

5046

要望事項
管理番号

5097A011

5046A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・過去にグループ会社の出資関係等の
見直しにより適正化を行った会社におい
て、当該会社が事業の再構築等（業務
範囲の見直しや会社売却等）を行う必要
がある場合に、当該会社の議決権を保
険会社又はグループ会社で取得するこ
とによって、保険会社又はグループ会社
の主体的な関与が可能となり、当該会社
の事業再構築を円滑に推進することが
可能となるため。

11

過去にグループ会社の出資関係等の見
直しにより適正化を行った会社につい
て、事業の再構築等（業務範囲の見直し
特定子（関連）法人等に対する業務範囲 や会社売却等）を保険会社主導で行うた
規制の一部例外取扱いの容認
めに、一定の条件（目的や期間を限定す
る等）のもとで、保険会社の特定子（関
連）法人等とすることを可能としていただ
きたい。

4

・代理代行子会社については保険会社
の業務を行う以上、他業によるリスクの
混入を防ぐため保険業との親近性が強
い業務についてのみ兼営することが出
来ると解されている。金銭の貸付につい
ては保険会社本体にも認められている
出資面における子会社政策の自由度が 業務であることから、これを代理代行子
代理代行子会社が「金銭の貸付」業務を
代理代行子会社の兼営可能業務の拡大
向上することにより、経営の効率化を図 会社に禁ずることは過剰規制であると考
兼営できるようにしていただきたい。
るための選択肢が多様化する。
えられる。
・保険会社の事務代行（住宅ローン保証
保険・火災保険などの異動・解約・質権
設定の裏書承認など）と金銭の貸付業と
の間には業務の共通性が認められ、こ
れらを併せて行うことが可能となれば保
険会社の経営効率化に資する。

82/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070031

zA070032

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

保険業法第106条第
保険会社の代理代行子会社による
1項第9号
保険業法施行規則
「金銭の貸付」業務の兼営の解禁
56条の2第2項第13
【新規】
号

金融庁

保険会社の特定子会社が10％を超え
る議決権を保有することができる会社
（新規事業分野開拓会社）は保険業法
施行規則第56条第３項・第４項に規定
されており、
①設立５年以内かつ試験研究費等比
率が３％以上の中小企業新事業活動
促進法第２条第１項に規定する中小企
業者
保険会社の特定子会社（ベン
②設立１年以内かつ常勤研究者２名以
保険業法第106条・
チャーキャピタル子会社）の保有比
上・10％以上の同じく中小企業者
第10７条、同法施行
③中小企業新事業活動促進法第11条
率10％超投資対象企業の範囲等
規則第56条
第１項の「異分野連携新事業分野開拓
の拡大
計画」認定会社
④最後の議決権取得時に①〜③に該
当していたもの
とされている。
なお、当該新規事業分野開拓会社の議
決権を10％を超えて保有することがで
きるのは、その議決権の取得の日から
10年以内とされている（保険業法施行
規則第56条第５項）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

保険業に係る業務の代理（保険募集を
除く。）又は事務の代行を行う子会社の
兼営可能業務は、所定の金融関連業
務に限られており、その中に金銭の貸
付は含まれていない。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｂ

措置の概要
（対応策）

―

保険契約の管理等の保険業に係る業
務の代理（保険募集を除く。）又は事務
の代行を行う子会社の兼営可能業務
が、金融関連業務のなかでも特に限定
されている趣旨に鑑み、代理代行子会
社が金銭の貸付を兼営することについ
ては慎重な検討が必要。

Ⅲ

新規事業分野開拓会社の保有が保険
会社の子会社の業務範囲規制の回避
のために利用されることがないよう保険
業法施行規則第56条第３項から第５項
が、新規事業分野開拓会社に該当する
会社を限定列挙するとともに10％を超
える議決権の保有期間を限っている趣
旨を踏まえ、新規事業分野開拓会社の
範囲等の見直しの是非について今後検
討を開始する。

83/224

その他

当室からの
再検討要請

要望理由にもある通り、金銭の貸付業
務は保険会社本体にも認められている
業務であり、親近性の強い業務であ
る。また保険会社の事務代行と金銭の
貸付業との間には業務の共通性が認
められる（なお、現在の兼営可能業務
には既に、金銭の貸付業務と同じく信
用リスクを取る業務である「債務の保証
業務（施行規則第56条の２第２項５号に
定める保険業法第98条第１項２号業
務）」が含まれている）。したがって金銭
の貸付業務を兼営することにより新た
なリスクの混入があるとは考えにくい。
兼営を行うことは保険会社の経営効率
化に資するものであり、改めてご検討
いただきたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

−

保険業に係る業務の代理（保険募集を
除く。）又は事務の代行を行う子会社の
兼営可能業務が特に限定されている趣
旨に鑑み、その兼営可能業務として、
第一次的に信用リスクに曝されることと
なる金銭の貸付けを認めることについ
ては慎重な検討が必要。

Ⅲ

新規事業分野開拓会社の保有が銀
行、保険会社の子会社の業務範囲規
制の回避のために利用されることがな
いよう銀行法施行規則第17条の２第３
項から第５項まで、保険業法施行規則
第56条第３項から第５項が、新規事業
分野開拓会社に該当する会社を限定
列挙するとともに５％、10％を超える議
決権の保有期間を限っている趣旨を踏
まえ、新規事業分野開拓会社の範囲等
の見直しの是非について今後検討を開
始するところであり、現時点で結論時期
等を明確に示すことは困難である。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
b
可能な限り早期の実現に向けた検討を
お願いしたい。

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070031

zA070032

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社の代理代行子会社による
「金銭の貸付」業務の兼営の解禁
【新規】

保険会社の特定子会社（ベン
チャーキャピタル子会社）の保有比
率10％超投資対象企業の範囲等
の拡大

要望
管理番号

5053

5097

要望事項
管理番号

5053A156

5097A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

生命保険協会

要望
事項番号

156

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

保険会社の代理代行子会社による「金
銭の貸付」業務の兼営の解禁【新規】

保険会社の代理代行子会社が「金銭
の貸付」業務を兼営できるようにすべき
である。

保険会社の特定子会社が10%を超えて
投資できる企業の範囲について、例えば
設立間もない企業など、幅広いベン
保険会社の特定子会社（ベンチャーキャ
チャー企業に拡大する。また、10％超の
ピタル子会社）の保有比率10％超投資
投資を行った企業が、その後企業成長
対象企業の範囲等の拡大
により対象から外れた場合についても、
投資期間が10年に満たない場合は、追
加投資を可能とする。

84/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

金銭の貸付については、保険会社本
体に認められている業務であり、これを
代理代行子会社に禁ずる理由はないと
考えられる。
金銭の貸付については保険会社本体
保険会社の事務代行（住宅ローン保証
で認められている業務である一方、同業
保険・火災保険などの異動・解約・質権
務を代理代行子会社が行うことは認めら
設定の裏書承認など）と金銭の貸付業と
れていない。
の間には業務の共通性が認められ、こ
れらを兼営することが可能となれば、保
険会社の経営効率化、顧客の利便性向
上につながる。

・昨今のベンチャー市場においては、従来か
らあるベンチャー企業に加え、大企業からの
スピンオフや大学発など、多種多様な企業が
設立されている。これらの企業は、技術的・ビ
ジネスモデル的に競争力を有しているが、資
金・人材等が不足している場合も多い。こうし
た状況において、保険会社の特定子会社が
10％を超えて投資できる企業の範囲が拡大
されれば、当該ベンチャー企業の資金ニーズ
に応えることができる。
・また、投資した時点ではその対象であった
企業について、成長により事業規模等が拡
大した場合でも、追加投資を行うことが可能
となれば、当該企業からの支援継続等の依
頼に応えることができる。
・保険業法107条では、保険会社の業務範囲
規制の潜脱等を防ぐ観点から、保険会社の
子会社が一般事業会社の議決権を10％超保
有することを禁止しているが、特定子会社に
ついては、一定の要件を満たすベンチャー企
業の議決権を10年間に限り10％超保有する
ことが認められている。したがって、10年間の
保有期間制限を維持した上で、保険業法施
行規則56条に規定するベンチャー企業の範
囲を拡大することや追加投資を可能とするこ
とは、業務範囲規制等の趣旨からも問題な
いものと考えられる。
・なお、一般のベンチャーキャピタルでは、一
定の出資割合をもってベンチャー企業の経営
状況を詳細に把握することは、ベンチャー投
資のリスク管理に極めて有効な手段として認
識されており、左記要望が実現されれば、保
険会社の特定子会社のリスク管理にも同様
の効果が期待できる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070032

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

保険会社の特定子会社が10％を超え
る議決権を保有することができる会社
（新規事業分野開拓会社）は保険業法
施行規則第56条第３項・第４項に規定
されており、
①設立５年以内かつ試験研究費等比
率が３％以上の中小企業新事業活動
促進法第２条第１項に規定する中小企
業者
保険会社の特定子会社（ベン
②設立１年以内かつ常勤研究者２名以
保険業法第106条・
チャーキャピタル子会社）の保有比
上・10％以上の同じく中小企業者
第10７条、同法施行
③中小企業新事業活動促進法第11条
率10％超投資対象企業の範囲拡
規則第56条
第１項の「異分野連携新事業分野開拓
大【新規】
計画」認定会社
④最後の議決権取得時に①〜③に該
当していたもの
とされている。
なお、当該新規事業分野開拓会社の議
決権を10％を超えて保有することがで
きるのは、その議決権の取得の日から
10年以内とされている（保険業法施行
規則第56条第５項）。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

新規事業分野開拓会社の保有が保険
会社の子会社の業務範囲規制の回避
のために利用されることがないよう保険
業法施行規則第56条第３項から第５項
が、新規事業分野開拓会社に該当する
会社を限定列挙するとともに10％を超
える議決権の保有期間を限っている趣
旨を踏まえ、新規事業分野開拓会社の
範囲等の見直しの是非について今後検
討を開始する。

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

Ⅲ

新規事業分野開拓会社の保有が銀
行、保険会社の子会社の業務範囲規
制の回避のために利用されることがな
いよう銀行法施行規則第17条の２第３
項から第５項まで、保険業法施行規則
第56条第３項から第５項が、新規事業
分野開拓会社に該当する会社を限定
列挙するとともに５％、10％を超える議
決権の保有期間を限っている趣旨を踏
まえ、新規事業分野開拓会社の範囲等
の見直しの是非について今後検討を開
始するところであり、現時点で結論時期
等を明確に示すことは困難である。

Ⅲ

出資規制や専業規制などの現在の代
理店規制の全体的な見直しを行うとの
観点から「ａ，Ⅰ」としていたところである
が、本件については、当該代理店規制
の見直しの内容を踏まえたところでの
検討が必要であるため、「ｂ、Ⅲ」とし
た。
定められた施設以外の場所において契
約締結の代理業務を行うことを認める
かどうかについて、代理店規制の見直
しの内容を踏まえ検討を行っているとこ
ろであり、現時点で明確に対応時期を
示すことは困難である。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
b

措置の概要
（対応策）

可能な限り早期の実現に向け検討を急
ぐべきである。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
（１）前年度の当該要望に係る回答にお
いて、措置の分類及び措置の内容は
「a：Ⅰ、Ⅲ」となっていたが、本年度のそ
れは「b：Ⅲ」となっている。当該変更理
由について回答いただきたい。

zA070033

金融庁

保険業法第98条第1
項第1号、保険業法
その他金融業を行う者の資金の貸 施行規則第51条第1
付（住宅ローン）の代理業務に係る 項第3号、銀行法第8
条第1項、銀行法施
規制の緩和
行規則第8条第1項、
金融庁告示第20号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

平成11年金融監督庁告示(平成11年4
月1日)第1条第4号ホにおいて「銀行代
理店は当該代理店契約書に定められ
た施設以外の場所において代理業務を
行うこと」が禁止されている。

ｂ

Ⅲ

定められた施設以外の場所において契
約締結の代理業務を行うことを認める
かどうかについて、代理店規制の見直
しを踏まえ、顧客の利便性や銀行経営
の効率を高める観点から、検討を行う。

85/224

（２）当該要望については、保険業法第
98条第1項第1号及び同法施行規則第
51条第1項第3号に基づく業務の代理が
認められているにも拘わらず、現状で
は、代理行為を行う場は事実上営業店
舗に限定されており、現実の生命保険
業態に即したものではないこと、すなわ
ち、包括的かつ統合的な規制緩和の一
環として改定されたであろう当該法令お
よび省令が、必ずしも十全に機能して
いない状況であること、また、事業促進
はもとより、顧客利便性向上の観点か
らも極めて有効であることから、その具
体的対応時期について回答いただきた
い。

b

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070032

zA070033

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社の特定子会社（ベン
チャーキャピタル子会社）の保有比
率10％超投資対象企業の範囲拡
大【新規】

その他金融業を行う者の資金の貸
付（住宅ローン）の代理業務に係る
規制の緩和

要望
管理番号

5053

5087

要望事項
管理番号

5053A158

5087A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

ソニー株式会社

要望
事項番号

158

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

保険会社の特定子会社が10％を超え
保険会社の特定子会社（ベンチャーキャ
て投資できる企業の範囲を、例えば設立
ピタル子会社）の保有比率10％超投資
間もない企業など、幅広いベンチャー企
対象企業の範囲拡大【新規】
業に拡大すべきである。

定められた施設以外での契約締結の媒
その他金融業を行う者の資金の貸付（住
介（勧誘行為を含む）を認めていただき
宅ローン）の代理業務に係る規制の緩和
たい（渉外業務を行うことを認める）。

86/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

昨今、大企業からのスピンオフや大学
発など多種多様な企業が設立されてい
る。これらの企業は技術、ビジネスモデ
ルの面で競争力を有しているにもかかわ
らず、資金や人材等が不足している場合
が多い。現在、特定子会社については、
各種支援法に規定する企業に限り、10
年間に限り10％超の議決権を保有する
ことが認められている。10年間の保有期
間制限を維持しつつ、ベンチャー企業の
範囲を拡大し、ベンチャー企業の資金調
達を容易にすべきである。また一定の出
資割合をもってベンチャー企業の経営状
況を把握することによって、当該特定子
会社のリスク管理にもつながると期待さ
れる。

保険会社が行うことのできる業務として、
その他金融業を行う者の資金の貸付け
の業務の代理が認められたにも拘わら
ず、定められた施設以外での契約締結
の媒介（勧誘行為を含む）を行うことがで
きないことは、渉外業務ができないことで
あり、事業促進において極めて大きな阻
害要因となる。よって、保険会社が、定
められた施設以外での契約締結の媒介
（勧誘行為を含む）を行うことが可能とな
れば、事業促進の向上はもとより、顧客
利便性の向上の観点からも極めて有効
である。

その他
（特記事項）

保険会社の特定子会社が10％を超え
て投資を行うことは、保険業法施行規則
により、特別法で規定された企業等に限
定されており、幅広いベンチャー企業へ
の投資を行うことができない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070033

zA070034

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

保険業法第98条第1
項第1号、保険業法
その他金融業を行う者の資金の貸 施行規則第51条第1
付（住宅ローン）の代理業務に係る 項第3号、銀行法第8
条第1項、銀行法施
規制の緩和
行規則第8条第1項、
金融庁告示第20号

金融庁

保険業法第100条の３・同施行規則第
保険募集における書面交付説明義 保険業法施行規則 53条第１項により保険募集時に交付さ
第53条第１項第1号- れるべき書面のうち、同項第５号・第６
務の電磁的方法の適用
4号
号の書面について、電磁的方法による
提供が認められている（同条第２項）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

平成11年金融監督庁告示(平成11年4
月1日)第1条第4号ホにおいて「銀行代
理店は当該代理店契約書に定められ
た施設以外の場所において代理業務を
行うこと」が禁止されている。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

定められた施設以外の場所において契
約締結の代理業務を行うことを認める
かどうかについて、代理店規制の見直
しを踏まえ、顧客の利便性や銀行経営
の効率を高める観点から、検討を行う。

Ⅲ

複雑性、逆選択といった保険商品の特
性を踏まえ、保険募集時に交付すべき
書面の電磁的方法による提供を認める
範囲が限定されている趣旨に鑑み、今
後十分な検討が必要。

87/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

Ⅲ

出資規制や専業規制などの現在の代
理店規制の全体的な見直しを行うとの
観点から「ａ，Ⅰ」としていたところである
が、本件については、当該代理店規制
の見直しの内容を踏まえたところでの
検討が必要であるため、「ｂ、Ⅲ」とし
た。
定められた施設以外の場所において契
約締結の代理業務を行うことを認める
かどうかについて、代理店規制の見直
しの内容を踏まえ検討を行っているとこ
ろであり、現時点で明確に対応時期を
示すことは困難である。

Ⅲ

金融審議会第一部会における保険商
品及び投資商品（ないし金融商品）の
販売勧誘規制のあり方に関する議論を
踏まえる必要もあり、現時点で具体的
なスケジュールを示すことは困難であ
る。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
事業促進の向上はもとより、顧客利便
性の向上および銀行経営の効率性を
高める観点からも極めて有効であるた
め、早期の実現に向けた検討をお願い
したい。

検討のスケジュールについて、具体的
に示されたい。

b

b

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070033

zA070034

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

その他金融業を行う者の資金の貸
付（住宅ローン）の代理業務に係る
規制の緩和

保険募集における書面交付説明義
務の電磁的方法の適用

要望
管理番号

5097

5101

要望事項
管理番号

5097A010

5101A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

在日米国商工会議所

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・保険会社が行うことのできる業務とし
て、その他金融業を行う者の資金の貸付
けの業務の代理が認められたにも拘わ
らず、定められた施設以外での契約締
結の媒介（勧誘行為を含む）を行うことが
できないことは、渉外業務ができないこと
であり、事業促進において極めて大きな
阻害要因となる。よって、保険会社が、
定められた施設以外での契約締結の媒
介（勧誘行為を含む）を行うことが可能と
なれば、事業促進の向上はもとより、顧
客利便性の向上の観点からも極めて有
効である。

10

定められた施設以外での契約締結の媒
その他金融業を行う者の資金の貸付（住
介（勧誘行為を含む）を認める。（渉外業
宅ローン）の代理業務に係る規制の緩和
務を行うことを認める。）

2

銀行取引や証券取引においては、為替
リスク、変動リスクのある外国通貨建て
保険契約者への書面の交付によることと
保険業法施行規則第53条第1項におい
預金取引や海外投資信託の購入などに
されている説明については、保険契約者
て、保険募集に関して、①特別勘定を設
関し、目論見書の電子交付とともに電子
の承諾を得て当該書面に記載すべき事 顧客に対して幅広いサービスを提供する
置する保険契約、②為替変動リスクのあ
保険募集における書面交付説明義務の
取引がインターネットで一般的に行われ
項を電磁的方法により提供し、契約者へ ことが可能となり、顧客利便性の向上が
る保険契約、③解約返戻金のない保険
電磁的方法の適用
ている。保険募集分野においても、保険
説明することも合わせて認めること。（規 図られる。
契約、④転換の募集においては、書面
契約者の承諾を得て電磁的方法による
則第53条6第2項で認められている電磁
の交付による説明義務が規定されてい
書面交付と同等の説明を提供できるよう
的方法を認めること。）
る。
認可し、さらに署名または押印も電磁的
方法で行えるようにする。

88/224

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070034

zA070035

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険募集における書面交付説明義務
の電磁的方法の適用

該当法令等

制度の現状

保険業法第100条の３・同施行規則第
保険業法施行規則 53条第１項により保険募集時に交付さ
第53条第１項第1号- れるべき書面のうち、同項第５号・第６
4号
号の書面について、電磁的方法による
提供が認められている（同条第２項）。

保険会社のその他付随業務について
は、法９８条第１項の「当該業務に付随
保険業法第９８条
保険会社本体によるビジネスマッチ
する次に掲げる業務その他業務」と規
事務ガイドライン１−
定されており、事務ガイドラインにおい
ング業務の解禁
６−５
て、その範疇にあるかどうかの判断に
あたっての観点が記載されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

b

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

複雑性、逆選択といった保険商品の特
性を踏まえ、保険募集時に交付すべき
書面の電磁的方法による提供を認める
範囲が限定されている趣旨に鑑み、今
後十分な検討が必要。

検討のスケジュールについて、具体的
に示されたい。

Ⅳ

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する次に掲げる業務その他
の業務」に該当するかについては、他
業禁止に留意し、①保険業法第９７条
及び同法第９８条第１項各号に掲げる
業務に準ずること、②当該業務の規模
が、その業務が付随する固有業務の規
模に対して過大なものとなっていないこ
と、③保険業との機能的な親近性やリ
スクの同質性が認められること、④保
険会社が固有業務を遂行する中で正
当に生じた余剰能力の活用に資するこ
と、等の観点も踏まえ、検討を行う。

保険会社がその顧客との関係の中か
ら、顧客のニーズに応じて当該業務を
行うことは、固有業務を遂行する中で
正当に生じた余剰能力を十分活用出
来、かつ顧客サービスに資するもので
ある。検討・結論時期について具体的
に示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

金融審議会第一部会における保険商
品及び投資商品（ないし金融商品）の
販売勧誘規制のあり方に関する議論を
踏まえる必要もあり、現時点で具体的
なスケジュールを示すことは困難であ
る。

Ⅳ

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する業務その他の付随業
務」に該当するかについては、保険会
社の他業禁止の観点に留意し、本業と
の関連性・親近性や本業の遂行にリス
クや支障を及ぼすおそれがないかとい
うことを検証のうえ、平成１７年度中に
検討を行い結論を得る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070034

zA070035

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険募集における書面交付説明義務
の電磁的方法の適用

保険会社本体によるビジネスマッチ
ング業務の解禁

要望
管理番号

5124

5046

要望事項
管理番号

5124A002

5046A006

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

外国損害保険協会（ＦＮＬＩＡ）

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

既に銀行取引や証券取引において、為替
リスク、変動リスクのある外国通貨建て
預金取引や海外投資信託の購入などにお
いて、目論見書の電子交付とともに電子
取引がインターネットで一般的に行われ
ており、保険募集分野においても、保険
契約者の承諾を得て電子的な方法によっ
ても書面交付と同等の説明が確保でき
る。

2

保険契約者への書面の交付によることと
されている説明については、保険契約者
の承諾を得て当該書面に記載すべき事項
保険募集における書面交付説明義務の電磁
を電磁的方法により提供し、契約者へ説
的方法の適用
明することも合わせて認めること。（規
則第53条第２項で認められている電磁的
方法を認めること。）顧客利便性の向上

6

保険会社の顧客情報ネットワークを活用
し、顧客同士の需要と供給をマッチング
させることにより、双方の利便性を向上さ
せる。
保険会社の顧客情報ネットワークの活用
保険会社のその他付随業務として、既に
【例】
は、固有業務に付随するものであり、か
保険会社本体によるビジネスマッチング 銀行等で行われているビジネスマッチン
・物流合理化を図るメーカー、商社等へ つ、顧客サービスに資するとともに、経
業務の解禁
グ業務を行うことをを認めていただきた
の物流業社の紹介
済活動の円滑化・活性化に資するもので
い。
・フリート契約者への車両管理アウトソー ある。
サーの紹介
・株式公開希望企業へのベンチャーキャ
ピタルの紹介

90/224

保険業法施行規則第53条第１項におい
て、保険募集に際して、①特別勘定を設
ける保険契約、②為替変動リスクのある
保険契約、③解約返戻金のない保険契約
の募集においては、書面の交付による説
明義務が規定されている。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070035

zA070035

制度の
所管省庁等

金融庁（④）

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

保険会社のその他付随業務について
は、法９８条第１項の「当該業務に付随
保険業法第９８条
する次に掲げる業務その他業務」と規
保険会社本体の業務範囲の見直し 事務ガイドライン１− 定されており、事務ガイドラインにおい
６−５
て、その範疇にあるかどうかの判断に
あたっての観点が記載されている。

保険会社のその他付随業務について
は、法９８条第１項の「当該業務に付随
保険業法第９８条
保険会社本体によるビジネスマッチ
する次に掲げる業務その他業務」と規
事務ガイドライン１−
定されており、事務ガイドラインにおい
ング業務の解禁
６−５
て、その範疇にあるかどうかの判断に
あたっての観点が記載されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する次に掲げる業務その他
の業務」に該当するかについては、他
業禁止に留意し、①保険業法第９７条
及び同法第９８条第１項各号に掲げる
業務に準ずること、②当該業務の規模
が、その業務が付随する固有業務の規
模に対して過大なものとなっていないこ
と、③保険業との機能的な親近性やリ
スクの同質性が認められること、④保
険会社が固有業務を遂行する中で正
当に生じた余剰能力の活用に資するこ
と、等の観点も踏まえ、検討を行う。

Ⅳ

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する次に掲げる業務その他
の業務」に該当するかについては、他
業禁止に留意し、①保険業法第９７条
及び同法第９８条第１項各号に掲げる
業務に準ずること、②当該業務の規模
が、その業務が付随する固有業務の規
模に対して過大なものとなっていないこ
と、③保険業との機能的な親近性やリ
スクの同質性が認められること、④保
険会社が固有業務を遂行する中で正
当に生じた余剰能力の活用に資するこ
と、等の観点も踏まえ、検討を行う。

91/224

その他

当室からの
再検討要請

保険会社がその顧客との関係の中か
ら、顧客のニーズに応じて当該業務を
行うことは、固有業務を遂行する中で
正当に生じた余剰能力を十分活用出
来、かつ顧客サービスに資するもので
ある。検討・結論時期について具体的
に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅳ

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する業務その他の付随業
務」に該当するかについては、保険会
社の他業禁止の観点に留意し、本業と
の関連性・親近性や本業の遂行にリス
クや支障を及ぼすおそれがないかとい
うことを検証のうえ、平成１７年度中に
検討を行い結論を得る。

Ⅳ

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する業務その他の付随業
務」に該当するかについては、保険会
社の他業禁止の観点に留意し、本業と
の関連性・親近性や本業の遂行にリス
クや支障を及ぼすおそれがないかとい
うことを検証のうえ、平成１７年度中に
検討を行い結論を得る。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
b
可能な限り早期の実現に向けた検討を
お願いしたい。

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070035

zA070035

制度の
所管省庁等

金融庁（④）

金融庁

項目

保険会社本体の業務範囲の見直し

保険会社本体によるビジネスマッチ
ング業務の解禁

要望
管理番号

5095

5097

要望事項
管理番号

5095A003

5097A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

2

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

損害保険労働組合連合会

生命保険協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

保険会社本体における「付随業務」「そ
の他付随業務」についての現行規定を
見直し、対象業務の拡大を図って頂きた
い。
① 信託契約代理業務
② 資金貸し付け以外の銀行代理店業務
③ 投資信託委託会社が行う投資商品の
商品提案等の業務の代理
④ ビジネスマッチング業務（その他付随
業務）

3

保険会社本体の業務範囲の見直し

2

保険会社のその他付随業務として、既に
保険会社本体によるビジネスマッチング
銀行等で行われているビジネスマッチン
業務の解禁
グ業務を行うことを認める。

92/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

①保険商品に関連する信託業サービス
を提供できることにより、顧客利便性の
向上が図られる。
保険会社は、顧客の様々なリスクを軽減
②保険商品自体に加えて関連する金融
するといった観点から、既に顧客の資産
業サービスを提供できることとなり顧客
運用、管理等に係わっており、以下の業
利便性の向上が図られる。
務との強い関連性・親近性を有してい
③投信窓販を行う金融機関または、確定
る。ついては、保険会社の有するノウハ
拠出年金制度上の運営管理機関等に対
ウ等の活用による、より高度な顧客サー
して、委託会社に代わって商品提供等の
ビスの実現や顧客の利便性向上といっ
業務を行う。
た観点も踏まえ、保険会社本体における
④保険会社の顧客情報ネットワークを活
業務範囲の拡大を図って頂きたい。
用し、顧客同士の需要と供給をマッチン
グさせることにより、双方の利便性を向
上させる。

・保険会社が、営業を通じて得た企業同
士の事業戦略上のニーズをマッチングさ
せることにより、顧客向けのサービスの
向上を図ることができ、保険会社の既存
の経営資源の活用の観点からも有効で
ある。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070035

zA070036

制度の
所管省庁等

金融庁

全府省

項目

該当法令等

制度の現状

保険会社のその他付随業務について
は、法９８条第１項の「当該業務に付随
保険業法第９８条
保険会社本体によるビジネスマッチ
する次に掲げる業務その他業務」と規
事務ガイドライン１−
定されており、事務ガイドラインにおい
ング業務の解禁【新規】
６−５
て、その範疇にあるかどうかの判断に
あたっての観点が記載されている。

官公庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

国際会議への出席等に際し、海
外でコピー、ファクシミリの使用
等が予定される場合は、現地で
契約する必要があることから、
会計法第１３条第３項の規定に
基づき、出張者のうち適任者を
契約権限の有する分任負担行
為担当官として任命するととも
に、経費の使用予定額を支出負
担行為限度額として示達し、ク
レジットカードでの決済を前提と
した契約を行い、後日、利用内
容を確認のうえ、クレジット会社
からの請求に基づき、センター
支出官払としているところであ
り、会計法令の範囲内で適正に
処理しているところ

措置の 措置の
分類
内容

b

ｄ

Ⅳ

ー

措置の概要
（対応策）

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する次に掲げる業務その他
の業務」に該当するかについては、他
業禁止に留意し、①保険業法第９７条
及び同法第９８条第１項各号に掲げる
業務に準ずること、②当該業務の規模
が、その業務が付随する固有業務の規
模に対して過大なものとなっていないこ
と、③保険業との機能的な親近性やリ
スクの同質性が認められること、④保
険会社が固有業務を遂行する中で正
当に生じた余剰能力の活用に資するこ
と、等の観点も踏まえ、検討を行う。

国内において、物品購入等のた
め職員による立替払を必要とす
るケースはほとんど想定されな
いことから、既設の会計機関が
適切に処理している。
また、出張旅費については、国
家公務員等の旅費に関する法
律第３条第１項の規定により職
員に支給することとされている。
なお、「物品調達、物品管理、謝
金・諸手当、補助金及び旅費の
各業務・システム最適化計画」
（平成１６年９月１５日付各府省
情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡
会議決定）により、これらの業務
は原則として全て電子化が図ら
れる予定となっているところ
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

Ⅳ

保険会社が行うビジネスマッチング業
務が、保険業法第９８条第１項の「当該
業務に付随する業務その他の付随業
務」に該当するかについては、保険会
社の他業禁止の観点に留意し、本業と
の関連性・親近性や本業の遂行にリス
クや支障を及ぼすおそれがないかとい
うことを検証のうえ、平成１７年度中に
検討を行い結論を得る。

ー

クレジットカードの利用について
は、特段の規制はないが、会計
機関は、会計法令等の範囲内
で適切に処理を行う必要があ
る。
なお、物品購入につい
ては、国内において職員による
立替払を必要とするケースはほ
とんど想定されないこと、また、
出張旅費については、国家公務
員等の旅費に関する法律第３条
第１項の規定により職員に支給
することとされていることから、
既設の会計機関が会計法令等
の範囲内で適正に処理している
ところ。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
b
可能な限り早期の実現に向け検討を急
ぐべきである。

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたい。（ある場合には、具
体的な法律・通達名も併せてご教示い
ただきたく、お願いします。）

d

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070035

zA070036

制度の
所管省庁等

項目

金融庁

保険会社本体によるビジネスマッチ
ング業務の解禁【新規】

全府省

官公庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入

要望
管理番号

5053

5103

要望事項
管理番号

5053A150

5103B002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

3

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

株式会社オーエムシーカード

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

150

保険会社のその他付随業務として、ビ
保険会社本体によるビジネスマッチング
ジネスマッチング業務を行うことを認める
業務の解禁【新規】
べきである。

保険会社が、営業を通じて得た企業の
事業戦略上のニーズをマッチングさせる 保険会社のその他付随業務として、既
ことにより、顧客向けのサービスの向上 に銀行等で行われているビジネスマッチ
を図ることができ、保険会社の既存の経 ング業務が認められていない。
営資源の活用の観点からも有効である。

2

官公庁の経費及び購買決済に関し、その
簡素化、省力化、処理コストの削減、会
官公庁へのコーポレートカード及び購買カー 計の透明性を図る目的で、電子化された
ドの導入
支払インフラを導入するためにノウハウ
を有する民間業者がそのインフラを提供
する

官公庁の一般経費及び購買決済に関し、
その簡素化、処理コストの削減、会計の
透明性を図ることに寄与できるクレジッ
ト決済の導入
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070036

zA070036

制度の
所管省庁等

全府省

全省庁

項目

該当法令等

制度の現状

公務員経費のカード決済

国際会議への出席等に際し、海
外でコピー、ファクシミリの使用
等が予定される場合は、現地で
契約する必要があることから、
会計法第１３条第３項の規定に
基づき、出張者のうち適任者を
契約権限の有する分任負担行
為担当官として任命するととも
に、経費の使用予定額を支出負
担行為限度額として示達し、ク
レジットカードでの決済を前提と
した契約を行い、後日、利用内
容を確認のうえ、クレジット会社
からの請求に基づき、センター
支出官払としているところであ
り、会計法令の範囲内で適正に
処理しているところ

省庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入【新規】

国際会議への出席等に際し、海外でコ
ピー、ファクシミリの使用等が予定され
る場合は、現地で契約する必要がある
ことから、会計法第１３条第３項の規定
に基づき、出張者のうち適任者を契約
権限の有する分任負担行為担当官とし
て任命するとともに、経費の使用予定
額を支出負担行為限度額として示達
し、クレジットカードでの決済を前提とし
た契約を行い、後日、利用内容を確認
のうえ、クレジット会社からの請求に基
づき、センター支出官払としているとこ
ろであり、会計法令の範囲内で適正に
処理しているところ

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

ｄ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

ー

国内において、物品購入等のた
め職員による立替払を必要とす
るケースはほとんど想定されな
いことから、既設の会計機関が
適切に処理している。
また、出張旅費については、国
家公務員等の旅費に関する法
律第３条第１項の規定により職
員に支給することとされている。
なお、「物品調達、物品管理、謝
金・諸手当、補助金及び旅費の
各業務・システム最適化計画」
（平成１６年９月１５日付各府省
情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡
会議決定）により、これらの業務
は原則として全て電子化が図ら
れる予定となっているところ

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたい。（ある場合には、具
体的な法律・通達名も併せてご教示い
ただきたく、お願いします。）

ー

国内において、物品購入等のため職員
による立替払を必要とするケースはほ
とんど想定されないことから、既設の会
計機関が適切に処理している。
また、出張旅費については、国家公務
員等の旅費に関する法律第３条第１項
の規定により職員に支給することとされ
ている。
なお、「物品調達、物品管理、謝金・諸
手当、補助金及び旅費の各業務・シス
テム最適化計画」（平成１６年９月１５日
付各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連
絡会議決定）により、これらの業務は原
則として全て電子化が図られる予定と
なっているところ

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたく、お願いします。（ある
場合には、具体的な法律・通達名も併
せてご教示いただきたく、お願いしま
す。）
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措置の 措置の
分類
内容

d

d

措置の概要
（対応策）

ー

クレジットカードの利用について
は、特段の規制はないが、会計
機関は、会計法令等の範囲内
で適切に処理を行う必要があ
る。
なお、物品購入につい
ては、国内において職員による
立替払を必要とするケースはほ
とんど想定されないこと、また、
出張旅費については、国家公務
員等の旅費に関する法律第３条
第１項の規定により職員に支給
することとされていることから、
既設の会計機関が会計法令等
の範囲内で適正に処理している
ところ。

ー

クレジットカードの利用については、特
段の規制はないが、会計機関は、会計
法令等の範囲内で適切に処理を行う必
要がある。
なお、物品購入につい
ては、国内において職員による立替払
を必要とするケースはほとんど想定さ
れないこと、また、出張旅費について
は、国家公務員等の旅費に関する法律
第３条第１項の規定により職員に支給
することとされていることから、既設の
会計機関が会計法令等の範囲内で適
正に処理しているところ。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070036

zA070036

制度の
所管省庁等

全府省

全省庁

項目

公務員経費のカード決済

省庁へのコーポレートカード及び購
買カードの導入【新規】

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

5109

5109B007

1

3

株式会社オリエントコーポ
レーション・オリファサービ
ス債権回収株式会社

7

5053

5053A160

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

3

(社）日本経済団体連合会

160

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

公務員経費のカード決済

具体的事業の
実施内容

事務の合理化

省庁へのコーポレートカード及び購買
カードの導入【新規】

96/224

省庁における決済業務電子化の一環
として、現在、経済産業省が実験的に導
入している出張、会議開催などにおける
クレジットカードの活用を進め、コーポ
レートカードや購買カードの本格導入に
向けた検討を進めるべきである。

要望理由

その他
（特記事項）

公務員等の出張その他の公務による代金
を簡易な方法決済する

省庁の決済業務において、民間事業
者のノウハウを活用したクレジットカード 現在、経済産業省において、出張、会
や購買カードを活用することによって、業 議開催用としてコーポレートカードが実
務の簡素化、コスト削減、会計の透明性 験的に導入されている。
向上などが期待される。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070036

zA070037

制度の
所管省庁等

全府省

金融庁

項目

クレジットカード決済による支払業
務

投資（助言）対象の拡大

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

国際会議への出席等に際し、海外でコ
ピー、ファクシミリの使用等が予定され
る場合は、現地で契約する必要がある
ことから、会計法第１３条第３項の規定
に基づき、出張者のうち適任者を契約
権限の有する分任負担行為担当官とし
て任命するとともに、経費の使用予定
額を支出負担行為限度額として示達
し、クレジットカードでの決済を前提とし
た契約を行い、後日、利用内容を確認
のうえ、クレジット会社からの請求に基
づき、センター支出官払としているとこ
ろであり、会計法令の範囲内で適正に
処理しているところ

法律の目的が有価証券に係る投資顧
問業の規制となっている。為替オー
投資顧問業法第2
バーレイ、セキュリティーズ・レンディン
条、投信法第3条、同
グに係る指図並びに助言を投資顧問業
施行令第3条
務として行える旨法令上は明記されて
いない。

措置の 措置の
分類
内容

ｄ

B

措置の概要
（対応策）

ー

国内において、物品購入等のため職員
による立替払を必要とするケースはほ
とんど想定されないことから、既設の会
計機関が適切に処理している。
また、出張旅費については、国家公務
員等の旅費に関する法律第３条第１項
の規定により職員に支給することとされ
ている。
なお、「物品調達、物品管理、謝金・諸
手当、補助金及び旅費の各業務・シス
テム最適化計画」（平成１６年９月１５日
付各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連
絡会議決定）により、これらの業務は原
則として全て電子化が図られる予定と
なっているところ

Ⅰ

本法は有価証券に係る投資顧問業を
営む者についての規制や投資者保護
を目的としているところ。現行法におい
ても、その他の資産について、他の法
規制を踏まえながら公益又は投資者保
護のため支障がないと認められれば承
認を受けて兼業として運用することは
可能であると考える。また、投資顧問業
者が、本来の有価証券等に付随して行
うヘッジ目的の外国為替取引やセキュ
リティーズ・レンディング等は可能であ
ると考えるが、それらの業務が投資顧
問業として行う業務の範囲内か等につ
いては個別に判断する必要があり、具
体的な業務について行えるか否かにつ
いて投資顧問業者において判断しかね
る場合には法令適用事前確認制度に
より対応されるべきと考える。なお、投
資顧問業者を含め、投資サービス業者
（仮称）の業務範囲などについては、金
融審議会第一部会の議論を踏まえた
検討が行われているところ。
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その他

当室からの
再検討要請

各省庁で発生する出張旅費や物品購
入などの支払いをクレジットカードや購
買カード（職員食堂など使用できる場所
を限定したカード）で支払う事につい
て、規制の有無について改めて確認さ
せていただきたく、お願いします。（ある
場合には、具体的な法律・通達名も併
せてご教示いただきたく、お願いしま
す。）

措置の 措置の
分類
内容

d

ー

クレジットカードの利用については、特
段の規制はないが、会計機関は、会計
法令等の範囲内で適切に処理を行う必
要がある。
なお、物品購入につい
ては、国内において職員による立替払
を必要とするケースはほとんど想定さ
れないこと、また、出張旅費について
は、国家公務員等の旅費に関する法律
第３条第１項の規定により職員に支給
することとされていることから、既設の
会計機関が会計法令等の範囲内で適
正に処理しているところ。

Ⅰ

本法は有価証券に係る投資顧問業を
営む者についての規制や投資者保護
を目的としているところ。現行法におい
ても、その他の資産について、他の法
規制を踏まえながら公益又は投資者保
護のため支障がないと認められれば承
認を受けて兼業として運用することは
可能であると考える。また、投資顧問業
者が、本来の有価証券等に付随して行
うヘッジ目的の外国為替取引やセキュ
リティーズ・レンディング等は可能であ
ると考えるが、それらの業務が投資顧
問業として行う業務の範囲内か等につ
いては個別に判断する必要があり、具
体的な業務について行えるか否かにつ
いて投資顧問業者において判断しかね
る場合には法令適用事前確認制度に
より対応されるべきと考える。
なお、投資顧問業者を含め、投資サー
ビス業者（仮称）の業務範囲などについ
ては、金融審議会第一部会の議論を踏
まえた検討が行われているところ。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
一般に、認可投資顧問業者の顧客は、
企業年金をはじめとする機関投資家で
ある一方、投資信託の受益者は一般投
資家であると考えられる。機関投資家
の運用対象資産や取引手法の拡大に
対するニーズが高まっている中、プロを
相手とする認可投資顧問業における投
資対象資産の範囲が所謂アマチュアを
相手とする投資信託より狭いということ
は、プロを対象とする規制を緩和すると
いう金融審議会での方向性とも矛盾し
ていると考えられる。投資サービス法の
制定に向けた議論を踏まえ、「可能な
限り幅広い金融商品」を投資対象として
ご検討頂きたい。

b

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070036

zA070037

制度の
所管省庁等

全府省

金融庁

項目

クレジットカード決済による支払業
務

投資（助言）対象の拡大

要望
管理番号

5096

5009

要望事項
管理番号

5096A003

5009A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

3

1

要望主体名

株式会社クレディセゾン・株
式会社富士通総研

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

要望
事項番号

3

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

クレジットカード決済による支払業務

各省庁で発生する出張旅費や物品購入
などの支払いを職員による立替精算や
請求書支払でなく、クレジットカード支払
で行うことに対する規制緩和（運用変更）
をしていただきたい。

投資顧問業者の投資（助言）対象の拡大
および行うことのできる取引の明確化

投資（助言）対象の拡大

98/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

出張旅費や物品購入等の支払業務をク
レジットカード払いで行い、仮払・立替払
や請求書払いなどの業務処理を各職員
にクレジットカードを配布し、業務を効率
化・簡素化する。

前改定案に対し御省より「出張に係る経
費については、厚生労働省においても個
人所有のカードをもって精算している事
例はあるところである。要望の国が出張
者に対してクレジットカードを交付し、そ
のカードで決済することは、使用にあ
たっての公私混同の問題、カード決済が
出来ない経費（バス代等）についての事
務の煩雑化などの問題があることから現
状では困難であると考える。なお、物品
購入については、支出負担行為及び支
出の確認、支出に関する書類が必要な
ことから現行の法制度では困難であ
る。」との回答をいただいた。
多くの省庁において既に実施済みであり
問題が発生していないことから、公私混
同や事務の煩雑化の問題はないものと
考える。物品購入についても現行制度内
で既に実施している省庁もあることから、
確認や書類の問題はクリア可能と考え
る。このため、御省においても導入をお
願いしたい。

投資顧問業者が資産運用の専門家とし
ての特長を十分発揮できるように、証券
取引法上の有価証券以外にも、例えば
投信法で規定される特定資産を投資対
象として組入れることを可能として頂きた
い。また、為替オーバーレイ、セキュリ
ティーズ・レンディング等の多様な取引・
投資手法を自由に取扱えるようにして頂
きたい。なお、金融審議会第1部会が5月
27日に公表した中間整理（議論の叩き
台）では、投資商品の定義として「可能な
限り幅広い金融商品を対象とすべきであ
る。」とされているほか、業務範囲につい
ても「外国為替取引について付随業務と
位置付けることにより業務の自由度を高
めることが適当である。」と提言されてお
り、この議論の方向性に沿った規制緩和
をお願いしたい。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
法第5条及び第6条に基づいて投資顧
zA070038

金融庁

役員又は重要な使用人の住所に関 投資顧問業法第5 問業者の役員、重要な使用人の氏名、
条、第6条
住所等は登録簿で公衆縦覧に供されて
する公衆縦覧の廃止

B

Ⅰ

いる。

住所の公衆縦覧については、他の法令
との整合性や他の業者の実態を踏まえ
検討する。

本年4月より個人情報の保護に関する
法律が全面施行され、個人情報の適正
な取扱いを確保するため官民挙げて取
り組んでいる現状に加え、当該個人の
セキュリティー面での懸念も考えられる
ことから、早急に法律改正スケジュール
を示して頂きたい。

b

Ⅰ

住所の公衆縦覧については、他の法令
との整合性や他の業者の実態に留意し
つつ、投資サービス法(仮称）の議論を
踏まえ、検討する。

−

登録時の変更については、登録簿は公
衆縦覧されている情報であり、投資者
保護上、内容に変更があれば迅速に対
応すべきものである。2週間あれば、相
応の営業日を確保することが可能と考
えられることから、期限を延長すること
は適当ではないと考える。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070039

金融庁

投資顧問業者の登録・認可手続に
おける規制の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

投資顧問業法第8 法第8条第1項において、登録事項に変
条、同施行規則第4 更があった場合は、2週間以内に届け
条、同第27条
出ることが規定されている。

C

−

登録時の変更については、登録簿は公
衆縦覧されている情報であり、投資者
保護上、内容に変更があれば迅速に対
応すべきものである。2週間あれば、相
応の営業日を確保することが可能と考
えられることから、期限を延長すること
は適当ではないと考える。また、投資一
任業務は登録を受けた投資顧問業者
のみに認められる業務であり、認可に
際して必要とされる届出事項は、投資
家保護の観点から有効な審査を行うた
め必要不可欠なものと考える。

99/224

投資信託及び投資法人に関する法律
においては、認可事項変更時の届け出
は「遅滞なく」行う旨記載されている。一
方、ご回答には、投資一任業務と投資
信託業務については、その機能面での
共通性に鑑み、可能な限り共通のルー
ルを適用していくことが適当であるとの
基本的な考え方が示されている。投資
顧問業者における登録事項の変更に
ついても、この基本的な考え方に則り、
投資信託法と同様、「遅滞なく」届け出
ることとして頂きたい。本件は、投資顧
問業者が実務対応の困難さ故に切望し
ている要望事項であり、投資サービス
法制定に向けての検討に先立ち、是非
とも法律改正をご検討頂きたい。

c

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070038

zA070039

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

役員又は重要な使用人の住所に関
する公衆縦覧の廃止

投資顧問業者の登録・認可手続に
おける規制の緩和

要望
管理番号

5009

5009

要望事項
管理番号

5009A002

5009A003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

要望
事項番号

2

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資顧問業者登録簿における役員又は
役員又は重要な使用人の住所に関する
重要な使用人の住所を公衆の縦覧に供
公衆縦覧の廃止
することは、廃止して頂きたい。

当要望については、平成15年に「他の登
録業者の実態を踏まえたうえで検討す
る。」との回答が示されたが、依然として
投資顧問業者の登録簿における役員又
は重要な使用人の住所は公衆の縦覧に
供されている。本年4月より個人情報の
保護に関する法律が全面施行され、個
人情報の適正な取扱いを確保するため
官民挙げて取り組んでいる現状を踏ま
え、本件についても速やかな対応をご検
討頂きたい。

投資顧問業者の登録および認可手続に
投資顧問業者の登録・認可手続におけ
おける重複規制や過剰規制を見直して
る規制の緩和
頂きたい。

登録事項変更時の届出は2週間以内とさ
れているが、大型連休時など実務上対
応困難なケースもあり、「遅滞なく」届け
出ることとして頂きたい。また、役員又は
重要な使用人の届出は登録、認可の各
手続で煩雑かつ重複していることから、
届出事項を見直し簡素化して頂きたい。

100/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070040

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

投信・投資顧問併営会社における
規制の見直し

該当法令等

制度の現状

投資信託及び投資
法人に関する法律、
投資信託業と投資顧問業は別個の法
有価証券に係る投資
律により規制が行われている。
顧問業の規制に関
する法律

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

投資信託は、不特定多数の投資家から
資金を集め、有価証券や不動産など幅
広い資産で運用することがあらかじめ
定められた集団投資スキームであるの
に対し、投資一任は、個別の投資家と
の相対契約により運用方針等のニーズ
をきめ細かく把握して有価証券で運用
を行う資産運用スキームであり、現在、
このような両者の相違点を踏まえた別
個の規制が行われている。
両者は、投資家の資産を運用するとい
う機能面で共通しており、また、業務を
兼業している者が多いことを踏まえれ
ば、各々の法律に基づく規制について
も、可能な限り共通のルールを適用し
ていくことが適当であることから、現在、
金融審議会において進められている投
資サービスにおける機能別・横断的な
投資家保護の枠組みについての検討
状況を踏まえ、今後検討を行う予定。

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅰ

投資信託は、不特定多数の投資家から
資金を集め、有価証券や不動産など幅
広い資産で運用することがあらかじめ
定められた集団投資スキームであるの
に対し、投資一任は、個別の投資家と
の相対契約により運用方針等のニーズ
をきめ細かく把握して有価証券で運用
を行う資産運用スキームであり、現在、
このような両者の相違点を踏まえた別
個の規制が行われている。
両者は、投資家の資産を運用するとい
う機能面で共通しており、また、業務を
兼業している者が多いことを踏まえれ
ば、各々の法律に基づく規制について
も、可能な限り共通のルールを適用し
ていくことが適当であることから、現在、
金融審議会において進められている投
資サービスにおける機能別・横断的な
投資家保護の枠組みについての検討
状況を踏まえ、今後検討を行う予定。

b

Ⅱ、Ⅲ

利害関係人の範囲については、投資者
保護に留意しつつ、投資信託委託業者
との整合性等を踏まえ、所要の措置を
講じる。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
投資一任業務と投資信託業務が資産
運用という機能面で共通し、兼業者が
多いという現状と金融審議会での検討
状況を踏まえ、可能な限り共通のルー
ルを適用していくことが適当である、と
の基本的な考え方が示されたことは評
価に値する。しかし、投資サービス法の
制定までの間、併営会社における効率
的な事業運営が損なわれる現実が放
置されても良いというものではなく、先
行して可能な限り速やかな対応をお願
いしたい。

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070041

金融庁

利害関係人の範囲の明瞭化

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

投資顧問業法施行 投資顧問業者は、規則において業務方
令第8条、第10条、投 法書に利害関係人を記載する義務が
信法施行令第20条
課されている。

B

Ⅱ、Ⅲ

利害関係人の範囲については、投資者
保護に留意しつつ、他業との整合性や
投資サービス法（仮称）の議論を踏ま
え、所要の措置を講じる。

101/224

前２項目同様、投資一任業務と投資信
託業務の共通ルール適用の方向性に
沿って、利害関係人および密接な関係
を有する者の範囲については、少なくと
も投信法施行令における利害関係人等
の範囲と同様の規定とするなど、速や
かな対応をお願いしたい。本件は「規制
改革・民間開放推進3か年計画（改定）」
（平成17年3月閣議決定）において、平
成17年度に「所要の措置を講ずる」こと
が明記されているもの。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070040

zA070041

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

投信・投資顧問併営会社における
規制の見直し

利害関係人の範囲の明瞭化

要望
管理番号

5009

5009

要望事項
管理番号

5009A004

5009A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

要望
事項番号

4

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

投信・投資顧問併営会社における規制
の見直し

利害関係人の範囲の明瞭化

102/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

投信・投資顧問の併営会社における
各々の法令に基づく重複規制等非効率
な規制を見直して頂きたい。

投信・投資顧問の併営会社は現状60社
を超えているが、各々の法令に基づく二
重の届出や、それぞれ細目が異なる届
出が必要とされるなど実務面で非効率で
ある。具体的には、役員・重要使用人の
（変更）届出手続において、同一の関係
書類をそれぞれ提出することが必要とさ
れているほか、営業報告書における貸
借対照表、損益計算書の一部細目が異
なることや、利害関係人の定義・届出有
無が異なるなど、実務面における負荷は
無視しえないものがあり、より効率的な
規制体系に見直して頂きたい。

投資顧問業法施行令に規定される投資
顧問業者の利害関係人および密接な関
係を有する者の範囲を、簡潔明瞭な規
定として頂きたい。

利害関係人および密接な関係を有する
者の範囲については、複雑かつ広範で、
投信法施行令や証券取引法施行令にお
ける利害関係人（密接な関係を有する
者）の定義と比較しても過重な規定であ
ることから、投資顧問業者にとって業務
遂行上過大な負荷となっており、当該規
定の簡潔明瞭化をお願いしたい。なお、
本件は「規制改革・民間開放推進3か年
計画（改定）」（平成17年3月閣議決定）に
おいて、平成17年度に「所要の措置を講
ずる」ことが明記されており、速やかな対
応をお願いしたい。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070042

zA070043

金融庁

金融庁

投資顧問業者の営業保証金の見
直し

認可投資顧問業者の兼業制限規
制の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

投資顧問業者の参入要件として、投資
助言業者は主たる営業所に500万円、
投資顧問業法第10 従たる営業所に250万円、認可投資顧
条、同施行令第4条 問業者については追加として主たる営
業所に2000万円、従たる営業所に1000
万円営業保証金の供託が必要である.

投資顧問業法第31
条

公益又は投資者保護のため支障がな
いと認められれば承認を得たうえで兼
業業務を営むことが可能。

C

B

ー

Ⅰ

投資顧問業者の資力・信用を確保し、
かつ、営業から生ずる債務の支払いを
担保することにより顧客を保護するた
め、投資顧問業者に営業保証金の供
託を義務付けることは必要と考える。

認可投資顧問業者は他人の資産の運
用を行うことから本業に専念することが
求められており、当該業務は認可制と
され、その兼業については承認制と
なっているところであり、この趣旨を踏
まえれば、投資家保護の観点から、承
認を受けて兼業を行うことが適当と考え
る。なお、投資サービス業者（仮称）の
業務規制のあり方については、金融審
議会第一部会の議論を踏まえた検討
が行われているところ。

103/224

投資顧問業者は、顧客の金銭又は有
価証券の預託受入を禁止されており、
顧客に直接的な被害を与える可能性は
非常に低いと考えられる。一方、投資
顧問業を兼業する証券業者は、顧客の
資産を直接預かることもあり、むしろ専
業の投資顧問業者より、資力・信用の
確保に対する要求が高いものと思われ
る。専業の投資顧問業者の従たる営業
所における業務内容が、緩和措置が適
用される証券業者の従たる営業所の業
務内容と同一の場合には、従たる営業
所に係る保証金の供託義務は、免除し
て頂きたい。

b

投資顧問業者の資力・信用を確保し、
かつ、営業から生ずる債務の支払いを
担保することにより顧客を保護するた
め、投資顧問業者に営業保証金の供
Ⅰ，Ⅱ
託を義務付けることは必要と考える。
なお、金融審議会第一部会において、
投資サービス業者（仮称）の規制のあり
方について検討されているところ。

b

認可投資顧問業者は他人の資産の運
用を行うことから本業に専念することが
求められており、当該業務は認可制と
され、その兼業については承認制と
なっているところであり、この趣旨を踏
まえれば、投資家保護の観点から、承
認を受けて兼業を行うことが適当と考え
る。
な
お、投資サービス業者（仮称）の業務規
制のあり方については、金融審議会第
一部会の議論を踏まえた検討が行わ
れているところ。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
金融審議会第一部会の中間整理は、
「業務の自由度を高める観点からは、
届出による兼業業務についても、兼業
の実態を踏まえつつ、幅広く規定するこ
とが適当である」という基本的な方向性
を示している。投資顧問業者が兼業の
届出制導入により迅速且つ効率的なビ
ジネスチャンスの実現の可能性を高め
ることは、顧客の利益に資するものと考
えられることから、投資サービス法の立
法作業に当たっては、上記の方向性に
沿った規定として頂きたい。

Ⅰ

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070042

zA070043

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

投資顧問業者の営業保証金の見
直し

認可投資顧問業者の兼業制限規
制の緩和

要望
管理番号

5009

5009

要望事項
管理番号

5009A006

5009A007

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

要望
事項番号

6

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資顧問業者の参入要件である営業保
証金制度を廃止頂くか緩和して頂きた
い。

投資顧問業者の参入要件として、投資
助言業者は主たる営業所に500万円、従
たる営業所に250万円、認可投資顧問業
者については追加として主たる営業所に
2000万円、従たる営業所に1000万円営
業保証金の供託が必要であるが、投資
顧問業者は顧客資産の預託が禁じられ
ていることから、当該規定は過剰と考え
る。また、証券会社がラップビジネスを展
開する際、支店で業務の内容を説明・勧
誘するための行為であれば営業所には
該当しないとされているが、専業の認可
投資顧問業者では同様の業務のみに携
わっている支店についても営業保証金
の供託が義務付けられており、イコール
フッティングの観点からも営業保証金制
度の見直しが必要と考える。

認可投資顧問業者の兼業制限規制の緩 認可投資顧問業者の兼業を届出で行え
和
るようにして頂きたい。

認可投資顧問業者が、投資一任業務以
外の業務について兼業承認ではなく届
出によって行えるようにすることで、迅速
かつ効率的なビジネス展開に資するもの
と考えられる。なお、金融審議会第1部会
が5月27日に公表した中間整理（議論の
叩き台）においても、「業務の自由度を高
める観点からは、届出による兼業業務に
ついても、兼業の実態を踏まえつつ、幅
広く規定することが適当」とされている。

投資顧問業者の営業保証金の見直し

104/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

Ⅲ

投資家保護の観点や他の法令におけ
る同種の規制との整合性に留意しつ
つ、一定の弊害防止措置を講じた上
で、パッシブ・ファンド等恣意的裁量の
入る余地がない場合におけるインター
ナル・クロス取引を行う場合について
は、「個別の取引ごとの顧客の同意」を
得るとの要件について検討を行う。

I

投資顧問業法第16条は、利益相反行
為のおそれが強い行為について顧客
へ開示を義務づけているものである。
証券業又は信託業務を兼営する投資
顧問業者については、その業務上、頻
繁にかつ大量の自己売買行為を行って
いるところであり、一定の要件を満たし
た上で、公益又は投資者保護のため支
障を生ずることがないとして内閣総理
大臣の承認を受けた場合に限り、その
書面の交付義務を免除しているところ
であり、それ以外の投資顧問業者につ
いて当該規制を除外することについて
は投資者保護の観点から適当ではな
いと考える。なお、投資サービス業者
（仮称）の業務規制のあり方について
は、投資サービス法（仮称）の議論の中
で検討が行われているところ。

インターナル・クロス取引を行うために

zA070044

金融庁

インターナルクロス取引に関する規 投資顧問業法施行 はあらかじめ個別の取引ごとに双方の
規則第29条の2第1
顧客の同意を得る必要があり、包括的
制の緩和
項第4号

B

な同意は認められていない。

zA070045

金融庁

16条書面交付義務免除の承認規
定の拡大適用

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

投資顧問業者は、契約を締結している
投資顧問業法第16 顧客に対し、定期的に自己売買等の実
条
績について記載した書面を交付するこ
とが義務付けられている。

B

措置の概要
（対応策）

105/224

その他

当室からの
再検討要請

結論時期について、具体的に示された
い。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅲ

投資家保護の観点や他の法令におけ
る同種の規制との整合性に留意しつ
つ、一定の弊害防止措置を講じた上
で、パッシブ・ファンド等恣意的裁量の
入る余地がない場合におけるインター
ナル・クロス取引を行う場合について
は、「個別の取引ごとの顧客の同意」を
得るとの要件について、投資サービス
法（仮称）の議論を踏まえ、検討を行
う。

I

投資顧問業法第16条は、利益相反行
為のおそれが強い行為について顧客
へ開示を義務づけているものである。
証券業又は信託業務を兼営する投資
顧問業者については、その業務上、頻
繁にかつ大量の自己売買行為を行って
いるところであり、一定の要件を満たし
た上で、公益又は投資者保護のため支
障を生ずることがないとして内閣総理
大臣の承認を受けた場合に限り、その
書面の交付義務を免除しているところ
であり、それ以外の投資顧問業者につ
いて当該規制を除外することについて
は投資者保護の観点から適当ではな
いと考える。
なお、投資サービス業者（仮称）の業務
規制のあり方については、投資サービ
ス法（仮称）の議論の中で検討が行わ
れているところ。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
証券業・信託業を兼業する認可投資顧
問業者と同様、公益又は投資者保護の
ため支障が生じることがないと認められ
る体制が整っていれば、専業の認可投
資顧問業者についても16条書面の交
付義務の免除は適用可能と考える。実
務上は、32条書面（法定帳簿）において
取引報告義務が別途課せられており、
投資者保護の観点からも問題ないと考
えられる。投資サービス業者（仮称）の
業務規制については、同一のサービス
については同一の規制とする方向でご
検討頂きたい。

b

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070044

zA070045

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

インターナルクロス取引に関する規
制の緩和

16条書面交付義務免除の承認規
定の拡大適用

要望
管理番号

5009

5009

要望事項
管理番号

5009A008

5009A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

要望
事項番号

8

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

パッシブ・ファンド間においてインターナ
ルクロス取引を行う場合には、個別の取
インターナルクロス取引に関する規制の
引毎に双方の顧客の事前同意を不要と
緩和
するか、もしくは包括事前同意による取
引を可能として頂きたい。

認可投資顧問業者がインターナルクロス
取引を行う際には、個別の取引毎に双
方の顧客の同意が必要とされているが、
パッシブ・ファンド間の取引等投資判断
者の恣意的裁量が入る余地のないケー
スでは、インターナルクロス取引の効率
的活用の観点から、取引毎の個別事前
同意を不要とするか、もしくは包括事前
同意による取引を可能として頂きたい。

証券業または信託業務を営む投資顧問
16条書面交付義務免除の承認規定の拡 業者以外の投資顧問業者に対しても、
大適用
16条書面交付義務免除の承認規定を適
用することとして頂きたい。

証券業または信託業務を営む投資顧問
業者には、一定の条件の下で16条書面
交付義務が免除されている。それ以外
の投資顧問業者についても、イコール
フッティングの観点に加え、投資顧問業
者の自己資本の増加･充実に伴い効率
的な資産運用のニーズが高まっているこ
とから、一定の要件を満たす場合には16
条書面交付義務免除の適用を検討して
頂きたい。なお、認可投資顧問業者につ
いては、16条書面交付が免除されたとし
ても、32条書面に規定される報告書交付
が義務付けられており、投資者保護につ
いては支障ないものと考えられる。

106/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070046

zA070047

金融庁

金融庁

赤字・赤枠規制の廃止

資産対応証券の募集取扱要件の
緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

顧客への契約締結前、締結時の交付
投資顧問業法施行 書面において顧客に注意を促す事項に
規則第17条、第18条 つき「赤字、赤枠、8ポイント以上の文字
の使用」が義務付けられている。

特定目的会社の取締役又は使用人
が、当該特定目的会社の発行する資産
資産の流動化に関
対応証券の募集等を行うことは禁止さ
する法律第150条の2
れている。

B

ｂ

Ⅲ

本規制については、他の法令との整合
性に留意しつつ、投資者保護の観点を
踏まえ検討を行う。

Ⅰ

投資サービス法（仮称）については、現
在金融審議会において審議を進め、関
係法案を国会に提出するために作業を
行なっているところである。投資サービ
ス業者（仮称）による資産対応証券の
募集等については、金融審議会におけ
る審議の内容を踏まえて上記法案提出
までには所要の結論を明らかにする予
定である。

107/224

本規制では「当該書面を十分に読むべ
き旨」を赤字・赤枠で記載することが求
められているが、当該規定を削除する
ことによって、投資者保護に支障が生じ
るとは考えられない。また、商品投資顧
問業者や商品投資販売業者について
も、既に赤字・赤枠規制は課されておら
ず、他法令との比較においても過剰規
制であることに疑いの余地は無いと考
えられる。上記文言のためだけに当該
書面のカラー出力が必要となるなど、
実務面での負荷も無視しえないことか
ら、早急に施行規則の改正をご検討頂
きたい。

投資サービス法創設に際して、第二証
券業的な位置付けとなる投資サービス
業者が、資産対応証券の募集等が出
来るように要望する。また、第二証券業
の参入条件・業務ルールに関して、現
在不動産証券化ビジネスを行っている
業者が支障なく参入及び業務遂行でき
るよう検討願いたい。
これらのニーズを踏まえた上で、①現
時点での検討の方向性、②結論時期に
ついて、具体的に示されたい。

b

b

Ⅲ

本規制については、他の法令との整合
性や投資者保護の観点に留意しつつ、
投資サービス法（仮称）の議論を踏ま
え、検討を行う。

Ⅰ

①投資サービス法（仮称）業務の参入
規制においては、金融審議会金融分科
会第一部会の「中間整理」においても、
業務の内容に応じ段階的な参入規制を
適用することが適当であるとされおり、
それを踏まえて検討していきたい。
②結論時期については、「中間整理」を
踏まえた今後の金融審議会の検討状
況によるため、現時点では確かなこと
は申し上げられないが、可能な限り早
期に結論を示すべく検討して参りたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070046

zA070047

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

赤字・赤枠規制の廃止

資産対応証券の募集取扱要件の
緩和

要望
管理番号

5009

5014

要望事項
管理番号

5009A010

5014A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人 日本証券投資顧
問業協会

社団法人不動産証券化協会

要望
事項番号

10

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

投資顧問業法第14条ならびに第15条に
規定する書面の交付について施行規則
に定める赤字・赤枠規制を廃止して頂き
たい。

赤字・赤枠規制の廃止

資産対応証券の募集取扱要件の緩和

108/224

資産対応証券の発行時において、特定
資産の譲渡人（オリジネーター）が自ら資
産対応証券の募集等を行うか否かに係
らず、現在検討されている投資サービス
法の勧誘・販売行為の考え方を踏まえ、
投資サービス業者が資産対応証券の募
集等を行えるようにしてほしい。

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資一任契約において、「当該書面の内
容を十分に読むべき旨」のみ赤字・赤枠
で記載されることが必要とされているが、
当該箇所にあえて赤字・赤枠規制を適用
する意義は乏しいと考えられる。又、商
品投資顧問業者や商品投資販売業者に
ついては、既に赤字・赤枠規制が課され
ていない現状に鑑み、当該規定は他法
令との比較においても過剰規制であると
考える。本件は「規制改革・民間開放推
進3か年計画（改定）」（平成17年3月閣議
決定）において、平成17年度に「検討を
行う」ことが明記されており、速やかな対
応をお願いしたい。

資産対応証券は証券取引法上の有価証
券であり、原則、証券業者による募集・
販売等が義務付けられている。例外的
に特定資産の譲渡人が届出後に募集等
を行なう場合のみ、証券取引法の適用
除外となっている。
しかし、特定資産の譲渡人が必ずしも特
定目的会社の設立発起人ではないた
め、特定資産の譲渡人が資産対応証券
の募集をする制度を利用できないことが
ある。一般投資家への影響が低いと思
われる「私募」の場合に限り、第二証券
業的な位置付けとなる投資サービス業
者が、資産対応証券の発行時において
資産対応証券の募集等が出来るように
なれば、事業の促進とコストの削減に繋
がると思われ、より一層投資家利益に資
することとなる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070048

zA070049

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

信託法第58条は、受益者が信託利益
の全部を享受する場合で、かつ、やむ
信託法第58条、資産
特定持分信託の信託法第58条から
をえない事情があるときは、受益者又
の流動化に関する法
は利害関係人の請求により、裁判所は
適用除外を明確化
律第31条の２
信託を解除できると規定している。

大量保有報告制度の導入

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

上場株券等の保有者でその保有割合
が100分の５を超えるものは、大量保有
証券取引法第27条
報告書を保有することとなった日から５
の23
日以内に内閣総理大臣に提出しなけれ
ばならない。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

I

現在，法制審議会に信託法の見直しに
関する専門部会（信託法部会）を設置
し，具体的な調査審議を進め，平成１７
年度中に信託法の改正についての関
係法案を国会に提出することを目途と
して作業を行っているところであり、信
託法第５８条の見直しについては，法
制審議会信託法部会において，信託法
の見直しに関する検討課題に挙げられ
て，法務省において具体的な調査審議
を行っており、現時点では検討の方向
性は未定であるが，法制審議会信託法
部会における審議の内容を踏まえて法
務省においては上記の関係法案提出
までには所要の結論を明らかにする予
定であると承知。

Ⅰ

投資証券について大量保有報告制度
を導入し、大量保有者の情報を開示す
ることは、市場の公正性、透明性は確
保される反面、新たに投資証券の大量
保有者に報告義務を課すことになり、
投資に係るコストを増大させるため、投
資証券の流通性を阻害することが考え
られることから、投資証券の発行者や
保有者などの関係者から意見を聴取す
るとともに、金融審議会でその導入の
可否について、十分な検討が必要であ
り、今後の検討スケジュールについて
示すことは困難。

109/224

その他

当室からの
再検討要請

市場の公正性、透明性を確保し、投資
家保護を図る観点から早急な検討が必
要である。改めて検討・結論時期につ
いて具体的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

投資証券を大量保有報告制度の対象
とすることについて、金融審議会等で平
成17年度中に検討を開始する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070048

zA070049

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

特定持分信託の信託法第58条から
適用除外を明確化

大量保有報告制度の導入

要望
管理番号

5014

5014

要望事項
管理番号

5014A002

5014A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人不動産証券化協会

社団法人不動産証券化協会

要望
事項番号

2

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

資産流動化法の特定持分信託に関わる
法文において、信託法第58条の適用が
特定持分信託の信託法第58条から適用
除外されることを法文上明らかにする
除外を明確化
か、あるいは、当局の解釈を一般に対し
て明確化することを要望する。

特定持分信託は、その制度主旨上、当
然の要請として、信託契約は解除できな
いものとすることが求められ、法文上も
「委託者または受益者が、信託期間中に
解除を行わないこと」という条件を付すこ
とが求められている。ただし、信託契約
書にこのような条項を入れたとしても、信
託法第58条の適用があるのかどうかは
明らかでなく、制度主旨が充分に活かさ
れていない。そのため実務上は、信託法
第58条の適用を避けるために、受益者を
複数にするという、制度主旨からすれ
ば、およそ本質的でない手当てを求めら
れることも多く、徒にスキームを煩雑化さ
せている。

一般の株式等と同様に、証券取引法に
規定する大量保有報告制度（５％ルー
ル）を投資法人の投資証券にも適用され
るよう要望する。

証券取引法で大量保有の５％保有者は
大量保有報告書を提出しなければなら
ない（証券取引法第27条の23）、と規定
されており、その会社は比較的早く大量
保有者の保有割合等を把握することが
できる。しかし、対象となる有価証券の範
囲に投資法人の投資証券が含まれてい
ないために、現状では投資法人の投資
証券の大量保有者は期末まで判明しな
い。制度の趣旨・目的（株価に影響を及
ぼしやすい株券等の大量保有の情報を
公開する事により、市場の公正性、透明
性を確保し、投資家保護を図る）からす
ると、まだ株券等と比較し流通数の低い
投資証券において、大量保有報告制度
（５％ルール）が投資家保護に資する貢
献度は高いと考える。

大量保有報告制度の導入

110/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

zA070050

金融庁

zA070051

経済産業省
融庁

項目

船舶不稼動損失保険の海外付保
の自由化

金 グループ企業内信託における、知

的財産活用に関する制度の見直し

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

１９９６年４月より、日本国籍の船体保
保険業法第１８６条
険は海外直接付保が自由化されたが、
同施行令第１９条
不稼動損失保険は現在も海外直接付
同施行規則第１１６
保を行う際には許可を受けることが必
条
要である。

信託業法

ー

措置の 措置の
分類
内容

c

e

措置の概要
（対応策）

ー

船体保険の海外直接付保の許可制の
撤廃は、ウルグアイ・ラウンド金融サー
ビス交渉の議論等を踏まえて、我が国
をはじめとする先進国が採択した「金融
サービスに係る約束に関する了解」に
基づいて例外的に措置されたものであ
るが、不稼動損失保険については各国
間での議論が行われておらず、我が国
のみで海外直接付保の許可制の撤廃
の措置を講じることは、保険契約者保
護の観点から困難である。

Ⅰ

グループ企業内信託においては、グ
ループ企業内で知的財産を集中管理
等する際に、特許侵害者に対する損害
賠償請求等について、受託者を制限し
ている信託業法上の規制はない。

111/224

その他

当室からの
再検討要請

利用者の利便性の観点を踏まえ、改め
て検討し、見解を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

−

措置の概要
（対応策）

海外直接付保については、保険会社
の監督に係る相互承認制度等の国際
的な監督の枠組みがないなか、十分な
保険契約者保護を図るため、国際間協
定に基づくもの等を除き、許可にかから
しめているところ。よって、各国間の合
意のない不稼動損失保険について、措
置を講じることは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070050

zA070051

制度の
所管省庁等

金融庁

経済産業省
融庁

項目

船舶不稼動損失保険の海外付保
の自由化

金 グループ企業内信託における、知

的財産活用に関する制度の見直し

要望
管理番号

5022

5026

要望事項
管理番号

5022A003

5026A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人日本船主協会

社団法人日本産業機械工業
会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

3

1996年4月より、日本籍船の船体保険は
海外直接付保が自由化されたが、不稼
船舶不稼動損失保険の海外付保の自由
動損失保険は海外直接付保が自由化さ
化
れていない。このため不稼動損失保険に
ついても海外付保を自由化する。

5

信託業法が改正され、知的財産も信託
の対象になったが、信託を用いたグルー
プ企業の知的財産の集中管理・活用を
円滑に行うことができるよう、関連諸制度
を整備いただきたい。

グループ企業内信託における、知的財
産活用に関する制度の見直し

112/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

船体保険と不稼動損失保険を一体で付
保する場合は、安いコストでの付保が可
能であるが、不稼動損失保険について
は海外付保ができないため、船体保険
の海外付保のメリットがほとんど生かさ
れていない。このため日本籍船の不稼
動損失についても、海外付保を自由化す
べきである。

グループ企業内で知的財産を集中管理・
活用するには信託を用いた手法が有効
であるが、特許侵害者に対する損害賠 参考資料３：「決議」（平成17年5月19日
償請求や実施権の取得等を親会社等の 社団法人日本産業機械工業会 通常総
受託者が行えない問題がある。グループ 会）２．製造業の競争力強化対策（４）
企業内信託で特許権を円滑に活用でき [p.2]
るよう、特許法や信託業法の改正を講じ
ていただきたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070052

zA070053

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

不動産投資顧問業者等の資産運
用アドバイス業者の銀行による子
会社化の解禁

該当法令等

銀行法第16条の2第
1項各号、銀行法施
行規則第17条の3、
中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針（Ⅲ-2-7-1（3）
③）

①証券会社の行為
規制等に関する内閣
府令第12条第1項第
金融庁（要望中
証券子会社との弊害防止措置の更 2号、②証券取引法
第32条第1項、同条
の①②につい
なる緩和
第2項、③同内閣府
て）
令第12条第1項第7
号、④同内閣府令第
12条第1項第8号

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

投資信託及び投資法人に関する法律
施行令（以下「投信法施行令」という）第
38条に定める「特定資産に係る投資に
関し助言を行う業務」の銀行の子会社
が行うことができない。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

銀行子会社が行う投信法施行令第38
条に規定する不動産等特定資産に係
る投資に関し助言を行う業務を子会社
の業務範囲に追加することについて
は、業務の特殊性、投資家保護の観点
から、銀行業務との関連性、その必要
性等について慎重に検討を行う必要が
ある。

①速やかに検討・結論
①親会社が発行する有価証券につい
②証券取引法第65条で金融機関によ
て、その引受けが制限されている。
る証券業務が原則として禁止されてい
②証券会社の役員による親会社等又
ることを踏まえて設けられている規定で
は子銀行等の役職員の兼業は不可。
あり、措置困難。
③非公開情報の授受に係る顧客の同
③④顧客の非公開情報の重要性を踏
①：b
意確認は「書面による同意」が必要。
Ⅲ（除く まえると、非公開情報の授受に際し、顧
②：ｃ
④親銀行等又は子銀行等との電子情
②）
客の書面による同意を要件とすること
③④：b
報処理組織の共用は、当該電子情報
は適切なものと考えている。一方で、個
処理組織が当該証券会社とその親銀
人情報の保護に関する法律が施行さ
行等又は子銀行等との間で「情報の伝
れたことや金融情勢の変化も踏まえ
達が行えないように措置されているも
て、証券会社の行為規制等に関する内
の」を除き不可。
閣府令第12条第1項第7号及び第8号に
係る規定内容を再点検する。

113/224

その他

当室からの
再検討要請

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

銀行子会社が行う投信法施行令第38
条に規定する不動産等特定資産に係
る投資に関し助言を行う業務を子会社
の業務範囲に追加することについて
は、業務の特殊性、投資家保護の観点
から、銀行業務との関連性、その必要
性等について慎重に検討を行う必要が
あり、現時点で結論時期を明確に示す
ことは困難である。

②証券取引法第65条では、利益相反
防止等の観点から、金融機関による証
券業務を原則として禁止している。当該
②業態を超えた金融コングロマリット化
兼職禁止規定はこれを踏まえて設けら
が進展するなか、a. 本規制がグループ
れている規定であり、措置困難。
の効率的経営及び人材配分の妨げと
③④顧客の非公開情報の重要性を踏
なっている、b. 海外と比較しても過剰規
まえ、非公開情報の授受に際し、顧客
制、等を踏まえ、緩和を再度検討頂き
②:c
③④：Ⅲ の書面による同意を要件とすることは
たい。
③④:b
適切との認識を前提としつつ、個人情
③、④については、検討のスケジュー
報の保護に関する法律が施行されたこ
ル（結論時期）につき具体的に明示して
とや金融情勢の変化も踏まえて、証券
頂きたい。
会社の行為規制等に関する内閣府令
第12条第1項第7号及び第8号に係る規
定内容について平成17年度を目途に
再点検する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070052

zA070053

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

不動産投資顧問業者等の資産運
用アドバイス業者の銀行による子
会社化の解禁

金融庁（要望中
証券子会社との弊害防止措置の更
の①②につい
なる緩和
て）

要望
管理番号

5029

5029

要望事項
管理番号

5029A005

5029A006

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

5

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資信託及び投資法人に関する法律施
不動産投資顧問業者等の資産運用アド 行令（以下「投信法施行令」という）第38
バイス業者の銀行による子会社化の解 条に定める「特定資産に係る投資に関し
禁
助言を行う業務」の銀行の子会社の業
務範囲への追加

銀行の子会社たる投資信託委託業者に
よる「特定資産助言業」の兼業も特段の
問題はなく、また、「特定資産助言業」を
営む会社を銀行の子会社としても支障な
いものと思われる。金融資産に対する総
合的な運用アドバイス業務は15年度に
銀行に解禁されたが、金融資産とそれ以
外の資産を総合的に考慮して運用を行う
投資家も相応に多いと考えられることか
ら、金融資産に限らない総合的な資産運
用アドバイスを銀行の子会社が行うこと
により、顧客利便性を高めるべき

①証券会社の行為規制等に関する内閣
府令第12条第1項第2号における適用除
外となる有価証券に、「上場・登録株券」
を加える、②証券会社の役職員が親銀
証券子会社との弊害防止措置の更なる
行等の役職員を兼ねること及び証券会
緩和
社の役職員が子銀行等の役職員を兼ね
ることを解禁、③非公開情報の授受に係
る内閣府令の廃止、④電子情報処理組
織の共有に係る内閣府令の廃止

①上場・登録株券は市場で株価が形成
され、発行者には事業年度毎の有価証
券報告書の作成が義務付けられること
で、格付が付与されている有価証券と同
様に引受審査等における客観性も担保
されている、②本規制は、金融持株会社
の活用等によりグループ経営を推進する
際の人的資源の効率配分やグループ経
営の枠組み構築の妨げになっている、③
本規制の趣旨は、インサイダー取引規制
や金融機関の守秘義務、チャイニーズ
ウォールの設定等で対応可能、④金融
機関の自己責任を重視するとの観点か
ら、過剰な規制は撤廃すべき

114/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

前払式証票の規制
zA070054

金融庁

金融庁

銀行社債の商品性改善

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

c

-

Ⅰ

普通銀行の社債発行の在り方につい
て、実務におけるニーズ等を踏まえ、引
き続き検討を行う。

ている。

普通銀行の社債は、商法に基づいて発
商法第306条、租税
行されるものであり、長期信用銀行が
特別措置法第41条
発行する金融再について認められてい
の12
る売出発行が認められていない。

ｂ

措置の概要
（対応策）

前払式証票の発行を行う銀行等を前
払式証票法の適用除外とすれば、他の
発行者との間で競争条件の上での不
平等な取扱いを行うこととなり、基本的
には、イコールフッティングを維持すべ
きであると考える。
また、銀行等が発行する前払式証票
について、前払式証票規制法の適用除
外とすることは、前受金の保全措置が
講じられないおそれがあり、このような
状態では、購入者等の利益の保護の
観点からも適用除外は困難である。

前払式証票法では、購入者保護等の

銀行等が取り扱う電子マネーのプリ 等に関する法律第2 観点から発行者に対して、届出又は登
条第1項第1号、同第 録、発行保証金の供託等の義務を課し
カ法適用除外
3条

zA070055

制度の現状

115/224

その他

当室からの
再検討要請

-

銀行は電子マネーに係る顧客や事業
者からの預かり金につき、預金保険料
を負担している。加えて、プリカ法に規
定された発行保証金の供託も行ってい
る。いわば二重の負担であり、この点で
は、他の発行者との間でイコールフッ
ティングは確保されていない。また、プ
リカ法上と銀行法上の届出・報告は重
複する部分が多く、事務負担が大き
い。仮に、プリカ法上の前受金の保全
措置を行わないとしても、預金保険を勘
案すれば、銀行以外が発行するものと
比べて利用者等の利益の保護の点で
劣後することになるとは考えられない。
少なくとも、預金業務とみなしうるス
キームの電子マネーについては、その
判断基準を示すとともに、プリカ法の適
用対象外とすべき。こうした点も踏ま
え、本要望の再検討をお願いしたい。

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

措置の概要
（対応策）

-

前払式証票法における登録（届出）、
発行保証金の供託、報告等の義務は
業態にかかわらず、購入者保護の観点
から、発行者に対して課されているもの
である。
したがって、銀行等が発行する前払
式証票について、前払式証票につい
て、前払式証票法の適用除外とするこ
とは、前受金の保全措置や表示義務が
行われないこととなり、購入者保護の観
点から適用除外は困難である。
なお、預金保険の対象の有無によっ
て購入者保護に関する規制を変えるこ
とは、（預金保険制度に加入できない）
事業会社とのイコールフッティングの問
題や、購入者にとっても、発行主体に
よって保護される内容が異なる可能性
があること、などから困難である。

Ⅰ

普通銀行の社債発行の在り方につい
て、実務におけるニーズ等を踏まえ、引
き続き検討を行っているところであり、
現時点で結論時期を明確に示すことは
困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070054

zA070055

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

銀行等が取り扱う電子マネーのプリ
カ法適用除外

銀行社債の商品性改善

要望
管理番号

5029

5029

要望事項
管理番号

5029A009

5029A011

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

9

11

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行等が発行体となる電子マネー（オフ
銀行等が取り扱う電子マネーのプリカ法 ラインデビットにおける電子カードを含
適用除外
む）につき、「前払式証票の規制等に関
する法律」（プリカ法）の適用除外とする

プリカ法の立法趣旨は利用者の保護で
あり、発行保証金の供託を義務付けるこ
と等により、前払式証票の発行者の倒産
への備えや、悪意を持って発行見合資
金を搾取しようとする事業者を排除する
ことを企図している。一方、銀行等による
電子マネーの発行は、銀行法上の“業
務”として位置付けられており、発行者た
る銀行には種々の監督規制が課せられ
ている。斯かる観点を踏まえれば、銀行
等に対してプリカ法を適用する必然性は
乏しく、適用除外とすべきである

銀行社債の商品性の改善（売出発行を
認める、割引発行を可能とするための税
制優遇に係る規定の整備）

平成11年10月1日に普通銀行による普
通社債の発行が解禁されたが、長信銀
等が発行する金融債と普通社債との間
で商品性の違いが存在。店頭で発行代
り金と引き換えに、即、券面が受け取れ
るという利用者利便の観点から、普通社
債について売出発行を認めるなど商品
性の改善が望まれる。これは、個人金融
資産の運用多様化にも資する

銀行社債の商品性改善
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070056

zA070057

制度の
所管省庁等

法務省

金融庁

金融庁

法務省

項目

債権流動化における債権譲渡禁止
特約の対外効の制限

資産流動化に際しての信託宣言の
許容

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

民法

信託法第1条

制度の現状

当事者が譲渡禁止の意思表示をした
場合、指名債権の譲渡は禁止される。

自己の財産について、自ら受託者とし
て信託を設定することを「信託宣言」を
いう。信託法第一条において、信託とは
「他人をして」財産の管理・処分を任せ
る行為であると定義している。
資産の流動化に関する法律第3編に
おいて、信託を利用した流動化の制度
について定めている。

措置の 措置の
分類
内容

-

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

譲受人が信託営業者等の一定の免許
事業者の場合に譲渡禁止特約の対外
効を制限する旨の特例を設けるかどう
かについては、譲渡禁止特約によって
保護されるべき原債務者の利益を不当
に害することがないかどうか等につい
て、特に慎重に判断していく必要がある
ものである。

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

I

特定目的会社を用いた資産の流動化
における信託宣言の創設については、
当該制度は特定の会社形態の場合に
ついてのみ適用するといった仕組みと
はされていないため、特定持分信託に
のみ単独で特別措置を設けることは困
難。法務省において、平成１７年度中に
信託法の全面的な改正について関係
法案を国会に提出することを目途として
作業を行っていると承知しており、信託
宣言の制度の創設の可否についても、
その中で検討されるものと承知。

信託宣言の許容は貸出債権等の流動
化の促進を通じて金融市場の活性化に
貢献する。是非実現をお願いしたい。
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措置の 措置の
分類
内容

-

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

譲受人が信託営業者等の一定の免許
事業者の場合に譲渡禁止特約の対外
効を制限する旨の特例を設けるかどう
かについては、民法の特例として取扱
いを定めることとなるものであり、民法
の所管省庁である法務省とともに検討
を進める必要があると考えている。

I

法務省において、平成１７年度中に信
託法の全面的な改正について関係法
案を国会に提出することを目途として作
業を行っていると承知しており、信託宣
言の制度の創設の可否についても、そ
の中で検討されるものと承知。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

zA070056

法務省

金融庁

債権流動化における債権譲渡禁止
特約の対外効の制限

5029

5029A012

1

1

都銀懇話会

12

売掛債権等の一定の種類の指名債権に
限定し、かつ①「信託業法」又は「金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律」
に基づく信託営業者に対する信託が譲り
受ける場合、②特定目的会社及び「証券
債権流動化における債権譲渡禁止特約 取引法施行令第17条の2第2項第3号及
の対外効の制限
び同条第3項に規定する有価証券を定
める内閣府令」に定める有価証券を発行
する法人並びにそれに準ずる外国の法
人が譲り受ける場合、③金融機関（①を
除く）が譲り受ける場合に限り、譲渡禁止
特約の対外効を制限する

zA070057

金融庁

法務省

資産流動化に際しての信託宣言の
許容

5029

5029A013

1

1

都銀懇話会

13

資産流動化に際しての信託宣言の許容

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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信託法第1条に第2項を新設し、「別途法
律に定めのある場合においては自己を
一定の目的に従い財産の管理又は処分
を為さしむることを得」と規定する

具体的事業の
実施内容

要望理由

譲受人を信託営業者等一定の免許業者
等に限定することにより、民法第466条
第2項の目的は十分達成できる。現在の
譲渡禁止特約の対外効は、原債務者に
保護を与える手段としては過剰規制であ
り、逆に原債権者の資金調達を妨げる要
因となっているなど弊害が多く、緩和され
るべきである。一方で譲渡禁止特約つき
債権も、最高裁判例で既に差押及び転
付命令の対象と認められている点と照ら
し合わせれば、より広く原債権者の資金
調達のために活用されるべきである。我
が国の債権譲渡関連法制を国際的な趨
勢に適合させることにより、我が国の債
権流動化市場の拡大を図ることができる

貸出債権等の流動化における債務者の
抵抗感の払拭により、貸出債権等の流
動化の促進が期待でき、金融市場の活
性化に資する

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070058

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

貸金業規制法第17条、第18条、第20条
から第22条まで、第42条及び第24条第
貸金業の規制等に
貸金業規正法に基づく書面交付義
1項の規定は、貸金業者の貸付けに係
関する法律第24条第
る契約に基づく債権の譲渡があつた場
務に係る規制緩和（1）
2項
合における当該債権を譲り受けた者に
ついて準用する。

措置の 措置の
分類
内容

b

措置の概要
（対応策）

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした
貸金業規制法及び出資法の一部改正
法が平成１６年１月１日に施行されたと
ころ。
貸金業制度の在り方については、同
※（措置
法附則において施行後３年を目途とし
の概要
て検討を加え、必要な見直しを行うこと
参照）
となっている。

その他

当室からの
再検討要請

本要望は貸金債権の流動化を促進し、
金融市場の活性化に繋がるほか、譲受
人を限定することで債務者保護の観点
での問題も発生しない。利用者ニーズ
を踏まえ、3年を待たずに早期検討、結
論をお願いしたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした
貸金業規制法及び出資法の一部改正
法が平成１６年１月１日に施行されたと
ころ。
貸金業制度の在り方については、同
※（措置
法附則において施行後３年を目途とし
の概要
て検討を加え、必要な見直しを行うこと
参照）
となっている。

※措置の内容については、上記検討
を踏まえて決まるものであり、現時点で
は未定。

zA070059

金融庁

銀行又はその子会社は、国内の会社
の議決権については、合算して、その
基準議決権数(当該国内の会社の総株
主等の議決権に百分の五を乗じて得た
銀行法第16条の３、
銀行による優先株の保有規制の緩
議決権の数)を超える議決権を取得し、
銀行法施行規則第
又は保有してはならないとしている。例
和
17条の6
外として、保有する優先株の普通株へ
の転換について、銀行による請求を除
いて普通株転換後の議決権の保有が
認められることとなっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

Ⅲ

企業再建を目的とする優先株の普通株
への転換については、議決権取得制限
の趣旨を踏まえ、検討を行う。
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措置の概要
（対応策）

※措置の内容については、上記検討
を踏まえて決まるものであり、現時点で
は未定。

産業再生に関連して銀行による優先株
の保有は拡大しており、そのexitをどう
考えるかは喫緊の課題。検討のスケ
ジュール（結論時期）につき具体的に明
示して頂きたい。

b

Ⅲ

企業再建を目的とする優先株の普通株
への転換については、議決権取得制限
の趣旨を踏まえ、検討を行っているとこ
ろであり、具体的に結論時期等を示す
ことは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070058

zA070059

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

貸金業規正法に基づく書面交付義
務に係る規制緩和（1）

銀行による優先株の保有規制の緩
和

要望
管理番号

5029

5029

要望事項
管理番号

5029A014

5029A016

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

14

16

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

①兼営認可を受けた金融機関等が債権
流動化を目的として譲受人になるなど、
債務者保護に適切な配慮がなされてい
る場合、②預金保険法第2条に定める金
融機関から会社分割等によって設立さ
貸金業規正法に基づく書面交付義務に れた子会社が保有する「会社分割等の
係る規制緩和（1）
際に当該金融機関から承継した債権」及
び「当該債権の債務者に対する会社分
割等の後に発生した債権」を譲渡する場
合、において、貸金業者の貸金債権譲
渡契約時における債権譲受人の債務者
に対する通知義務を不要とする扱い

本規制は、債務者の関知しないところで
不良業者等に債権が譲渡されるリスクか
ら債務者を保護するためのものであり、
その趣旨は首肯できるものであるが、一
方で、債権譲受人にとって手続が煩雑で
あることから、多大な人的負荷・システム
負荷がかかっており、貸出債権の流動
化を行う際の大きな障害となっている。
貸出債権流動化市場の活発化を促すに
は、債務者保護に適切な配慮がなされ
ている場合について通知を不要とするこ
とが必要

銀行法、独禁法上の5％ルールの例外と
して規定されている、「優先株の普通株
への転換」について、「銀行による請求に
よる場合」も、銀行が「転換後の処分計
画」を策定し、それについて事前の承認・
認可を受けた場合は、計画期間中の一
定の議決権保有比率までの保有を可能
とする

銀行の保有する優先株のExitの１つとし
て、転換可能期間中に普通株に転換し
て、市場売却等を行うことが考えられる。
この時に、銀行の請求により普通株に転
換しようとしても、現行規制では5％を超
えて普通株への転換ができない。その結
果、優先株のExitに関する機動的な運営
が難しくなり、優先株を活用した事業再
生への制約となる可能性もある。転換さ
れた株式は、銀行として処分方針の株式
であり、事業支配や一定の取引分野の
競争制限を行う意図はないのは明らか
であることから、売却まで一時的に保有
することの実質的な問題はないと考えら
れる

銀行による優先株の保有規制の緩和
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

zA070060

金融庁

証券取引法第32条
第5項、第6項、証券
取引法施行令第15
証券取引法等における「子法人等」 条の2、第15条の4第
1項、第2項、証券会
等の定義の改正
社に関する内閣府令
第16条第3項、第19
条第3項

zA070061

金融庁

証券外務員登録の簡素化

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

証券取引法における「子法人等」の範
囲は、当該証券会社が密接な関係を有
する一定の者と合算したときに、議決権
を過半数保有又は役員を過半数占有し
ているかどうかにより決められるのに対
し、財務諸表等規則における「子会社」
は、いわゆる支配力基準により、財務
及び営業又は事業の方針を決定する
機関（意思決定機関）を支配しているか
どうかにより、その範囲が決められる。

証券会社や登録金融機関は、取引の
証券取引法第64条
勧誘等を行う役員及び使用人について
の6第3号
外務員登録を行うこととなっている。

措置の 措置の
分類
内容

①：b
②：ｃ

b

措置の概要
（対応策）

①証券取引法における子法人等と他法
令における子会社などの定義の相違に
ついては、それぞれの規制の趣旨を踏
まえて検討し、平成１７年度を目途に結
①：Ⅰ〜
論を得る。
Ⅲ
②証券取引法施行令第15条の４第1項
第1号における「主要株主」について
は、証券会社と銀行の業務内容が異な
ることから、規制の適用範囲を完全に
一致させることは困難。

Ⅰ〜Ⅲ

証券業協会における外務員登録手続
きの改善に係る検討の動向も確認しつ
つ、必要あれば制度の見直しも含め検
討する。
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その他

当室からの
再検討要請

②金融機関の管理、実務上の負担は
大きい。要望者の負担を軽減する方向
で、本要望を再検討されるようお願いし
たい。

要望者の負担を軽減する方向での検
討をお願いする。併せて、検討のスケ
ジュール（結論時期）につき具体的に明
示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

②「主要株主」については、銀行とは異
なる証券会社の業務内容に則して、規
制の対象として適当な者を定めてい
る。そのため、規制の適用範囲を完全
に一致させることは困難。

②:c

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ〜Ⅲ

まずは、証券業協会における外務員登
録の手続きの迅速化に係る状況を確認
するとともに、必要あれば制度の見直し
も含め検討する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070060

zA070061

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

証券取引法等における「子法人等」
等の定義の改正

証券外務員登録の簡素化

要望
管理番号

5029

5029

要望事項
管理番号

5029A022

5029A023

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

都銀懇話会

都銀懇話会

要望
事項番号

22

23

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

① 証券取引法における「親法人等」「子
法人等」の定義を、財務諸表等規則、銀
証券取引法等における「子法人等」等の
行法等における「親会社」「子会社」の定
定義の改正
義と同一にする、② 主要株主の定義を
銀行法の定義と同一にする

証券取引法と銀行法上の「親法人等」あ
るいは「子法人等」の定義、また「主要株
主」の定義が異なることにより、金融機関
の管理並びに届出事務が大きな負担と
なっている。また、証券会社に関する内
閣府令第33条第1号により、証券会社は
「関係会社（親法人等、子法人等）に関
する報告書」を毎営業年度経過後4カ月
以内に金融庁長官等に提出しなければ
ならず、その事務負担も大きなものと
なっている

銀行持株会社の子会社である銀行間異
動においては、出向・転籍を問わず、外
務員登録の維持を可能とする（抹消及び
新規登録申請手続を不要とする）

金融グループ内で機動的な人材配置を
行っていく中で、銀行持株会社の子会社
である銀行間異動は、今後ますます増
加していく見込であり、日数に係わらず
証券業務従事に支障が生じる（証券外
務員としての業務を行えない期間が発生
する）状況は、早期に改善されるべきで
ある

証券外務員登録の簡素化
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

銀行の子会社、関連会社の設立等に
zA070062

金融庁

銀行持株会社及び銀行による届出 銀行法第53条、銀行 ついては届出を行う必要があるが、当
該会社が銀行持株会社の子会社、関
法施行規則第35条
手続きの簡素化
連会社にも該当する場合には、銀行と

b

-

事務の簡素化の観点から運用面の見
直しを検討し、平成17年度中に結論を
得る。

要望者の負担軽減の観点から、届出手
続きについては原則一本化していただ
きたい。

b

−

事務の簡素化の観点から、運用面の
見直しについて平成１７年度中に結論
を得るべく検討しているところであり、現
時点で方向性を示すことは困難。

Ⅰ

信用金庫連合会の為替業務について
は、会員のために行うものについては、
直接・間接を問うものではなく、必ずしも
取引対象を会員に限定するものではな
いが、当該規制のあり方については検
討を行う。

他業態との規制の整合性や実務上の
ニーズを踏まえ、具体的な検討のスケ
ジュール（実施時期）を示されたい。

b

Ⅰ

信用金庫連合会の業務内容のあり方
等に関する問題であるため、慎重検討
が必要であり、現時点でスケジュールを
示すことは困難。

銀行持株会社がそれぞれ届出を行う。

zA070063

金融庁

信用金庫法54条1項本文において、「信
信用金庫連合会の為替取引に係る 信用金庫法第５４条 用金庫連合会は、会員のために次に掲
げる業務を行うことができる。」と規定
第１項
制限の撤廃
し、同項3号において「為替取引」と規定
されている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

b

措置の概要
（対応策）
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070062

zA070063

制度の
所管省庁等

項目

金融庁

銀行持株会社及び銀行による届出
手続きの簡素化

金融庁

信用金庫連合会の為替取引に係る
制限の撤廃

要望
管理番号

5029

5032

要望事項
管理番号

5029A024

5032A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1

都銀懇話会

1

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

子会社・関連会社の設立等の事由に対
して、銀行持株会社と銀行が各々届出を
行うのは、二重作業が多く非効率で、実
務的な負荷が大きい。届出手続きについ
ては原則一本化を図るべきである

24

銀行持株会社及び銀行による届出手続 銀行持株会社及び銀行による届出手続
きの簡素化
きの簡素化

1

為替取引は、その性質上、取引対象を
信用金庫連合会が行う為替取引につい 制限することにはなじまない業務であり、
信用金庫連合会の為替取引に係る制限 信用金庫連合会の為替取引に係る制限
て、「会員のためにする｣という制限を撤 信用金庫連合会以外の金融機関につい 新規
の撤廃
の撤廃
廃する。
てはすべて制限が元来存在しないか、過
去において制限が撤廃されている。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070064

zA070065

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

認可対象子会社の営業報告書の
総会への提出の廃止

劣後債の発行

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

信用金庫法第５４条
の１５第７項、信用金 認可対象会社の営業報告書を総会へ
提出しなければならない。
庫法施行規則第１０
条の１２

信用金庫法上に定
めがない。

信用金庫法上に定めがない。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

Ⅲ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

協同組織としての特性を踏まえ、協同
組織金融機関の会員に対し、当該協同
組織金融機関の認可対象会社の業務
状況を周知し、意思反映の機会を確保
する必要があることから、認可対象会
社の営業報告書の総会への提出を廃
止することは慎重に検討する必要があ
る。また、報告事項の簡素化について
は、その趣旨を踏まえ検討する必要が
ある。

協同組織金融機関について、子会社の
業務状況に関して会員等に一定の報
告を行う必要性については理解できる
が、営業報告書という詳細な内容の報
告を必要とする理由･根拠を示すととも
に、具体的な検討のスケジュール（実施
時期）を示されたい。

協同組織金融機関は会員からの自己
資本出資が原則であること、すでに外
部からの資本調達手段として優先出資
が制度化されていること、及び協同組
織であることから各種政策的支援措置
が講じられていることとなどに留意しつ
つ、そのニーズも踏まえ慎重に検討す
る必要がある。

①議決権や事業利用権等のない負債
性資本を会員外から調達することが協
同組織原則を阻害する理由を示された
い。
②同じく負債性資本である劣後ローン
の借入れやエクイティ性資本である優
先出資証券の発行が可能である一方
で、劣後債についてのみ制限すべき理
由を示されたい。
③銀行と同様に自己資本の充実を要
請される協同組織金融機関について資
本調達手段を制限するのは、経営の健
全性確保の点で問題ではないか。同じ
く相互扶助を理念とする保険相互会社
については劣後債の発行が解禁されて
いるのではないか。この点について、見
解を示されたい。また、具体的な検討
のスケジュール（実施時期）を示された
い。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

協同組織としての特性を踏まえ、会員
の意思決定に資するため、認可対象会
社の営業報告書の総代会への提出を
求めているところ。
報告事項の簡素化については、その趣
旨を踏まえ、具体的かつ慎重に検討す
る必要があることから、スケジュールを
示すことは困難。

Ⅰ

金融システム安定化の観点から、内外
よりいかなる形態で資本を調達すべき
かについては、実態を踏まえつつ、総
合的に判断する必要がある。
劣後債を含む債券の発行については、
・相互扶助を基本とした協同組織金融
機関は会員からの資本調達が原則で
あること、
・すでに自己資本比率算定上基本的項
目に算入可能な優先出資が制度化さ
れていること、
・協同組織金融機関であるための各種
政策支援措置がとられていること、
ことを踏まえ、慎重に検討する必要が
あり、現時点でスケジュールを示すこと
は困難

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070064

zA070065

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

認可対象子会社の営業報告書の
総会への提出の廃止

劣後債の発行

要望
管理番号

5032

5032

要望事項
管理番号

5032A002

5032A003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

2

営業報告書は、子会社の状況に関する
認可対象子会社の営業報告書を総会に
事項を記載した大部の書類であり、その
認可対象子会社の営業報告書の総会へ 認可対象子会社の営業報告書の総会 提出することを不要とし、または営業報
内容は詳細にすぎるため、親法人である 新規
の提出の廃止
への提出の廃止
告書の提出に代えてその要約を提出す
金庫の会員にはかえって分かりにくいも
れば足りることとする。
のとなっている。

3

信用金庫の自己資本充実策としては、
普通出資、優先出資、劣後ローンの３種
類となっているが、このうち劣後ローンに
ついては、資金の出し手である投資家が
流通性の点から投資に難色を示す傾向
が高まってきている。
また、現行のＢＩＳ規制のみならず、２００
６年度末から適用を予定している新ＢＩＳ
規制においては、リスクバッファーとして 継続
の自己資本を起点としたマネジメントが
重視される傾向にある。 そこで、協同組
織制度の根幹に抵触しない範囲で、資
本充実手段の多様化に向けた環境整備
を図る必要がある。
これにより、信用金庫の資本政策がより
柔軟になり、会員向け金融サービスがよ
り充実できるようになる。

劣後債は、資金の出し手との相対交渉
によって決まる劣後ローンに比べて流通
性が高く、投資家も投資しやすい。また、
（信用金庫法による規制の撤廃）自己資 環境変化に対応した資金調達手段の多
本の充実策として、社債の一種である劣 様化の観点から、劣後債の発行につい
後債の発行を認める。
て法整備を図る。劣後債の発行は、信用
金庫の協同組織性を阻害するものでは
なく、資本調達力及び資金供給力をさら
に高めるものである。

劣後債の発行
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070066

zA070067

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

普通出資の消却

出資による配当の導入

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

会員の脱退（自由脱退）に際し、当該会
員の出資持分を譲り受ける者がいない
信金法第１６条、第２ 場合は、金庫は出資総口数の100分の
１条、第５１条、第５２ 5に相当する持分を限度に、一時的に
その出資金を譲り受けることができる。
条、
譲り受けた持分は速やかに処分（会員
等への譲渡）しなければならない。

信金法第５７条、

信用金庫における剰余金の配当は金
銭に限られている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

信用金庫における出資持分の償却制
度の導入については、信用金庫の資本
維持、協同組織の特性、及び持分の償
却の必要性等について慎重な検討が
必要である。

①協同組織金融機関が余剰資金を会
員等に返却する方法として、全会員等
を対象とした出資1口の金額の減少手
続が認められている一方で、特定の会
員等を対象にした持分消却が認められ
ない理由は何か。
②処分未済持分については、会計上お
よび自己資本規制上資本から控除する
こととされており、これを消却することに
ついて具体的な弊害はないのではない
か。
①、②について見解を示すとともに、具
体的な検討のスケジュール（実施時期）
を示されたい。

信用金庫等の協同組織の会員は中小・
零細企業者などであり、その剰余金は
金銭により会員に還元されるのが基本
であることから、配当を出資により行
い、内部留保することについては、慎重
な検討が必要である。

協同組織金融機関は、本来、剰余金を
会員等に分配することが目的ではなく、
むしろ必要な資本を会員等から出資し
てもらうことが基本である。また、剰余
金処分については、会員等で構成され
る総（代）会がその権限を有しており、
金銭配当に限定されている現行法上
も、剰余金のうちからどれだけの内部
留保をするかは総（代）会が決定する。
これらを踏まえ、剰余金の配当を金銭
に限定している理由について、改めて
見解を示すとともに、具体的な検討の
スケジュール（実施時期）を示された
い。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

協同組織金融機関の、自己持分の取
得については、実質的に持分の払戻し
となり自己資本の維持が損なわれるこ
とから、原則禁止している。しかし、金
庫の持分取得を完全に禁止すると、会
員の自由脱退を結果的に制限するなど
弊害があることから、例外的に一時取
得を認めている。なお処分未済持分
は、会計上会員勘定の控除項目とはい
え、速やかに処分（会員等への譲渡）さ
れ出資金に復帰することが予定されて
いる。
信用金庫における出資持分の償却制
度の導入については、信用金庫の資本
維持又は充実の観点から、協同組織の
特性を踏まえつつ慎重に検討する必要
があることから、現時点でスケジュール
を示すことは困難。

Ⅰ

剰余金の配当は、営利を目的としない
協同組織金融機関が、その事業により
得た収入とそれに要した費用との差額
（剰余金）を会員の出資額又は会員の
金庫事業の利用分量に応じて還元する
ものである。このように実費主義をとる
協同組織金融機関の剰余金の配当
は、金銭をもって行うのが原則であり、
配当を出資により行い内部留保するこ
とについては、慎重な検討が必要であ
り、現時点でスケジュールを示すことは
困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070066

zA070067

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

普通出資の消却

出資による配当の導入

要望
管理番号

5032

5032

要望事項
管理番号

5032A004

5032A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

4

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

信用金庫は、会員による互恵互助を基
本とした協同組織金融機関である。した
がって信用金庫の資本政策上、普通出
資の増強が必要となる場合には会員に
増口を依頼することとなる。しかしその
後、資本が充実し余剰資金がある場合
には、それを増口に応じた会員に返却す
る（消却）ことは、会員の自益権を害する
ものではなく、また協同組織の運営上も 継続
ありうる選択肢である。また、会員は口
数にかかわらず１個の自益権を有してい
ることから、余剰資金の範囲内でかつ健
全性が中長期的にも維持できる範囲内
で、普通出資の消却が可能となれば、信
用金庫の資本政策の選択肢も広がるこ
ととなるので、早急に手当てをしていただ
きたい。

普通出資の消却

「金融機関等の組織再編成の促進に関
する特別措置法」で一部手当てされてい
（信用金庫法による規制の撤廃）普通出
るが、組織再編成に限らず、商法第２１２
資の消却制度は、協同組織の互恵互助
条、第２１３条の趣旨を準用し、普通出資
の機能をより高めていくものである。
金の消却ができるよう、信用金庫法に手
当てを行う。

出資による配当の導入

信用金庫は、会員による互恵互助を基
本とした協同組織金融機関である。した
（信用金庫法の規制の緩和）現金配当の
がって、会員による自治に基づき、総
総(代)会の決議で出資による配当を可能
ほか、出資による配当も選択できるよう
(代)会の決議において、現金配当のほか 継続
とする。
にする。
出資による配当ができるようになれば、
会員による自治がより強固なものとな
る。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070068

zA070069

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

会員の法定脱退事由の拡大

該当法令等

信金法第１７条

制度の現状

信用金庫法上、「会員たる資格の喪
失」、「死亡又は解散」、「破産」、「除
名」、「持分の全部の喪失」など、法定
脱退自由は個別に列挙されている。

協同組織金融機関が発行する優先 協同組織金融機関 協同組織金融機関が発行する優先出
出資に係る1口に満たない優先出 の優先出資に関する 資については、1口に満たない優先出
法律
資の制度が認められていない。
資制度の創設

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

法定脱退は、法律で定められた一定の
事由が発生したことにより、会員の意思
に関わりなく法律上当然に脱退の効果
が発生するものであり、その事由の拡
大については、会員の権利保護等の観
点からも慎重に検討する必要がある。

行方不明会員を維持するについては、
金庫の事務管理上相当の負担になっ
ていると思われる。株式会社について
は、先般の法改正により行方不明株主
の株式を任意売却する制度が認められ
たところであり、金庫についてもこれを
認めることは事務管理の合理化に資す
る。法定脱退に伴う会員の持分払戻請
求権は確保されること、また、基本的に
会員資格を有する者はいつでも金庫に
再加入することができることを踏まえれ
ば、法定脱退事由の範囲拡大について
検討することは可能ではないかと考え
られる。この点について、見解を示すと
ともに、具体的な検討のスケジュール
（実施時期）を示されたい。

Ⅰ

単元株と同様の優先出資の制度を協
同組織金融機関に導入することについ
ては、優先出資の分割方法の多様化
の必要性など実務におけるニーズを十
分把握した上で慎重に検討する必要が
ある。

分割については、投資家への利益還元
策または投資単位の引下げ策として市
場で奨励されているところであり、株式
と同様、優先出資の分割方法の柔軟化
を図ることは必要ではないかと考えられ
る。この点について、見解を示すととも
に、具体的な検討のスケジュール（実施
時期）を示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

法定脱退は、法律で定められた一定の
事由が発生したことにより、会員の意思
に関わりなく信用金庫法上当然に脱退
の効果が発生するものであり、その事
由の拡大については、どのような具体
的なケースを想定するか等を踏まえ、
会員の権利保護等の観点からも慎重
に検討する必要がある。

Ⅰ

優先出資の分割については、制度化さ
れている。（優先出資法１６条）
なお、一口に満たない優先出資制度の
創設については、分割方法の多様化の
必要性などを十分把握し、慎重に検討
する必要があるため、現時点でスケ
ジュールを示すことはできない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070068

zA070069

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

会員の法定脱退事由の拡大

協同組織金融機関が発行する優先
出資に係る1口に満たない優先出
資制度の創設

要望
管理番号

5032

5032

要望事項
管理番号

5032A006

5032A007

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

6

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

（信用金庫法の規制の緩和）協同組織の
会員の法定脱退事由に「定款に定める
原点である「会員による自治」を活かした
事由の発生」を追加する。
枠組みとする。

会員の法定脱退事由の拡大

協同組織金融機関が発行する優先出資
に係る1口に満たない優先出資制度の創 （優先出資法の規制の撤廃）右記同様
設
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要望理由

信用金庫は、会員による自治に基づい
て運営されている協同組織金融機関で
ある。したがって、総(代)会決議によって
定められる定款に、例えば「行方不明債
権者」会員などを法定脱退事由として定
めることは、協同組織の本質と整合性が
ある。また、現行の法定脱退事由では
「破産」のみを規定していることから、民 継続
事再生法等再建型倒産法制を活用して
再起を図る場合、引き続き会員として残
ることとなる。この場合でも法定脱退とす
れば借入金を減らすことができるように
なる。なお民事再生決定後は、改めて会
員になることで資金調達に支障が生じな
くなる。

協同組織金融機関の発行する優先出資
については、1口に満たない優先出資の
制度がないため、優先出資の分割を実
協同組織金融機関が発行する優先出資 施するにつき支障を生ずるおそれがあ
に関して、端株制度に準じた1口に満た る。なお、会社法制の現代化のための商 継続
ない優先出資の制度を創設する。
法改正により、端株制度が廃止され、単
元株制度に一本化された場合には、優
先出資について単元株に相当する制度
の創設を検討すべきである。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070070

zA070071

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

商法第280条ノ2第5項および同法
第280条ノ3ノ2の優先出資への準
用

該当法令等

制度の現状

協同組織金融機関の優先出資の発行
価額等については、その都度主務大臣
協同組織金融機関
の認可を受けなければならない。
の優先出資に関する 協同組織金融機関は、払込期日の2週
法律第5条、第8条 間前までに、発行価額等を公告し、又
は普通出資者及び優先出資者に通知
しなければならない。

新優先出資予約権および新優先出 協同組織金融機関 協同組織金融機関が発行する優先出
の優先出資に関する 資については、新優先出資予約権の発
資予約権付債券の発行解禁
法律
行が認められていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

商法と同様の制度を優先出資に関して
導入することについては、発行手続き
の短縮化の必要性等、実務における
ニーズを十分把握した上で慎重に検討
する必要がある。

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。

Ⅰ

株式会社の新株予約権は、ストックオ
プションの付与、新株予約権付社債の
発行により会社の資金調達手段を多様
化する等の観点から導入されたもので
ある。協同組織金融機関の優先出資
は、協同組織性を踏まえつつ普通出資
を補完するものとして導入された制度
であることから、新たに優先出資予約
権の制度を導入することは、実務にお
けるニーズを十分把握した上で慎重に
検討する必要がある。

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

発行手続きの短縮化の必要性につい
ては、実務におけるニーズを十分把握
した上で慎重に検討する必要があるこ
とから、現時点でスケジュールを示すこ
とは困難。

Ⅰ

新たに優先出資予約権の制度を導入
することは、実務におけるニーズを十分
把握した上で慎重に検討すべきである
ため、現時点でスケジュールを示すこと
は困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070070

zA070071

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

商法第280条ノ2第5項および同法
第280条ノ3ノ2の優先出資への準
用

新優先出資予約権および新優先出
資予約権付債券の発行解禁

要望
管理番号

5032

5032

要望事項
管理番号

5032A008

5032A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

8

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

商法第280条ノ2第5項および同法第280
（優先出資法の規制の緩和）右記同様
条ノ3ノ2の優先出資への準用

平成13年10月1日に施行された改正商
法により、新株発行に係る取締役会決議
事項および公告・通知事項のうち発行価
額については、市場価格がある株式を
公正な価額で発行する場合には、具体
的な発行価額まで決定･公告等をする必
協同組織金融機関の優先出資発行に係
要はなく、その決定の方法を定めれば足
る決定事項および公告・通知事項のうち
りることとされた。これらの規定が優先出
発行価額については、市場価格がある
資の発行にも準用されることとなれば、 継続
優先出資を公正な価額で発行する場合
発行価額の決定から払込みまでの期間
には、株式会社と同様、発行価額の決定
を相当短縮して、その期間内の価格変
方法を定めれば足りることとする。
動リスクを軽減することができる。現在行
われている公募増資の実務では、ブック
ビルディング方式により発行価額を決定
する旨を定める方法で短縮した発行スケ
ジュールを採用することが一般的になっ
ている。

新優先出資予約権および新優先出資予
（優先出資法の規制の撤廃)右記同様
約権付債券の発行解禁

株式会社については、従来から転換社
債および新株引受権付社債の発行が認
協同組織金融機関が発行する優先出資 められ、また、平成14年4月からは新株
に関して、株式会社が発行する新株予 予約権の発行が解禁されている。協同
継続
約権および新株予約権付社債に相当す 組織金融機関についても、新優先出資
る制度を導入する。
予約権および新優先出資予約権付債券
の発行を解禁することにより、資金調達
手段の多様化等を図ることができる。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070072

zA070073

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

信金中央金庫代理貸付に係る債務保
証は、信用金庫法第89条において準用
する銀行法第13条により、大口信用供
与規制の対象となっている。
なお、国民生活金融公庫等の公的金融
期間の代理貸付に係る保証について
は、信用金庫法施行規則第16条の2に
より大口信用供与規制の対象から除外
されている。
信用金庫の債務保証に係る大口信 信金法施行規則第１
（注）大口信用供与規制に係る信用供
６条の２第１項第２号
用供与規制の緩和
与額から「法律の定めるところにより、
予算について国会の議決を経、又は承
認を受けなければならない法人の業務
の代理に付随してされる債務の保証の
額」を控除する。（信用金庫法施行規則
第16条の2）

員外貸出先の拡充

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

員外貸出先として認められている者は
次のとおりである。
・ 預金担保貸付
・ 卒業生金融
・ 小口貸付
信金法第５３条第２
・ 地方公共団体への貸付け
項、信金法施行令第
・ 雇用・能力開発機構等への貸付け
８条、告示
・ 地方住宅供給公社等への貸付け
・ 金融機関への貸付け

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

b

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

大口信用供与規制は、信用金庫の大
口信用集中による危険を防止し、資産
内容の健全性維持を図る趣旨であり、
その緩和は措置困難である。
なお、政府系金融機関の代理貸付に係
る債務保証が大口信用供与規制の対
象外とされているものの、これらの機関
が中小企業金融の円滑化等にかかる
国の施策の一翼を担っていることから、
政策的な観点からの特例措置であり、
同列に論ずることはできない。

要望者の実務的ニーズを勘案し、改め
て検討されたい。

Ⅱ

PFI事業は民間の資金、経営能力及び
技術能力を活用して公共施設等の建
設、維持管理、運営等を行うものであ
り、先手事業者は公共性の高い事業を
営むものと言える。信用金庫が地方経
済の活性化に貢献することが求められ
る一方、選定事業者が大企業の集合
体となる場合もあることに留意しつつ、
協同組織性の観点から具体的な内容
について検討する。

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

c

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

大口信用供与規制は、信用金庫の大
口信用集中による危険を防止し、資産
内容の健全性維持を図る趣旨であり、
その緩和は措置困難である。

Ⅱ

選定事業者は、大企業の集合体である
場合もあることに留意しつつ、協同組織
性の観点から具体的な内容について検
討する必要があることから、現時点でス
ケジュールを示すことは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070072

zA070073

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信用金庫の債務保証に係る大口信
用供与規制の緩和

員外貸出先の拡充

要望
管理番号

5032

5032

要望事項
管理番号

5032A011

5032A013

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

11

信金中央金庫は金庫の親金融機関と
いった性格を有し、その安全性は個別の
（信用金庫法の規制の緩和）信金中金代
信用金庫とは比較できないくらい安定し
信金中央金庫代理貸付に係る債務保証
信用金庫の債務保証に係る大口信用供 理貸付制度における信用金庫の債務保
ている。信金中金代理貸付制度は、系統
について、大口信用供与規制の対象か
継続
与規制の緩和
証分を大口信用供与規制の対象から除
金融機関特有の制度であり、この仕組
ら除外する。
外する。
は、信金中金と信用金庫とによる二重の
審査及び期中管理により、信用リスクの
縮減効果が高いものとなっている。

13

民間の資金、経営能力及び技術能力を
活用して公共施設等の建設、維持管理、
運営等を行うため、平成１１年に「民間資
金等の活用による公共施設等の整備等
の促進に関する法律」（いわゆる「ＰＦＩ
法」）が制定された。このように、ＰＦＩ法の
（信用金庫法の規制の緩和）地公体事業 ＰＦＩ法上の「選定事業者」を信金法施行 枠組みで創設される「選定事業者」は極
に準ずるＰＦＩ事業に係る貸出を員外貸 令第８条による員外貸出先のひとつに加 めて公共性の高い事業を営む者である 継続
出として認める。
える。
こと、地域経済の活性化に貢献するとい
う地域密着型金融の推進に沿うものであ
ること、さらには会員に対する業務の遂
行を妨げるものでもないことから、「選定
事業者」への貸出については、地方公共
団体や地方住宅供給公社に準じた扱い
とする。

員外貸出先の拡充

134/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070074

zA070075

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

金融庁

定款への従たる事務所の記載の廃 信金法第２３条第２ 定款において、主たる事務所だけでは
なく、従たる事務所も絶対記載事項と
項
止
なっている。

b

Ⅰ

協同組織金融機関の定款においては、
会員等の相互扶助等を目的とする金融
機関としての特性から、商法よりも具体
的な記載が要求される。従たる事務所
についての記載は、会員が利用する施
設を定める意味で、会員資格、地区等
と並んで協同組織における基本的事項
とされてきたものであり、商法と同様の
取り扱いとすることについては、定款自
治の観点から慎重な検討が必要であ
る。

金融庁

信用金庫が証券取引法第65条の2に定
める証券業務を行うとする場合には、
信用金庫法第53条第6項に基づき業務
の内容及び方法を定めて、内閣総理大
信金法第５３条第９
信用金庫法に基づく証券業務に関 項、第１１項、信用金 臣の認可を受けなければならない。ま
た、当該認可を受けた業務の内容及び
庫法施行規則第８条
する業務内容方法書の廃止
方法を変更しようとするときも同様とさ
の３
れている。
（注）証券取引法においては、平成10年
6月に上記業務は認可制から登録制に
変更となった。

b

Ⅰ

業務内容方法書及びその認可制度に
ついては、廃止する方向で具体的な検
討を行う。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

135/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

協同組織金融機関の定款が商法よりも
具体的な記載を求められているというこ
とについては疑問に思われるが、仮に
そうであるとしても、昨今の金融機関に
よる店舗統廃合や新型店舗形態の展
開、インターネットバンキング･ＡＴＭの
普及等の動きを勘案すれば、より機動
的かつ柔軟な店舗戦略を可能とするた
めの検討を行うことは必要ではない
か。この点について、見解を示すととも
に、具体的な検討のスケジュール（実施
時期）を示されたい。

b

Ⅰ

定款への従たる事務所の記載につい
て、株式会社と同様の取扱いにするこ
とについては、定款自治の観点から慎
重な検討が必要であるため、現時点で
スケジュールを示すことは困難。

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。

b

Ⅰ

業務内容方法書及びその認可制度の
廃止については、その具体的な内容に
ついて、検討を行っており、現時点でス
ケジュールを示すことは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070074

zA070075

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

定款への従たる事務所の記載の廃
止

信用金庫法に基づく証券業務に関
する業務内容方法書の廃止

要望
管理番号

5032

5032

要望事項
管理番号

5032A014

5032A016

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

14

16

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

定款への従たる事務所の記載の廃止

信用金庫法に基づく証券業務に関する
業務内容方法書の廃止

136/224

具体的事業の
実施内容

（信用金庫法の規制の撤廃）定款の絶対 信用金庫の本店（主たる事務所）のみ
的記載事項を見直す。
を、定款の絶対必要記載事項とする。

信用金庫が国債等の募集の取扱い業務
の認可又は有価証券に係る引受け、募
集若しくは売出しの取扱い、売買その他
の業務の認可を受けようとするときに、
当該業務の内容及び方法を記載した書
類（業務内容方法書）を定めて認可申請
書に添付することは不要とする。

要望理由

事務所を定款の絶対的必要記載事項と
するのは、会員による自治によって事務
所を設定すべきであるとの趣旨である。
しかし、市場原理に基づく監督行政が行
われるようになった現在では、出店、廃
店、統合を迅速にすすめることができな
い等、これまでの法益を守ることによる
弊害が生じてきている。また、絶対的必
継続
要記載事項とせずとも、会員をメンバー
シップとする協同組織である限り、実質
的に会員のニーズを無視した店舗政策
はあり得ない。したがって店舗政策は、
会員から経営陣に委託している範囲内
で経営の自由度を高めたほうが、会員の
ニーズに沿う経営ができるものと考え
る。

信用金庫が証券取引法第６５条第２項に
定める証券業務を行おうとするときは、
信用金庫法上の認可のほかに、証券取
引法上の登録申請書に業務内容方法書
等を添付して内閣総理大臣の登録を受
けることとされており（認可又は変更届出 継続
もあり）、証券取引法に基づく業務内容
方法書に信用金庫法に基づく業務内容
方法書の内容は包含されていることか
ら、信用金庫法に基づく業務内容方法書
を存置させる必要性はない。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070076

zA070077

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

有価証券指数先物取引の対象有
価証券の範囲拡大

証券取引法においては株券を対象とす
る株価指数先物取引のみが認められ
ている。
先物取引の対象となる有価証券指数に
ついては、現物有価証券の銘柄数、各
銘柄及び当該有価証券種類全体の流
動性及び操作可能性、現物市場への
影響等の観点から検討することが必要
であり、現状、株価指数が適当とされて
いることによるものである。
証券取引法第２条第
わが国の代表的な株価指数先物商品
２１項、証券先物取
としては、大阪証券取引所の日経平均
引等に関する内閣府
株価先物（東証一部上場普通株式のう
令第１条
ちの２２５銘柄を対象とする。）及び東京
証券取引所のTOPIX先物（東証一部上
場の普通株式の全銘柄を対象とす
る。）がある。
(注）協同組織金融機関の優先出資証
券は、平成５年に制定された「協同組織
金融機関の優先出資に関する法律」に
基づき発行され、平成１２年１２月に信
金中央金庫１銘柄が東証一部市場に
上場されている。

業務方法書の廃止

信用金庫は、内閣総理大臣の設立の
認可を受けようとするときは、申請書に
業務方法書を添付して提出しなければ
信金法第３１条、信
ならない。
業務
金法施行規則第４条
の種類又は方法を変更しようとするとき
は、内閣総理大臣の認可を受けなけれ
ばならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

a

ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

現在、有価証券市場において取引され
ている株価指数先物取引は、現物株券
の銘柄数、流動性、価格の操作可能性
等の観点から証券取引所の上場普通
株式を対象としているが、優先株式は
含まれていない。また、海外の主要な
取引所においても、先物取引の対象と
なる株価指数に株券以外の種類の有
価証券を含めている事例は認められて
いない。
協同組織金融機関の優先出資証券
は、株券とは有価証券の種類が異なる
ことから、先物取引の対象となる株価
指数に含めることが適当かどうかにつ
いては、株券との性質の相違点、取引
の実態、流動性等の検討が必要であ
る。
しかし、協同組織金融機関の自己資本
の充実のために発行されるものである
点は株式会社における株式と同様であ
るため、関係法令の改正を検討するこ
ととしたい。

Ⅰ

業務方法書は,信用金庫が実際に行う
業務についての基本的な内容を定めた
ものである。協同組織金融機関の個別
の業務実態を把握する上で、監督上不
可欠なものであることから措置困難で
ある。

137/224

その他

当室からの
再検討要請

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。

他業態との規制の整合性や実務上の
ニーズを踏まえ、改めて検討されたい。

措置の 措置の
分類
内容

a

c

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

株券との性質の相違点、取引の実態、
流動性等を調査、検討し有価証券市場
において問題がないことが確認された
場合には、関係法令の改正を検討す
る。

Ⅰ

業務方法書は、協同組織金融機関の
個別の業務実態を把握する上で監督
上必要不可欠であり、他業態（証券、保
険、信託等）においても監督手法の一
つとして幅広く採用されていることなど
から措置困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070076

zA070077

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

有価証券指数先物取引の対象有
価証券の範囲拡大

業務方法書の廃止

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

5032

5032A017

1

1

5032

5032A023

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

要望
事項番号

17

23

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

有価証券指数先物取引の対象有価証券
右記同様
の範囲拡大

具体的事業の
実施内容

要望理由

投資家による有価証券投資の対象は多
株価指数先物取引の対象有価証券に協
様化が進んでいることから、株券以外の
同組織金融機関の発行する優先出資証
継続
有価証券についても有価証券指数の対
券を加える。
象として認めることが望ましい。

業務方法書は、規制監督の手段として
協同組織金融機関に限り設けられてい
る制度である。また、金融機関に対する
（信金法の規制の撤廃）信用金庫法で定 信用金庫法で定める業務方法書を廃止 規制監督のあり方が、各金融機関の自
継続
める業務方法書を廃止する。
する。
己責任原則の観点から、当局指導型か
ら事後監視型に移行しているなかにあっ
て、現状では業務方法書を存続させる必
要性は乏しいため、これを廃止する。

業務方法書の廃止

138/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070078

zA070079

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

信金法第３３条

金庫を代表する理事並びに金庫の常
務に従事する役員及び支配人その他
の職員は、他の金庫もしくは法人の常
務に従事し、又は事業を営んではなら
ない。ただし、内閣総理大臣の認可を
受けたときは、この限りでない。

金融庁

一般職員の兼業・兼職制限の廃止

金融庁

安定操作取引に関し、証券取引法施行
令第二十条第三項において、安定操作
取引を行うことができる者が定められて
いる。また、証券会社の行為規制等に
証券取引法施行令
関する内閣府令第四条第六号ニにお
第２０条第３項
「株式の市場公募時における、安定 証券会社の行為規 いて、証券会社が安定操作取引を行う
ことができる者から安定操作取引以外
制等に関する内閣府
操作人リストの提出廃止」
の取引の受託等をすることを禁止して
令第４条第６号
いる。証券会社は安定操作取引を行う
証券取引所規則
ことができる者を把握する必要がある
ため発行会社から取引所規則に基づき
「安定操作人リスト」の提出を受けてい
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

一般職員の兼職・兼業規制について
は、廃止する方向で具体的な検討を行
う。

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。

Ⅱ

安定操作取引の実態調査を行い、必要
な場合には、安定操作取引をすること
ができる者の範囲を見直すことなどを
検討する。

①平成17年度中の検討の可否につい
て、②結論時期について、具体的に示
されたい。

139/224

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

一般職員の兼業・兼職規制の廃止につ
いては、その具体的な内容について、
検討を行っており、現時点でスケジュー
ルを示すことは困難。

Ⅱ

安定操作取引をすることができる者の
範囲等について、安定操作報告の実態
や関係者からのヒアリング等によってど
のような措置が適当であるか、17年度
中に検討する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070078

zA070079

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

一般職員の兼業・兼職制限の廃止

「株式の市場公募時における、安定
操作人リストの提出廃止」

要望
管理番号

5032

5034

要望事項
管理番号

5032A028

5034A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

（社）関西経済連合会

要望
事項番号

28

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

一般職員の兼業・兼職制限の廃止

要望理由

信用組合では、協同組合による金融事
業に関する法律第５条の２で、代表理事
と常務役員が兼職・兼業禁止の対象と
なっている。また、銀行では、銀行法第７
条で、常務取締役が対象となっている。
（信金法の規制の撤廃）一般職員につい 一般職員について兼業及び兼職の制限 このように、預金取扱い金融機関のうち
継続
て兼業及び兼職の制限を廃止する。
を廃止する。
一般職員の兼業及び兼職の制限が課せ
られているのは、信用金庫及び信用金
庫連合会（以下「金庫」という。）だけであ
るが、金庫についてのみ厳格な規制を課
す理由はなく、一般職員の兼業及び兼
職の制限を廃止する。

株式を市場公募するに際し、証券会社、
証券取引所に対して提出することとなっ
ている「安定操作人リスト」の提出につい
「株式の市場公募時における、安定操作
て、証券会社以外に安定操作人を設け
人リストの提出廃止」
ない場合は、子会社、関係会社及びその
役員等のリストの提出を求めないことと
していただきたい。

140/224

具体的事業の
実施内容

株式を市場公募するに際し、証券会社、
証券取引所に対して「安定操作人リスト」
の提出が必要とされている。密接な関係
にある会社とその役員は安定操作取引
が可能となっているため、実際にはそれ
らを安定操作人として予定していない場
合においても、実務上は発行会社の全
ての子会社、関係会社及びその役員の
リストを作成しなければならないこととさ
れている。そのため、海外まで含めて膨
大な人名リストの作成が必要となり、募
集までの限られた時間内で膨大な作業
負担となっている。しかし一方で、安定操
作取引自体を子会社、関係会社及びそ
の役員を通じて実施することは極めてま
れなこととなっており、幹事証券会社を
通して安定操作取引を行うことが通例と
なっている。また、提出されたリストに掲
げられた全てのものの取引について、証
券会社、証券取引所が現実的に監視を
行っているとも思われない。現代におい
て意味を持たなくなった実務であること
が明らかであり、当然に廃止するか、少
なくとも実際に安定操作を予定している
もののみに限定したリスト作成を要求さ
れるべきである。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070080

zA070081

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

自己資本比率算出の際の貸倒引
当金の繰入限度額の引上げ

協同組合による金融
事業に関する法律第
六条第一項において
準用する銀行法第十
四条の二の規定に
基づき信用協同組合
及び信用協同組合
連合会がその保有す
る資産等に照らし自
己資本の充実の状
況が適当であるかど
うかを判断するため
の基準を定める件
(大蔵省告示第１９２
号 平９．７．３１) 第
４条、第１１条

金融庁

協金法第２条第３項に基づく「自己
資本率規制」の廃止

協金法第2条第3項においては、信用組
協同組合による金融
合の自己資本の額(出資の額及び準備
事業に関する法律
金)は、外部負債の3％以上でなければ
（協金法）第２条第３
ならないことが規定されている。
項

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

補完的項目のうち、一般貸倒引当金に
ついては、連結自己資本比率の場合は
第１条(単体自己資本比率の場合は第
８条)の算式の分母の0.625パーセントを
限度として算入することができるものと
する。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

−

自己資本比率は、国際統一基準行は
8%以上、国内基準行は4%以上とされて
おり、貸倒引当金の分子への繰入限度
についても同様に、国内基準行は国際
統一基準行の1/2の0.625パーセントと
されているものである。金融機関の健
全性確保の重要性等に鑑みれば、貸
倒引当金の分子への繰入限度額のみ
を国際統一基準行並みに引き上げるこ
とは困難。

要望者の実務的なニーズを勘案し、改
めて対応を検討されたい。

Ⅰ

協同組合による金融事業に関する法律
第2条第３項に基づく自己資本比率規
制については、廃止する方向で具体的
な検討を行う。

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

c

b

措置の概要
（対応策）

−

所要自己資本比率が国際統一基準
行(８％)の１／２（４％）である国内基準
行に対しては、貸倒引当金についての
自己資本への繰入限度も国際統一基
準行の１／２に限定すること等によって
健全性の確保に努めているところ。従っ
て、貸倒引当金の分子への繰入限度
額のみを引き上げることは困難。

Ⅰ

協同組合による金融事業に関する法律
第2条第３項に基づく自己資本比率規
制については、その具体的な内容につ
いて、検討を行っており、現時点でスケ
ジュールを示すことは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070080

zA070081

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

自己資本比率算出の際の貸倒引
当金の繰入限度額の引上げ

協金法第２条第３項に基づく「自己
資本率規制」の廃止

要望
管理番号

5040

5040

要望事項
管理番号

5040A001

5040A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用組合中央
協会

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

貸倒引当金について、自己資本算出上
自己資本比率算出の際の貸倒引当金の の分子（自己資本額）算入割合を国際統
繰入限度額の引上げ
一基準行と同レベル（１.２５％）まで緩和
すること。

貸倒引当金の計上は国内基準、国際統
一基準にかかわらず企業会計に基づき
計上することとされ、また金融検査マニュ
アルの償却・引当基準が厳格化されたこ
とにより、貸倒引当金が従来より増加し
ている。

金融機関の健全性の確保の観点から、
金融機関には資産に対する自己資本の
額が４％以上（国際基準を採用する金融
協金法第２条第３項に基づく「自己資本
機関は８％以上）とする統一された「自己
率規制」の廃止
資本比率規制」がある。敢えて二重に規
制する必要性はないため、これを廃止す
ること。

信用組合の場合、協金法第６条第１項に
よる銀行法第１４条の２の準用により「自
己資本比率規制」が適用され、また、こ
の「自己資本比率」は他の金融機関と同
様、ディスクロージャー誌に掲載し、広く
預金者等に周知することが法律で義務
付けられている。一方、「自己資本率規
制」は、信用組合にのみ規定されている
が、その目的は信用組合の健全性の確
保にあるとされ、「自己資本比率規制」と
同じであり、二重の規制となっている。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

zA070082

金融庁

脱退組合員の出資持分の一時取
得について

信用組合は、組合員の持分を取得し、
中小企業等協同組
又は質権の目的としてこれを受けること
合法第６１条
ができない。

zA070083

金融庁

事業報告書の総（代）会承認制の
廃止

理事は事業（業務）報告書を通常総
協金法第５条の４第 （代）会に提出し、その承認を求めなけ
１項、第７項
ればならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

ａ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

中小企業等協同組合法における脱退
会員・組合員の持分の取り扱いは、協
同組織金融機関としての性格の相違等
を前提に定められており、単に持分の
取扱いのみならず組織や業務内容等
のあり方にも関係する問題であることを
踏まえ慎重な検討が必要である

「会社法の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律」（2005年6月29日成
立）より事業報告書の報告制を導入し
たところ。
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その他

当室からの
再検討要請

回答では、慎重な検討が必要であると
あるが、他の協同組織金融機関と何が
異なるため慎重な検討が必要なのかの
見解を示すとともに、具体的な検討の
スケジュール（実施時期）を示された
い。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

信用組合は、地域のほか、業域あるい
は職域に基盤を持つなど、極めて限定
された組合員と取引をしている等の状
況を踏まえ、単に持分の取扱いのみな
らず組織や業務内容等のあり方にも関
係する問題であることを踏まえ慎重な
検討が必要であることから、現時点で
スケジュールを示すことは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070082

zA070083

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

脱退組合員の出資持分の一時取
得について

事業報告書の総（代）会承認制の
廃止

要望
管理番号

5040

5040

要望事項
管理番号

5040A003

5040A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用組合中央
協会

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

3

信用組合においても組合員の脱退（自由
脱退）に際し、当該組合員の出資金を譲
脱退組合員の出資持分の一時取得につ
り受ける者がいない場合、信用金庫と同
いて
様に、一時的にその出資金を譲り受ける
ことができるようにすること。

組合員の出資金を信用組合が取得する
ことは、脱退者の一時取得を含め、中小
企業等協同組合法第６１条により禁止さ
れている。信用金庫においても、持分の
取得は原則禁止されているが、自由脱
退の場合に限り、定款で定める範囲内
で、一時取得が認められている。

4

商法上の株式会社と同様に、事業報告
書の総(代)会承認を不要とし、報告事項
とすること。（商法第２８１条では、営業報
告書を作成し取締役会の承認を受ける
ことが規定されており、さらに第２８３条
において総会に報告することが定められ
ている）

事業報告書は、商法上の会社の営業報
告書と同様に信用組合の事業運営に関
する事実を記載するものであり、承認を
要するものではない。

事業報告書の総（代）会承認制の廃止
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070084

zA070085

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

附属明細書の総（代）会への報告
の廃止

定款への従たる事務所の記載の廃
止

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

理事は附属明細書を通常総（代）会に
協金法第５条の４第
提出し、その内容を報告しなければな
１項、第７項
らない。

中企法第３３条

定款において、主たる事務所だけでは
なく、従たる事務所も絶対記載事項と
なっている。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

株式会社では、総会の召集通知に決算
関係書類等の謄本を添付すること、貸
借対照表又はその要旨を公告すること
とされているが、協同組織金融機関に
はこのような規定がなく、これに代わる
ものとして付属明細書を通常総会へ報
告することとなっている。なお、本制度
は平成13年の銀行法等の改正により
総代会での承認から報告に緩和された
ところであり、さらなる緩和の可能性に
ついて、会員の権利保護の観点から検
討が必要である。

要望者の実務的なニーズを勘案し、改
めて対応を検討され、具体的な検討の
スケジュール（実施時期）を示された
い。

Ⅰ

協同組織金融機関の定款においては、
会員等の相互扶助等を目的とする金融
機関としての特性から、商法よりも具体
的な記載が要求される。従たる事務所
についての記載は、会員が利用する施
設を定める意味で、会員資格、地区等
と並んで協同組織における基本的事項
とされてきたものであり、商法と同様の
取り扱いとすることについては、定款自
治の観点から慎重な検討が必要であ
る。

協同組織金融機関の定款が商法よりも
具体的な記載を求められているというこ
とについては疑問に思われるが、仮に
そうであるとしても、昨今の金融機関に
よる店舗統廃合や新型店舗形態の展
開、インターネットバンキング･ＡＴＭの
普及等の動きを勘案すれば、より機動
的かつ柔軟な店舗戦略を可能とするた
めの検討を行うことは必要ではない
か。この点について、見解を示すととも
に、結論時期等、具体的な検討のスケ
ジュール（実施時期）を示されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

a

b

措置の概要
（対応策）

-

「会社法の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律」（2005年6月29日成
立）より付属明細書の報告制を廃止し
たところ。

Ⅰ

定款への従たる事務所の記載につい
て、株式会社と同様の取扱いにするこ
とについては、定款自治の観点から慎
重な検討が必要であるため、現時点で
スケジュールを示すことは困難。なお、
ATMなど無人の設備等については、定
款への記載等を要しない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070084

zA070085

制度の
所管省庁等

項目

金融庁

附属明細書の総（代）会への報告
の廃止

金融庁

定款への従たる事務所の記載の廃
止

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

5040

5040A005

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

5

1

社団法人全国信用組合中央
協会

5040

5040A006

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

6

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

商法上の株式会社と同様に、附属明細
附属明細書の総（代）会への報告の廃止 書の総(代)会への報告を不要とするこ
と。

定款への従たる事務所の記載の廃止
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商法第１６６条第１項第８号と同様に主た
る事務所のみの記載とすること。

具体的事業の
実施内容

要望理由

商法第２８１条では、付属明細書を作成
し取締役会の承認を受けることが規定さ
れているが、同第２８３条では総会報告
事項として定められていない。

中企法第３３条では、事務所の所在地に
ついて定款の絶対必要事項として規定さ
れているが、商法第１６６条第１項第８号
では主たる事務所のみの記載とされて
いる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070086

zA070087

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

業務取扱い時間変更届出の簡素
化

信用組合は、その事務所（代理店の
事務所を含む）の所在地又は設置場所
の特殊事情により、「午前９時から午後
協金法施行規則第８
3時」と異なる業務取扱時間とする必要
条、第１６条第１項第
がある場合（午前9時から午後3時が確
７号、第１６条第４項
保されている場合を除く）、当該事務所
について業務時間変更の届出を行った
うえで時間の変更を行う。

業務方法書の廃止

信用組合は、内閣総理大臣の設立の
認可を受けようとするときは、申請書に
業務方法書を添付して提出しなければ
協金法第３条第１項
ならない。
第８号
業務の種類又は方法を変更しようとす
るときは、内閣総理大臣の認可を受け
なければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

業務取扱時間は協金法施行規則に
より午前9時から午後3時と規定され、こ
の時間を確保することができる営業時
間の延長等については届出の必要は
ない。
施行規則により規定される午前9時
から午後3時については、利用者の利
便などから最低限確保する趣旨をもっ
て定められ、その時間帯の営業を確保
できない場合、営業時間の変更を店頭
において掲示することとされており、利
用者への周知状況など監督当局として
事前に把握する必要があるが、銀行の
店舗の営業時間規制の見直しを踏ま
え、今後検討を行うこととする。

Ⅰ

業務方法書は,信用組合が実際に行う
業務についての基本的な内容を定めた
ものである。協同組織金融機関の個別
の業務実態を把握する上で、監督上不
可欠なものであることから措置困難で
ある。
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その他

当室からの
再検討要請

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。

他業態との規制の整合性や実務上の
ニーズを踏まえ、改めて検討されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

業務取扱時間変更届出の簡素化に
ついては、銀行の店舗の営業時間規制
の見直しを踏まえつつ、預金者等の利
便性確保の観点から、監督上の必要性
等について、慎重に検討する必要があ
るため、現時点でスケジュールを示すこ
とは困難。

Ⅰ

業務方法書は、協同組織金融機関の
個別の業務実態を把握する上で監督
上必要不可欠であり、他業態（証券、保
険、信託等）においても監督手法の一
つとして幅広く採用されていることなど
から措置困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070086

zA070087

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

業務取扱い時間変更届出の簡素
化

業務方法書の廃止

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

5040

5040A008

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

8

5040

5040A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

業務取扱い時間変更届出の簡素化

インストアブランチなど出店先の営業時
間の変更に伴う業務取扱い時間変更届
出については、届出不要、もしくは半期
ごとの一括届出の対象とすること。

インストアブランチなど出店先の営業時
間の変更に伴う業務取扱い時間の変更
に弾力的に対応できるようにするため。

業務方法書の廃止

業務方法書は、規制監督の手段として
協同組織金融機関に限り設けられた制
度である。金融機関に対する規制監督
のあり方が、各金融機関の自己責任原
則の観点から、事前調整型から事後監
視型に移行した現状にあって、業務方法
書を存続させる必要性は乏しいため、こ
れを廃止すること。

業務方法書は、規制監督の手段として
協同組織金融機関に限り設けられた制
度である。金融機関に対する規制監督
のあり方が、各金融機関の自己責任原
則の観点から、事前調整型から事後監
視型に移行した現状にあって、業務方法
書を存続させる必要性は乏しいため。

148/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070088

zA070089

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

全国信用協同組合連合会における会
員以外の者に対する貸付限度は、中小
企業等協同組合法施行令において規
定されているが、他の協同組織金融機
中小企業等協同組
全国信用協同組合連合会の会員
関の連合会である信金中央金庫及び
合法第９条の９、中
以外の者に対する貸付限度にかか 小企業等協同組合 全国労働金庫連合会は、それぞれの
根拠法令である信用金庫法施行令及
る規定の変更
法施行令第８条
び労働金庫法施行令では規定されてお
らず、「業務方法書」の「業務の方法」に
それぞれの経営実態等に照らし合わせ
て定めている。

金融庁

中小企業等協同組
合法第９条の９、中
小企業等協同組合 全国信用協同組合連合会の会員のた
全国信用協同組合連合会の会員
法による信用協同組 めに行う債務の保証は認められている
以外の者に対する債務保証又は手 合及び信用協同組 が、会員以外の者に行う債務の保証は
形の引受けの取扱い
合連合会の事業に
認められていない。
関する内閣府令１条
の２

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

信用協同組合連合会は、他の協同組
織金融機関である信用金庫や労働金
庫のように当該金庫を会員として組織
する連合会という形態をとっておらず、
会員たる組合の種類の如何に関わら
ず、連合会自体の事業として金融事業
のみを行う連合会という法的枠組みと
なっており、立法の経緯や他の協同組
織連合会への影響等に留意しつつ、慎
重な検討が必要である。

Ⅲ

全国信用協同組合連合会の会員以外
のものに対する債務保証又は手形の
引き受けの取り扱いについては、全国
信用組合連合会の経営の健全性や当
該業務に対するニーズ他の協同組織
金融機関連合会の業務の横並びのな
どを把握しながら慎重な検討を行う。

149/224

その他

当室からの
再検討要請

回答では、慎重な検討を行うとあるが、
他の協同組織金融機関の中央機関と
何が異なるため慎重な検討が必要なの
かの見解を示すとともに、改めて対応を
検討され、具体的なスケジュール（実施
時期）を示されたい。

回答では、慎重な検討を行うとあるが、
他の協同組織金融機関の中央機関と
何が異なるため慎重な検討が必要なの
かの見解を示すとともに、改めて対応を
検討され、具体的なスケジュール（実施
時期）を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

法律上信用協同組合連合会は、信用
協同組合を会員として組織する連合会
ではなく、地区内に所在する各種協同
組合を会員とすることも可能であり、信
用金庫連合会など他の協同組織金融
機関の連合会と性格が異なる。よって
信用組合連合会の取扱いについては、
他の連合会との性格の違いを踏まえて
検討する必要があることから、現時点
でスケジュールを示すことは困難。

Ⅲ

法律上信用協同組合連合会は、信用
協同組合を会員として組織する連合会
ではなく、地区内に所在する各種協同
組合を会員とすることも可能であり、信
用金庫連合会など他の協同組織金融
機関の連合会と性格が異なる。よって
信用組合連合会の取扱いについては、
他の連合会との性格の違いを踏まえて
検討する必要があることから、現時点
でスケジュールを示すことは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070088

zA070089

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

全国信用協同組合連合会の会員
以外の者に対する貸付限度にかか
る規定の変更

全国信用協同組合連合会の会員
以外の者に対する債務保証又は手
形の引受けの取扱い

要望
管理番号

5040

5040

要望事項
管理番号

5040A012

5040A013

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人全国信用組合中央
協会

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

12

13

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

全国信用協同組合連合会の会員以外の
全国信用協同組合連合会の会員以外の
者に対する貸付限度の定めを根拠法で
者に対する貸付限度にかかる規定の変
ある中小企業等協同組合法の規定から
更
削除する。

全国信用協同組合連合会における会員
以外の者に対する貸出限度は、根拠法
である中小企業等協同組合法において
規定されているものの、他の系統中央金
融機関である信金中央金庫および労働
金庫連合会は、それぞれの根拠法であ
る信用金庫法、労働金庫法に規定され
ておらず、「業務方法書」の「業務の方
法」にそれぞれの経営実態等に照らし合
わせ定められている。

全国信用協同組合連合会の会員以外の
者に対する債務保証又は手形の引受け
全国信用協同組合連合会の会員以外の
の定めを「中小企業等協同組合法による
者に対する債務保証又は手形の引受け
信用協同組合及び信用協同組合連合会
の取扱い
の事業に関する内閣府令」の規定に追
加する。

①中小企業等協同組合法において、全
国信用協同組合連合会の会員以外の者
に対する資金の貸付、手形の割引につ
いては、会員に対する資金の貸付等を
妨げない限度において行わなければな
らなく、また、これを行う場合、当局の認
可が必要であり、全国信用協同組合連
合会の会員以外の者に対する貸付先
は、国、公共法人、公益法人、証券取引
所に上場されている株式会社などが認
可されている。②債務の保証、手形の引
受けは、会員のためやその他内閣府令
（国民生活金融公庫等の業務の代理とし
て行う債務の保証、外国為替取引に伴っ
て行う債務の保証又は手形の引受け、
子会社に対する債務の保証又は手形の
引受け、会員である信用協同組合の組
合員のためにする債務の保証又は手形
の引受け）で定められているものの、会
員以外の者に対する貸付として認可され
ている先への債務の保証又は手形の引
受けは認められていない。
これに対して、他の系統中央機関である
信金中央金庫においては、会員以外の
者に対する貸付として認可されている先
に対しても債務保証等が可能となってい
る。

150/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070090

zA070091

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

生命保険募集人登録において、申請者
保険業法第277条、
の住民票の抄本又はこれに代わる書
同規則第２１４条、事
類を登録申請書に添付することとされ
務ガイドライン２−３
ている。

金融庁

生命保険募集人登録の簡素化

金融庁

中小企業等協同組合法第９条の２第１
中小企業等協同組合法を設立根拠 中小企業等協同組 項３号の規定等に基づき、協同組合等
とする組合が行う共済商品を信用 合法第９の２第１項３ が行う共済契約については、信用組合
号、第９条の７の２ の窓口で募集の取扱いをすることはで
組合の窓口で取扱うことについて
きない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ｃ

措置の概要
（対応策）

―

募集人の生年月日及び本人の存否の
確認を行うため、住民票の抄本又はこ
れに代わる書類を登録申請書に添付
することを不要とすることは困難であ
る。
なお、原本の提出が困難な運転免許
証、健康保険証、旅券（パスポート）等
については、その写し（コピー）の提出
で可としているところ。

Ⅰ

事業協同組合が行う共済事業について
は、原則会員に対し行うものであり、会
員以外の第三者に共済商品の募集行
為は認められていないことから、そもそ
も募集することができない商品に対し、
信用組合の窓口で共済商品を取り扱う
ことはできない。

151/224

その他

当室からの
再検討要請

要望者の実務的なニーズを勘案し、改
めて対応を検討されたい。

要望者の実務的なニーズを勘案し、改
めて対応を検討されたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

−

既に住民票の抄本「に代わる書類」の
添付を認め、かつ当該書類のうち原本
の提出が困難なものについてはその写
し（コピー）の提出で可としているところ
であり、対応は困難。

Ⅰ

事業協同組合が行う共済事業について
は、原則会員に対し行うものであり、会
員以外の第三者に共済商品の募集行
為は認められていないことから、そもそ
も募集することができない商品に対し、
信用組合の窓口で共済商品を取り扱う
ことはできない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070090

zA070091

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

生命保険募集人登録の簡素化

中小企業等協同組合法を設立根拠
とする組合が行う共済商品を信用
組合の窓口で取扱うことについて

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

5040

5040A014

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

14

生命保険募集人登録の簡素化

16

中小企業等協同組合法第９条の２第１項
中小企業等協同組合法を設立根拠とす ３号の規定等に基づき、協同組合等が
る組合が行う共済商品を信用組合の窓 行う共済契約について、信用組合の窓
口で取扱うことについて
口で募集の取扱いができるようにするこ
と。

5040

5040A016

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

社団法人全国信用組合中央
協会

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

152/224

生命保険募集人登録に際して、登録申
請者の住民票又はこれに代わる書類の
提出を不要とすること。

具体的事業の
実施内容

要望理由

登録対象者、登録金融機関双方にとっ
て事務負担が大きい。

火災共済協同組合が行う火災共済や協
同組合等が行う生命共済等の共済事業
において、これと類似する保険が、保険
業法により信用組合において販売できる
にも拘らず、信用組合が火災共済、生命
共済等共済商品を窓口で取扱うことがで
きないため。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070092

zA070093

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

信用組合が証券取引法第65条の2に定
める証券業務を行うとする場合には、
協金法第3条第2項に基づき業務の内
容及び方法を定めて、内閣総理大臣の
協金法に基づく業務内容方法書の 協金法第３条第１項 認可を受けなければならない。また、当
該認可を受けた業務の内容及び方法
第４号、第３条第２項
廃止
を変更しようとするときも同様とされて
いる。
（注）証券取引法においては、平成10年
6月に上記業務は認可制から登録制に
変更となった。

厚生労働省
融庁

運営管理機関は、登録事項に変更が
あったときは、その日から２週間以内に
主務大臣に届け出なければならない。

金 運営管理機関登録に係る変更届提

出対象事項の緩和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

確定拠出年金法

措置の 措置の
分類
内容

b

ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

業務内容方法書及びその認可制度に
ついては、廃止する方向で具体的な検
討を行う。

Ⅰ

運営管理機関の登録申請手続（添付書
類）・登録事項（非常勤役員）の簡素化
及び変更届出期間の延長については、
適正な運営の監督及び加入者保護を
担保する観点から認めることはできな
い。

153/224

その他

当室からの
再検討要請

具体的な検討のスケジュール（実施時
期）を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

業務内容方法書及びその認可制度の
廃止については、その具体的な内容に
ついて、検討を行っており、現時点でス
ケジュールを示すことは困難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070092

zA070093

制度の
所管省庁等

項目

金融庁

協金法に基づく業務内容方法書の
廃止

厚生労働省
融庁

金 運営管理機関登録に係る変更届提

出対象事項の緩和

要望
管理番号

5040

5040

要望事項
管理番号

5040A017

5040A021

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

1

社団法人全国信用組合中央
協会

1

社団法人全国信用組合中央
協会

要望
事項番号

17

21

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

協金法上の業務内容方法書を独立させ
協金法に基づく業務内容方法書の廃止 て存在させる必要は乏しいので、これを
廃止すること。

証券業務に関する業務内容方法書に
は、協金法に基づく業務内容方法書と証
取法に基づく業務内容方法書の２種類
があり、前者の内容は後者の内容に包
含されている。

運営管理機関登録に係る変更届提出対 軽微な変更事項については、年１回等の
象事項の緩和
変更届出書提出とする。

変更届出書提出対象事項の変更有無の
管理事務負担が大きいため。
企業または加入者等の運営管理機関の
選定等に及ぼす影響が少ないと認めら
れる事項（非常勤役員の変更、資本金額
の小額変更等）については、加入者保護
の観点からも、変更の都度届け出る必
要性は低いと考えられるため。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

保険業法第97条の2 保険会社の資産運用については、国内
zA070094

金融庁

保険会社による資産別運用比率規
第1項
株式や外貨建資産の保有は総資産の
同法施行規則第48 30％以内、不動産の保有は総資産の
制の撤廃
条

zA070095

金融庁

―

20％以内等の規制がある。

保険会社は、その付随業務として、資
金の貸付けの代理又は事務の代行な
金融業を行う者の資金の貸付の代 業法第98条第1項1 どの、他の保険会社（外国保険業者を
含む。）その他金融業を行う者の業務
号、2項
理または資金の貸付に係る事務の
の代理又は事務の代行（内閣府令で定
施行規則51条第3号
代行の認可の撤廃
めるものに限る。）をすることができる
が、その際内閣総理大臣の認可を要す
る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

ｃ

―

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

IAISにおいて資産運用に関する法的規
制が求められていること等に対応する
ためには資産別運用比率規制が必要
かつ有効であると考えられ、ご要望に
対応することは困難である。なお、当該
資産別運用比率規制については、既に
必要に応じその規制の見直しを行った
ところ（平成15年内閣府令第62号、同
年6月8日施行）。

回答では、IAISにおいて資産運用に関
する法的規制が求められていること等
から対応困難とされているが、より実態
把握に有効なｿﾙﾍﾞﾝｼｰﾏｰｼﾞﾝ比率規制
やｵﾌｻｲﾄﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの導入・強化による
監督手法の充実という代替措置によ
り、規制の目的は達成されていると考
える。また、時価会計が定着した現在、
取得原価での総資産対比での規制は
実質的な意義が薄れている。
これらの点を踏まえ、運用比率の大幅
な緩和等の見直しを含め、改めて検討
し、見解を示されたい。

保険会社が当該業務代理等を的確、公
正かつ効率的に遂行することを確保す
るため他の金融業を行う者の業務代理
等が事前認可制とされている趣旨に鑑
み、対応することは困難である。

要望に記載したとおり、当該規制が、保
険会社が個別の融資の代理代行や融
資のアレンジャー業務等を機動的に行
う上での阻害要因となっており（認可取
得に要する時間等はもとより、認可申
請は申請書面に記載すべき事項が相
当程度明確化していることが事実上求
められるため相手先との調整やビジネ
スモデルの組み立てを同時併行で進め
ていくような案件の場合、認可申請をど
ういうタイミング･材料で行えばよいか取
扱が難しく、結果、機動性が失われるこ
ととなる）、銀行とのイコールフッティン
グの観点から見解を示されたい。上記
の観点を踏まえ、改めて本要望につい
て検討をお願いしたい。
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措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

−

本件規制は保険会社の健全性の確保
のために設けられているものであり、そ
の見直しには慎重な検討が必要。

−

保険会社については、保険会社が当該
業務代理等を的確、公正かつ効率的に
遂行すること等を確保するため、他の
保険会社を含む他の金融業を行う者の
業務代理等が事前認可制とされている
ものであり、対応することは困難であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070094

zA070095

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

保険会社による資産別運用比率規
制の撤廃

金融業を行う者の資金の貸付の代
理または資金の貸付に係る事務の
代行の認可の撤廃

要望
管理番号

5046

5046

要望事項
管理番号

5046A005

5046A007

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

（社）日本損害保険協会

（社）日本損害保険協会

要望
事項番号

5

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

現行規制は取得原価での総資産対比の
規制であり、実質的には意義が薄れてい
る。また、監督上はｵﾌｻｲﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが導
入・強化されており、同規制の代替が図
・資産運用の自由度が向上することによ
られていることから、撤廃しても問題ない
り、資産運用ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの向上が期待さ
保険会社による資産別運用比率規制の 保険会社の資産別運用比率規制（いわ
と考えられる。
れる。
撤廃
ゆる３−３−２規制）を撤廃する。
なお、IAISの基本原則では資産別規制
・当局への報告等の事務が軽減される。
が必要とされているが、より実効性の高
いｵﾌｻｲﾄ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞという制度によって同
原則の趣旨は充たされていると考えら
れ、同原則の存在を根拠に現行規制を
存続させる理由はないと考える。

・同一業務にもかかわらず、銀行法上は
認可が必要とされておらず、均衡を欠く。
・認可手続に時間と手間を要すると、取
引の成立に支障を来し、収益機会を逸す
・取引を機動的に行うことが可能となり、 る懸念がある（協調融資については、包
金融業を行う者の資金の貸付の代理ま 資金の貸付の代理または資金の貸付に
収益性向上に資する。
括認可となっており、既に認可を取得し
たは資金の貸付に係る事務の代行の認 係る事務の代行については認可不要と
・銀行とのイコールフッティングが図られ ているため個別認可は不要となっている
可の撤廃
する。
る。
が、今後、個別の融資の代理代行や融
資のアレンジャー業務等を行うケースも
想定され、その場合は機動性が失われ
ることになる）。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070096

zA070097

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

証券取引法第166
条、第167条
会社関係者等の特
定有価証券等の取
引規制に関する内閣
府令第６条、第８条

制度の現状

証券取引法第166条、第167条によりイ
ンサイダー取引規制が課されており、そ
の適用除外行為を会社関係者等の特
定有価証券等の取引規制に関する内
閣府令第６条、第８条で定めている。

金融庁

確定拠出年金における自社株ファ
ンドのインサイダー規制の適用除
外

金融庁

投資信託及び投資法人に関する法
投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託及び投資
律における投資信託の統合を可能 法人に関する法律 には、投資信託の統合手続きに関する
規定はない。
とするための規定の新設【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

b

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

昨年11月要望時の回答と同様、金融審
議会の検討状況を踏まえ検討する予定
との回答だが、これまでの検討の進捗
状況および今後の具体的な検討スケ
ジュールを示されたい。

Ⅰ

投資信託の統合について、投資家保護
等に留意しつつ、信託法の改正や金融
審議会における集団投資スキームにつ
いての議論を踏まえ、検討を開始する。

検討・結論時期について、具体的に示
されたい。
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措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

Ⅰ

投資信託の統合について、投資家保護
等に留意しつつ、信託法の改正や金融
審議会における集団投資スキームにつ
いての議論を踏まえ、平成１７年度中に
検討を開始する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070096

zA070097

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

確定拠出年金における自社株ファ
ンドのインサイダー規制の適用除
外

投資信託及び投資法人に関する法
律における投資信託の統合を可能
とするための規定の新設【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A057

5053A137

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

57

137

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

確定拠出年金制度において、自社株
のみを投資対象とするファンドを運用商
品として選択し、それが一定の計画に従
い継続的に行われる場合は、証券取引
法第166条第６項第８号及び同第167条
第５項第８号に該当するものとして、いわ
ゆるインサイダー規制の適用除外とすべ
確定拠出年金における自社株ファンドの
きである。「『全国規模の規制改革・民間
インサイダー規制の適用除外
開放要望』に対する各省からの再回答に
ついて」（2005年１月19日 内閣府 規制
改革・民間開放推進室）によれば、イン
サイダー取引規制のあり方を金融審議
会での審議の中で検討を行うとのことで
あり、当要望について早期に議論を開始
すべきである。

確定拠出年金制度を採用している企業
においては、自社株ファンドを運用商品
の選択肢に加えたいという要望がある。
しかし現行では、持ち株会や株式累積投
資においてインサイダー規制の適用除
外になっているものが、確定拠出年金制
度を利用すると適用除外の対象になって
いない。
インサイダー規制の適用除外が明確と
なれば、証券市場の活性化にも資するも
のと予想される。

確定拠出年金制度において自社株の
みを投資対象とするファンドを定期的に
購入する場合、インサイダー規制の適用
除外になっていない。

投資信託の統合について、早期に検討
を開始し、具体的な手続き規定を整備す
べきである。
投資信託及び投資法人に関する法律に
その際、被統合信託財産から統合信託
おける投資信託の統合を可能とするた
財産への出資については、金銭に加え
めの規定の新設【新規】
保有有価証券によることも可能とするよ
う、投資信託及び投資法人に関する法
律施行令第８条を改正すべきである。

現行の投資信託及び投資法人に関す
投資信託設定後の環境変化により投 る法律には投資信託の統合手続きに関
資信託の設立目的や投資方針を維持で する規定がないため、ファンドの資産規
きくなり、管理・運営コストが投資信託の 模が縮小し当初の目的を達成できなく
収益を圧迫しかねない場合、投資信託 なった場合、現実には、投資主総会の決
の統合が認められないと、投資信託を繰 議を経て信託期間を変更することにより
上げ償還するしかない。他の投資信託と 繰上げ償還を行うほかに手段が無い。
統合する手段を法令化することにより、 2005年３月の「規制改革・民間開放推進
受益者に新たな選択肢を提供することが ３か年計画（改定）」によれば、「投資信
可能となる。また、統合時に金銭以外の 託の統合について、投資家保護等に留
有価証券による出資を認め、資産の効 意しつつ、信託法の改正や金融審議会
率的な活用が可能となれば、統合時のコ における集団投資スキームについての
スト削減が可能となる。
議論を踏まえ、平成17年度中に検討を
開始する。(平成17年度検討開始）」とさ
れている。
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具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070098

zA070099

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

金融庁

投資信託約款を変更する際、 「重大な
約款変更」に該当する場合には、変更
投資信託及び投資
投資信託約款変更手続きの簡素化 法人に関する法律第 しようとする旨及びその内容を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を
30条
【新規】
当該投資信託約款に係る知られたる受
同施行規則第46条
益者に対して交付し、異議を述べる機
会を付与しなければならない。

金融庁

投資信託法上価格調査が必要な特 投信信託及び投資 客観的な価格評価の困難な資産への
法人に関する法律施 投資については、外部の独立した者に
定資産の範囲の限定【新規】
行規則第33条
よる価格調査が義務付けられている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

-

投資信託約款の変更は受益者の権利
内容の変更につながるため、重大な約
款変更が行われる場合には、受益者の
意向を確認する手続きを踏む必要があ
り、措置不可能。

要望者の実務的ニーズを勘案し、改め
て検討されたい。

-

証券取引所に上場されている有価証券
等の客観的な価格評価が容易な資産
以外への投資については、外部の独立
した者による価格調査を義務付ける必
要がある。

利用者の利便性、コスト削減の観点を
踏まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
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措置の 措置の
分類
内容

c

c

措置の概要
（対応策）

-

投資信託約款の変更は受益者の権利
内容の変更につながるため、重大な約
款変更が行われる場合には、受益者の
意向を確認する手続きを踏む必要があ
り、措置不可能。

-

証券取引所に上場されている有価証券
等の客観的な価格評価が容易な資産
以外への投資については、外部の独立
した者による価格調査を義務付ける必
要がある。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070098

zA070099

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

投資信託約款変更手続きの簡素化
【新規】

投資信託法上価格調査が必要な特
定資産の範囲の限定【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A138

5053A140

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

138

例えば、受益証券の無券面化など法令
改正等を活用した約款変更の場合に
投資信託約款変更手続きの簡素化【新
は、「重大な約款変更手続き」の対象か
規】
ら除外し、公告および受益者への通知を
不要とすべきである。

法令改正による新制度等を利用するこ
「重大な約款変更」に該当する際には、
とによって投資家利益に資する約款変更
変更しようとする旨及びその内容を公告
であっても、受益者への通知によりコスト
し、かつ、これらの事項を記載した書面を
が増嵩すれば、投資家メリットは減少す
当該投資信託約款に係る知られたる受
る。現に、そのことが受益証券を無券面
益者に対して交付しなければならない。
化する際の障壁となっている。
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投資信託及び投資法人に関する法律
施行規則第33条第１項を見直し、指定資
産（価格調査を必要としない特定資産）
を不動産、不動産関連資産及び不動産
投資信託法上価格調査が必要な特定資
を原資産とする資産以外の全てに拡大
産の範囲の限定【新規】
するとともに、同第２項を改定し、価格調
査が必要な行為を不動産、不動産関連
資産及び不動産を原資産とする資産に
係る行為に限定すべきである。

店頭デリバティブ取引や非上場有価証
券への投資の場合、取引価格は実勢か
らかけ離れた価格で取引が成立すること
は考え難い。
また、投資信託の運用には忠実義務
が課せられており、利害関係人との間の
取引に対する規制も措置されていること
から、投資信託にとって不利となる価格
での取引は抑止できる。

160/224

投資信託の投資対象が不動産等に拡
大された際、不動産以外の資産（店頭デ
リバティブ取引や非上場証券への投資
など特定資産以外のもの）についても、
取得・譲渡等の際には新たに弁護士・公
認会計士等の専門家による価格調査が
求められることとなった。そのため、調査
に要する費用や期間の面で新たなコスト
要因となり、取引の拡大が妨げられてい
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070100

zA070101

制度の
所管省庁等

金融庁

全省庁

項目

該当法令等

制度の現状

「金融業者の貸付業務のための社 金融業者の貸付業 貸金業者等は、内閣総理大臣の登録を
受けなければ、社債の発行その他の方
債の発行等に関する法律」の上場 務のための社債の 法による貸付資金の受入れをすること
発行等に関する法律
会社の適用除外【新規】
ができない。

国・地方自治体向け金銭債権の証
券化等に係る譲渡禁止特約の解除

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

−

売掛債権担保融資保証制度を利用す
る場合に、譲渡禁止特約の部分解除を
実施。

措置の 措置の
分類
内容

c

ｂ

-

−

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

本法制定前は、出資法において、貸
金業者等が「社債名義」を使って預金ま
がいの勧誘を行うことを防ぐため、貸金
業者等が貸付資金に充てる目的で社
債等を発行することが禁止されていた
ところ、本法の制定により社債の購入
者等の保護を図りつつ解禁するに至っ
たものである。
すなわち、営業形態、対象顧客、営業
規模等が異なる貸金業界の現状を踏ま
え、悪質業者を排除し、社債の購入者
等の保護を図る観点から、一定の財産
的基礎（最低資本金）と人的構成（リス
ク管理体制）を要件とする登録制度を
実施するとともに、業務の特性に対応
し、貸付状況等を明確に開示するため
の会計の整理を義務付け、ディスク
ロージャーの充実を図る等の措置を講
じている。
以上のように、社債の購入者等の保
護に資する観点から、金融業者の貸付
業務のための社債の発行等に関する
法律を上場会社に適用除外とすること
は困難である。

要望者の実務負担軽減の観点から、改
めて実施の可否について検討された
い。

c

-

本法制定前は、出資法において、貸
金業者等が「社債名義」を使って預金ま
がいの勧誘を行うことを防ぐため、貸金
業者等が貸付資金に充てる目的で社
債等を発行することが禁止されていた
ところ、本法の制定により社債の購入
者等の保護を図りつつ解禁するに至っ
たものである。
すなわち、営業形態、対象顧客、営業
規模等が異なる貸金業界の現状を踏ま
え、悪質業者を排除し、社債の購入者
等の保護を図る観点から、一定の財産
的基礎（最低資本金）と人的構成（リス
ク管理体制）を要件とする登録制度を
実施するとともに、業務の特性に対応
し、貸付状況等を明確に開示するため
の会計の整理を義務付け、ディスク
ロージャーの充実を図る等の措置を講
じている。
以上のように、社債の購入者等の保
護に資する観点から、金融業者の貸付
業務のための社債の発行等に関する
法律を上場会社に適用除外とすること
は困難である。

債権譲渡禁止特約の平成17年度から
の部分解除に向け、そのリスク等を引
き続き検討中

要望者の以下の意見を踏まえ再検討
願いたい。
「既に措置済みとしている省庁がある一
方で、「検討する」と回答しつつ検討期
間が明記されていない省庁があるな
ど、対応に相違があり、各省庁の統一
的かつ早急な対応を強く求める。」

b

−

債権譲渡禁止特約の平成17年度から
の部分解除に向け、そのリスク等を引
き続き検討中。
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全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070100

zA070101

制度の
所管省庁等

金融庁

全省庁

項目

「金融業者の貸付業務のための社
債の発行等に関する法律」の上場
会社の適用除外【新規】

国・地方自治体向け金銭債権の証
券化等に係る譲渡禁止特約の解除

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A142

5053A143

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

3

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

142

143

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

上場会社に対しては、①社債の発行等
「金融業者の貸付業務のための社債の による貸付資金の受入れ時の登録、②
発行等に関する法律」の上場会社の適 貸付状況等の項目を明確に表示するた
用除外【新規】
めの会計の整理、といった義務付けを課
さないこととすべきである。

「金融業者の貸付業務のための社債
上場会社の場合、既に証券取引法に
の発行等に関する法律」により、貸金業
基づき監査法人による監査を受け、有価
者が社債等を発行する際には、上場会
証券報告書により企業内容を開示してお
社であっても、事前の登録が義務付けら
り、貸金業者であることのみを理由とし
れるとともに、通常の有価証券報告書に
て、更なる情報開示を義務付ける必要は
よる開示に加え、特段の情報開示が求
ない。
められている。

各省庁・地方自治体向け金銭債権につ
き、速やかに譲渡禁止特約を廃止すべ
きである。そのため、各省庁共通のルー
ル(①譲渡先が金融機関の場合は債権
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
譲渡禁止特約の適用除外とする、②事
等に係る譲渡禁止特約の解除
前承認手続を大幅に簡素化する、③債
権譲渡に対する取扱を統一する）を策定
することが求められる。地方公共団体に
関しても同様の取扱いが求められる。

国の機関及び地方自治体向けの金銭
債権については、譲渡禁止特約が付さ
れていることが多く、当該金銭債権の証
券化等を行うことができない。近年、一部
の省庁においては事前に承認を得ること
により譲渡を認めたり、特定の譲渡先に
ついては債権譲渡禁止条項適用の例外
とする等、企業における売掛債権を活用
した資金調達の支援・促進が図られてい
る。 しかし、省庁による対応のバラツ
キ、事前承認手続きの煩雑さ、不透明さ
等の問題が残されている。
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資産流動化を促進する上で、債権譲渡
禁止特約の存在が障害となっている。債
権譲渡禁止特約の廃止に向けて、各省
庁、地方自治体が共通ルールの下で着
実に取り組むことが求められる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070102

zA070103

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

信託法第58条は、受益者が信託利益
の全部を享受する場合で、かつ、やむ
資産の流動化に関
特定持分信託の信託法第58条から
をえない事情があるときは、受益者又
法務省
する法律第31条の２
は利害関係人の請求により、裁判所は
の適用除外
信託法第58条
信託を解除できると規定している。

金融庁

株式公開買付制度の改善【新規】

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

上場会社の株券等につき、取引所市場
外で一定の買付け等を行う場合には、
証券取引法第27条 公開買付手続に従い、買付者に買付価
の２等
格等を予め提示し、株主に平等に売却
の機会を与えること等が求められてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

I

現在，法制審議会に信託法の見直しに
関する専門部会（信託法部会）を設置
し，具体的な調査審議を進め，平成１７
年度中に信託法の改正についての関
係法案を国会に提出することを目途と
して作業を行っているところであり、信
託法第５８条の見直しについては，法
制審議会信託法部会において，信託法
の見直しに関する検討課題に挙げられ
て，法務省において具体的な調査審議
を行っており、現時点では検討の方向
性は未定であるが，法制審議会信託法
部会における審議の内容を踏まえて法
務省においては上記の関係法案提出
までには所要の結論を明らかにする予
定であると承知。

-

公開買付制度のあり方については、金
融審議会第一部会の下に設置された
公開買付制度等ワーキング・グループ
において今後検討していくこととしてい
るが、その際には、公開買付手続の円
滑な進行や制度の国際的な整合性等
にも留意して、慎重に検討していく必要
がある。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070102

zA070103

制度の
所管省庁等

項目

特定持分信託の信託法第58条から
金融庁 法務省
の適用除外

金融庁

株式公開買付制度の改善【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A147

5053A161

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

147

161

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

資産流動化法の特定持分信託に関わ
る法文において、信託法第58条の適用
特定持分信託の信託法第58条からの適
が除外されることを明らかにするか、あ
用除外
るいは、当局による解釈を明確にすべき
である。

実務上、信託法第58条の適用を避ける
ために、あえて受益者を複数にせざるを
得ない場合も多く、徒にスキームを煩雑
化させ、不要なコストを増嵩させている。

資産流動化法の特定持分信託は、そ
の制度趣旨上、投資家が不測の損害を
被ることを予防する観点から、信託契約
を解除できないものとすることが求めら
れ、法文上も「委託者または受益者が、
信託期間中に解除を行わないこと」とい
う条件を付すことが求められている。しか
し、信託契約書にこのような条項を入れ
たとしても、裁判所による信託の解除命
令を規定した信託法第58条の適用があ
るのかどうかは明らかでなく、制度趣旨
が充分に活かされていない。弁護士の
中には、信託法第58条の適用によって
信託の解除が可能とする意見があり、格
付けの評価が難しくなっている。政府の
「規制改革・民間開放推進３か年計画(改
定）」(2005年３月）によれば、「SPC法の
特定持分信託に関して、信託法第58条
の特例を設けることについて検討し結論
を得る。」とされている。

公開買付者の情報開示の充実、株主
の判断期間や会社側の対案提示の十分
な確保等が可能となるよう、制度の改善
を図るべきである。

公開買付提案への対応について、投資
家保護の観点から、公開買付者の情報
開示の充実、株主の判断期間の確保を
図り、投資家・株主が十分考慮して判断
ができるようにする必要がある。また、対
象会社の取締役会においても、公開買
付提案への対応策を検討できるような情
報の入手、検討期間の確保等を図ること
が、適切な資本取引の促進につながる。

証券取引所上場企業や、未上場でも有
価証券報告書の提出が義務付けられて
いる企業の株を市場外で５％以上買う場
合、株式の買い取りを希望する企業や個
人が買い付け期間や、買い取り株数、価
格を公表して、原則、公開買付（TOB)を
行う必要がある。また、株式買取後の議
決権が全体の３分の１以上になる場合に
は、TOBが強制的に適用される。

株式公開買付制度の改善【新規】
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具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070104

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

株式大量保有報告書制度の改善
【新規】

該当法令等

制度の現状

上場会社の株券等の発行済み株式数
の保有割合が５％を超えることとなった
証券取引法第27条
者は、その日の翌日から起算して５日
の23等
以内に内閣総理大臣に大量保有報告
書を提出しなければならない。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

-

大量保有報告制度のあり方について
は、金融審議会第一部会の下に設置さ
れた公開買付制度等ワーキング・グ
ループにおいて今後検討していくことと
しているが、その際には、大量保有者
の事務負担等にも留意して、慎重に検
討していく必要がある。

Ⅱ

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

証券取引法第166条、第167条によりイ

zA070105

金融庁

大量保有報告書・変更報告書の公 証券取引法第167条 ンサイダー取引規制が課されており、
衆縦覧における公開買付け等事実 同法施行令第30条１ 同規制の解除要件である重要事実の
項
公表について、その具体的な方法を証
の公表の効力の明文化【新規】

券取引法施行令第30条で定めている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

措置の概要
（対応策）

165/224

その他

当室からの
再検討要請

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅱ

措置の概要
（対応策）

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070104

zA070105

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

株式大量保有報告書制度の改善
【新規】

大量保有報告書・変更報告書の公
衆縦覧における公開買付け等事実
の公表の効力の明文化【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A162

5053A163

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

162

163

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

投資家、株主、会社等の関係者が、株
式大量保有に係る正しい情報が迅速か
株式大量保有報告書制度の改善【新規】
つ容易に入手できるよう制度の改善を図
るべきである。

株式の大量保有は、株式取引、株価、
さらには上場会社の経営等に大きな影
響を与える。したがって、資本市場の透
明性の向上、一般投資家への情報の充
実等のため、大量保有報告書制度の実
効性を高める必要がある。

上場会社の株券等（CBやワラント等の
潜在株式も含む）の発行済み株式数の
５％超を保有する株主（大量保有者）は、
大量保有者になった日から５日以内に内
閣総理大臣へ株式大量保有報告書を提
出しなければならない。大量保有者は当
該報告書提出後、保有割合に１％以上
の増減があった場合や、大量保有報告
書の記載内容に変更が生じた場合等に
は、その内容を変更報告書に記載し、内
閣総理大臣に提出しなければならない。

大量保有報告書・変更報告書の公衆縦 大量保有報告書・変更報告書の公衆
覧における公開買付け等事実の公表の 縦覧に、公開買付け等事実の公表の効
効力の明文化【新規】
力があることを明文化すべきである。

５％以上の買集めの対象となった発行
会社関係者が、買集め者との接触により
公開買付け等事実の伝達を受ける例は
少なくないが、この場合、大量保有報告
書等により当該買集めの事実は公知と
なっているにも拘らず、明文で公表の効
力が規定されていないため、証取法167
現行法上、大量保有報告書・変更報告
条への抵触といわれる懸念から自己株
書の公衆縦覧後の自己株式取得につい
取得を躊躇せざるを得ないのが現状で
ては、インサイダー取引規制が適用され
ある。株式大量保有報告書・変更報告書
ないことが明確になっていない。
の公衆縦覧に公表の効力があることが
明文化されれば、公表の当然の効果とし
て未公表の公開買付け等事実が消滅し
たことが明らかとなり、他に未公表の重
要事実等がない限り、インサイダー規制
への抵触に懸念することなく自己株取得
を行うことができるようになる。

166/224

具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

zA070106

金融庁

府令第６条、第８条

zA070107

金融庁

証券取引法第166条
会社関係者等の特
新株発行に係る軽微基準の見直し 定有価証券等の取
引規制に関する内閣
府令第１条の2

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｂ

ｂ

当室からの
再検討要請

Ⅲ

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

条、第８条で定めている。

証券取引法第166条によりインサイダー
取引規制が課されているが、その重要
事実に関し、投資判断に及ぼす影響が
軽微なものとして内閣府令で定める基
準に該当するものを重要事実から除外
している。

その他

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

証券取引法第166条 証券取引法第166条によりインサイダー

インサイダー取引規制における「知 会社関係者等の特 取引規制が課されており、その適用除
る前計画」等に基づく株式取引の適 定有価証券等の取 外行為を会社関係者等の特定有価証
引規制に関する内閣 券等の取引規制に関する内閣府令第６
用除外化

措置の概要
（対応策）

167/224

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070106

zA070107

制度の
所管省庁等

項目

金融庁

インサイダー取引規制における「知
る前計画」等に基づく株式取引の適
用除外化

金融庁

新株発行に係る軽微基準の見直し

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A164

5053A165

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

164

165

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

重要事実の存在や、その発生を知る前
に作成した計画（「知る前計画」）に基づく
インサイダー取引規制における「知る前 株式売買(継続的な売買でない売買を含
計画」等に基づく株式取引の適用除外化 む) 、取引先持株会による株式の買入れ
も、セーフハーバー（適用除外取引）に追
加すべきである。

新株発行に係る軽微基準の見直し

168/224

公開買付に係る重要事実の軽微基準
も踏まえ、年間に発行する新株が、発行
済株式総数の一定割合(例えば、2.5％
未満)であれば、重要事実に当たらない
とすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

適用除外となっている役員・従業員持
株会による取得と同様に、恣意が入る余 現行法上、インサイダー取引規制に係
地がない取引であることが明確な場合に る適用除外取引は、内閣府令で限定列
は、インサイダー取引規制の適用除外と 挙されている。
するのが合理的である。

新株発行が株価に影響を与えるのは、
議決権の希釈化等が生じるためであり、
資本金の規模の大小と無関係に発行価
現行法上、新株発行に関しては、発行
額の総額を基準とすることは合理的でな
価額の総額が１億円未満の場合、軽微
い。因みに、公開買付の軽微基準は年
基準に該当し、重要事実にあたらないと
間の買い集め株数が発行済み株式数の
されている。
2.5%未満とされており、これを株式需給
関連の情報についての軽微基準と位置
付けることも可能である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

証券取引法第166条
zA070108

金融庁

自己株式の取得・処分に係る軽微 会社関係者等の特
定有価証券等の取
基準の創設
引規制に関する内閣
府令第１条の2

証券取引法第166条
zA070109

金融庁

子会社の解散に係る軽微基準の創 会社関係者等の特
定有価証券等の取
設
引規制に関する内閣
府令第１条の2

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

証券取引法第166条によりインサイダー
取引規制が課されているが、その重要
事実に関し、投資判断に及ぼす影響が
軽微なものとして内閣府令で定める基
準に該当するものを重要事実から除外
している。

証券取引法第166条によりインサイダー
取引規制が課されているが、その重要
事実に関し、投資判断に及ぼす影響が
軽微なものとして内閣府令で定める基
準に該当するものを重要事実から除外
している。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

169/224

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070108

zA070109

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

自己株式の取得・処分に係る軽微
基準の創設

子会社の解散に係る軽微基準の創
設

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A166

5053A167

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

166

167

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

自己株式の取得・処分に係る軽微基準
の創設

自己株式の取得・処分について、軽微
基準を設けるべきである（例えば、発行
済株式総数の2.5％)。

自己株式の処分と類似の性格を有す
る新株発行については、軽微基準が設
けられていることと比べ、均衡を失してお
現行法上、自己株式の取得・処分に関
り、これにより、発行体による株主への
しては軽微基準が設けられていない。
利益還元が制約されているとともに、資
本政策の機動的な展開が阻害されてい
る。

子会社の解散に係る軽微基準の創設

営業または事業の全部又は一部の休
止又は廃止と同様、当該子会社の解散
により減少する連結ベースの売上高が、
解散後３事業年度にわたり、当該子会社
解散前の事業年度の連結ベースの売上
高の一定割合(例えば、10％未満)である
と見込まれる場合には、重要事実にあた
らないとすべきである。

営業または事業の全部又は一部の休
止又は廃止について、軽微基準が設け
現行法上、子会社の解散に関しては、
られていることと比べ、均衡を失してお
軽微基準が設けられていない。
り、また、結果として、機動的な事業の再
編が阻害されている。

170/224

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070110

zA070111

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

証券取引法第166条によりインサイダー
証券取引法第166条 取引規制が課されているが、同条第2
項において重要事実を列挙している。

金融庁

上場子会社等の業績予想の変動
の重要事実からの削除

金融庁

証券取引法第163
条、第166条
証券会社が10％以上の株式を一時 上場会社等の役員
及び主要株主の当
保有する場合の規制の合理化【新 該上場株式等の特
規】
定有価証券等の売
買に関する内閣府令
第１条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

証券取引法第166条によりインサイダー
取引規制が課されているが、同条第2
項において重要事実を列挙している。
その重要事実の一つとして主要株主の
異動が定められている。また、主要株
主に対しては売買報告を義務付けてい
る。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

Ⅲ

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

171/224

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070110

zA070111

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

上場子会社等の業績予想の変動
の重要事実からの削除

証券会社が10％以上の株式を一時
保有する場合の規制の合理化【新
規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A168

5053A169

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

168

169

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

要望理由

その他
（特記事項）

上場子会社等の業績予想の変動につ
上場子会社等の業績予想の変動の重要
いては、親会社側にとっての重要事実か
事実からの削除
ら削除すべきである。

親会社にとって重要でない小さな上場
子会社であっても、当該子会社にとって
大きな業績予想の変動であれば、すべ
て親会社側の重要事実となることとな
り、合理的ではない。親会社の属する企
業集団の業績予想等の変動は親会社の
会社関係者にとって引き続き重要事実で
あり、特段の弊害はない。

現行法上、上場子会社等の業績予想
の変動については、軽微基準に該当しな
い限り、親会社の会社関係者にとっての
重要事実とされている。また、当該軽微
基準は、当該子会社単体ベースで設定
されている。

特定有価証券等の売買に関する内閣
府令において、株主が有している株式か
証券会社が10％以上の株式を一時保有
ら除外するものに「証券業を営むものが
する場合の規制の合理化【新規】
転売を目的として取得した株式」を追加
すべきである。

①証券会社が、発行会社の議決権の
10％以上の株式についてブロックトレー
ド(証券会社を通じて、大口の注文を相対
で行う取引)を行い一時的に保有した場
合、発行会社によって当該重要事実が
公衆の縦覧に供され公表されなければ、 証券会社が、発行会社の議決権の
転売を行うことができない。証券会社は、 10％以上の株式についてブロックトレー
その間、当該株式を大量に保有した状 ド（売り手顧客による大口株式売却と証
況となり巨大なリスクに直面する。例え 券会社による一時的に引取り、そして買
ば、相場環境の変化により転売に支障を い手顧客への転売へと至る一連の取
きたし、また、公表内容を知った投資家 引）を行い一時的に保有した場合、証券
が転売に先立ち売却するなどによって執 会社は証取法163条における「主要株
行コストが増大する可能性がある。こうし 主」となり、「主要株主の異動」は証取法
たリスクは取引価格に反映せざるを得な 166条によりインサイダー取引規制上の
いため、投資家の支払うコストを増大さ 重要事実に該当する。証券会社は、発
せることになる。②ブロックトレードにお 行会社によって当該重要事実が公衆の
いて、証券会社はポジションリスクや価 縦覧に供され公表されなければ、転売を
格変動リスクの極小化のために、一時保 行うことができない。
有した株式の速やかな転売を志向して
いるが、現行規制では、証券会社が一時
保有した状況で、当該報告が必要となる
ために転売までに一定の時間がかかっ
てしまう。
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具体的事業の
実施内容

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070112

zA070113

制度の
所管省庁等

項目

金融庁（ラップ
口座に係るイン
サイダー取引規 ラップ口座に係る規制緩和【新規】
制に関する規制
緩和）

金融庁（ラップ
口座に係る目論
ラップ口座に係る規制緩和【新規】
見書に関する規
制緩和）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

証券取引法第166条
会社関係者等の特
定有価証券等の取
引規制に関する内閣
府令第６条、第８条

制度の現状

証券取引法第166条によりインサイダー
取引規制が課されており、その適用除
外行為を会社関係者等の特定有価証
券等の取引規制に関する内閣府令第６
条、第８条で定めている。

証券会社がラップ口座に投資信託を組
み込んだ場合、その後契約期間中に投
証券取引法第15条
資信託の買付が発生した場合は、顧客
第２項
の同意を得て目論見書の交付義務が
免除されることとなっている。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

c

Ⅲ

-

措置の概要
（対応策）

インサイダー取引規制のあり方につい
ては、投資家､発行者､市場関係者及び
規制当局等の意見を踏まえ、法制面の
論点を中心に慎重に検討する必要があ
る。金融審議会第一部会においては、
投資サービスのあり方について審議が
進められており、要望事項についても、
審議会の検討状況を踏まえ検討する予
定。

顧客からの同意は、ラップ契約の締結
時に得られているのが一般的であり、
過大な事務負担になっているとは考え
ていない。目論見書は、投資家が投資
判断を行う上で重要な情報を提供する
ものであり、顧客の同意がない場合に
交付義務を免除することは、投資家保
護上問題があり適当でない。
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その他

当室からの
再検討要請

回答では、「審議会の検討状況を踏ま
え検討する予定。」とあるが、平成17年
度中に検討を開始することの可否につ
いて示されたい。

ラップ口座は、運用者が、投資家に代わって投資一任契
約により予め決められた投資信託に係る売買を行うもので
あるが、運用開始後、当初設定した資産配分比率から乖離
が生じた場合などに、当初設定した資産配分比率に戻す処
理、いわゆる「リバランス」や継続買付けを行うのが通常で
ある。投資対象が投資信託である場合、「リバランス」や継
続買付けは、予め契約により指定された資産配分比率に修
正するために行われる行為であるから、新たな「勧誘」を伴
う「募集」には該当せず、目論見書の交付義務はないと考え
るべきである。現行規制においては、顧客に予め新たな目
論見書を交付し、かつその受領を確認してからでなければ、
リバランスや継続買付けを実行できないため、機動的な運
用に支障が出、却って投資家の利益に反するという問題が
生じうる。
因みに、累積投資契約、財形契約または自動再投資契約
に基づき、「勧誘」を受けることなくファンドの買付けを定時・
定型的に行なう場合は、目論見書交付義務はない。
ラップ口座に組入れる投資信託についても、契約時に、目
論見書の事前の交付・確認を行い、その後の契約期間中に
発生する買付けにおいては、基本的に、目論見書交付義務
を免除すべきである。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

投資サービス法にかかる金融審の議
論が続いていることに鑑み、その議論
を踏まえ、他のインサイダー取引規制
に係る多くの要望等とも併せ、整合性
のある検討をしてまいりたい。

-

顧客からの同意は、ラップ契約の締結
時に得られているのが一般的であり、
過大な事務負担になっているとは考え
ていない。目論見書は、投資家が投資
判断を行う上で重要な情報を提供する
ものであり、顧客の同意がない場合に
交付義務を免除することは、投資家保
護上問題があり適当でない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070112

zA070113

制度の
所管省庁等

項目

金融庁（ラップ
口座に係るイン
サイダー取引規 ラップ口座に係る規制緩和【新規】
制に関する規制
緩和）

金融庁（ラップ
口座に係る目論
ラップ口座に係る規制緩和【新規】
見書に関する規
制緩和）

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A170

5053A170

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

2

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

170

170

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

ラップ口座に係る規制緩和【新規】

ラップ口座に係る規制緩和【新規】
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具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

（１）ラップ口座に組入れる投資信託につ
いては、契約時に関して事前の交付・確
認を行うこととし、その後の契約期間中
に発生する買付けにおいては、目論見
書に大幅な変更が無い限り、顧客への
交付義務を免除すべきである。
（２）ラップ口座で投資一任会社による投
資一任運用にかかる売買を行う場合、イ
ンサイダー規制等の適用除外となる場
合を設けるべきである。

ラップ口座とは、①個人投資家を中心
（１）投資信託の販売のうち、「勧誘」を伴
とした投資家から、証券会社又は証券会
わないものについては証取法上の「募
社と提携している投資顧問会社が投資
集」には該当せず、目論見書の交付義
一任の委任を受け、②当該証券会社又
務はない。例えば、累積投資契約、財形
は当該投資顧問会社が投資一任運用を
契約または自動再投資契約に基づき、
（要望理由 右下の続き）
行い、③当該一任運用に係る取引の顧
「勧誘」を受けることなくファンドの買付け
また、顧客が｢証取法166条第３項に規定
客口座が証券会社に開設されるスキー
を定時・定型的に行なう場合は、目論見
する重要事実の伝達を受けた者」また
ムである。「ラップ」とは英語の「Wrap」
書交付義務はない。ラップ口座において
は、「証取法167条第３項に規定する公
（「包む」の意味）であり、当該口座にお
は、契約時には目論見書を交付する必
開買付け等事実の伝達を受けた者」に
いて徴収する種々の手数料等は通常一
要はあるが、その後の契約期間中に発
なったとしても、ラップ口座で運用する投
括して徴収される。（１）ラップ口座に組入
生する買付けの際に、財務内容の更新
資一任会社の運用者が適時に把握する
れる投資信託は、一般の投資信託と同
など投資一任契約の内容に変更を及ぼ
のは困難なので、資産運用者は重要事
様に、目論見書の変更がある度に、購入
さないような目論見書の変更について
実を知らずに、その発表前に当該銘柄を
の前に目論見書を送付し受取りの確認
は、その都度顧客に交付する必要はな
売買してしまうこともありうる。ラップ口座
を行う。
い。
は、投資一任契約に基づき運用者が顧
（２）ラップ口座内の運用ポ−トフォリオ構
（２）上記の規制のため、上記法令の対
客からの影響を一切受けることがなく独
成銘柄についても、インサイダ−規制等
象となる銘柄（顧客が当該会社の役員ま
自の判断で投資対象及び投資時期を決
の対象になりうる場合がある。役員・主
たは主要株主）については、顧客の申告
定するものであり、このような場合など
要株主の売買報告義務規制（証取法163
により運用対象銘柄から除外する措置を
は、インサイダー取引規制の対象とする
条）
とって運用を行っている。しかし、ラップ
必要はない。
役員・主要株主の短期売買差益返還規
口座開設後に運用対象になっている会
制（証取法164条）
社の役員に就任した場合、申告ミスに
役員・主要株主の空売り規制（証取法
よって、インサイダー取引規制に抵触す
165条）
るリスクがある。これは、ラップ口座の根
会社関係者の取引規制（証取法166条）
幹にかかわる問題である。
公開買付者の取引規制（証取法167条）

（１）ラップ口座に組入れる投資信託につ
いては、契約時に関して事前の交付・確
認を行うこととし、その後の契約期間中
に発生する買付けにおいては、目論見
書に大幅な変更が無い限り、顧客への
交付義務を免除すべきである。
（２）ラップ口座で投資一任会社による投
資一任運用にかかる売買を行う場合、イ
ンサイダー規制等の適用除外となる場
合を設けるべきである。

ラップ口座とは、①個人投資家を中心
（１）投資信託の販売のうち、「勧誘」を伴
とした投資家から、証券会社又は証券会
わないものについては証取法上の「募
社と提携している投資顧問会社が投資
集」には該当せず、目論見書の交付義
一任の委任を受け、②当該証券会社又
務はない。例えば、累積投資契約、財形
は当該投資顧問会社が投資一任運用を
契約または自動再投資契約に基づき、
（要望理由 右下の続き）
行い、③当該一任運用に係る取引の顧
「勧誘」を受けることなくファンドの買付け
また、顧客が｢証取法166条第３項に規定
客口座が証券会社に開設されるスキー
を定時・定型的に行なう場合は、目論見
する重要事実の伝達を受けた者」また
ムである。「ラップ」とは英語の「Wrap」
書交付義務はない。ラップ口座において
は、「証取法167条第３項に規定する公
（「包む」の意味）であり、当該口座にお
は、契約時には目論見書を交付する必
開買付け等事実の伝達を受けた者」に
いて徴収する種々の手数料等は通常一
要はあるが、その後の契約期間中に発
なったとしても、ラップ口座で運用する投
括して徴収される。（１）ラップ口座に組入
生する買付けの際に、財務内容の更新
資一任会社の運用者が適時に把握する
れる投資信託は、一般の投資信託と同
など投資一任契約の内容に変更を及ぼ
のは困難なので、資産運用者は重要事
様に、目論見書の変更がある度に、購入
さないような目論見書の変更について
実を知らずに、その発表前に当該銘柄を
の前に目論見書を送付し受取りの確認
は、その都度顧客に交付する必要はな
売買してしまうこともありうる。ラップ口座
を行う。
い。
は、投資一任契約に基づき運用者が顧
（２）ラップ口座内の運用ポ−トフォリオ構
（２）上記の規制のため、上記法令の対
客からの影響を一切受けることがなく独
成銘柄についても、インサイダ−規制等
象となる銘柄（顧客が当該会社の役員ま
自の判断で投資対象及び投資時期を決
の対象になりうる場合がある。役員・主
たは主要株主）については、顧客の申告
定するものであり、このような場合など
要株主の売買報告義務規制（証取法163
により運用対象銘柄から除外する措置を
は、インサイダー取引規制の対象とする
条）
とって運用を行っている。しかし、ラップ
必要はない。
役員・主要株主の短期売買差益返還規
口座開設後に運用対象になっている会
制（証取法164条）
社の役員に就任した場合、申告ミスに
役員・主要株主の空売り規制（証取法
よって、インサイダー取引規制に抵触す
165条）
るリスクがある。これは、ラップ口座の根
会社関係者の取引規制（証取法166条）
幹にかかわる問題である。
公開買付者の取引規制（証取法167条）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070114

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

第三者割当増資の際における提出
書類に係る見直し【新規】

該当法令等

制度の現状

証券取引法第２条第 有価証券の発行者は、５０人以上に有
３項
価証券の勧誘（公募）を行った場合に
は、有価証券届出書等により情報の開
示が義務づけられる。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

-

措置の概要
（対応策）

ディスクロージャー制度は、投資家が十
分な投資判断を行うことができるよう有
価証券届出書等により投資家に情報を
提供し、投資家保護を図るための制度
である。発行会社の役職員及び発行会
社の100％子会社（完全子会社）の役職
員であっても、発行会社の財務内容、
経営内容を熟知しているとは限らず、ま
た、株券は流通性が高く、多数のもの
に転売されていく可能性が高いことか
ら、勧誘の人数の計算から除き、情報
開示を不要とすることは適切でない。

その他

当室からの
再検討要請

実務上のニーズを踏まえ、改めて検討
されたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

措置の概要
（対応策）

ー

ディスクロージャー制度は、投資家が十
分な投資判断を行うことができるよう有
価証券届出書等により投資家に情報を
提供し、投資家保護を図るための制度
である。発行会社の役職員及び発行会
社の100％子会社（完全子会社）の役職
員であっても、発行会社の財務内容、
経営内容を熟知しているとは限らず、ま
た、株券は流通性が高く、多数のもの
に転売されていく可能性が高いことか
ら、勧誘の人数の計算から除き、情報
開示を不要とすることは適切でない。

①−
②Ⅰ

①一定の重要な職責を有する使用人
については、役員と同様又はこれに準
ずる影響力を持っていると考えられるた
め、届出を義務付ける必要がある。な
お、投資顧問業法上の政令で定める使
用人と投信法上の政令で定める使用人
の範囲は、実質的には変わらない。
②住所の公衆縦覧については、他の法
令との整合性や他の業者の実態に留
意しつつ、投資サービス法(仮称）の議
論を踏まえ、検討する。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070115

金融庁

投資顧問業者の役員または重要な 有価証券に係る投資
使用人の住所に関する公衆縦覧の 顧問業の規制等に 投資顧問業者の重要な使用人につい
関する法律第５条、 て氏名及び住所の届出を義務付けてい
廃止および住所変更に伴う変更の
第６条、第８条
る。
届出に係る規制緩和【新規】
同施行令第３条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

①C
②B

①−
②Ⅰ

①一定の重要な職責を有する使用人
については、役員と同様又はこれに準
ずる影響力を持っていると考えられるた
め、届出を義務付ける必要がある。
②住所の公衆縦覧については、他の法
令との整合性や他の業者の実態を踏ま
え検討する。
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投資顧問業法においては、住所の届出
が必要な使用人の範囲が投信法（施行
令第９条）よりも広い（投資顧問業法施
行令第３条第２号の顧客に対する投資
顧問契約に基づく助言の業務の用に供
する目的で有価証券の価値等の分析
又は当該分析に基づく投資判断を行う
者及び第３号の顧客に対する投資顧問
契約に基づく助言の業務を行う者）。投
信法では不要となっている役員及び使
用人の氏名及び住所の公衆縦覧を義
務付けられていることについて、その趣
旨を明確にするとともに、その範囲を投
信法と平仄をあわせる方向で縮減して
いただきたい。また、役員、重要な使用
人の住所の公衆縦覧制度は、個人情
報保護およびセキュリティの観点から
早急に見直す必要があり、検討のスケ
ジュールを明示していただきたい。

①c
②b

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070114

zA070115

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

第三者割当増資の際における提出
書類に係る見直し【新規】

投資顧問業者の役員または重要な
使用人の住所に関する公衆縦覧の
廃止および住所変更に伴う変更の
届出に係る規制緩和【新規】

要望
管理番号

5053

5053

要望事項
管理番号

5053A171

5053A173

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

(社）日本経済団体連合会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

171

第三者割り当て増資に係る勧誘の対
象が発行会社の役職員、発行会社の
第三者割当増資の際における提出書類
100％子会社（完全子会社）の役職員で
に係る見直し【新規】
あれば、勧誘先対象の人数の計算から
除くべきである。

現在証券取引法施行令第１条の４第３
項において、新株予約権の勧誘を行う場
合、勧誘の相手方が発行会社の役職員
等のみである場合は、募集に該当する
か否かの人数の計算上これらの者を除
外することになっている。また証券取引
現在、継続開示会社が普通株式に関し
法上の少人数私募の考え方において
第三者割当増資を実施する場合には、
は、適格機関投資家は250名を上限に人 証券取引法上の「募集」に該当すること
数基準から除外されることとなっている。 から有価証券届出書の提出が必要とさ
これら規定との整合性を踏まえて、発行 れている。
会社の役職員および完全子会社の役職
員は発行会社の財務内容、経営内容を
熟知しているものとして、第三者割り当て
増資に係る人数基準から除外することが
妥当である。

173

①投資顧問業法施行令第３条にて規定
される重要な使用人のうち、同法施行令
第３条第２号及び第３号に規定する者に
ついてまで氏名及び住所の届出を義務
付ける趣旨を明確にするとともに、届出
を必要とする「使用人」の範囲を、他の法
令と平仄を合わせる方向で縮減すること
を検討すべきである。
投資顧問業者の役員または重要な使用 ②また、投資顧問業法においては、「使
人の住所に関する公衆縦覧の廃止およ 用人」の範囲が、投信法よりも広く、ま
び住所変更に伴う変更の届出に係る規 た、投信法では不要となっている役員及
制緩和【新規】
び使用人の氏名及び住所の公衆縦覧を
義務付けられていることについて、その
趣旨を明確にすべきである。
③金融審議会において、投資顧問業法
を含めた投資家保護のための投資サー
ビス法制の検討がなされているが、本件
の検討はその場でなされるのか、なされ
ない場合には具体的な検討・結論の時
期を明確にすべきである。

①重要な使用人に該当する者が多数に
のぼる場合には、当該者の転勤、退職、
住所変更等の際の届出につき、実務上
の負担が極めて重いものとなっている。
②個人情報保護の観点及びセキュリ
ティー上の問題により、近年、公衆の縦
覧に供されている情報を利用した犯罪が
頻発していることを踏まえ、投資顧問業
法に関する制度を見直す必要がある。

176/224

投資顧問業の登録にあたって、投資顧
問業者の役員または重要な使用人の氏
名及び住所が記載されており、それらは
公衆の縦覧に供されている。また、役員
または重要な使用人の住所に変更が生
じた場合には変更の届出を行うことが義
務付けられている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070116

zA070117

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

当該ガイドラインは、従業員持株制度
等を実施する会社が行う同制度の運営
を適正かつ円滑ならしめるため、証券
会社が行う持株制度に係る事務の取扱
いについての基準を定めたものであ
る。

金融庁

「持株会」の規制緩和【新規】

金融庁

銀行、保険会社の特定子会社が5％、
10％を超える議決権を保有することが
できる会社（新規事業分野開拓会社）
は銀行法施行規則第17条の2第３項、
保険業法施行規則第56条第３項・第４
項に規定されており、
①設立５年以内かつ試験研究費等比
率が３％以上の中小企業新事業活動
促進法第２条第１項に規定する中小企
業者
銀行の特定子会社（ベンチャーキャ 銀行法施行規則第
17条の2
②設立１年以内かつ常勤研究者２名以
ピタル子会社）の保有比率5％超、
銀行法施行規則第
上・10％以上の同じく中小企業者
保険会社の特定子会社の保有比
34条の16
③中小企業新事業活動促進法第11条
率10％超投資対象企業の範囲等
保険業法施行規則 第１項の「異分野連携新事業分野開拓
の拡大
第56条
計画」認定会社
④最後の議決権取得時に①〜③に該
当していたもの
とされている。
なお、当該新規事業分野開拓会社の議
決権を5％、10％を超えて保有すること
ができるのは、その議決権の取得の日
から10年以内とされている（銀行法施
行規則第17条の2第5項、保険業法施
行規則第56条第５項）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

ｂ

措置の概要
（対応策）

ー

当該ガイドラインは、持株制度に係る
事務を証券会社が取り扱う場合の基準
を自主規制機関である日本証券業協
会が定めたものであり、現在、持株制
度についてガイドラインの見直しの是非
も含めた検討が協会において予定され
ていることから、要望について伝えるこ
ととしたい。

Ⅲ

新規事業分野開拓会社の保有が銀
行、保険会社の子会社の業務範囲規
制の回避のために利用されることがな
いよう銀行法施行規則第17条の2第3
項、保険業法施行規則第56条第３項か
ら第５項が、新規事業分野開拓会社に
該当する会社を限定列挙するとともに
5％、10％を超える議決権の保有期間
を限っている趣旨を踏まえ、新規事業
分野開拓会社の範囲等の見直しの是
非について今後検討を開始する。

177/224

その他

当室からの
再検討要請

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

新規事業分野開拓会社の保有が銀
行、保険会社の子会社の業務範囲規
制の回避のために利用されることがな
いよう銀行法施行規則第17条の2第3
項から第5項まで、保険業法施行規則
第56条第３項から第５項が、新規事業
分野開拓会社に該当する会社を限定
列挙するとともに5％、10％を超える議
決権の保有期間を限っている趣旨を踏
まえ、新規事業分野開拓会社の範囲等
の見直しの是非について今後検討を開
始するところであり、現時点で結論時期
等を明確に示すことは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070116

zA070117

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

「持株会」の規制緩和【新規】

銀行の特定子会社（ベンチャーキャ
ピタル子会社）の保有比率5％超、
保険会社の特定子会社の保有比
率10％超投資対象企業の範囲等
の拡大

要望
管理番号

5053

5062

要望事項
管理番号

5053A174

5062A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

(社）日本経済団体連合会

日本ベンチャーキャピタル協
会

要望
事項番号

174

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

上場親会社株式の取得を目的とする
子会社持株会については、ガイドライン
の規制を緩和すべきである。

「持株会」の規制緩和【新規】

銀行・保険会社の特定子会社が、それぞ
れ5％・10%を超えて投資できる企業の範
囲について、例えば設立間もない企業な
銀行の特定子会社（ベンチャーキャピタ
ど、幅広いベンチャー企業に拡大する。
ル子会社）の保有比率5％超、保険会社
また、それぞれ5％超・10％超の投資を
の特定子会社の保有比率10％超投資対
行った企業が、企業成長により対象から
象企業の範囲等の拡大
外れた場合についても、投資期間が10
年に満たない場合は、追加投資を可能と
する。

178/224

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

子会社役員の親会社株式購入につい
ては、親会社の役員とは異なり、未公表
の親会社の重要事実を知得する機会が
極めて少なく、インサイダー規制の観点
からも個人での購入は、比較的自由に
行える状態であることから、発行会社の
役員持株会設置の趣旨と異なる扱いを
すべきである。 一方、子会社役員にも、
従業員と同様の財産形成目的の上場親
会社株式持株会を組成するニーズがあ
ることから、親会社（株主）の承認（役員
報酬）を前提に、奨励金を付与すること
を認めても問題はない。

日本証券業協会の持株会制度に関す
るガイドライン（以下「ガイドライン」）で
は、従業員持株会と役員持株会は別に
組織し、株式の買付も合同では行えない
こととなっている。また、役員持株会は、
福利厚生目的ではないため、奨励金支
給は行えないこととなっている。

昨今のベンチャー市場においては、大企
業からのスピンオフや大学発など、多種
多様な企業が設立されている。これらの
企業は、技術的・ビジネスモデル的に競
争力を有しているが、資金・人材等が不
足している場合も多く、このような企業の
ニーズにベンチャーキャピタル会社が適
時・適切に応えて行くことの重要性が高
まってきている。
一方、現在、銀行・保険会社の特定子会
社は、一定の要件を満たすベンチャー企
業についてのみ、10年間に限りそれぞれ
5％超・10％超の議決権を保有すること
が認められている。銀行・保険会社の子
会社の業務範囲規制の趣旨を踏まえ、１
０年間の保有期間制限を維持したうえ
で、ベンチャー企業の範囲が拡大されれ
ば、銀行・保険会社の特定子会社が多
種多様なベンチャー企業の資金ニーズ
に応えることができる。また、追加投資が
可能となれば、当該企業からの支援継
続等の依頼に応えることができる。
なお、ベンチャーキャピタルでは、一定の
出資割合をもってベンチャー企業の経営
状況を詳細に把握することは、リスク管
理に極めて有効な手段として認識されて
おり、銀行・保険会社の特定子会社にお
いても同様の効果が期待できる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070118

zA070119

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

信託業法
信託法の見直しと併せて信託業法 金融機関の信託業
務の兼営等に関する
の見直しを行うこと
法律

信託契約代理店制度における「復
代理」の許容

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

信託業法

制度の現状

ー

信託業法においては、信託契約代理店
制度における復代理を認めていない

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

Ⅰ

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

信託機能の利用を更に促進する観点
から、現在法務省において検討が行わ
れている信託法改正にあわせ、必要に
応じて信託業法等の改正について検討
を行う。

検討のスケジュール（結論時期）につき
具体的に明示して頂きたい。

信託機能の利用を更に促進する観点
から、現在法務省において検討が行わ
れている信託法改正にあわせ、ニーズ
等を踏まえ、必要に応じて信託業法の
改正について検討を行う。

・信託契約代理店制度については、あく
まで信託業法の観点より律せられるも
のであり、必ずしも信託法改正の議論
を踏まえる必要はないものと考えられ
る。
・信託契約代理店制度における「復代
理」は、そのニーズが強くかつ喫緊のも
のであることから、信託法改正に伴う信
託業法の二次改正に先立ってその実
現を要望するものである。
・斯かる実務上の要請を踏まえ、なお
本要望を、信託業法二次改正において
検討を行うとの姿勢に留めるべきなの
かどうか、検討いただきたい。

179/224

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

信託法の改正については、平成18年通
常国会を目途に関係法律の整備を提
出していることを予定していると承知し
ており、それに併せ、必要に応じて信託
業法等の改正について検討を行ってい
きたい。

Ⅰ

信託契約代理店制度については昨年
12月に施行された信託業法において創
設された制度であるが、同法では「政府
は、この法律の施行後3年以内に、この
法律の施行の状況について検討を加
え、必要があると認められるときは、そ
の結果に基づく所要の措置を講ずるも
のとする。」とされているところであり、
その検討に併せ行っていくことを考えて
いる。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070118

zA070119

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信託法の見直しと併せて信託業法
の見直しを行うこと

信託契約代理店制度における「復
代理」の許容

要望
管理番号

5071

5071

要望事項
管理番号

5071A001

5071A002

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

1

2

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・昨年12月30日に信託業法が改正され
たところであるが、信託法については、
現在法制審議会で改正の検討が進めら
れている。
・先般の信託業法の改正は喫緊の信託
の活用のニーズに応えるため、信託法
の改正に先駆けて行われたものである。
信託法の見直しと併せて信託業法の見 ・現在、法制審議会において、社会・経
直しを行うこと
済情勢の変化に的確に対応するため
に、受託者の負う忠実義務等の内容の
適切な要件下での緩和等を柱とした信
託法の現代化に向けた検討が行われて
おり、かかる信託法の改正に併せ、実務
実態も踏まえて信託業法の２次改正が
行われることを要望するもの。

・平成15年7月28日金融審議会金融分科
会第二部会報告「信託業のあり方に関
する中間報告書」「おわりに」において、
「今後、信託法の見直しと併せて信託業
法を見直すことにより、大正11年以来の
信託業法の抜本的改正が実現し、その
結果、これまで以上に信託制度が国民
の多くに利用され国民経済の活性化に
資することを期待する。」とされている。
・信託法の改正においては、忠実義務、
自己執行義務、多数決による意思決定
方法等が任意規定化を含み見直し・創
設される方向であり、信託業法において
もこれを踏まえた見直しがなされること
は、更なる信託スキームの活用を促進
し、経済の活性化、市場型間接金融とい
う新たな金融の流れの構築に資するも
のである。

・昨年12月30日施行の改正信託業法に
おいて、「信託契約代理店」制度が創設
されたところであるが、「復代理」までは
信託契約代理店制度における「復代理」 認められていないと解される。
の許容
・所属信託会社の承諾がある場合には、
信託契約代理店が復代理を選任するこ
とを可能とすることを要望するもの。

・平成15年7月28日金融審議会金融分科
会第二部会報告「信託業のあり方に関
する中間報告書」「三 信託業法等の見
直しに係る具体的論点」「３ その他 （1）
信託契約の取次ぎ」において、「信託業
の担い手に対し信託契約の取次ぎのみ
を行う者について、その範囲を幅広く認
めることは、信託サービスの提供チャネ
ルを拡大し、利用者のアクセスを向上さ
せることに資すると考えられる」とされて
いる。
・信託契約代理店に復代理が認められ
ることにより、例えば信託契約代理店た
る親会社が、その子会社を復代理として
選任する、証券会社・保険会社を信託契
約代理店とし、当該者を所属会社とする
証券仲介業者・保険代理店を復代理とし
て選任する、等、多様なビジネスモデル
が想定されるところである。
・本要望は、上記報告書の趣旨に合致
するものであり、更なる信託の活用を促
進し、経済の活性化、市場型間接金融と
いう新たな金融の流れの構築に資するも
のである。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070120

zA070121

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

・銀行又はその子会社は、国内の会社
の議決権については、合算して、その
基準議決権数（５％）を超える議決権を
取得し、又は保有してはならない（法第
１６条の３第１項）。
・ただし、内閣府令（規則１７条の６）で
銀行法における信託財産に係る議 信託会社に関する総 定める事由により、基準議決権数を超
合的な監督指針11- えて取得又は保有するすることとなる
決権保有規制の緩和
3-5
場合には、１年以内は保有が可能。こ
の場合において、「やむを得ないと認め
られる理由」（信託会社等に関する総合
的な監督指針１１−３−５（２））があると
して、あらかじめ内閣総理大臣の承認
を得た場合には、１年を超えて保有す
ることが可能となっている。

信託銀行による投資信託の効率的 投資信託及び投資 信託銀行は、主として有価証券に対す
運用を阻害する規制を撤廃するこ 法人に関する法律施 る投資として運用する場合を除き、委託
行令第2条
を受けることができる。
と（その１）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅳ

独占禁止法における同様の規制につ
いて、「信託財産として所有等する議決
権の増加割合１％の範囲内で議決権を
取得したところ予期せぬ発行会社によ
る自己株式の取得により年１％を超え
るようなこととなった場合も、一定の条
件の下で例外的に許容することなど、
基準の弾力化を図る（平成１７年度検
討・結論）」とされていることから、独占
禁止法上の対応を見極めつつ、今後検
討を行う。（平成１７年度検討・結論）

実施される内容、実施時期について具
体的に示されたい。

-

「主として有価証券」で運用を行う証券
投資信託においては、幅広く一般投資
者から資金を集めるスキームであるこ
とから、運用者である投資信託委託業
者に専業義務を求めていること、委託
者と受託者の抑制機能により投資者保
護を図ってきたことに照らせば、認可投
資顧問業者である信託銀行に自らが受
託者となっている証券投資信託につ
き、運用の外部委託を認めることとした
場合、投信法第5条の2、第49条の3の
趣旨に反するため、自らが受託者と
なっている証券投資信託の運用の外部
委託を受けることを可能とすることは困
難。

・投信法第5条の２の趣旨は、要望理由記載のとおりと解さ
れるが、投資一任業務の認可を受けた信託銀行は、投資顧
問業法の規制を受ける他、昨年改正された信託業法におけ
る行為規制も受けており、十分な受益者保護が図られてい
るといえる。
・また、投信法第49条の３の趣旨は、要望理由記載のとおり
と解されるが、既に投信法改正から5年が経過し、その間に
信託銀行に投資一任業務を営むことが認められていること
を踏まえれば、当初の趣旨を堅持する合理性は既に失われ
たものといえる。
・当該規制の撤廃により、運用機関間の競争が一段と促進
され、多様なサービス・商品の提供が可能となり、投資家の
利益に資することから、本要望について改めて検討し、見解
を示されたい。
・なお、7月7日に公表された金融審議会金融分科会第一部
会「中間整理」において、「多様化するニーズに応じた金融
商品・サービスの提供を可能とすることが望ましい」（2頁）、
「規制の簡素化・明確化や新たな金融商品設計の自由度の
拡大を図ることが、適切な利用者保護と金融機関経営の選
択肢の拡大をつうじ、利用者利便の向上につながる」（7頁）
とされており、本要望についても、同報告書の趣旨を踏ま
え、金融審議会等を含めた検討がなされるべきである。
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措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅳ

独占禁止法における同様の規制につ
いて、「規制改革・民間開放推進３か年
計画」（平成17年３月25日閣議決定）を
踏まえ、平成１７年度中に結論を得るべ
く検討中であり、本件について、現時点
でこれ以上の時期及び内容等を明示す
ることは困難である。

-

「主として有価証券」で運用を行う証券
投資信託においては、幅広く一般投資
者から資金を集めるスキームであるこ
とから、運用者である投資信託委託業
者に専業義務を求めていること、委託
者と受託者の抑制機能により投資者保
護を図ってきたことに照らせば、認可投
資顧問業者である信託銀行に自らが受
託者となっている証券投資信託につ
き、運用の外部委託を認めることとした
場合、投信法第5条の2、第49条の3の
趣旨に反するため、自らが受託者と
なっている証券投資信託の運用の外部
委託を受けることを可能とすることは困
難。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070120

zA070121

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

銀行法における信託財産に係る議
決権保有規制の緩和

信託銀行による投資信託の効率的
運用を阻害する規制を撤廃するこ
と（その１）

要望
管理番号

5071

5071

要望事項
管理番号

5071A006

5071A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

6

9

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・銀行法では、第16条の3第2項但書きの
承認を受けることにより、固有財産およ
び元本補てんのある信託に係る信託財
産で保有する議決権の合算が5%以下で
ある場合には、元本補てんのない信託
に係る信託財産として総株主の議決権
の5％を超える議決権を1年超所有する
ことが出来る。その場合の審査基準は
「信託会社等に関する総合的な監督指
針」11-3-5に定められている。
・斯かる審査基準のうち、11-3-5(2)②ハ
に関しては、独占禁止法においても同様
の規制があるが、これについては平成17
年3月25日閣議決定「規制改革・民間開
銀行法における信託財産に係る議決権
放推進3か年計画（改定）」において、
保有規制の緩和
「『信託財産として所有等する議決権の
増加割合が年1％以下であること』という
基準について認可後計画的に信託財産
において増加割合1％の範囲内で議決
権を取得したところ予期せぬ発行会社に
よる自己株式の取得により年1％を超え
るようなこととなった場合も、一定の条件
の下で例外的に許容することなど、基準
の弾力化を図る」とし「平成17年度検討・
結論」とされている。
・銀行法における規制も、斯かる検討お
よび結論と平仄を合わせる方向での基
準の弾力化を要望するもの。

・元本補てんのない信託に係る信託財産
において、アクティブ・ファンドにおける運
用計画に沿った銘柄の新規組入れ、追
加取得、あるいは運用計画の変更に伴
う新規組入れ等により、個別銘柄によっ
て議決権保有割合が短期間で大幅に増
加する実例が存在する。
・斯かる実例が存在するところ、“元本補
てんのない信託に係る信託財産におい
て1年を超えて保有しようとする議決権数
の増加割合が総株主の議決権数対比で
年1％以内であること”という基準により、
信託財産の効率的な運用を阻害し、投
資家の利益を害する結果を招来してい
る。

・投資一任業務の認可を受けた信託銀
行が、委託者指図型投資信託あるいは
投資法人より投資信託財産の運用に係
る権限の委託を受ける場合において、当
該信託銀行が自ら受託者となっている投
資信託財産については、「主として有価
証券」に運用することができない。
・投資一任業務の認可を受けた信託銀
行が、投資信託財産の運用の委託を制
約なく受けられるようにすることを要望す
るもの。
信託銀行による投資信託の効率的運用
・「主として有価証券」に投資する投資信
を阻害する規制を撤廃すること（その１）
託財産の運用と管理を同一の者が行う
場合は、有価証券の値動きを利用して、
受託者自らあるいは当該投資信託の受
益者以外の第三者を利するような行為を
行うというような弊害の発生の蓋然性が
高いということであれば、当該弊害を防
止するための行為規制を課すことで対応
は可能であり、信託銀行については信託
業法改正により受益者保護のための行
為規制が課せられている。

・投資一任業務の認可を受けた信託銀行は、有価
証券運用にかかる専門的知識・経験を有しており、
当該規制の撤廃により、運用機関間の競争が一段
と促進され、多様なサービスの提供・投資信託商品
の組成が可能となり、商品の選択肢の拡大等、投
資家の利益に大いに資するものである。
・本要望については、認可投資顧問業者である信
託銀行に自らが受託者となっている証券投資信託
につき、運用の外部委託を認めることとした場合、
投信法第5条の2、第49条の3の趣旨に反するた
め、自らが受託者となっている証券投資信託の運
用の外部委託を受けることを可能とすることは困難
とされている。
・しかし、投信法第5条の2の趣旨については、「有
価証券投資に関して、悪質な業者が法律の規制を
受けずに有価証券投資信託と同様の金融商品を
作り出すことを放置することにより投資者が被害を
被るのを防止するために設けられた規定である」
（乙部辰良著「詳解投資信託法」59頁）とされてお
り、趣旨に反するとは考えられない。
・また、第49条の3の趣旨については、「有価証券に
投資運用する仕組みとしては、投資者に販売され
る受益証券が有価証券であるものは証券投資信託
委託業者のみが設定、運用でき、信託会社等は受
益権が有価証券でないものを扱ってきたという状況
を変更しないこととし、委託者非指図型投資信託と
しては、主として有価証券に対する投資として運用
することを目的としてはならない旨の規定が置かれ
たものである。」（乙部辰良著「詳解投資信託法」
105頁）とされているが、「状況を変更しないことと
し」とは、それまでの証券投資信託委託業者と信託
会社等の業務の棲み分けの状況を経過的に維持
するという趣旨であると考えられるが、既に投信法
改正から５年が経過し、その間に信託銀行に投資
一任業務を営むことが認められる状況となっている
ことに鑑みれば、引き続き、当該条文の趣旨を堅持
する合理性は既に失われたものと考えられる。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

信託銀行が委託者非指図型投資信託

zA070122

金融庁

信託銀行による投資信託の効率的 投資信託及び投資 の信託財産を主として有価証券に対す
運用を阻害する規制を撤廃するこ 法人に関する法律第 る投資として運用することを目的とする
49条の3
投資信託契約を締結することを禁止し
と（その２）

c

-

ている。

措置の概要
（対応策）

「主として有価証券」で運用を行う証券
投資信託においては、幅広く一般投資
者から資金を集めるスキームであるこ
とから、運用者である投資信託委託業
者に専業義務を求めていること、委託
者と受託者の抑制機能により投資者保
護を図ってきたことに照らせば、信託銀
行が投信法に基づく「主として有価証
券」に対する投資の運用指図を可能と
することは困難。

その他

当室からの
再検討要請

・委託者非指図型投資信託において
「主として有価証券」で運用を行なった
場合に、投資者保護の観点から弊害が
生じる蓋然性があるということであれ
ば、弊害防止のための行為規制を課す
ことで、対応することは可能である。
・信託銀行には信託業法等による受益
者保護のための行為規制が適用され
ており、法令遵守のための十分な運
営・管理体制を整備・構築している。
・規制の撤廃により生じると考えられる
弊害の内容を具体的に明示いただくと
ともに、信託銀行に対する現状の行為
規制によって、当該弊害を防止すること
が可能か否かを検討のうえ、その内容
を示されたい。
・なお、7月7日に公表された金融審議
会金融分科会第一部会「中間整理」に
おいて、「多様化するニーズに応じた金
融商品・サービスの提供を可能とするこ
とが望ましい」（2頁）、「規制の簡素化・
明確化や新たな金融商品設計の自由
度の拡大を図ることが、適切な利用者
保護と金融機関経営の選択肢の拡大
をつうじ、利用者利便の向上につなが
る」（7頁）とされており、本要望について
も、同報告書の趣旨を踏まえ、金融審
議会等を含めた検討がなされるべきで
ある。

措置の 措置の
分類
内容

c

措置の概要
（対応策）

-

「主として有価証券」で運用を行う証券
投資信託においては、幅広く一般投資
者から資金を集めるスキームであるこ
とから、運用者である投資信託委託業
者に専業義務を求めていること、委託
者と受託者の抑制機能により投資者保
護を図ってきたことに照らせば、信託銀
行が投信法に基づく「主として有価証
券」に対する投資の運用指図を可能と
することは困難。

①Ⅰ
②−

①住所の公衆縦覧については、他の法
令との整合性や他の業者の実態に留
意しつつ、投資サービス法(仮称）の議
論を踏まえ、検討する。
②一定の重要な職責を有する使用人
については、役員と同様又はこれに準
ずる影響力を持っていると考えられるた
め、届出を義務付ける必要がある。な
お、投資顧問業法上の政令で定める使
用人と投信法上の政令で定める使用人
の範囲は、実質的には変わらない。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

zA070123

金融庁

投資顧問業者の役員または投資顧
法第5条及び第6条に基づいて投資顧
問業法施行令第3条に規定する使
投資顧問業法第5 問業者の役員、重要な使用人の氏名、
用人の住所に関する公衆縦覧の廃 条、第6条、第8条 住所等は登録簿で公衆縦覧に供されて
止および住所変更に伴う変更の届
いる。
出の廃止

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

①B
②C

①Ⅰ
②−

①住所の公衆縦覧については、他の法
令との整合性や他の業者の実態を踏ま
え検討する。
②一定の重要な職責を有する使用人
については、役員と同様又はこれに準
ずる影響力を持っていると考えられるた
め、届出を義務付ける必要がある。
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・措置の概要（対応策）における今回の
回答①は、昨年と全く同じ内容である。
個人情報保護およびセキュリティの観
点から、住所の公衆縦覧廃止は喫緊の
課題であり、具体的な検討スケジュー
ルを明示いただくとともに、早急に廃止
を実現していただきたい。
・公衆縦覧が、投資者保護の観点から
なされていることから、住所の公衆縦覧
が廃止されれば、住所変更に伴う届出
も当然に廃止されるべきである。
・なお、住所の届出が必要な使用人の
範囲は、投信法に比して過剰である（投
資顧問業法施行令第3条第2号、同3
号）。公衆縦覧については、「措置の概
要」において、「他の法令との整合性や
他の業者の実態を踏まえ検討する」と
しているところ、住所の届出が必要な使
用人の範囲についても、他の法令との
整合性を勘案し、見直しがなされて然る
べきものと考える。したがって、まずは、
住所の届出が必要な使用人の範囲が
投信法に比して過剰な規制となってい
る理由を明示いただくとともに、その範
囲を投信法と平仄を合わせる方向で縮
減していただきたい。

①b
②c

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070122

zA070123

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

信託銀行による投資信託の効率的
運用を阻害する規制を撤廃するこ
と（その２）

投資顧問業者の役員または投資顧
問業法施行令第3条に規定する使
用人の住所に関する公衆縦覧の廃
止および住所変更に伴う変更の届
出の廃止

要望
管理番号

5071

5071

要望事項
管理番号

5071A010

5071A012

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

社団法人信託協会

要望
事項番号

10

12

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

・委託者非指図型投資信託について、信
託銀行が信託財産を「主として有価証
券」に運用することができないため、斯か
る規制の撤廃を要望するもの。
・委託者非指図型投資信託の受託者た
る信託銀行は、信託業法等の規律の適
用を受けるものであり、諸規律を遵守す
べく十分な運営・管理体制を整備・構築
している。
・「主として有価証券」に投資する投資信
託財産の運用と管理を同一の者が行う
信託銀行による投資信託の効率的運用 場合は、有価証券の値動きを利用して、
を阻害する規制を撤廃すること（その２） 受託者自らあるいは当該投資信託の受
益者以外の第三者を利するような行為を
行うというような弊害の発生の蓋然性が
高いということであれば、当該弊害を防
止するための行為規制を課すことで対応
は可能である。
・また、そもそも信託財産の運用対象は
信託契約により決定されるべきものであ
り、法令による規制は多様な商品設計の
阻害要因以外のなにものでもないことか
ら、早期の撤廃を要望するもの。

・信託銀行は、有価証券運用に係る専門的な
知識・経験を有しており、当該規制の撤廃に
より、斯かる知識・経験が存分に発揮され、
運用機関間の競争が一段と促進され、多様
な運用サービスの提供・投資信託商品の組
成が可能となり、商品の選択肢の拡大等、投
資家の利益に大いに資するものである。
・また、投資家による投資信託商品取引の拡
大により、有価証券取引が拡大し、有価証券
取引市場の活性化、安定的な成長も図られ
る。
・また、第49条の3の趣旨については、平成
12年の投信法改正により委託者非指図型投
資信託が創設された際、「有価証券に投資運
用する仕組みとしては、投資者に販売される
受益証券が有価証券であるものは証券投資
信託委託業者のみが設定、運用でき、信託
会社等は受益権が有価証券でないものを
扱ってきたという状況を変更しないこととし、
委託者非指図型投資信託としては、主として
有価証券に対する投資として運用することを
目的としてはならない旨の規定が置かれたも
のである。」（乙部辰良著「詳解投資信託法」
105頁）と説明されている。ここで、「状況を変
更しないこととし」とは、それまでの証券投資
信託委託業者と信託会社等の業務の棲み分
けの状況を経過的に維持するという趣旨であ
ると考えられるが、既に投信法改正から５年
が経過し、その間に信託銀行に投資一任業
務を営むことが認められる状況となっている
ことに鑑みれば、引き続き、当該条文の趣旨
を堅持する合理性は既に失われたものと考
えられる。

・投資顧問業者登録簿には、投資顧問
業者の役員または投資顧問業法施行令
第3条に規定する使用人（以下、「重要な
使用人」という。）の住所が記載されてお
り、それらは公衆の縦覧に供されてい
る。
・また、役員または重要な使用人の住所
投資顧問業者の役員または投資顧問業
に変更が生じた場合には変更の届出を
法施行令第3条に規定する使用人の住
行っている。
所に関する公衆縦覧の廃止および住所
・この「住所」に関する公衆縦覧の廃止
変更に伴う変更の届出の廃止
と、住所変更に伴う変更の届出を廃止し
ていただきたい。
・少なくとも住所及び氏名の届出を必要
とする「使用人」の範囲を投信法と平仄
をあわせる方向で縮減していただきた
い。

・投資顧問業者の役員または重要な使用人
として氏名を届け出ている以上、住所までを
開示する必要性は乏しく、住所などの個人情
報を公衆の縦覧に供することは、個人情報保
護の観点およびセキュリティ上の問題より、
近年公衆の縦覧に供されている情報を利用
した犯罪が頻発していることも踏まえ早急に
廃止の方向で対応いただきたい。
・また、住所に関する公衆縦覧が廃止される
ことにより、住所変更の届出も不要であると
考えるが、仮に必要であるとしても変更の届
出は同法第3条に規定する使用人に該当す
るものが多数にのぼる場合には、実務上の
負担が極めて重いこともあり、当該事由によ
る変更の届出の廃止を要望するもの。
・少なくとも、投資顧問業法において、住所及
び氏名の届出（同法第5条、第8条）、公衆縦
覧（同法第6条）が必要とされる者のうち、同
法施行令第3条第2号及び第3号に規定する
者については、投信法（投資信託及び投資法
人に関する法律）における同様の規定には
含まれていない。斯様に他の法令と比して投
資顧問業法が過剰な規制となっている趣旨
を明確にし、届出を必要とする「使用人」の範
囲を他の法令と平仄を合わせる方向で縮減
していただきたい。
・また、金融審議会において、投資顧問業法
を含めた投資家保護のための投資サービス
法制の検討がなされている。本件の検討は
その場でなされるのか、なされない場合には
具体的な検討・結論の時期を明確にしていた
だきたい。

184/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。

有価証券に係る投資 投資顧問業者登録簿に記載されている

zA070124

金融庁

投資顧問業法第8条第1項および第 顧問業の規制等に 事項、投資判断者等に異動が生じた場
29条第1項第6号に基づく変更届出 関する法律第8条第1 合および営業所に変更があった場合な
項および第29条第1 どにおいては、変更の届出を2週間以
書の提出期限の緩和
項第6号

zA070125

金融庁

有価証券購入時のクレジットカード
による決済

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

証券取引法第66条
の13第1号ホ

C

内に行うこととされている。

証券仲介人が金銭を貸し付けることを
条件として勧誘することは不可。

b

−

登録簿は公衆縦覧されている情報であ
り、投資者保護上、内容に変更があれ
ば迅速に対応すべきものであり、期限
を延長することは適当ではないと考え
る。

クレジットカードによる支払は、カード会
社から顧客に対する金銭の貸付けと同
様の経済効果をもたらすことから、証券
取引法第44条第3号及び第66条の１３
Ⅰ〜Ⅲ
第1号ホの規制する「金銭を貸し付ける
こと」に該当するおそれが高いと考え
る。なお、制度面における検討は必要
に応じ逐次行う予定。

185/224

・届出・公衆縦覧事項の見直しについて
の早急な検討をお願いいたしたい。
・また、要望理由にあるとおり、昨年の
投資顧問業法改正により投資一任業
務を営むことが可能となった信託銀行
は、一般に投資顧問会社に比してその
組織の規模が大きく、100人を超す役員
及び使用人の届出を行なっており、そ
の実務負担は重い。
・よって届出期限を現状の「2週間」から
例えば「1ヶ月」少なくとも他の法令に例
があるように「遅滞なく」と改正していた
だきたい。

利用者の利便性の観点を踏まえ、改め
て検討し、見解を示されたい。

c

b

−

登録簿は公衆縦覧されている情報であ
り、投資者保護上、内容に変更があれ
ば迅速に対応すべきものであり、期限
を延長することは適当ではないと考え
る。

クレジットカードによる支払は、カード会
社から顧客に対する金銭の貸付けと同
様の経済効果をもたらすことから、証券
取引法第44条第3号及び第66条の１３
Ⅰ〜Ⅲ
第1号ホの規制する「金銭を貸し付ける
こと」に該当するおそれが高いと考え
る。なお、制度面における検討は平成
17年度を目処に行う予定。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070124

zA070125

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

投資顧問業法第8条第1項および第
29条第1項第6号に基づく変更届出
書の提出期限の緩和

有価証券購入時のクレジットカード
による決済

要望
管理番号

5071

5075

要望事項
管理番号

5071A013

5075A003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人信託協会

株式会社ジェーシービー

要望
事項番号

13

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

・認可投資顧問業者は、投資顧問業者
登録簿に記載されている事項、投資判
断者等に異動が生じた場合および営業
投資顧問業法第8条第1項および第29条 所に変更があった場合などにおいては、
第1項第6号に基づく変更届出書の提出 変更の届出を2週間以内に行うこととさ
期限の緩和
れている。
・この期限を弾力化していただき、例えば
1ヵ月としていただきたい。

有価証券購入時のクレジットカードによ
る決済

186/224

・証券購入の際の支払い手段としてクレ
ジットカードによる支払いを認めていただ
きたい。現在既に可能であるという見解
であればその旨明示していただきたい。
また有価証券の種別により判断が異な
る場合は種別毎の判断を明示いただき
たい
・証券会社は証券取引法４４条において
『金銭を貸し付けることを条件として有価
顧客が証券を購入する際の窓口（対面
証券の売買の受託等をする行為』の禁
販売、ネット販売、仲介業者経由での販
止、また証券仲介業をなすものは６６条１
売など）において、決済手段としてクレ
３項の『金銭を貸し付けることを条件とし
ジットカードを導入する。
て勧誘する行為』の禁止がうたわれてい
るが、クレジットカード決済は金銭の貸付
（金銭貸借契約）を基本としておらず、顧
客とは債権譲渡又は立替払いを基本と
した契約である為当該条項に抵触するこ
とは無いと考え、現行法下においても証
券の販売にクレジットカードを決済手段と
することは問題無いと考えるが当法規上
に関する見解もいただきたい

要望理由

・2週間以内に会社の登記簿謄本、個人の住民票
等の公的書類を準備し、変更届出書に添付するこ
とは実務上困難な場合もあるため、緩和を要望す
るものである。
・投資顧問業法においては、投資顧問業の登録に
あたって、同法第5条において役員及び使用人の
氏名及び住所の届出が義務付けられているが、同
法施行令第3条にて規定される「使用人」のうち、同
法施行令第3条第2号及び第3号に規定する者につ
いてまで氏名及び住所の届出が義務付けられてい
る。
・昨年の投資顧問業法の改正により、信託銀行が
投資一任業務を営むことができることとなったが、
一般に、投資顧問会社に比べて信託銀行の組織
の規模は大きく、投資一任業務を営む信託銀行の
中には、重要な使用人を含めて１００名を超す役員
及び使用人の氏名及び住所を届け出ているケース
がある。これは、投資家保護の観点からも必要以
上の開示となっていると考えられ、これだけ多人数
の届出を行っているケースにおいては、定期及び
不定期に発生する当該者の転勤、退職、住所変更
等に係る変更届の提出は、きわめて事務負担が重
いものとなっている。
・金融庁が指摘しているように、登録簿は公衆縦覧
されている情報であり、その内容に変更があれば
迅速に対応すべきものであることは勿論であるが、
以上のように、役員及び使用人に該当する者が多
人数にのぼる場合があること、及び、これだけ多人
数の住民票等を２週間のうちに準備することは、実
務上極めて負担が重く、事実上困難な場合も稀で
はないと考えられることに鑑み、役員及び使用人の
氏名及び住所の変更届の提出期限については、例
えば、「２週間以内」から「１ヶ月」に改正するか、少
なくとも、他の法令（投資信託及び投資法人に関す
る法律第１０条の３、前払式証票の規制等に関する
法律第１１条第１項）にも例が見られるとおり、「２週
間以内」から「遅滞なく」に改正していただきたい。

以下の効果が見込まれる為、クレジット
カードによる決済を実現したいと考える。
・クレジットカードによる決済を可能とする
ことで、消費者としては決済手段の選択
肢が広がり利便性が向上すること。
・クレジットカード会社が持つ販売チャネ
ルの活用やクレジットカード特有のポイ
ントサービス等を付随することにより、証
券拡販の一助になること。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070126

zA070127

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

有価証券に係る投資顧問業は、銀行法
銀行法第10条第2
第10条第2項の付随業務に規定されて
項、第11条、投資顧
いないため、銀行は投資顧問業を営む
問業法第4条
ことができない。

金融庁

銀行による投資顧問業務の解禁

金融庁

銀行は、銀行法第１２条に基づき固有
業務、その他付随業務及び他の法律に
ビジネスマッチング業務等に係る地
より営むことができる業務（法定他業）
銀行法第12条、第16
以外の業務を営むことができない。ま
域金融機関本体及びその子会社へ
条の２
た、銀行法第１６条の２に規定されてい
の不動産仲介業務の一部解禁
る以外の会社を子会社としてはならな
いとされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

B

ｃ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅰ

銀行については、利益相反の防止、経
営の健全性の確保及び取引の公正性
確保等の観点から、株式の売買の取次
ぎ業務等の証券業を行うことが制限さ
れているところであるが、銀行が助言業
務を行うことを可能とした場合、書面取
次ぎとあわせ、証券業に類似する行為
が可能となるおそれがあることを踏まえ
れば実施は困難である。
しかし、銀行等への証券仲介業務を解
禁する証券取引法の改正が昨年12月1
日から施行されたことを踏まえ、本件に
ついてはこれらの定着状況を見極めな
がら検討を行う。

回答では､「これらの定着状況を見極め
ながら検討を行う」とされているが、検
討スケジュール（結論時期）について、
具体的に示されたい。

Ⅰ

銀行の経営の健全性確保の観点から
他業禁止の趣旨を踏まえ、法定他業と
して宅地建物取引業法に規定する宅地
建物取引業を認めることは、措置困難
である。

「法定他業として宅地建物取引業法に
規定する宅地建物取引業を認めること
は、措置困難である。」との回答である
が、要望者のニーズを踏まえ再検討願
いたい。

187/224

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

金融審議会第一部会において、投資
サービス業者（仮称）の業務規制のあり
方について検討が行われているところ
であり、銀行による投資顧問業務の解
禁については、これや銀行による証券
仲介業の定着状況を踏まえて検討する
必要がある。

Ⅰ

銀行の経営の健全性確保の観点から
他業禁止の趣旨を踏まえ、法定他業と
して宅地建物取引業法に規定する宅地
建物取引業を認めることは、措置困難
である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070126

zA070127

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

銀行による投資顧問業務の解禁

ビジネスマッチング業務等に係る地
域金融機関本体及びその子会社へ
の不動産仲介業務の一部解禁

要望
管理番号

5076

5076

要望事項
管理番号

5076A003

5076A004

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人第二地方銀行協会

社団法人第二地方銀行協会

要望
事項番号

3

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行本体による投資顧問業務を解禁し
てほしい。

現在の投資信託は、直接金融でありな
がら、証券会社・信託銀行・投資顧問会
社・銀行など中間マージンが大きく、コス
トが割高である。直接金融発展の観点か
ら、規制緩和の努力が必要であると考え
る。

地域銀行において、ビジネスマッチング
ビジネスマッチング業務等に係る地域金
業務や不良債権処理に関連する範囲
融機関本体及びその子会社への不動産
で、不動産仲介業務を行うことを認めて
仲介業務の一部解禁
ほしい。

①ビジネス・マッチング業務や不良債権
処理等から派生して、不動産絡みの案
件が生じていること、②従前から、預貸
業務（住宅ローン等を含む）においても、
同業務から派生して、不動産関係の相
談を受ける機会があること、等から、不
動産売買・仲介業務の取扱が可能にな
れば、リレーションシップバンキングの機
能強化に役立ち、顧客に対して総合的な
充実したサービスを提供することができ
る。

銀行による投資顧問業務の解禁

188/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

zA070128

金融庁

銀行の営業時間は、午前9時から午後3
時までとされている。ただし、その営業
店舗の営業時間に係る規制の撤廃 銀行法施行規則第 所の「所在地又は設置場所等の特殊事
16条、35条1項７
情」により、異なる営業時間とする必要
もしくは届出の簡素化
がある場合には、当該営業所について
営業時間を変更することができる。

zA070129

金融庁

電磁的方法による決算公告の許容

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

ａ

Ⅲ

当座預金業務を行っていないなど利用
者利便を損なわず決裁システムに支障
がないと認められる営業所に係る営業
時間の規制について緩和する法令改
正の準備を行っているところ。

銀行は、銀行法第20条及び第57条の
銀行法第20条、第57 規定に基づき、貸借対照表及び損益計
条
算書を日刊新聞紙に掲載することによ
り公告しなければならない。

ａ

Ⅰ

「会社法の施行に伴う関係法律の整備
等に関する法律」（平成17年6月29日成
立）により電磁的方法による決算公告
制度を導入したところ。

189/224

その他

当室からの
再検討要請

実施される内容、実施時期について具
体的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

a

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

当座預金業務を行っていないなど利用
者利便を損なわず決裁システムに支障
がないと認められる営業所に係る営業
時間の規制について緩和する法令改
正の準備を進め、平成17年度中に措置
する。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

zA070128

金融庁

店舗の営業時間に係る規制の撤廃
もしくは届出の簡素化

5076

5076A007

1

1

社団法人第二地方銀行協会

7

店舗の営業時間の規制（午前9時から午
店舗の営業時間に係る規制の撤廃もしく 後3時まで）を撤廃するか、もしくは営業
は届出の簡素化
時間を変更する場合の届出を事後届出
へ移行する。

zA070129

金融庁

電磁的方法による決算公告の許容

5076

5076A009

1

1

社団法人第二地方銀行協会

9

電磁的方法による決算公告の許容

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

190/224

銀行も電磁的方法による決算公告が可
能になるよう、銀行法上の手当てを行
う。

具体的事業の
実施内容

要望理由

以下のような現状を踏まえると、現行の
画一的な営業時間規制を行っていかな
ければならない必然性は薄まってきてお
り、今後は各行の自己責任において、顧
客のニーズ、利便性の確保を踏まえた
店舗運営を行うことで特に問題ないもの
と考えられる。
・現行の店舗の営業時間の規制は、窓
口業務を想定したものであり、銀行業務
の多様化や機械化、インターネットバン
キング、コンビニＡＴＭの登場により、従
来の窓口業務を想定した営業時間の概
念は陳腐化している。
・インストアブランチなどでは、出店先で
あるスーパーマーケット等の店舗の開店
時間（例えば午前10時）に合わせて営業
を開始する事例も増えている。
・最小限の人員による小型店舗の場合、
営業時間を地域特性に合わせた時間帯
に絞り込むことで、防犯上、労務管理上
の負担が軽減される。
また、個別事情を勘案して営業所ごとの
規制緩和とした場合、顧客への周知等
の措置を徹底したうえで、届出を事後と
することで事務負担の軽減と店舗運営
の機動性確保を図っていただきたい。

インターネットの普及により、商法が改正
されたことに鑑みれば、銀行だけ制約を
設ける理由はないと考える。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070130

zA070131

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

銀行法第16条の規定により、銀行は、
一営業日以内ですみやかに再開される
銀行法第16条第1項 ことが確実に見込まれる場合を除き、
銀行法施行規則第 天災等で営業所又はその代理店の営
業所において臨時にその業務の全部
17条第3項
又は一部を休止するときは、直ちにそ
の旨を、日刊新聞紙により公告し、店頭
に掲示しなければならない。

金融庁

天災等により短期間臨時休業した
場合の公告の廃止

金融庁

中小・地域金融機関
銀行グループ会社が営む従属業務に
向けの総合的な監督
ついては収入依存度規制が課せられて
指針Ⅲ−２−７−１
複数銀行による従属業務会社の共
いるため、従属業務会社が複数の銀行
金融庁告示第34号、
の関連会社となること(複数銀行による
同設立の容認
36号、38号（収入依
関連会社 の共同設立)は実質的に困
存度規制告示）
難。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

ａ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

Ⅲ

公告は、銀行の臨時休業を一般公衆へ
周知徹底するものであり、これを廃止す
ることは措置困難であるが、手続を簡
素化するため、「会社法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律」にお
いて電子公告制度を導入したところ。

「公告は、銀行の臨時休業を一般公衆
へ周知徹底するものであり、これを廃
止することは措置困難である」との趣旨
は理解できるが、要望者の負担軽減の
観点から再検討願いたい。

ⅠⅢ

複数銀行による従属業務会社の共同
設立が可能となるよう銀行法等の一部
を改正する法律案の提出に向けた準備
を行っているところ。

実施される内容、実施時期について具
体的に示されたい。

191/224

措置の 措置の
分類
内容

c

a

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

公告は、銀行の臨時休業を一般公衆へ
周知徹底するものであり、これを廃止す
ることは措置困難である。
なお、要望者の負担軽減の観点から、
電子公告制度を導入したところ。

ⅠⅢ

複数銀行による従属業務会社の共同
設立が可能とするためには、法律改正
が必要であることから、できる限り早期
に国会提出できるよう準備を行っている
ところ。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

zA070130

金融庁

天災等により短期間臨時休業した
場合の公告の廃止

5076

5076A010

1

1

社団法人第二地方銀行協会

10

天災等により短期間臨時休業した場合
の公告の廃止

天災等により短期間（例えば1週間）臨時
休業した場合についての公告を廃止す
る。

臨時休業するのは、風水害、地震等の
場合が考えられるが、そうした混乱時に
公告の手配まですることは負担が大き
い。

zA070131

金融庁

複数銀行による従属業務会社の共
同設立の容認

5076

5076A014

1

1

社団法人第二地方銀行協会

14

銀行法施行規則第17条の3第1項第1号
複数銀行による従属業務会社の共同設 〜第21号に定める業務について、当該
立の容認
銀行及びその子会社の収入依存度規制
を緩和し、共同設立を容易にする。

複数銀行による従属子会社の共同設立
ができれば、銀行の経営の効率化を図
ることができる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

192/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者は以下のような追加意見を提出
しているところであり、要望者の意図も
踏まえ、今一度検討されたい。

zA070132

全省庁

国及び地方自治体のリース契約の
取扱いについて

−

コピー機、パソコン等の物品について、
購入する場合や単年度賃貸借を行う場
合と比較して複数年度のリース契約を
行うことに合理性が認められる場合に
は、国庫債務負担行為による複数年度
契約によることとしており、平成17年度
以降実施。

ｄ

−

コピー機、パソコン等の物品について、
購入する場合や単年度賃貸借を行う場
合と比較して複数年度のリース契約を
行うことに合理性が認められる場合に
は、国庫債務負担行為による複数年度
契約による調達を実施する。

-

本法制定前は、出資法において、貸
金業者等が「社債名義」を使って預金ま
がいの勧誘を行うことを防ぐため、貸金
業者等が貸付資金に充てる目的で社
債等を発行することが禁止されていた
ところ、本法の制定により社債の購入
者等の保護を図りつつ解禁するに至っ
たものである。
すなわち、営業形態、対象顧客、営業
規模等が異なる貸金業界の現状を踏ま
え、悪質業者を排除し、社債の購入者
等の保護を図る観点から、一定の財産
的基礎（最低資本金）と人的構成（リス
ク管理体制）を要件とする登録制度を
実施するとともに、業務の特性に対応
し、貸付状況等を明確に開示するため
の会計の整理を義務付け、ディスク
ロージャーの充実を図る等の措置を講
じている。
以上のように、社債の購入者等の保
護に資する観点から、金融業者の貸付
業務のための社債の発行等に関する
法律を廃止することは困難である。

貸金業者等は、内閣総理大臣の登録を

zA070133

金融庁

金融業者の貸付業務のための社債 金融業者の貸付業 受けなければ、社債の発行その他の方
務のための社債の
法による貸付資金の受入れをすること
の発行等に関する法律の廃止
発行等に関する法律
ができない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

c

193/224

①各省庁からの回答では「物品等の
リース契約については、単年度契約や
購入による場合と比較して合理性が認
められる場合には、国庫債務負担行為
による複数年契約の活用を検討してい
る」とされているが、どのような場合に
合理性が認められるのか明確にすべき
である。なお、一部の省庁では「単年度
契約」のみとの回答をされているが、国
庫債務負担行為による複数年契約の
活用についても検討を行うべきである。
②国とのリース契約について、地方自
治法234条の3、地方自治法施行令第
167条の17と同等の法令改正を行い、
リース契約を長期継続契約の対象とす
る等の法制度の整備を行うべきであ
る。

要望者の実務負担軽減の観点を踏ま
え、改めて実施の可否について検討さ
れたい。

d

c

−

コピー機、パソコン等の物品について、
予算の効率的な執行等に資すると認め
られる場合には、国庫債務負担行為に
よる複数年度契約による調達を実施す
ることとしている。

-

本法制定前は、出資法において、貸
金業者等が「社債名義」を使って預金ま
がいの勧誘を行うことを防ぐため、貸金
業者等が貸付資金に充てる目的で社
債等を発行することが禁止されていた
ところ、本法の制定により社債の購入
者等の保護を図りつつ解禁するに至っ
たものである。
すなわち、営業形態、対象顧客、営業
規模等が異なる貸金業界の現状を踏ま
え、悪質業者を排除し、社債の購入者
等の保護を図る観点から、一定の財産
的基礎（最低資本金）と人的構成（リス
ク管理体制）を要件とする登録制度を
実施するとともに、業務の特性に対応
し、貸付状況等を明確に開示するため
の会計の整理を義務付け、ディスク
ロージャーの充実を図る等の措置を講
じている。
以上のように、社債の購入者等の保
護に資する観点から、金融業者の貸付
業務のための社債の発行等に関する
法律を廃止することは困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070132

zA070133

制度の
所管省庁等

全省庁

金融庁

項目

国及び地方自治体のリース契約の
取扱いについて

金融業者の貸付業務のための社債
の発行等に関する法律の廃止

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A001

5088A003

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

3

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

1

3

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

①国とのリース契約を地方自治体と同様
に長期継続契約の対象とすること。
国及び地方自治体のリース契約の取扱
②地方自治体とのリース契約（長期継続
いについて
契約）に際して、地方自治体から付され
る契約解除条項を削除等すること。

①現在、各省庁がOA機器や車両を導入
するに際しては、複数年度の使用が明
白であっても、手続上の煩雑さゆえに国
庫債務負担行為として扱わずに、単年度
リース契約を更新している。この単年度
リース契約は、ほとんどの場合にリース
会社が投資元本の未回収リスクを負って
いる。投資元本の未回収リスクを負うか
否かはリース会社の判断であるが、現行
制度が実質的にリース会社のリスク負担
を強いている。
②地方自治法改正
により、リース契約は長期継続契約の対
象となっているが、一部の自治体では
リース契約書に「翌年度以降において歳
入歳出予算の当該金額について、減額
又は削減があった場合は、契約を解除
する。」趣旨の条項が付されることがあ
る。この条項により、リース会社には解
約リスクが残る一方、地方自治体は解約
を前提としないファイナンス・リースのメ
リットを享受することになり、衡平を欠く。

金融業者の貸付業務のための社債の発
行等に関する法律により貸金業者のみ
金融業者の貸付業務のための社債の発 に課せらている社債発行の登録手続を
行等に関する法律の廃止
廃止し、証券取引法により、貸付債権を
保有する発行会社に対して一律的な制
度を構築することを要望する。

貸付債権のリスクは他の事業会社が行う業
として行うものではない貸付においても内在
するリスクであり、金融業者の貸付業務に固
有なものではない。したがって、規制の目的
が投資家保護にあるのであれば、貸金業規
制法に規定する貸金業者等のみを規制の対
象とする合理的な理由はない。同要望に対し
て、金融庁から「本法制定前は、出資法にお
いて、貸金業者等が「社債名義」を使って預
金まがいの勧誘を行うことを防ぐため、貸金
業者等が貸付資金に充てる目的で社債等を
発行することが禁止されていたところ、本法
の制定により社債の購入者等の保護を図り
つつ解禁するに至ったものである。以上の経
緯を踏まえ、社債の購入者等の保護に資す
る観点から、金融業者の貸付業務のための
社債の発行等に関する法律を廃止すること
は困難である。」と従前と同様の回答が示さ
れた。平成9年5月「ノンバンクに関する懇談
会」報告書 5.（2）「ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰの強化」に
は、「社債を含む有価証券に係る投資家保護
は、証券取引法によるﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰや公正
取引ルールによるのが基本」としており、さら
に「社債発行ノンバンクに対するﾃﾞｨｽｸﾛｰ
ｼﾞｬｰの義務づけについては、本来、証券取
引法で行うべきではあるが、･･･＜省略＞･･･
当面、暫定的に、貸金業規正法等の他の法
令で手当てするのでもよいのではないか、と
の意見があった。」と「当面、暫定的に」と明
記されている。上記措置困難の回答は、報告
書の内容に反するものであり、遺憾な回答で
ある。すでに法施行から5年が経過しており、
見直しの時期となっている。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070134

zA070135

制度の
所管省庁等

項目

金融庁 法務省 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜
警察庁
本的整備

金融庁

貸金業規制法の抜本的見直し等

該当法令等

制度の現状

出資法第１条は、「何人も、不特定且つ
多数の者に対し、後日出資の払いもど
しとして出資金の全額若しくはこれをこ
える金額に相当する金銭を支払うべき
旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、
出資金の受入をしてはならない」ものと
し、第２条は「業として預り金をするにつ
き他の法律に特別の規定がある者を除
出資法第１条、２条 く外、何人も業として預り金をしてはなら
ない」ものとしている。
また、「預り金」とは、不特定かつ多数
の者からの金銭の受入れであつて、次
に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他何らの名義をも
つてするを問わず、前号に掲げるもの
と同様の経済的性質を有するもの

貸金業規制法は、全ての貸金業者に対
貸金業の規制等に
し、資金需要者等の属性や規模の如何
関する法律
に関わらず、一律に適用される。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

-

措置の概要
（対応策）

第１条関係
出資金は出資元本が保証されないこ
とを本質とするものであるため、当該払
戻しが実行不能に陥った場合、安全で
あると誤信して出資した一般大衆が不
測の損害を被ることを防止する趣旨か
ら、これを撤廃することは困難である。
第２条関係
業としての「預り金」が全面的に禁止
されているわけではなく、他の法律に特
別の規定がある者については預り金を
受け入れることができる。従って、現状
以外の新たな措置は不要と考える。
また、預金の受入れまがいの脱法行
為を厳正に取り締まる必要があること
から、現行の規定が必要且つ適切であ
ると考えられる。

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした
貸金業規制法及び出資法の一部改正
法が平成１６年１月１日に施行されたと
ころ。
貸金業制度の在り方については、同
※（措置
法附則において施行後３年を目途とし
の概要
て検討を加え、必要な見直しを行うこと
参照）
となっている。
※措置の内容については、上記検討
を踏まえて決まるものであり、現時点で
は未定。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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その他

当室からの
再検討要請

要望者は、出資法の規制によって金融
商品の多様化が阻まれていることか
ら、出資法を廃止するとともに、一般大
衆が不測の損害を被ることを防止する
ための新たな規制を設けることを提案
している。その点を踏まえて、改めて検
討いただきたい。

①銀行等がシンジケートローンのエー
ジェントとなり、貸金業者が貸付人とし
て参加する場合における、貸金業者の
貸金業規制法の適用除外を要望する。
②貸金業者間の貸金取引については
貸金業規制法の適用除外を要望する。
上記2項目について、ニーズを踏まえ、
検討時期の前倒しを検討し、具体的な
対応策を示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

b

-

措置の概要
（対応策）

出資法第１条及び２条の趣旨につい
ては、すでに回答しているとおりであっ
て、かかる一般大衆保護の要請は現在
においても変わることはないのである
から、出資法を廃止することはできな
い。
よって、出資法の廃止を前提として、
詐欺的金融販売の取締制度を設ける
べきという要望についても理由がない。
繰り返して説明しているとおり、出資
法によって禁止されている行為につい
ても、特に許容すべき合理性が認めら
れるものについては、一般大衆保護の
ための規制も含めて、別途、他の法律
の整備によって対応すべきである。
仮に、要望のような方法をとれば、規
制されていない行為によって、一般大
衆が不測の損害を被ることになりかね
ないことから適当ではない。

いわゆる「ヤミ金融問題」を契機とした
貸金業規制法及び出資法の一部改正
法が平成１６年１月１日に施行されたと
ころ。
貸金業制度の在り方については、同
※（措置
法附則において施行後３年を目途とし
の概要
て検討を加え、必要な見直しを行うこと
参照）
となっている。
※措置の内容については、上記検討
を踏まえて決まるものであり、現時点で
は未定。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070134

zA070135

制度の
所管省庁等

項目

金融庁 法務省 詐欺的金融犯罪の取締制度の抜
警察庁
本的整備

金融庁

貸金業規制法の抜本的見直し等

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A004

5088A005

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

2

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

4

5

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

出資法１,２条の立法論的妥当性を検討
し、過剰規制を廃して、詐欺的金融犯罪
の取締制度を改めて整備するべきであ
る。<＊1>【参考】「1999/7金融審議会第
一部会中間整理(第一次)」東大･神田教
授意見発表資料『いわゆる悪質商品の
取扱いをどうすべきかという問題があ
る。この点については、我が国における
詐欺的金融犯罪の取締制度の抜本的整 これまでの歴史に鑑みると、その対応等
備
の面において類型的に別物として取扱っ
てきた面もあるので、基本的方向性とし
ては、金融関連の詐欺的行為を禁止す
る法律を制定し、そちらで取締ることを検
討することが望ましい（現在では、いわゆ
る出資法で一部取締りが可能であるが、
出資法のように預り金を一律に禁止する
ような法律は、その立法論的な妥当性に
つき再検討する必要がある）。』

貸金業規制法の抜本的見直し等
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①銀行等がシンジケートローンのエー
ジェントとなり、貸金業者が貸付人として
参加する場合における、貸金業者の貸
金業規制法の適用除外を要望する。②
貸金業者間の貸金取引については貸金
業規制法の適用除外を要望する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・例えば、匿名組合契約による出資受入
などにおいて、出資金の全部または一部
について営業者が保証する。・エスク
ロー事業（二当事者の取引のクロージン
グにあたり、第三者が資金を預かって管
理することにより、取引上の危険を転換
して取引を円滑にするもの）<＊2>

・1条は、そもそも全面禁止されるべきものではな
い。出資者の認識と保証者の支払能力の問題であ
り、不当表示規制や金融商品販売規制として整理
されるべきではないか。・金融庁は、「安全であると
誤信して出資した一般大衆が不測の被害を被るこ
とを防止する趣旨」とし、法務省は、「誤解を与える
危険性が高く、これを一般的に許容した場合、一般
大衆に不測の損害を与える危険が多分にある」と
する。しかし、誤信によるものであれば、誤信しない
ように表示、説明をさせるという規制であるべきで
あろう。また、誤解を与える危険が多分にあるとい
うのも、決して難しい話ではないのであって、おかし
い。これを全面的に禁止し、仮に被害が発生してい
ない場合でも３年以下の懲役という重い刑罰の対
象となるというのは、果たして制度として妥当である
といえるのであろうか。・一般大衆の被害・損害とい
うのは、実際は騙しによって起こっているのであり、
問題の捉え方を誤っている。つまり、禁止・処罰の
対象は、金融商品において約束された運用行為等
が現実に行われていないことであり、この点に焦点
を当てた新たな規制を構築すべきである。・2条は、
預り金の概念が曖昧あるいは広すぎる。刑罰があ
り、罪刑法定主義の観点から妥当性に疑問ある。<
＊3>・法務省は、「その意義が明確に規定されてお
り、その概念が不明確であるとは言い難い」とする
が、預金と同様の経済的性質を有するものというこ
との解釈の幅は相当広い。また、「無条件に許容し
た場合、一般大衆に不測の損害を及ぼす」というの
も、１条と同様に騙しによって起こっている問題であ
る。・戒厳令型･前時代的処罰法規は、金融取引そ
の他サービスの発展に目に見えにくいが悪影響を
及ぼしている。・｢金融サービス法｣等の金融関連法
制と出資法との係わり合い、適用関係等が、経済
社会情勢の進展に対応し、その発展に貢献するも
のとなるよう、引き続き制度整備の努力をしていくこ
とが必要である。

<＊1>出資法が現に果たす役割は詐欺
罪の前段階的な処罰と思われ、これは
不当な表示･勧誘により行われるので、
不当表示防止法を独禁法の枠組みから
切離して整備し、罰則強化、警察管轄と
することは検討できないか。相手方の属
性（個人かプロか）の観点も必要と思わ
れる。<＊2>エスクロー事業が出資法２
条に抵触するのか判然とせず、抵触する
との解釈も表明されており、事業を行お
うとする際の重大な障害となる。<＊3>例
えば、不動産会社が賃貸事業で預かる
敷金等、継続取引業者間の取引保証金
などはどう解釈されるのか。

①銀行等のエージェントに対し、銀行法
等他の法令により、より厳格な業務に対
する監督が行われている場合には、単
に参加貸付人として参加する貸金業者
に貸金業規制法の規制を課す必要性は
認められない。また、参加貸付人は原則
として借入人と接触することは想定され
ていないため、貸金業規制法の規定の
一部を遵守することは困難である。②貸
金業者間の貸金取引については、宅地
建物取引業法（第78条第2項）に倣い、
貸金業規制法の適用除外とすべきであ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

信託法第58条の見直し・信託宣言
zA070136

金融庁

法務省 やチャリタブルトラストの制度の創

設

zA070137

金融庁

該当法令等

制度の現状

信託法第58条は、受益者が信託利益
の全部を享受する場合で、かつ、やむ
信託法第1条、同法
をえない事情があるときは、受益者又
第58条、資産の流動
は利害関係人の請求により、裁判所は
化に関する法律第31
信託を解除できると規定している。
条の２
信託宣言及びチャリタブルトラストは、
現行法上認められていない。

社債の募集には取締役会の決議が必
要とされている（商法第２９６条）。委員
社債及び短期社債に関する取締役 商法第２９６条，社債 会等設置会社においては，取締役会の
等の振替に関する法 決議によりその権限を執行役に委任す
法務省
会決議の義務の見直し
律第８３条
ることができる（株式会社の監査等に関
する商法の特例に関する法律第２１条
の７第３項）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ａ

I

措置の概要
（対応策）

信託法第58条については、法務省に
おいて、平成17年度中に信託法の改正
について関係法案を国会に提出するこ
とを目途として作業を行っていると承知
しており、特定持分信託に関して信託
法58条の特例を設けるか否かについて
は、当該改正作業の動向を踏まえつつ
検討する。
信託宣言、チャリタブルトラスト制度の
創設については、当該制度は特定の会
社形態の場合についてのみ適用すると
いった仕組みとはされていないため、特
定持分信託にのみ単独で特別措置を
設けることは困難。当該制度の創設の
可否については、法務省において、上
述の信託法の改正作業を行っていく中
で検討されるものと承知。

募集社債にかかる募集事項の決定手
続については，会社法第３６２条第４項
第５号において，重要な募集事項として
法務省令で定める事項以外の事項に
かかる意思決定を代表取締役等に委
任することができることとし，機動的な
社債発行等を可能としており，同法とそ
の委任を受けた法務省令は，平成１８
年度中に施行される予定である。なお，
Ⅰ，Ⅲ 商法・会社法上，株式会社の業務執行
に関する意思決定は原則として全て取
締役会の決議により行う必要があり，
例外的に，重要でない事項についての
決定を，取締役会が代表取締役に委任
することができることとされているもの
であり，このような問題に照らすと，一
部事項についての決定について取締役
会による委任をも不要とすることには慎
重であるべきと考える。
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その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

要望
管理番号

要望事項
管理番号

要望
事項
補助
番号

要望
事項
補助
番号2

要望主体名

要望
事項番号

金融庁

法務省 やチャリタブルトラストの制度の創

5088

5088A008

1

1

社団法人リース事業協会

金融庁

法務省

社債及び短期社債に関する取締役
会決議の義務の見直し

5088

5088A009

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

1

1

社団法人リース事業協会

具体的事業の
実施内容

要望理由

8

上記の通り、英米法における信託宣言
やチャリタブルトラストに代わる仕組みと
して、資産流動化法上の特定持分信託
や中間法人が利用されることがあるが、
使い勝手などの理由からいまだにケイマ
ンSPCが使われるケースが多い。信託法
の見直しなどを行うことで証券化の仕組
み上、より使い勝手がよく、低コストで国
内完結しやすくなる制度の創設を望む。
同要望に対して法務省から「平成１７ 年
度中に信託法の改正についての関係法
案を国会に提出することを目途として作
業を行っていく予定」との回答が示され
た。早急な見直しを期待する。

9

社債の発行については、取締役会の決
議が必要とされている（商法２９６条）。ま
た、短期社債（電子ＣＰ）については、取
締役会の決議により一定期間および限
度額内で特定の取締役に委任できる（社
債等の振替に関する法律８３条）、とされ
ている。また、現在進められている、会社
法現代化要綱においては、社債の発行
社債及び短期社債に関する取締役会決
に係る取締役会の決議については、一 資金調達の機動性向上
議の義務の見直し
定の条件を定め、個々の決定について
は、代表取締役に委任することが認めら
れている。会社法現代化要綱において、
これらの見直しが実施され、社債につい
ても短期社債の場合と同様、規制緩和
がなされているものの、いずれにしろ取
締役会の決議を経ることには変わりな
く、さらなる規制の緩和を要望する。

銀行借入等、他の調達手段における取
締役決議要件と区別して、取締役決議を
義務付ける必要性がない。企業の資金
調達の機動性を損なっている。特に短期
社債に関しては、取締役会の決議を行う
という行為そのものが、ＣＰという商品の
機動性を損なうと考えられる。

設

zA070137

具体的
要望内容

証券化のスキーム上倒産隔離性が高く
税制上も優遇性が確保できるビークルと
信託法58条の規定により、受益者が単 して資産流動化法上の特定目的会社
独の場合においては信託の解除リスク （以下TMK）の制度があるがTMKへの出
があるため、証券化のスキーム上問題 資金を保有する者としては、いまだにケ
信託法第58条の見直し・信託宣言やチャ
になることがある。信託法58条の改正を イマンSPCが使われることが多い。（特定
リタブルトラストの制度の創設
望む。また、英米法における信託宣言や 持分信託の制度は、左記の理由から
チャリタブルトラストの制度の創設を望 リーガル的には若干のリスクが残ると解
む。
されており、複数のものを受益者にする
必要があるなど使い勝手が悪くなってし
まっている。）

信託法第58条の見直し・信託宣言
zA070136

要望事項
（事項名）

198/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

保険業法第300条第

zA070138

金融庁

生命保険募集人が使用人に対して 1項第9号、保険業法
行なう保険契約の申込をさせる行 施行規則第234条第
1項第2号、平成10年
為の規制の見直し
大蔵省告示第238号

zA070139

金融庁

生命保険の自己契約及び特定契
約に係る規制の明確化

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

企業が、生命保険会社と募集代理店契
約を締結して生命保険商品の募集を行
う場合、従業員への圧力募集等を防止
する観点から、当該企業及びその企業
と密接な関係を有する者（法人）の役
員・従業員に対する保険募集が一部の
保険商品を除き禁止されている。

生命保険会社は、法人である生命保険
募集人及び保険仲立人に対し、自己又
保険業法第３００条 は密接な関係を有する法人を契約者と
同施行規則第２３４ しする場合には、手数料支払等による
条
保険料の割引、割戻し等を目的とした
保険募集を行うことがないよう指導及び
管理等の措置を講じる必要がある。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

c

Ⅲ

−

措置の概要
（対応策）

構成員契約規制のあり方については、
規制改革・民間開放推進3か年計画（改
定）において「行政改革委員会の意見
を最大限尊重し、金融審議会において
構成員契約規制の在り方について、結
論を得るべく、引き続き検討を進め
る。」とされているところであり、金融審
議会等の場において引き続き検討を行
う。

自己・特定契約の規制は、募集手数料
を支払う名目で、実質的に特定の保険
契約者に対して保険料の割引と特別の
利益提供による不公平な保険募集等
が行われないようにとの趣旨から設け
られているものであり、こうした観点か
らこれらの規制を見直すことは困難で
ある。

199/224

その他

当室からの
再検討要請

①検討の方向性
②スケジュール（結論時期）について具
体的に示されたい。

回答では、募集手数料を支払う名目
で、実質的に特定の保険契約者に対し
て保険料の割引と特別の利益提供によ
る不公平な保険募集等が行われないよ
うにとの趣旨を根拠に対応不可とされ
ているが、一方で代理店が実際に募集
行為および契約について締結管理の業
務を行っているにもかかわらず、募集
経費を賄うことにもなる代理店手数料
が支払われない不合理が生じている。
また企業代理店による特定契約の取扱
いが広く可能になることによって募集
チャネルの多様化に資する面もあるこ
とから、①生命保険特定契約規制の範
囲縮小について具体的な対応策を改め
て検討され、示されたい。②上記①を踏
まえた検討時期について、その時期と
なる理由も含め具体的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

行政改革委員会の意見を最大限尊重
しつつ、規制改革・民間開放３ヵ年計画
（改定）に示されたスケジュールに従い
本年度に検討を行う。

−

特定契約の募集に対して募集手数料
を支払うことについては、実質的に保険
契約者に対して保険料の割引等の利
益の提供となるおそれがあり、不公平
な競争手段による保険募集等の結果、
保険契約者の利益を害することから、
規制を撤廃することは困難である。
特定契約規制における特定関連法人
の範囲も、上記趣旨を達成するために
必要な範囲で定められたものであり、そ
の範囲を縮小することは、保険契約者
の保護の観点から困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070138

zA070139

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

生命保険募集人が使用人に対して
行なう保険契約の申込をさせる行
為の規制の見直し

生命保険の自己契約及び特定契
約に係る規制の明確化

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A012

5088A013

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

12

13

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

法人である生命保険募集人又は保険仲
生命保険募集人が使用人に対して行な
立人が使用人に対して生命保険契約の
う保険契約の申込をさせる行為の規制
申込みをさせる行為をすることを可能に
の見直し
することを要望する。

構成員契約規制については、1997年12
月に行政改革委員会が内閣総理大臣に
提出した最終意見の中で「①圧力募集
の防止措置として過剰規制である。②販
売チャネルについて消費者の選択を狭
めるものである。③法的根拠が明確でな
い。したがって、構成員契約規制は妥当
ではなく、廃止すべきであると考える。」と
指摘されていた。要望に対して金融庁か
ら「構成員契約規制のあり方について
は、規制改革・民間開放推進3 か年計画
において『金融審議会において構成員契
約規制の在り方について、結論を得るべ
く、引き続き検討を進める。』とされている
ところであり、早急な検討を期待する。

生命保険代理店が行なう、自己または
自己と密接な関係を有する法人の保険
契約の募集については、その募集が保
険料の割引、割戻しを目的としない限り
生命保険の自己契約及び特定契約に係
は、代理店手数料の支払が可能である
る規制の明確化
ことを明示することを要望する。併せて、
「保険料の割引、割戻しを目的とする保
険募集」の判断基準を示すことを要望す
る。

＜要旨＞１．代理店の自己・特定契約の取扱い、とりわけ手数料の
取扱いについて、生損保間で規制内容に格差が存在する。２．損害
保険では取扱いを全体保険料の５０％以下に制限しているものの、
手数料の支払いは認められているのに対し、生命保険では一切の
手数料支払いが禁止されている。３．保険業法で規制している損害
保険と比べてより厳しい制限を、法令等の根拠がない事務ガイドライ
ンで設けることは問題がある。＜内容＞損害保険の自己契約に関し
ては、保険業法第２９５条で全体保険料の５０％を超える取扱いが禁
止される一方で、５０％以内の範囲内においては手数料の支払いが
認められている。また、特定契約についても、事務ガイドライン３−１
−２（１）②で同様の規制がなされている。これに対し、生命保険の自
己・特定契約に関しては、保険業法に明文の規定がなく、事務ガイド
ライン２−２（３）②ロで「生命保険会社は法人である生命保険募集人
に対し、自己又は当該生命保険募集人と密接な関係を有する法人を
保険契約者とする場合には、手数料支払等による保険料の割引、割
戻し等を目的とした保険募集を行なうことがないよう指導及び管理等
の措置を講じているか。」と記されているのみである。 ところで、事
務ガイドラインが定められる１９９８年以前は、生命保険会社の業務
運営に関しては蔵銀第５００号により規制がなされていたが、自己・
特定契約について「法人である生命保険募集人が自己又は当該生
命保険募集従事者と密接な関係を有する者として以下に掲げる法人
を保険契約者とする保険募集を行った場合は、生命保険会社は当
該保険募集に関し、手数料、報酬その他の対価を支払わないものと
する。」と規定し、手数料支払いを禁止していた。当該事務ガイドライ
ンを蔵銀第５００号と照らし合わせると、表現の差こそあれ、両者の
規制内容は実質的に同一であると言わざるを得ず、これにより現在
も自己・特定契約に係る手数料支払いは禁止という規制が事実とし
て存在している。以上により、自己・特定契約に係る手数料の取扱い
は生損保間で格差があり、生命保険については法令等に拠らないで
損害保険より厳しい制限がなされ、一切の手数料支払いが禁止され
ていることから、適用基準の明確化と規制の緩和を求めてきた。当
方の要望に対し、「自己・特定契約の規制は募集手数料を支払う名
目で、実質的に特定の保険契約者に対して保険料の割引と特別の
利益提供による不公平な保険募集等が行われないようにとの趣旨
から設けられているものであり、こうした観点から規制を見直すことは

200/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070140

zA070141

制度の
所管省庁等

国土交通省
融庁

金融庁

項目

金 不動産特定共同事業契約締結に

係る説明義務の撤廃

特定目的会社の借入先制限の緩
和

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

不動産特定共同事業者は、不動産特
定共同事業が成立するまでの間に、不
不動産特定共同事 動産特定共同事業契約の内容及びそ
業法第24条
の履行に関する事項であって主務省令
で定めるものについて、書面を交付して
説明しなければならない。

資産の流動化に関 特定目的会社の借入先は、「銀行」及
する法律第150条の び「適格機関投資家」に制限されてい
６、施行規則第41条
る.

措置の 措置の
分類
内容

C

ｃ

措置の概要
（対応策）

ー

不動産特定共同事業商品の契約の申
込者が、契約の内容等について十分知
らないままに契約締結を行うと、後々の
トラブルの原因となる可能性があること
から、適切に情報が開示されていること
が不可欠であり、契約成立前にその内
容等について書面を交付して説明する
ことが、消費者保護やトラブル未然防
止の観点から必要と考えられる。

Ⅲ

特定目的借入は、他の特定資産取得
のための資金調達手段（特定社債、優
先出資等の証券発行）と異なり、証取
法が適用されない等、より高度なリスク
判断・管理能力を要するものとなってい
ることから、その対象を適格機関投資
家に制限しているもの。
適格機関投資家については１５年４月
にその範囲を拡大する規制緩和が行
われ、有価証券報告書を提出している
内国会社（貸金業者も含まれる）で貸借
対照表上の「有価証券」「投資有価証
券」の合計が100億円以上（従来は500
億円以上）のものも適格機関投資家に
含まれることとされ、特定目的会社の
特定目的借入に応じることが可能と
なっている。
零細な個人業者が少なくない等の貸金
業者実態に鑑みれば、特定目的借入
先として必要なリスク判断・管理能力を
備えていない者も含まれており、引き続
き規制は必要という結果を１６年度中に
得たもの。

201/224

その他

当室からの
再検討要請

要望者より以下のとおり再意見がきて
おり、再度、貴省からの回答をいただき
たい。
『関係省庁から「不動産特定共同事業
商品の契約の申込者が、契約の内容
等について十分知らないままに契約締
結を行うと、後々のトラブルの原因とな
る可能性がある」との説明があるが、そ
の他金融商品は書面交付をもって「説
明」としている。この点につき、一元的な
取扱いを要望する。過去の関係省庁の
説明では、「不動産特定共同事業商品
は不動産としての正確が強い商品であ
ることから、契約内容に関する説明は
金融商品販売法上要求される説明事
項に加えて、不動産特定共同事業上要
求されるここの対象不動産に関する事
項（賃貸状況等）について適切に実施さ
れることが不可欠」となっているが、そ
のような情報を書面で開示するだけで
は不足である理由は何か。通常の金融
商品と異なり、「対面かつ口頭で」説明
しなければならない理由があるとすれ
ば、その合理的理由と根拠を示された
い。』

措置の 措置の
分類
内容

c

ー

措置の概要
（対応策）

不動産は他の資産と比較して個別性が
強く、消費者保護の観点から、その取
扱いには高度の専門的知識が必要で
ある。また、不動産特定共同事業商品
は、投資対象となる不動産が特定され
ており、REITを含めた投資信託や商品
ファンド等他の金融商品と比較して個
別性の強い金融商品である。したがっ
て、不動産特定共同事業契約締結に係
る説明は、他の金融商品を販売する場
合のように書面を交付するだけでは足
りず、宅地建物取引業を行う際の重要
事項の説明と基本的には同様に対面
かつ口頭で説明することが原則として
必要である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070140

zA070141

制度の
所管省庁等

国土交通省
融庁

金融庁

項目

金 不動産特定共同事業契約締結に

係る説明義務の撤廃

特定目的会社の借入先制限の緩
和

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A017

5088A018

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

17

「説明」の概念の定義が法律上存在しない
が、現在の運用は宅地建物取引業法第３５
条の重要事項説明と同等と解釈されている
のが一般的となっており、実務上のコストは
多大なものである。同要望に対して国土交通
省及び金融庁から「不動産特定共同事業商
品の契約の申込者が、契約の内容等につい
て十分知らないままに契約締結を行うと、
後々のトラブルの原因となる可能性があるこ
とから、適切に情報が開示されていることが
不可欠であり、契約成立前にその内容等に
ついて書面を交付して説明することが、消費
者保護やトラブル未然防止の観点から必要
と考えられる。また、説明内容に関しても不
｢金融商品の販売等に関する法律｣に列
動産特定共同事業商品は不動産としての性
挙される金融商品においては、読んで聞
不動産特定共同事業契約締結に係る説
不動産特定共同事業商品の販売の効率 格が強い商品であることから、金融商品販売
かせる説明義務を課しておらず、不動産
法上要求される説明事項に加えて、不動産
明義務の撤廃
化とマーケットの拡大に寄与する。
特定共同事業法の説明義務の過度な規
特定共同事業法上要求される個々の対象不
制を緩和すべきである。
動産に関する独自の説明（賃貸状況等）がな
されることが消費者保護の観点からも不可欠
である。」との回答が示された。「金融商品の
販売等に関する法律」においては説明義務を
販売業者に課しているが、対面による説明ま
で要求しているものではない。REITを含めた
投資信託や商品ファンド等他の金融商品を
販売する場合には書面の交付義務こそあ
れ、読んで聞かせるような説明義務までは課
していない。多数の不動産をパッケージして
いる不動産特定共同事業はREITを含めた投
資信託や商品ファンドと同様に金融商品であ
り、同等の書面の交付義務を課すことで投資
家保護は図られる。

18

ＳＰＣに対して貸付を行う者に対して投資
者保護措置と同様の保護を与える根拠
はない。むしろ貸金業者にとっては事業
ＳＰＣの借入先について貸金業規制法に プレーヤーの増加により、資産流動化が 機会の拡大に繋がるメリットがある。業と
基づく貸金業者などを追加する措置が講 促進される。特に不良債権処理に貢献 して貸付を行っている貸金業者がまさに
ざれることを要望する。
するものと思われる。
本業の貸付を行うことについて「必要なリ
スク判断・管理能力を備えていない者も
含まれている。」という基本認識は妥当と
は思われない。

特定目的会社の借入先制限の緩和

202/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070142

zA070143

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

特定目的会社の資金調達手段の
拡大

該当法令等

制度の現状

特定目的会社の資金調達手段は、資
資産の流動化に関 産対応証券、特定目的借入れ、特定目
する法律第2条第2項
的信託に限定されている。
租税特別措置法第６
７条の１４
現在、匿名組合出資による資金調達は
認められていない。

金融庁 農林水
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和 商品投資に係る事業 商品投資販売業者は顧客と商品投資
の規制に関する法律 契約等を締結した際に契約内容を示し
産省 経済産業
（契約成立時交付書面の撤廃）
第１７条
た書面を交付することとなっている。
省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

f

Ｃ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

特定目的会社が匿名組合出資による
資金調達を行い、かつ当該資産の流動
化について課税の特例を設けることを
可能とするためには、税制上の見直し
が必要。

−

契約成立時交付書面（１７条書面）と
は、商品投資契約が成立した場合に、
後日当事者間にその内容を巡る紛争
が発生することを回避するため、成立し
た契約の内容をより簡単に書面に記載
し、顧客に対し交付することにより、そ
の明確化を図る趣旨から交付を求めて
いるものである。
したがって、契約成立時交付書面（１
７条書面）は、現状において法目的であ
る投資家保護の観点から、適切なもの
であると考えている。

203/224

その他

当室からの
再検討要請

要望理由にもある通り、資産流動化促
進の観点から、税制上の優遇範囲の拡
大も含めて改めて検討願いたい。

措置の 措置の
分類
内容

c

Ⅰ

措置の概要
（対応策）

匿名組合出資を有価証券とみなすこと
としたのは、投資家保護の観点から証
取法上の規制を課す必要があることに
よるもの。同改正によって、匿名組合出
資の法的性質が転々流通性を有する
有価証券に変化するものではない。
他方、特定目的会社は、原則として
転々流通する有価証券の発行により資
金調達を行うという基本スキームに基
づくものであり、税制上の優遇もこのよ
うなスキームを前提に認められている。
仮に匿名組合出資を特定目的会社の
資金調達手段として追加することとする
場合は、税制上の優遇の前提となる現
行のスキームの性格を根本的に見直
すことにつながるものであり、措置困難
である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070142

zA070143

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

特定目的会社の資金調達手段の
拡大

金融庁 農林水
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
産省 経済産業
（契約成立時交付書面の撤廃）
省

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A019

5088A021

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

匿名組合契約に基づく出資などを追加
し、その担い手を増やすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

金融機関、特定の事業会社が特定目的
会社に貸付を行なうことが認められてい
ることに鑑みれば、証券市場の発展への
寄与を理由に匿名組合出資を認めない
理由にはならない。また、例えば、特定
目的会社に貸付を行なう企業が匿名組
合出資を行なうことを認めることは、投資
プレーヤーの増加により、資産流動化が
家保護に欠けるものではない。同要望に
促進される。特に不良債権処理に貢献
対して金融庁から「特定目的会社が特定
するものと思われる。
目的出資による資金調達を行い、かつ
当該資産の流動化について課税の特例
を設けることを可能とするためには、税
制上の見直しが必要」との回答が示され
た。資産流動化促進の観点から、税制上
の優遇範囲の拡大も含めて再度検討願
いたい。

19

特定目的会社の資金調達手段の拡大

21

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品
の情報開示後退と取られる可能性もある
ために措置が難しい項目であると考えら
れるが、この契約成立時書面を交付する
直前に、より詳細な目論見書（契約成立
前書面）を交付しており、同等以下の内
容の書面を再度交付することは、投資家
に時間的・金銭的コストを負担させるだ
けで、情報開示には役立っていない。契
約成立時の書面の交付義務は証取法な
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（契約 「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要 バックオフィス業務の簡素化、商品ファン
ど、他の類似の法律においては存在せ
成立時交付書面の撤廃）
望する。
ドの運用コストの軽減
ず、明らかに過剰規制である。いち早く
撤廃をすべきである｡同要望に対して金
融庁・農林水産省・経済産業省から「撤
廃することは困難である」との趣旨の回
答が示された。しかしながら、実際には
顧客は契約書によって契約内容を把握
しており、契約成立時交付書面（１７条書
面）を撤廃したとしても投資家保護上問
題があるとは思われない。早急な措置を
要望する。

204/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

zA070144

商品投資販売業者と商品投資契約を
金融庁 農林水
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和 商品投資に係る事業 締結した顧客は、契約成立時交付書面
産省 経済産業
の規制に関する法律 を受領した日から起算して１０日を経過
（クーリングオフの義務撤廃）
省
第１９条
するまでの間、書面によりその契約の
解除を行うことができる。

zA070145

商品ファンドに関する投信法の規制 投資信託及び投資 主として特定資産に対する投資として
法人に関する法律第 運用することを目的とする場合は、投資
について
2条第1項
信託に該当する。

金融庁

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

Ｃ

c

措置の概要
（対応策）

−

商品投資契約においてクーリングオフ
規定を設けているのは、商品投資の仕
組みが複雑であるため一般の投資者
がそれを十分に理解しないまま契約を
締結したり、販売業者の勧誘によって
冷静な判断をしないまま契約締結に至
る事態が想定されることから、 投資家
に対して契約締結後一定期間は意志
決定の再確認をしうる時間的余裕を与
えることとするためである。
投資信託との比較において、投資信
託についてはその販売に関して、証券
取引法第４３条における適合性原則が
適用されるものの、商品ファンド法には
同様の規制はない。
このため、商品ファンドにおけるクーリ
ングオフ制度は、現状において、投資
信託と比較しても、法目的である投資
家保護の観点から、適切なものと考え
ている。

-

投資信託に該当するものについては、
投資信託及び投資法人に関する法律
の対象とすべきであり、措置不可能。な
お、集団投資スキームのあり方につい
ては、投資サービス法（仮称）の中で議
論が行われているところ。

205/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070144

zA070145

制度の
所管省庁等

項目

金融庁 農林水
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
産省 経済産業
（クーリングオフの義務撤廃）
省

金融庁

商品ファンドに関する投信法の規制
について

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A022

5088A023

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

22

商品ファンド募集の実務においては、資
料請求、申し込み、契約締結、資金の払
込と投資家が能動的に判断する局面が
多く、契約締結後、投資を取りやめる
ケースは時折存在する。一方、クーリン
グオフ制度を活用した資金払込後の契
約撤回は、ほとんど利用されていない現
状である。クーリングオフの規制を維持
する合理的理由は見当たらない。合理
大半の金融商品にはクーリングオフは無
的理由が存在するなら、投資信託にも即
商品ファンドに係る規制撤廃・緩和（クー く、運用開始と同時に資金の純資産価値 バックオフィス業務の簡素化、商品ファン
刻クーリングオフを適用すべきである。
リングオフの義務撤廃）
が変動する資金運用には馴染まない概 ドの運用コストの軽減
同要望に対して金融庁・農林水産省・経
念である。
済産業省から「撤廃することは困難」との
趣旨の回答が示された。しかしながら、
回答は投資信託には設けられていない
制度を商品ファンドに設けることに対す
る十分な説明とは思われず、実際には、
投資家が能動的に投資の是非を判断す
る局面が多いことからクーリングオフの
規制を維持する合理的理由は見当たら
ない。早急な措置を要望する。

23

当協会の要望に対して「措置不可能」と
回答されているが、再度検討すること。
商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
下の商品ファンドにおいて、残余資産を
当座預金、普通預金、定期預金で運用し
ているファンドは商品ファンド法の規定に
より商品ファンドと定義され、投資家保護
を含めた商品ファンド法の様々な規制の
対象になっている。一方、上記構成の
ファンドを信託型で組成した場合、現行
の投資信託及び投資法人に関する法律
の規定では銀行預金が特定資産となっ
ているため、投資信託にも該当するとい
う解釈が成り立ち、規制が二重に掛かる
ことになる。商品ファンドである限りは、
商品ファンド法の規制に従って組成およ
び販売が行われていれば投資家保護上
問題はないはずであり、さらに投資信託
及び投資法人に関する法律の規制が係
るのは不合理であり過剰規制である。
従って、商品ファンドについては投資信
託及び投資法人に関する法律の規制の
対象外にすべきである。具体的には、先
物取引、オプション取引では委託証拠金
制度等によりレバレッジを効かせた運用
が可能であることから、残余資産を銀行
預金でリザーブして置くこととなる。主た
る運用は、あくまで商品先物取引である
ため、商品ファンド法のみの規制とすべ
きである。

商品先物および商品オプションの組入れ
比率が全体の資産の１／３超で１／２以
商品ファンドに関する投信法の規制につ 下の商品ファンドにおいて、残余資産を
投資家への多様な商品の提供
いて
普通預金や定期預金で運用している商
品ファンドは投信法の規制が及ばないこ
とを明確にすることを要望する。

206/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070146

zA070147

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

銀行法第52条の23
第１項第10号ロ・第
自社リース物件に係る動産総合保 16条の２第２項第２
号、同法施行規則第
険の取扱の容認
17条の3第2項第3号
の4

銀行法第10条第2項に規定される
「その他の付随業務」の取扱範囲
の拡大

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

制度の現状

銀行持株会社の子会社が行うことがで
きる保険募集は、銀行法施行規則第17
条の3第2項第3号の4イからハまでに掲
げるものに限られており、その中に動産
総合保険に係る保険募集は含まれて
いない。

・銀行は、銀行法第10条から12条まで
において業務の範囲を規定しており、
「中小・地域金融機
他の業務を行うことができない。
関向けの総合的な監 ・中小・地域金融機関向けの総合的な
督指針」Ⅲ−２−２ 監督指針Ⅲ―２−２（３）において、銀行
（１）
法第10条第2項に規定するその他付随
業務の範疇にあるかどうかの判断にあ
たっての要件を明確化している。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

d

Ⅲ

−

措置の概要
（対応策）

保険業法施行規則等の一部を改正す
る内閣府令（平成17年７月８日内閣府
令第84号。同年12月22日施行）により、
平成19年12月22日から、銀行等は全て
の保険契約を取り扱うことができること
となっており、これに合わせて、銀行持
株会社の子会社が取り扱うことができ
る保険契約の範囲についても検討を行
う。

銀行持株会社の子会社がその取引先
を対象として行うコンサルティング業務
等については、銀行法施行規則第17条
の3第2項第15号の「他の事業者の経営
に関する相談に応ずる業務」として行う
ことが可能であり、その場合の対象は
銀行の取引先に限定されない。

207/224

その他

当室からの
再検討要請

要望者から以下のとおり意見が提出さ
れていることを踏まえ、再検討願いた
い。
「自社グループのリース物件に係る動
産総合保険に関しては、弊害がないと
思料されることから、早期実施をお願い
致したい。」

要望者の以下の意見について回答願
いたい。
「中小・地域機関向けの総合的な監督
指針Ⅲ-２-２(３)に列挙されている、ビジ
ネスマッチング業務、Ｍ＆Ａに関する業
務、事務受託業務は、銀行法施行規則
第17条の3第2項第15号に包含され、同
業務を営む場合は同号を根拠に営むこ
とが出来る、という理解でよいか。」

措置の 措置の
分類
内容

b

d

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

保険業法施行規則等の一部を改正す
る内閣府令（平成17年７月８日内閣府
令第84号。同年12月22日施行）により、
平成19年12月22日から、銀行等が全て
の保険契約を取り扱うことができること
となるのに合わせ、銀行持株会社の子
会社が取り扱うことができる保険契約
の範囲についても検討を行うこととして
いるものであり、ご要望のみにつき対応
することは困難である。

−

要望者の意見は「銀行持株会社の子
会社において、その対象を銀行の取引
先に限定することなくコンサルティング
業務、ビジネスマッチング業務、Ｍ＆Ａ
に関する業務、事務受託業務を行える
ようにして欲しい」ものと承知している
が、銀行法第52条の23第1項第10号ロ
に掲げる業務（金融関連業務）を行う銀
行持株会社の子会社であれば、「他の
事業者の経営に関する相談に応ずる
業務」（銀行法施行規則第17条の3第2
項第15号）として銀行の取引先に限定
することなく、コンサルティング業務、ビ
ジネスマッチング業務、Ｍ＆Ａに関する
業務、事務受託業務を行うことが可能
である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070146

zA070147

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

自社リース物件に係る動産総合保
険の取扱の容認

銀行法第10条第2項に規定される
「その他の付随業務」の取扱範囲
の拡大

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A025

5088A027

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

25

銀行持株会社の子会社等が営むことが
できる保険業務は、銀行法施行規則第
17条の3第2項第3号の4に列挙されてい
自社リース物件に係る動産総合保険の
自社グループのリース物件に係る動産
る保険契約の締結の代理又は媒介に限
取扱の容認
総合保険の代理店業務の開始
定されているが、取扱可能な保険契約
に、自社グループのリース物件に係る動
産総合保険を追加する。

27

「その他の付随業務」として列挙されてい
る、コンサルティング業務、ビジネスマッ
チング業務、Ｍ＆Ａに関する業務、事務
受託業務については、銀行持株会社の
銀行法第10条第2項に規定される「その 子会社等においても、その取扱が認容さ
他の付随業務」の取扱範囲の拡大
れている。しかし、本業務を営む際、その
対象は銀行の取引先企業と限定されて
おり、事業の拡大が阻害されていること
から、対象を銀行の取引先に限定した規
制を撤廃する。

208/224

要望理由

銀行に対する保険業務の規制は、融資
の見返りや顧客に対する優越的地位の
濫用等への懸念が要因となっている。こ
れに対し、リース会社における動産総合
保険は、リース会社が自社リース物件に
付保するものであり、また、銀行系以外
のリース会社では通常の業務として取
扱っているにも拘らず、問題となる事態
は発生していないことから、そのような懸
念はないものと思われる。加えて、本取
扱を認容することで、取引先へのリース
に係る、新たな保険を使ったサービス内
容の充実が図られ、取引先の利便が向
上する。

銀行持株会社の子会社等は既に独自の
営業基盤を有している。銀行持株会社の
子銀行と一にするものもあるが、銀行取
ビジネスマッチング業務、事務受託業
引先に対しては取扱可、銀行未取引先
務、設備投資に係るメーカー・ディーラー に対しては取扱不可、という規制は主旨
等の紹介、他社の事務受託等、業務の が不明瞭である。子会社等が持つ経営
拡大に寄与する。
基盤及びビジネスノウハウを有効活用す
ることにより、事業の拡大及び人員の適
正配置等が可能となり、経営の効率化
等が図れる。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

要望者は以下のような追加意見を提出
しているところであり、要望者の意見を
踏まえ、今一度検討されたい。

zA070148

zA070149

金融庁

金融庁

短期社債を含む有価証券を公募により
発行する会社は、有価証券届出書又は
短期社債の公募発行に関する証券 証券取引法第4条第 発行登録書を内閣総理大臣に提出して
1項及び第2項、第5 行なうこととされている。発行登録制度
取引法上の開示内容の見直し
条第1項、法23条の3 を利用する会社は、利用適格要件（継
続開示要件及び周知性要件）を満たさ
なければならないとされている。

短期社債の要件として総額引受が必要
社債等の振替に関
社振法における「短期社債」の要件 する法律第６６条第１ とされている（社債等の振替に関する
法律第６６条第１項）。短期社債につい
法務省
項,商法第３０１条１
見直し
ては，社債申込証は不要である（商法
項，第３０２条
第３０２条）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

ｃ

ａ

-

投資者保護を図るためには、有価証券
届出書、有価証券報告書等により有価
証券の発行者の財務内容、事業内容
等を正確、公平かつ適時に開示し、そ
れを基礎として投資者がその責任にお
いて有価証券の価値その他の投資に
必要な判断をするための機会を与える
ことが必要である。
「親会社が債務の保証を行う」ことは、
投資判断における一つの重要な要素で
はあるが、資金調達をしようとする発行
会社の財務内容、事業内容等は投資
判断を行うための極めて基本的な情報
であり、投資者保護の観点から、発行
会社の企業情報を開示しなくてもよいと
いうことは考えられない。

Ⅰ

短期社債における総額引受の要件は，
会社法の整備等に関する法律による社
振法の一部改正により，廃止されてお
り，また，社債申込証についても，会社
法において廃止されているところ，これ
らの法律は，いずれも平成１８年度中に
施行される予定である。

209/224

投資家保護と規制緩和による市場活性
化は両立させつつ目指すべきものであ
る。各企業ともグループ経営を重視し、
且つ会計及びディスクローズ上も連結
算重視となっており、また投資判断にお
ける重要不可欠な要素は投資家及び
投資商品ごとに異なることを前提とする
と、発行会社の企業情報が制度開示上
不可欠とする一次回答には違和感があ
る。具体的にCPについて言えば、①発
行体側として実際に各企業グループの
中の金融ビークルでキャッシュマネジメ
ント上の目的で発行するニーズがあり、
②投資家側としても購入層は主に機関
投資家であり取るリスクも商品性から1
年以内であることを踏まえると、親会社
が債務保証をしているのであれば連結
ベースでの開示をした上で、それ以外
の単体の開示については市場の規律
（要請）に任せることで十分と考える。

c

-

投資者保護を図るためには、有価証券
届出書、有価証券報告書等により有価
証券の発行者の財務内容、事業内容
等を正確、公平かつ適時に開示し、そ
れを基礎として投資者がその責任にお
いて有価証券の価値その他の投資に
必要な判断をするための機会を与える
ことが必要である。
「親会社が債務の保証を行う」ことは、
投資判断における一つの重要な要素で
はあるが、資金調達をしようとする発行
会社の財務内容、事業内容等は投資
判断を行うための極めて基本的な情報
であり、投資者保護の観点から、発行
会社の企業情報を開示しなくてもよいと
いうことは考えられない。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070148

zA070149

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

法務省

項目

短期社債の公募発行に関する証券
取引法上の開示内容の見直し

社振法における「短期社債」の要件
見直し

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A028

5088A029

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

28

29

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

証券取引法上の発行登録や情報開示の
規定を改正し、企業グループ内の金融
子会社が発行する公募CPについて、発
短期社債の公募発行に関する証券取引
行会社の親会社が債務履行に関する保 資本市場の拡大・活性化。
法上の開示内容の見直し
証を行う社債について、連結ベースでの
開示により発行が可能となるようにすべ
きである。

短期社債についても、原則として証券取
引法上の公募の概念が適用されるが、
CPは日々の発行が行われるため、届出
書方式で対応することは現実的でなく、
発行登録方式で対応せざるを得ない。一
方で発行登録制度を利用できるのは、原
則として、有価証券報告書提出会社等で
あるため、現状、継続開示を行っていな
い格付けの高い会社がＣＰを事実上公
募できない。日々発行されるCPの商品
特性、連結ベースでの決算・企業情報開
示、更に今後の金融業務の本体からの
金融専門子会社への移行の流れを鑑み
ると、企業グループ内の金融子会社によ
る公募を可能とするよう措置が講じられ
るべきである。有価証券報告書における
連結経営情報の開示内容が拡充されて
いることから、100％出資の親会社が連
結ベースでの決算・企業情報を開示する
場合は、当該発行会社が個別の情報
（個別企業の財務情報のほか、資力、返
済能力、デフォルトの可能性等を含む。）
を開示することは義務付けないとするこ
とに弊害はないと思われる。

社振法第66条1項イにおいて 「契約によ
り社債の総額が引受けられるものである
社振法における「短期社債」の要件見直 こと」が短期社債の要件のひとつとして ダイレクトＣＰの公募発行の普及および
し
挙げられている。本要件の削除および短 発行手続の簡素化
期社債における「社債申込証」の取得不
要措置を要望する。

社債発行の際、商法により社債申込証の作成が必要とされている
が、商法302条において「契約ニヨリ社債ノ総額ヲ引受クル場合ニハ
之ヲ適用セズ」と規定されている。短期社債の機動的な発行を担保
するため（申込証の作成を不要とするため）、立法の過程で「（商法
における）総額引受」を短期社債の要件としたものと考えらるが、実
務において円滑な発行を妨げる要因となり得るため当該要件の削除
を希望するものである。発行登録制度において、証取法第23条の8
第2項は、「短期社債の募集」の場合には、一定の条件を充たせば通
常必要とされる「追補書類」の提出が不要とされている。一方社振法
において短期社債は「総額引受」が要件とされているが、ダイレクトＣ
Ｐを発行体自らが募集（公募）を行なおうとする場合には「総額引受」
に該当しない場合も起こり得る。社振法及び証取法の関連法令が予
定している「短期社債の募集」の発行形態は、発行体が引受人であ
るディーラー・投資者毎に短期社債の発行条件を交渉することとし、
両者が合意する都度投資者による短期社債の引受があり、かつ発
行体による短期社債の発行があるという形態と考えられているた
め、発行実務においても、ディーラー・投資者毎に別個の総額引受
契約を取り交わす煩雑さが発生している。とりわけダイレクトＣＰの公
募発行においては、一般債の公募における引受人（アンダーライ
ター）が存在しないため、「発行総額」を確定させたうえで投資者の募
集を行うことは事実上不可能である（ディーラーが一旦総額を引受け
る公募発行においてはこの問題は生じない）。一方、「総額」が確定
しないことによる弊害は、予定していた調達額に募集金額が満たな
いケースが想定されるが、それは発行体のリスクであり、発行体が
そのリスクを承知で募集を行うのであれば特段問題はないものと思
われる。一律の条件で投資者への勧誘を行えず、個別投資者毎に
条件を設定して発行（引受）を行うという行為は非効率的であり、公
募発行の利点を生かせない。この点は大きな弊害であり早急に改善
が必要な点と考える。発行したＣＰが「総額引受」でないという理由で
社振法上の「短期社債」と見なされなくなると、普通社債同様社債原
簿の作成や社債管理会社の設置が必要となり、実務上発行は不可
能となる。短期社債の発行の機動性を担保（短期社債の適格要件を
充足）するため、社振法において短期社債適用要件（短期社債の総
額引受要件の削除並びに社債申込証の取得不要措置）の見直しを
要望するものである。

210/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070150

zA070151

制度の
所管省庁等

法務省

項目

金融庁 信託受益権の有価証券化

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証
券化に関する債権譲渡禁止特約の
解除

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

現行信託法において、信託受益権の譲
渡及び有価証券化に関する規定は存
信託法、証券取引法
在しない。現行証券取引法において、
2条
一般の信託受益権は証券取引法上の
有価証券とされていない。

−

売掛債権担保融資保証制度を利用す
る場合に、譲渡禁止特約の部分解除を
実施。

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

Ⅰ

−

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

信託法の改正については、現在法務省
において、法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）を設
置し、具体的な調査審議を進め、平成
17年度中に信託法の改正についての
関係法案を国会に提出することを目途
として作業を行っているところと聞いて
おり、信託受益権の有価証券化に関す
る規定の整備については、現時点で検
討の方向性は未定であるが、法制審議
会信託法部会における審議の内容を
踏まえて上記の関係法案提出までには
所要の結論を明らかにする予定である
と聞いている。
金融庁としては、信託法改正等により、
私法上の有価証券とされた信託受益権
については、証券取引法上の有価証券
とすべく所要の規定整備を行うこととす
る。また、現在、金融審議会において、
投資サービスにおける投資家保護のあ
り方について、審議が進められており、
かかる審議における検討状況を踏ま
え、信託受益権についての取いを含め
た、証券取引法上の「有価証券」のあり
方について検討を行う。

債権譲渡禁止特約の平成17年度から
の部分解除に向け、そのリスク等を引
き続き検討中

211/224

要望者から以下のとおり意見が提出さ
れていることを踏まえ、再検討願いた
い。
「既に措置済みとしている省庁がある一
方で、「検討する」と回答しつつ検討期
間が明記されていない等の対応に相違
があり、各省庁の統一的かつ早急な対
応を強く求める。」

b

−

債権譲渡禁止特約の平成17年度から
の部分解除に向け、そのリスク等を引
き続き検討中。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070150

zA070151

制度の
所管省庁等

法務省

項目

金融庁 信託受益権の有価証券化

全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証
券化に関する債権譲渡禁止特約の
解除

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A033

5088A034

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

3

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

信託受益件を有価証券指定し、流通性
を付与する。

33

信託受益権の有価証券化

34

各省庁及び地方自治体において、統一
的かつ早急に債権譲渡禁止特約の解除
国・地方自治体向け金銭債権の証券化
の対象となる契約（リース契約等）及び
に関する債権譲渡禁止特約の解除
譲渡対象者の拡大（特定目的会社等）を
望む。

212/224

具体的事業の
実施内容

・信託受益権の公募発行が可能とな
る。・特定目的会社が不要となるため、
調達コストの削減効果がある。

要望理由

流動化商品は広く投資家に浸透してきて
おり、ABSと比較してもその商品性にほ
とんど差はないものと考えられる。一方、
投資家側にとっても運用難の状況が続
いており、流動化商品は投資対象として
のニーズは高いものの、社内規程あるい
はB/S上の開示の問題から、受益権に
は投資できないという投資家も存在す
る。

各省庁の対応が異なり、統一的かつ早
急な対応を求める。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070152

zA070154

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

安定操作取引に関し、証券取引法施行
令第二十条第三項において、安定操作
取引を行うことができる者が定められて
いる。また、証券会社の行為規制等に
証券取引法施行令
関する内閣府令第四条第六号ニにお
第２０条第３項
株式の市場公募時における、安定 証券会社の行為規 いて、証券会社が安定操作取引を行う
ことができる者から安定操作取引以外
制等に関する内閣府
操作人リストの提出廃止
の取引の受託等をすることを禁止して
令第４条第６号
いる。証券会社は安定操作取引を行う
証券取引所規則
ことができる者を把握する必要がある
ため発行会社から取引所規則に基づき
「安定操作人リスト」の提出を受けてい
る。

銀行持株会社の子会社等に中古
物品販売業務の認容

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

・銀行法第12条、銀
行法施行規則第17
条の3第2項、中小・ 銀行持株会社の子会社等が中古物品
地域金融機関向け
販売業務を行うことができない。
の総合的な監督指
針Ⅲ-2-7

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｃ

Ⅱ

ⅠⅢ

措置の概要
（対応策）

その他

当室からの
再検討要請

安定操作取引の実態調査を行い、必要
な場合には、安定操作取引をすること
ができる者の範囲を見直すことなどを
検討する。

①平成17年度中の検討の可否につい
て、②結論時期について、具体的に示
されたい。

銀行及び銀行持株会社の子会社とす
ることができる業務範囲は銀行に関係
の深い金融関連分野を子会社としてい
るところであり、中古物品販売業のよう
に金融との関連性のない一般事業会
社分野のものについては、銀行経営の
健全性の確保の観点から課せられてい
る他業禁止の趣旨から措置困難であ
る。

要望者から以下のとおり意見が提出さ
れていることを踏まえ、再検討願いた
い。
「不動産担保、保証人に依拠しない、新
しいスキームの貸出、特に、企業が保
有する資産を活用した資産担保貸出が
注目を集めている。動産を担保に徴求
し、それを処分、換価する場合、銀行グ
ループには動産を処分するノウハウが
乏しい。一方、銀行グループでは、リー
ス会社がリースアップ物品処理にて
培った、動産処分のノウハウを有してい
る。今後、従来型の不動産担保、保証
人に依拠しない、新しいスキームの貸
出の裾野を広げる為にも、動産処分の
ノウハウ蓄積は必須であり、本ノウハウ
蓄積の観点から、リース会社に中古物
品に係る仕入・売却を認める。リース会
社は、(1)環境負荷低減に向け、環境配
慮物件の普及促進(2) 循環型社会形成
に向け、３Ｒ（リデュース・リユース・リサ
イクル）の徹底等、環境問題に貢献して
いる。特に、今後、循環型社会形成に
おいて、中古物品の再利用、廃棄物の
適正処分におけるリース会社の果たす
役割は一層大きくなる。一方、銀行持
株会社の子会社等であるリース会社
は、中古物品販売業務は、自社リース
物件の売却に制限されている。リース
会社の持つ上記ノウハウ・経営基盤を
有効活用し、循環型社会形成に一層貢
献するために、銀行持株会社の子会社
等であるリース会社に中古物品販売業
務を認容することを再度強く要望す
る。」
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措置の 措置の
分類
内容

b

c

措置の概要
（対応策）

Ⅱ

安定操作取引をすることができる者の
範囲等について、安定操作報告の実態
や関係者からのヒアリング等によってど
のような措置が適当であるか、17年度
中に検討する。

ⅠⅢ

銀行及び銀行持株会社の子会社とす
ることができる業務範囲は銀行に関係
の深い金融関連分野を子会社としてい
るところであり、中古物品販売業のよう
に金融との関連性のない一般事業会
社分野のものについては、銀行経営の
健全性の確保の観点から課せられてい
る他業禁止の趣旨から措置困難であ
る。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070152

zA070154

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

株式の市場公募時における、安定
操作人リストの提出廃止

銀行持株会社の子会社等に中古
物品販売業務の認容

要望
管理番号

5088

5088

要望事項
管理番号

5088A045

5088A048

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

社団法人リース事業協会

要望
事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

現実的には形骸化している安定操作人
リストに基づく安定操作取引のチェックに
つき、実態に合わせた規制の見直しを行
い、株式の市場公募における発行会社
の不必要な実務負担を軽減する。その
結果、資本市場へのアクセスがより容易
になる。

株式を市場公募するに際し、証券会社、
証券取引所に対して「安定操作人リスト」
の提出が必要とされている。密接な関係
にある会社とその役員は安定操作取引
が可能となっているため、実際にはそれ
らを安定操作人として予定していない場
合においても、実務上は発行会社の全
ての子会社、関係会社及びその役員の
リストを作成しなければならないこととさ
れている。そのため、海外まで含めて膨
大な人名リストの作成が必要となり、募
集までの限られた時間内で膨大な作業
負担となっている。しかし一方で、安定操
作取引自体を子会社、関係会社及びそ
の役員を通じて実施することは極めてま
れなこととなっており、幹事証券会社を
通して安定操作取引を行うことが通例と
なっている。また、提出されたリストに掲
げられた全てのものの取引について、証
券会社、証券取引所が現実的に監視を
行っているとも思われない。現代におい
て意味を持たなくなった実務であること
が明らかであり、当然に廃止するか、少
なくとも実際に安定操作を予定している
もののみに限定したリスト作成を要求さ
れるべきである。

45

株式を市場公募するに際し、証券会社、
証券取引所に対して提出することとなっ
ている「安定操作人リスト」について、証
株式の市場公募時における、安定操作
券会社以外に安定操作人を設けない場
人リストの提出廃止
合は、子会社、関係会社及びその役員
等のリストの提出を求めないこととしてい
ただきたい。

48

不動産担保、保証人に依拠しない、新し
いスキームの貸出、特に、企業が保有す
る資産を活用した資産担保貸出が注目
を集めている。動産を担保に徴求し、そ
れを処分、換価する場合、銀行グループ
には動産を処分するノウハウが乏しい。
一方、銀行グループでは、リース会社が
リースアップ物品処理にて培った、動産
処分のノウハウを有している。今後、従
来型の不動産担保、保証人に依拠しな
い、新しいスキームの貸出の裾野を広げ
中古物品販売業務を営むことで、動産処
る為にも、動産処分のノウハウ蓄積は必
分のノウハウ蓄積を図り、今後、拡大が
須であり、本ノウハウ蓄積の観点から、
見込まれる動産担保貸出の拡大に寄与
リース会社に中古物品に係る仕入・売却
し、併せて、事業拡大を図る。自社リース
中古物品販売業、中古物品の再利用、
銀行持株会社の子会社等に中古物品販 を認める。リース会社は、(1)環境負荷低
物件の売却に加え、物品販売のノウハ
適正処分を推進する為に、中古物品の
売業務の認容
減に向け、環境配慮物件の普及促進(2)
ウを活かし、それ以外の中古物品販売
買取、販売
循環型社会形成に向け、３Ｒ（リデュー
業務を営むことにより、中古物品の再利
ス・リユース・リサイクル）の徹底等、環境
用、適正処分を推進する。これにより、循
問題に貢献している。特に、今後、循環
環型社会形成に一層の貢献を果たし、
型社会形成において、中古物品の再利
加えて事業拡大を図る。
用、廃棄物の適正処分におけるリース会
社の果たす役割は一層大きくなる。一
方、銀行持株会社の子会社等である
リース会社は、中古物品販売業務は、自
社リース物件の売却に制限されている。
リース会社の持つ上記ノウハウ・経営基
盤を有効活用し、循環型社会形成に一
層貢献するために、銀行持株会社の子
会社等であるリース会社に中古物品販
売業務を認容する。
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その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070155

zA070156

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

銀行法施行規則第17条の3第2項
第11号の要件撤廃

金融庁 経済産
日本版金融サービス・市場法の制
業省 農林水産
定
省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

銀行等の子会社が営むリース業務は、
各事業年度において、銀行法施行規則
第17条の3第2項第11号イからハに規
銀行法施行規則第 定する要件の全て満たす契約に基づく
17条の3第2項第11 収入の額が、同号に規定する機械類そ
号
の他の物品又は物件を使用させる業務
による収入の合計額の50％以上である
旨、金融庁告示第33号第2条にて定め
られている。

証券取引法等

金融商品について、業態別の規制を中
心に、業法ごとの規制が存在している。

措置の 措置の
分類
内容

ｃ

b

措置の概要
（対応策）

Ⅲ

銀行等の子会社が営むリース業務につ
いては要件が付せられているところで
あるが、これは、リース業務と物品販売
業とを区別させるものであり、当該要件
を撤廃することは、一般事業会社を銀
行等の子会社に容認することになり、
銀行経営の健全性の確保の観点から
課せられている他業禁止の趣旨から措
置困難である。

Ⅰ

金融実態に対応した利用者保護ルー
ル等の整備・徹底、市場機能の充実と
その信頼性の向上等の観点から、金
融・投資サービスに関する横断的法制
としての「投資サービス法」（仮称）につ
いて、金融審議会の「中間整理」を踏ま
え、早期の法制化に取り組む。

215/224

その他

当室からの
再検討要請

「銀行経営の健全性の確保の観点から
課せられている他業禁止の趣旨から措
置困難である。」との回答であるが、顧
客利便性向上の観点から再検討願い
たい。

措置の 措置の
分類
内容

c

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

銀行等の子会社が営むリース業務につ
いては要件が付せられているところで
あるが、これは、リース業務と子会社業
務範囲とされていない物品販売業とを
区別させるものであり、当該要件を撤
廃することは、一般事業会社を銀行等
の子会社に容認することになりかね
ず、銀行経営の健全性の確保の観点
から課せられている他業禁止の趣旨か
ら措置困難である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070155

zA070156

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

銀行法施行規則第17条の3第2項
第11号の要件撤廃

金融庁 経済産
日本版金融サービス・市場法の制
業省 農林水産
定
省

要望
管理番号

5088

5095

要望事項
管理番号

5088A049

5095A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

社団法人リース事業協会

損害保険労働組合連合会

要望
事項番号

49

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

銀行等の子会社が営むリース業務は、
各事業年度において、銀行法施行規則
第17条の3第2項第11号イからハに規定
する要件の全て満たす契約に基づく収
入の額が、同号に規定する機械類その
他の物品又は物件を使用させる業務に
よる収入の合計額の50％以上である
旨、金融庁告示第33号第2条にて定めら
れている。このイからハに定める要件を
撤廃し、リース業務を「機械類その他の
物品又は物件を使用させる業務」とす
る。＜銀行法施行規則第17条の3第2項
銀行法施行規則第17条の3第2項第11号 第11号＞イ．リース物品等を使用させる
の要件撤廃
期間の開始の日以後又は使用開始日か
ら一定期間を経過した後当事者からの
一方又は双方がいつでも解約の申入れ
をすることができる旨の定めがないこと。
ロ．使用期間において、リース物品等の
取得価額から使用期間が満了した後に
おける当該リース物品等の見積残存価
額を控除した額並びに利子、固定資産
税、保険料及び手数料の額を対価として
受領することを内容とするものであるこ
と。ハ．使用期間が満了した後、リース物
品等の所有権その他の権利が相手方に
移転する旨の定めがないこと。

日本版金融サービス・市場法の制定

216/224

保険業法をはじめとする業態別の現行
法体系については、金融商品販売法、
消費者契約法や独占禁止法等、業界横
断の関係法令との整合性も含め、今日
的な存在意義を踏まえて大きく見直し、
様々な留意点を十分にふまえ、（左記要
望理由に記載）金融サービスの市場
ルールに関する新しい枠組みである「日
本版金融サービス・市場法」の制定に向
けた検討を進めて頂きたい。

要望理由

多様化する顧客ニーズに適格に対応す
るには、銀行法施行規則第17条の3第2
項第11号に規定するイからハを満たすス
キームでは十分とは言い難い。ファイナ
ンスリース、オペレーティングリース、メン
テナンスリース、レンタル取引等、広く賃
貸借取引を認容することにより、顧客の
設備投資の支援が可能となる。

販売ルートが多様化するなか、各業法に
よる業態別の各種規制の存在は、消費
者・業者双方にとってもわかりにくいもの
であるほか、事後チェック型行政への転
換が進むなかでの事前規制のあり方に
ついては、今日的に見直す必要がある。
社会的公正の担保とともに、消費者利益
の保護がより一層重要視されているな
か、複雑な金融商品を業態横断的に捉
えた市場取引ルールの整備が急務であ
ると考える。

自由化・規制緩和の進展に伴い、今や金融商品販売業者において
は、消費者の求める多種多様な商品の販売が可能となりつつある。
こうしたなか、重要事項説明等、金融商品取引に着目した金融商品
販売法が制定されたが、一部の商品・販売業者が対象外であるな
ど、取引ルールとしては不十分な一方、既存の業法と重畳的な面も
否めない。
ついては、以下の観点を十分にふまえ、「日本版金融サービス・市場
法」の制定に向けた検討を進めて頂きたい。
①民間金融商品のみならず、郵貯・簡保、制度共済、金融類似商品
なども含めた幅広い商品・サービスを包含する業態横断的な取引
ルールとする。
②商品説明に必要な事項、不適切な勧誘、不公正な取引、広告に
関するルール等を個別具体的に明示し、消費者にとって理解しやす
い法制度とする。また、商品説明に必要な事項については、金融取
引の効率化をすすめるよう留意する。なお、民間だけでなく、国・地
方公共団体等も含めて勧誘方針の策定を義務付け、勧誘の適正を
欠くことのないよう備える。
③新たな取引ルールの構築に併せて、金融商品販売法や消費者契
約法・独占禁止法等、業界横断の関係法令との整合性も含め、業法
は経営の健全性確保等の観点から必要最小限な業界固有の規制
にとどめるなど、今日的な存在意義をふまえたうえで体系自体を大き
く見直し、決してダブルスタンダードとならないよう抜本的に整理す
る。
④業態横断的な苦情・紛争解決のルールを整備・規定する。
⑤金融商品取引の一方の当事者である消費者・利用者への教育・
啓発も重要であるとの観点から、消費者教育にあたっては、業界・企
業による適切な情報提供等の拡充はもちろんのこと、学校教育や情
報ネットワークを通じ、幅広く金融取引に関わる基本ルールを周知で
きるよう環境を整備する。
⑥金融改革プログラムの基本理念にある「活力ある金融システム」を
創造するため、現在の販売実態を十分にふまえた上で、「金融産業
で働く人の活力」に繋がるルールにする。また、英国における事例等
をふまえ、「保険の特殊性」に留意し、拙速なルール統合は行なわ
ず、十分な検討を行なう。
⑦ルールの統合を検討するにあたっては、当局と自主規制団体の役
割・権限のあり方など、規制システムのあり方と併せて検討を進めて
いく。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

制度の
所管省庁等

項目

該当法令等

制度の現状

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①「保険会社の付随業務として「信託業
務の代理又は事務代行」を加えること
について、当該業務の担い手の在り方
や他業リスクの制限等の保険会社の業
務の在り方を踏まえつつ、速やかに検
討を行う。」との規制改革・民間開放推
進3か年計画（改定）を踏まえ引き続き
検討を行っているところ。

zA070157

金融庁（①②
③）

保険業法98条1項 保険会社の付随業務は、保険業法第
同法施行規則51条 98条第１項に規定されている（同項第１
保険会社本体の業務範囲の見直し 事務ガイドライン1- 号の付随業務は、同法施行規則第51
6-5（16）
条に具体的に定められている）。

①ｂ
②ｃ
③ｂ

②保険会社が行うことができる銀行の
業務の代理又は事務の代行の範囲に
①〜③ ついては、保険会社の他業が制限され
Ⅲ
ている趣旨等に鑑み、具体的な業務・
事務の内容に応じた個別の検討が必
要。
③「保険会社本体が投信販社契約締結
の代理もしくは媒介を行うことの是非に
ついて、当該業務の担い手の在り方
や、他業リスクの制限等の保険会社の
業務の在り方を踏まえつつ検討する。」
との規制改革・民間開放推進3か年計
画（改定）を踏まえ引き続き検討を行っ
ているところ。

zA070158

金融庁

保険業法第99条、金
保険会社本体による信託業務の実 融機関の信託業務
の兼営等に関する法
施
律第1条、同施行令
第2条

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

保険会社の業務範囲は、保険の引受
け等の固有業務（保険業法第97条）の
ほか、法第98条第1項各号に掲げる業
務その他の付随業務（第98条）、第99
条に規定する業務及び他の法律により
行う業務とされている。

ｂ

Ⅰ

保険会社本体による信託業務の実施
については、保険会社の業務との関連
性・親近性の観点や保険会社に他業が
禁止されている趣旨等を踏まえ、検討
することが必要。
なお、「信託業のあり方に関する中間報
告書」（平成15年７月28日金融審議会
第二部会報告）において、「信託兼営金
融機関の範囲については、信託業務と
の親和性等を考慮しつつ、見直しをす
べきであるとの意見があった。これにつ
いては、各金融業法における本業と他
業のあり方についての議論の中で、さ
らに検討すべき課題であると考えられ
る。」とされたところ。
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その他

当室からの
再検討要請

①信託契約代理業の担い手として現在保険会社
の扱う商品の構成から勘案しても親近性・補完性
があり、また他業リスクの制限についても代理代行
の認可の必要なことや、信託業者からの十分な
チェック機能が働くことから、保険会社のみに信託
契約代理業務が解禁されないのは、明確な理由は
存在しない。早期の実現に向けて検討の方向性・
結論時期について具体的に示されたい。
②銀行代理店制度については、現在、その担い手
の範囲も含め、見直しの検討が進められているも
のと認識しているが、見直しの実施にあたっては、
同時期に、保険会社が銀行代理店を営むことをを
認めるべくご検討をいただきたい。保険会社は全
国に多数店舗展開しており、例えば預金・口座開
設・為替等の取次ぎ業務を、広くワンストップサービ
スといった形で、消費者にサービス提供していくこと
が可能と考えている。上記の点を含め、改めて見
解を示されたい。
③保険会社は商品製造元として金融機関代理店
に個人年金商品を、また投資信託が主力商品であ
るＤＣ制度においてはＤＣ運営管理機関に元本保
証型商品を提供している。また、投資信託を商品販
売会社として窓口販売を行っている。保険会社は
投信窓販金融機関・DC運営管理機関との取引関
係をもともと有している上、製販両面から投資信託
商品に対する顧客ニーズの把握機会を持ってい
る。これらの経営資源を生かして投信販売金融機
関･DC運営管理機関への商品提案等の業務の代
理を行うことは、保険会社としての一層の顧客基盤
の拡充、投信窓販金融機関・DC運営管理機関の
商品ラインナップ拡充と窓口・DC顧客の利便性向
上、ならびに投信会社の経営の効率性を高める。
検討の方向性、結論時期について具体的に示され
たい。

措置の 措置の
分類
内容

措置の概要
（対応策）

①規制改革・民間開放３か年計画（改
定）に示されているとおり、平成17年度
中に検討を行う。
①b
②c
③b

②利用者利便も一つの観点であるが、
保険会社が行うことができる銀行の業
務の代理又は事務の代行の範囲につ
①〜③
いては、保険会社の他業が制限されて
Ⅲ
いる趣旨等に鑑み、具体的な業務・事
務の内容に応じた個別の検討が必要
である。
③規制改革・民間開放３か年計画（改
定）に示されているとおり、平成17年度
中に検討を行う。

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
生命保険会社の業務は、企業年金関
連業務、遺族保障関連業務等におい
て、信託業務との関連性・親近性を強く
有しており、既に信託業務の代理代行
が認められている銀行等の金融機関と
比較しても、より強いものと考えられる
ため、保険会社が少なくとも銀行等と同
じ範囲で信託業務を行うことに特段の
問題はないものと考えられる。
更に、信託業法改正によって信託業を
行う者の範囲が幅広く認められている。
以上の点を踏まえ、早期の実現に向け
た検討を開始して頂きたい。

b

Ⅰ

保険会社本体による信託業務の実施
については、保険会社の業務との関連
性・親近性の観点や保険会社に他業が
禁止されている趣旨等を踏まえて検討
することが必要であり、また他業リスク
の観点からは、信託業に係る業務の代
理又は事務の代行からまずは検討され
るべきである。従って現時点において検
討のスケジュール等を示すことは困難
である。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070157

zA070158

制度の
所管省庁等

金融庁（①②
③）

金融庁

項目

保険会社本体の業務範囲の見直し

保険会社本体による信託業務の実
施

要望
管理番号

5095

5097

要望事項
管理番号

5095A003

5097A007

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

損害保険労働組合連合会

生命保険協会

要望
事項番号

3

7

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

保険会社本体の業務範囲の見直し

保険会社本体による信託業務の実施

218/224

保険会社本体における「付随業務」「そ
の他付随業務」についての現行規定を
見直し、対象業務の拡大を図って頂きた
い。
① 信託契約代理業務
② 資金貸し付け以外の銀行代理店業務
③ 投資信託委託会社が行う投資商品の
商品提案等の業務の代理
④ ビジネスマッチング業務（その他付随
業務）

保険会社本体で、保険金信託以外の信
託業務が行えるよう、保険会社本体の業
務範囲を見直す。

具体的事業の
実施内容

要望理由

①保険商品に関連する信託業サービス
を提供できることにより、顧客利便性の
向上が図られる。
保険会社は、顧客の様々なリスクを軽減
②保険商品自体に加えて関連する金融
するといった観点から、既に顧客の資産
業サービスを提供できることとなり顧客
運用、管理等に係わっており、以下の業
利便性の向上が図られる。
務との強い関連性・親近性を有してい
③投信窓販を行う金融機関または、確定
る。ついては、保険会社の有するノウハ
拠出年金制度上の運営管理機関等に対
ウ等の活用による、より高度な顧客サー
して、委託会社に代わって商品提供等の
ビスの実現や顧客の利便性向上といっ
業務を行う。
た観点も踏まえ、保険会社本体における
④保険会社の顧客情報ネットワークを活
業務範囲の拡大を図って頂きたい。
用し、顧客同士の需要と供給をマッチン
グさせることにより、双方の利便性を向
上させる。

・保険と信託の親近性に鑑み、信託商品
に対する潜在的ニーズがあり、生命保険
会社が資産運用に係るノウハウを活用し
て信託商品を取り扱うことができれば、
顧客利便性の向上、保険会社の収益性
向上等の観点から有効である。なお、銀
行等については、既に本体での信託業
務の兼営による参入が認められている。

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070159

zA070160

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

特別勘定に関する現物資産による
保険料受入、移受管

該当法令等

制度の現状

保険業法98条1項
保険料受入れ、及び解約時の引渡しに
同法施行規則51条
ついて、株、債券等の現物資産によっ
事務ガイドライン1て行うことは認められていない。
6-5（16）

証券会社は、法第３４条第２項に基づく
届出業務として、内閣府令第２５条第１
３号の「他の事業者の業務に関する電
子計算機のプログラムの作成又は販売
コンピュータ関連業務に関する届出 証券会社の内閣府 を行う業務及び計算受託業務」を行うこ
令第２５条第１３号 とができるが、平成１３年以前に事務ガ
業務の範囲の拡大について
イドラインに記載されていた「保守管
理、データの保管管理のためのハード
ウェアー及びソフトウェアーの管理」も
含まれている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

b

Ⅰ

Ⅲ

措置の概要
（対応策）

本件については、規制改革・民間開放
推進３か年計画（改定）において、「特
別勘定において保険料受入れ及び移
受管を現物資産で行うことについて検
討する」とされているものであり、その
是非を含め引き続き検討を行ってい
る。

・平成１３年の事務ガイドラインの改正
前においては、証券会社が「保守管
理、データの保管管理のためのハード
ウェアー及びソフトウェアーの管理、電
算処理等」を営む場合には承認により
行うことができたが、当該業務には
「データの保管管理」は含まれていな
かった。平成１３年の改正により、承認
の規定が削除されたが、これは証券会
社に関する内閣府令第25条第13号に
規定する「他の事業者の業務に関する
電子計算機のプログラムの作成又は販
売を行う業務及び計算受託業務」に含
まれるものとして整理されたためである
が、「データの保管管理」が対象外とさ
れているのは従前のとおりである。
・データの保管管理を行う者は、当該
データにアクセスが可能であるため、証
券会社の親・子法人等に該当する者と
の間でデータの保管管理を行うことは
非公開情報の授受の禁止に抵触する
可能性が高いことから、証券会社及び
証券会社の親・子法人等が当該業務を
営むことは認めていない。
要望事項については親子間の弊害防
止や個人情報保護等の趣旨を踏まえ、
どのような対応が可能か等について検
討する。

219/224

その他

当室からの
再検討要請

措置の 措置の
分類
内容

要望者からの以下の更なる意見を踏ま
え、改めて検討願いたい。
b

Ⅰ

規制改革・民間開放３か年計画（改定）
に示されているとおり、平成17年度に検
討を行う。

Ⅲ

証券会社の業務については、付随業
務（法第34条第1項）のほか証券業と関
連があり、そのリスクを適確に自己資本
規制に反映できる業務を届出業務（同
条第２項）として法令上幅広く規定して
いるが、それ以外の業務についても個
別承認制のもとでリスク算定が確実に
行え、投資者保護に支障を来たさない
と認められるものについては、幅広く認
めてきている。
御要望の「併営業務」のうち、「会計の
検査」、「遺言執行」等の業務について
は、業務範囲が法令上明確ではないこ
とから、その契約代理業務についても
個々の契約内容を審査した上で、リス
ク管理上問題がないものについて承認
しているところ。
当該業務を上記の届出業務と同様に
取り扱うことが適当かどうかについて
は、平成17年度中を目途に検討するこ
ととする。

可能な限り早期の実現に向けた検討を
お願いしたい。

検討のスケジュールについて、具体的
に示されたい。

b

措置の概要
（対応策）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070159

zA070160

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

特別勘定に関する現物資産による
保険料受入、移受管

コンピュータ関連業務に関する届出
業務の範囲の拡大について

要望
管理番号

5097

5099

要望事項
管理番号

5097A012

5099A001

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

要望
事項
補助
番号

1

1

要望
事項
補助
番号2

1

1

要望主体名

生命保険協会

国際銀行協会

要望
事項番号

12

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

株、債券等の現物資産による保険料受
特別勘定に関する現物資産による保険
入、移受管を可能とすべく法令上措置す
料受入、移受管
る。

コンピュータ関連業務に関する届出業務
の範囲の拡大について

220/224

証券会社がその親法人等又は子法人等との間でコンピュータ関連
業務を統合して行う場合、現状、①証券取引法（以下「法」という。）
第34条第4項に基づく承認による方式、②法第34条第3項に基づく届
出による方式又は③サービス会社を設立する方式のいずれかに
よっている。①の承認業務方式は、証券会社が法第34条第4項に基
づく承認を受けて親法人等又は子法人等に対してコンピュータ関連
業務を提供するものであるが、平成13年6月29日付の事務ガイドライ
ン一部改正の際に、当該業務の承認に関する記述が削除され、以
後この承認は与えられていない。②の届出業務方式は、証券会社に
関する内閣府令第25条第13号に定める「他の事業者の業務に関す
る電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受
託業務」及びその附帯業務（同条第16号）を法第34条第3項に基づく
届出を行って営む方式である。平成13年事務ガイドライン改定以降
は、これが証券会社がコンピュータ関連業務を親法人等又は子法人
等に対して提供し得る唯一の根拠となっている。③のサービス会社
方式は、コンピュータ関連業務を提供する関連会社が、グループ内
の証券会社及び銀行の双方に業務を提供する方式である。 上記
各方式における業務範囲を比較すると、①の承認業務方式と③の
サービス会社方式では営むことのできる業務の範囲として「保守管
理、データの保管管理のためのハードウェアー及びソフトウェアーの
管理」が明確に含まれているのに対し、②の届出業務方式において
は、この業務が具体的に明示されていない。 従って、前記平成13
年事務ガイドライン改正によって、証券会社が親法人等又は子法人
等に対して提供することのできるコンピュータ関連業務の範囲は狭
められたか、又は不明確となった。改正前に承認を受けた金融グ
ループと改正によりその機会を失った金融グループとの間に著しい
不均衡を生じるおそれもある。 (その他：＊１)

具体的事業の
実施内容

要望理由

その他
（特記事項）

・新会計基準の適用に伴い、企業サイド
では、保有している株式を当該企業の年
金制度に現物で拠出することにより、退
職給付に係る積立不足額を解消したい
というニーズが高まっており、企業の保
有株式の年金制度への現物拠出は、企
業間の持合株式を市場に悪影響を与え
ずに解消できる手段として有効視されて
いる。
・現金化のコストは顧客にとって不利益と
なり、単独運用契約の場合、現物をその
まま移管できれば資産価値を減じること
なく移管が可能となる。
・現金化に伴い、大量の株式の売却が行
われた場合、株式相場等の下振れ要因
になる。
・信託については、厚生年金保険法の改
正により以上の取扱いが可能であるが、
生保が法的な解釈を理由に取扱えない
と利用者利便が著しく阻害される。

そもそも情報共有の禁止の趣旨は、一の法
人の保有する顧客の非公開情報に他の法人
が同様に保有者としての権限を行使すること
による弊害を防止することにあると思われ
る。この保有者としての権限には、改変、削
除、利用、開示等が含まれるが、単に委託者
のためにデータの保管管理を行う場合や保
守管理目的で情報に機械的にアクセスする
に過ぎない場合には、これらの権限を有さ
ず、従って当該情報を保有又は共有している
と言うことはできない。 これらに照らして考え 添付資料１：別紙参照 *1 このため、①
ると、「データの保管管理」の業務自体を情報 証券会社に関する内閣府令第25条第13
共有禁止に触れるとして禁止する必要性は 号を、「他の事業者の業務に関するシス
ないものと考えられる。コンピュータ関連業務 テム開発、保守管理、データの保管管
の受託範囲を超えて情報の不正利用が行わ 理、電算処理等の業務」と改正し、明確
れる懸念については、業務を受託した会社に 化していただきたい。 ②現在まで証券
おいて二次的な不正利用を防止する措置を 取引法上の弊害防止措置（情報共有の
講じることによって解消されるべきであり、適 禁止）に抵触するとして除外されていた
正に遂行される場合を含め当該業務の受託 「データの保管管理」業務を、サービス会
自体を「弊害」とすべきではない。 サービス
社の業務としても認めていただきたい。
会社や過去に承認を受けた証券会社に認め
られている保守管理業務、データの保管管理
のためのハードウェアー及びソフトウェアー
の管理業務については、これを受託した情報
技術部門が当該業務を適切に遂行するため
には、システム管理者としてのアクセス権を
有すべきことは自明であるから、現行ルール
はかかるアクセス権の設定自体が直ちに弊
害防止措置に抵触するとの前提に立ってい
ないと考えるべきである。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070161

zA070162

制度の
所管省庁等

金融庁

金融庁

項目

外国銀行支店への信託業務の兼
営の解禁にかかる兼営法の改定

外国銀行支店への信託業務の兼
営の解禁にかかる兼営法の修正

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

該当法令等

制度の現状

金融機関の信託業
外国銀行支店は信託業務を営むことが
務の兼営等に関する
できない
法律

金融機関の信託業
外国銀行支店は信託業務を営むことが
務の兼営等に関する
できない
法律

措置の 措置の
分類
内容

ｂ

ｂ

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

外国銀行支店を兼営法上の金融機関
に追加する措置を行うか否かについて
は、海外における、外国銀行支店によ
る信託兼営認可に関する法制度の整
備状況やその運用状況、信託業務を兼
営している金融機関やその信託業務の
内容等について十分に実態を把握し、
また、外国銀行本店の母国監督当局と
の相互監督の観点から、検査・監督の
体制及び実施状況の検証を行うなど、
慎重な対応が必要。

Ⅰ

外国銀行支店を兼営法上の金融機関
に追加する措置を行うか否かについて
は、海外における、外国銀行支店によ
る信託兼営認可に関する法制度の整
備状況やその運用状況、信託業務を兼
営している金融機関やその信託業務の
内容等について十分に実態を把握し、
また、外国銀行本店の母国監督当局と
の相互監督の観点から、検査・監督の
体制及び実施状況の検証を行うなど、
慎重な対応が必要。

221/224

その他

当室からの
再検討要請

検討スケジュール（結論時期）につい
て、具体的に示されたい。

検討スケジュール（結論時期）につい
て、具体的に示されたい。

措置の 措置の
分類
内容

b

b

措置の概要
（対応策）

Ⅰ

昨年12月に施行された信託業法におい
ては、「政府は、この法律の施行後3年
以内に、この法律の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認められ
るときは、その結果に基づく所要の措
置を講ずるものとする。」とされていると
ころであり、その検討に併せ行っていく
ことを考えている。

Ⅰ

昨年12月に施行された信託業法におい
ては、「政府は、この法律の施行後3年
以内に、この法律の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認められ
るときは、その結果に基づく所要の措
置を講ずるものとする。」とされていると
ころであり、その検討に併せ行っていく
ことを考えている。

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070161

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

外国銀行支店への信託業務の兼
営の解禁にかかる兼営法の改定

要望
管理番号

5099

要望事項
管理番号

5099A004

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

1

要望主体名

国際銀行協会

要望
事項番号

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

兼営法に、外国銀行支店については、合
併に関する規定（同法第６条以下）の適
外国銀行支店への信託業務の兼営の解
用がない旨又は銀行法の外国銀行支店
禁にかかる兼営法の改定
の規制と同様に届出制とする旨を規定
する。

具体的事業の
実施内容

要望理由

銀行法第47条第２項は、外国銀行が主たる外国銀行支店を定めて
銀行法第４条第１項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、免許を
受けた外国銀行の主たる外国銀行支店および従たる外国銀行支店
を一つの「銀行」とみなしている。他の金融規制業法において「銀行」
と規定されている場合も、一般的に外国銀行支店も含むものと解釈
されており（証券取引法第２条第８項、第65条第１項、第２項等）、
「銀行」から外国銀行支店を除外する場合には、「この法律の施行地
外に本店を有するものを除く」（預金保険法第2条第1項、金融機関等
の更生手続の特例等に関する法律第2条第1項）等の明示の規定が
置かれている。信託業務を兼営することができる金融機関には、銀
行法第２条第１項に規定する「銀行」が含まれる（兼営法施行令第１
条第２項、第２条第１号）が、同規定は、外国銀行支店が除外してい
ないので、外国銀行支店への同法の適用を排除していないと考えら
れる。
金融庁が平成14年1月11日付でホームページにおいて公表した「金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令
案等に対するパブリックコメントの結果について」においては、「外国
銀行支店も、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1
項の規定による信託業務の兼営の認可の対象となるのか。」という
パブリックコメントに対して、「現行の金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律においては、外国銀行支店が信託業務を行うことは予
定されていないものと考えております。」という回答がなされている
が、これは、外国銀行支店には、兼営法上の合併に関する規定（兼
営法第６条以下）の適用の余地がないからであり、外国銀行支店へ
の同法の適用を否定するものではないと考えられる。銀行法上、合
併に関する規定（同法第30条第１項等）は、同法第47条第２項で外
国銀行支店への適用が排除されており、兼営法上も同様の規定を
設ければ、外国銀行支店に信託業務の兼営を解禁する上での支障
はなくなる。また、監督上必要があれば、銀行法第49条第1項第3号
と同様に届出を義務付けることが考えられる。

1) 外国銀行支店は、銀行法上の固有業務（同法第10条第１項）、付
随業務（同条第２条）を営むことができ（同法第47条第２項参照）、ま
た、他業証券業務（同法11条、証券取引法第65条第２項）についても
解釈上営むことが認められており、銀行と業務範囲の点において差
がない。したがって、法定他業（銀行法第12条）である兼営法に基づ
く信託業務のみ認められないとする規制上の理由はないと考えられ
る。
2) 信託業法第２条は、信託業を営むには株式会社でなければなら
ない旨規定しているが、同法を準用する兼営法第４条は、信託業法
第２条を準用していないので、外国銀行支店に信託業務の兼営を解
禁する上で支障とならない。

zA070162

金融庁

外国銀行支店への信託業務の兼
営の解禁にかかる兼営法の修正

5099

5099A005

1

1

国際銀行協会

5

兼営法施行令第２条第１号の「銀行」を
「銀行（銀行法第47条第２項に規定する
外国銀行支店への信託業務の兼営の解 外国銀行支店を含む。）」と修正し、外国
禁にかかる兼営法の修正
銀行支店も、「銀行」に該当し、兼営法第
１条第１項の規定による信託業務の兼営
の認可の対象となることを明記する。

3) この点、外国銀行は、別途子会社として、株式会社形態の信託兼
営銀行を設立することも可能である。しかし、平成14年２月１日施行
の兼営法施行令第２条第１号の改正により、それ以前は子会社であ
る信託兼営銀行を通じてのみ信託業務が認められていた都市銀行
本体において信託業務の兼営が解禁されたことに鑑みると、同じく
「銀行」とみなされる外国銀行支店について信託業務の兼営が認め
られないのは法律上不均衡である。また、別途外国銀行支店とは別
に子会社として信託兼営銀行を設立しなければ、日本において信託
業務を営むことができないとするのは、当該外国銀行に不当な経済
的出捐を強いることになる。
4) なお、現在、衆議院で閉会審議中の「信託業法」案においては、
外国信託業者が、主たる支店を定めて内閣総理大臣の免許又は登
録を受けて、当該主たる支店又は当該外国信託業者が国内におい
て設ける他の支店において信託業又は管理型信託業を営むことが
認められる（同法案第53条、第54条）ことになるが、同法案第53条第
６項第５号は、外国信託業者の信託業の免許の取消し事由として、
兼営法第８条の３の規定により同法第１条第１項の認可が取り消さ
れた場合を掲げている。これは、外国銀行支店が兼営法に基づき信
託業務の兼営をすることができることを前提とした規定であると考え
られる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

222/224

その他
（特記事項）

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070163

x

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

該当法令等

制度の現状

金融機関等による顧
客等の本人確認等
信託型ライツ・プランに係る受益者 及び預金口座等の
不正な利用の防止に
の本人確認義務の緩和
関する法律施行令第
１条、及び同施行規
則第１条等

信託の受益者については、本人確認法
政令第１条において「顧客等に準ずる
者」として信託の取引の開始又は信託
の受益者の指定、変更の際に本人確
認することとされている。

x

x

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）

x

措置の 措置の
分類
内容

C

x

Ⅲ

x

措置の概要
（対応策）

x

223/224

措置の 措置の
分類
内容

今回要望の信託型ライツ・プランのう
ち、受託者が新株予約権のような“モ
ノ”を預かり、一定の条件が成就した場
合に、その形状を変えることなく、受益
者に引き渡すこととされており、かつ金
銭の授受が行われない信託について
は、マネー・ローンダリングの可能性は
存在しないと考えるが、こうした一定の
要件に該当する場合においてもなお本
人確認法上の本人確認義務が必要と
判断するのであれば、その理由を明ら
かにされたい。

本人確認の実効性を確保する観点か
ら、様々な仕組みが考え得るこうした信
託契約にかかる受益者の本人確認に
ついて本人確認義務の適用除外とする
ことは困難である。

x

当室からの
再検討要請

その他

x

c

x

Ⅲ

x

措置の概要
（対応策）

本人確認法は、テロ資金供与や資金洗浄等を防止するた
めに金融機関等に対して顧客の本人確認を義務付けてい
るものであり、信託契約時において、受益者が特定されてな
い信託契約については、金融機関は当該受益者の確定時
に本人確認することとされている。受益者が直接金銭を受
け取ることがなくても、財産的価値のあるものを取得し、そ
れが換金可能であれば、テロ資金・マネーローンダリングに
利用される可能性も否定できない。
なお、本人確認法施行令第１条及び同法施行規則第１条
に規定する年金等に関する信託契約等に係る受益者につ
いては、法令等に基づくこれらの年金契約や財産形成貯蓄
契約等においては、受益者のコントロールが制度的に及ば
ず、その資金の利用が自由な管理の下になく、当該資金を
テロ資金、資金洗浄等に利用しようとしても、自由度が低い
ことなどを踏まえ、顧客等から除外されているものである。
いわゆる「ライツプラン」については、任意の有価証券管理
信託契約のスキームの一つとして考案されたものであり、例
えば法的に定められているなど、制度的にマネーローンダリ
ング等に用いられる可能性がないとは言い切れず、様々な
仕組みがあり得るものと考えられることから、受益者につい
ての本人確認を適用除外とすることは困難であると考えら
れる。

x

全国規模の規制改革要望事項一覧（様式A）

管理コード

zA070163

x

制度の
所管省庁等

金融庁

項目

信託型ライツ・プランに係る受益者
の本人確認義務の緩和

要望
管理番号

5111

要望事項
管理番号

5111A001

要望
事項
補助
番号

1

要望
事項
補助
番号2

1

要望主体名

三井トラスト・ホールディング
ス株式会社

要望
事項番号

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

・現在、金融機関等による顧客等の本人
確認等及び預金口座等の不正な利用の
防止に関する法律第３条、同施行令第１
条、及び同施行規則第１条等により、適
格退職年金信託等の一部の信託商品に
係る受益者については、同法に基づく本
人確認義務が免除されている。
・他方で、本人確認法施行後に開発され
た信託商品については、同法に基づく本
信託型ライツ・プランに係る受益者の本
人確認義務が課されている。
人確認義務の緩和
・敵対的買収防衛目的で導入する有価
証券管理信託等（いわゆる「信託型ライ
ツ・プラン（ポイズン・ピル）」）の受益者に
係る本人確認手続きについて、同施行
規則 第１条の改正により、敵対的買収を
防衛するという信託目的の達成のため
の円滑かつ迅速な信託事務の遂行を可
能とするために、本人確認義務の適用
除外を要望するものである。

x

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載）
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具体的事業の
実施内容

要望理由

・17年度になって複数の企業が、株主総会の承認等を前提に信託型
ライツ・プランの導入を検討しているところである。信託型ライツ・プラ
ンにおける受益者は、敵対的買収者が現れた日以降の特定の日に
おける当該企業の株主名簿上の株主とすることが一般的であるが、
当該受益者については、受益者として確定した時点で同法第３条に
基づく本人確認手続きが必要となる。・信託型ライツ・プランの商品
上の特性として、できるだけ早期かつ円滑に、敵対的買収者が現れ
た日以降の特定の日における株主を受益者として確定し、信託財産
である有価証券（新株予約権）を当該受益者に交付することが要請
されるところ、受益者確定のために行われる前記本人確認手続き
は、敵対的買収防衛という信託目的達成のための円滑かつ迅速な
信託事務の遂行上、極めて大きな負荷となっていることから、本人確
認義務の適用除外を要望するものである。・なお、信託型ライツ・プ
ランについては、以下の点からも本人確認手続きを行う意義は薄い
と考えられる。ア． 信託型ライツ・プランの受益者は、上記の通り、当
該企業の発行する普通株式の株主であり、基本的には取引証券会
社等で本人確認手続きが行われていることイ． 信託型ライツ・プラン
の受益権が行使された場合の受託者たる信託銀行からの新株予約
権の交付は、対価無償の行為であり、マネーローンダリングの防止
という本人確認法の主たる目的からも、特段の問題が生じるとは思
われないことウ． 新株予約権の交付を受けた受益者が新株予約権
を行使する際、払込みをなすべき銀行又は信託会社において本人
確認手続きが実施されること

その他
（特記事項）

