
 

業務方法書の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条  （略） 

２ 前項に規定する申請のほか、前項各号に掲げる

者は、その者の当社に対する債務のすべてについ

て親会社（その者の総株主の議決権（株主総会に

おいて決議をすることができる事項の全部につき

議決権を行使することができない株式についての

議決権を除き、会社法第８７９条第３項の規定に

より議決権を有するものとみなされる株式につい

ての議決権を含む。以下同じ。）の過半数を有し

ている会社をいう。以下同じ。）が保証をするこ

とを条件とする自社清算資格を取得しようとする

ものであることを示して、当社が定めるところに

より、当社に清算資格の取得の申請を行うことが

できる。この場合において、当該親会社は前項各

号のいずれかに該当する者に限るものとする。 

 

３～６ （略） 

 

（清算資格の要件） 

第７条 前条第１項の申請に係る同条第４項の審査

は、資格取得申請者に関する次の各号に掲げる事

項その他有価証券債務引受業等の運営に関して必

要と認める事項について行うものとする。 

（１）  （略） 

（２）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次のａ又

はｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定め

る基準に適合すると見込まれること。 

ａ 証券会社、外国証券会社、証券金融会社又

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条  （略） 

２ 前項に規定する申請のほか、前項各号に掲げる

者は、その者の当社に対する債務のすべてについ

て親会社（その者の総株主の議決権（商法（明治

３２年法律第４８号）第２１１条の２第４項に規

定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第５

項の規定により議決権を有するものとみなされる

株式に係る議決権を含む。以下同じ。）の過半数

を有している会社をいう。以下同じ。）が保証を

することを条件とする自社清算資格を取得しよう

とするものであることを示して、当社が定めると

ころにより、当社に清算資格の取得の申請を行う

ことができる。この場合において、当該親会社は

前項各号のいずれかに該当する者に限るものとす

る。 

 

３～６ （略） 

 

（清算資格の要件） 

第７条 前条第１項の申請に係る同条第４項の審査

は、資格取得申請者に関する次の各号に掲げる事

項その他有価証券債務引受業等の運営に関して必

要と認める事項について行うものとする。 

（１）  （略） 

（２）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次のａ又

はｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定め

る基準に適合すると見込まれること。 

ａ 証券会社、外国証券会社、証券金融会社又
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は短資会社 

（ａ）  資本金の額が３億円以上であること。

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

ｂ  銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）  資本金の額又は出資の総額（相互会

社にあっては、基金（基金償却積立金を含

む。）の総額をいう。以下同じ。）が３億

円以上であること。 

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

（３）  （略） 

２ 前条第２項の申請に係る同条第４項の審査は、

資格取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他有価証券債務引受業等の運営に関して必要と

認める事項について行うものとする。 

（１）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次のａ又

はｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定め

る基準に適合すると見込まれること。 

ａ 証券会社、外国証券会社、証券金融会社又

は短資会社 

（ａ）  資本金の額が３億円以上であること。

（ｂ）～（ｄ）  （略） 

ｂ  銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）  資本金の額又は出資の総額が３億円

以上であること。 

（ｂ）～（ｄ）  （略） 

（２） 親会社の財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次のａ又

はｂに掲げる区分に従い、当該資格取得申請者

の親会社が当該ａ又はｂに定める基準に適合す

ると見込まれること。 

ａ 当該資格取得申請者の親会社が証券会社、

外国証券会社、証券金融会社又は短資会社で

は短資会社 

（ａ）  資本の額が３億円以上であること。 

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

ｂ  銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）  資本の額又は出資の総額（相互会社

にあっては、基金（基金償却積立金を含む。）

の総額をいう。以下同じ。）が３億円以上

であること。 

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

（３）  （略） 

２ 前条第２項の申請に係る同条第４項の審査は、

資格取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他有価証券債務引受業等の運営に関して必要と

認める事項について行うものとする。 

（１）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次のａ又

はｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定め

る基準に適合すると見込まれること。 

ａ 証券会社、外国証券会社、証券金融会社又

は短資会社 

（ａ）  資本の額が３億円以上であること。 

（ｂ）～（ｄ）  （略） 

ｂ  銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）  資本の額又は出資の総額が３億円以

上であること。 

（ｂ）～（ｄ）  （略） 

（２） 親会社の財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次のａ又

はｂに掲げる区分に従い、当該資格取得申請者

の親会社が当該ａ又はｂに定める基準に適合す

ると見込まれること。 

ａ 当該資格取得申請者の親会社が証券会社、

外国証券会社、証券金融会社又は短資会社で
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ある場合 

（ａ）  資本金の額が３億円以上であること。

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

ｂ  当該資格取得申請者の親会社が銀行、協同

組織金融機関又は保険会社である場合 

（ａ）  資本金の額又は出資の総額が３億円

以上であること。 

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

（３） （略） 

３ 前条第３項の申請に係る同条第４項の審査は、

資格取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他有価証券債務引受業等の運営に関して必要と

認める事項について行うものとする。 

（１）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次に掲げ

る基準に適合すると見込まれること。 

ａ  資本金の額が３億円以上であること。 

ｂ・ｃ  （略） 

（２）・（３） （略） 

 

（清算参加者が業務方法書に違反した場合等の取扱

い） 

第２８条 （略） 

２ （略） 

３  当社は、清算参加者が次の各号のいずれかに該

当することとなったときは、当該清算参加者を審

問のうえ、その事由の消滅するまで、当該清算参

加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の

引受けの全部又は一部の停止を行うことができ

る。 

（１）  資本金の額又は出資の総額が３億円を下

回ったとき。 

（２）～（５） （略） 

ある場合 

（ａ）  資本の額が３億円以上であること。 

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

ｂ  当該資格取得申請者の親会社が銀行、協同

組織金融機関又は保険会社である場合 

（ａ）  資本の額又は出資の総額が３億円以

上であること。 

（ｂ）・（ｃ）  （略） 

（３） （略） 

３ 前条第３項の申請に係る同条第４項の審査は、

資格取得申請者に関する次の各号に掲げる事項そ

の他有価証券債務引受業等の運営に関して必要と

認める事項について行うものとする。 

（１）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次に掲げ

る基準に適合すると見込まれること。 

ａ  資本の額が３億円以上であること。 

ｂ・ｃ  （略） 

（２）・（３） （略） 

 

（清算参加者が業務方法書に違反した場合等の取扱

い） 

第２８条 （略） 

２ （略） 

３  当社は、清算参加者が次の各号のいずれかに該

当することとなったときは、当該清算参加者を審

問のうえ、その事由の消滅するまで、当該清算参

加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の

引受けの全部又は一部の停止を行うことができ

る。 

（１）  資本の額又は出資の総額が３億円を下回

ったとき。 

（２）～（５） （略） 
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４  当社は、清算参加者が他社清算参加者である場

合において、当該清算参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなったときは、当該清算参加

者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該

清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく

債務（有価証券等清算取次ぎに係るものに限る。）

の引受けの全部又は一部の停止を行うことができ

る。 

（１）  資本金の額又は出資の総額が３億円を下

回ったとき。 

（２）～（５） （略） 

５～１０ （略） 

 

（期限の利益の喪失） 

第７４条 清算参加者について、次の各号のいずれ

かに該当した場合には、当社からの通知又は催告等

がなくても、当該清算参加者は当社に対するこの業

務方法書に基づく一切の債務について当然に期限

の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとす

る。 

（１） 破産手続開始、再生手続開始、更生手続

開始、清算開始又は特別清算開始の申立又は通

告があったとき。 

（２）～（７） （略） 

２・３ （略） 

 

（追加損失負担金） 

第７９条 （略） 

２ 前項の当社の剰余金相当額は、不履行発生日の

属する当社の事業年度（以下この項において「当

期」という。）の直前事業年度（以下この項にお

いて「前期」という。）の末日における株主資本

（前期に関する定時総会において定めた剰余金の

４  当社は、清算参加者が他社清算参加者である場

合において、当該清算参加者が次の各号のいずれ

かに該当することとなったときは、当該清算参加

者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該

清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく

債務（有価証券等清算取次ぎに係るものに限る。）

の引受けの全部又は一部の停止を行うことができ

る。 

（１）  資本の額又は出資の総額が３億円を下回

ったとき。 

（２）～（５） （略） 

５～１０ （略） 

 

（期限の利益の喪失） 

第７４条 清算参加者について、次の各号のいずれ

かに該当した場合には、当社からの通知又は催告等

がなくても、当該清算参加者は当社に対するこの業

務方法書に基づく一切の債務について当然に期限

の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとす

る。 

（１） 破産手続開始、再生手続開始、更生手続

開始、会社整理開始、清算開始又は特別清算開

始の申立又は通告があったとき。 

（２）～（７） （略） 

２・３ （略） 

 

（追加損失負担金） 

第７９条 （略） 

２ 前項の当社の剰余金相当額は、不履行発生日の

属する当社の事業年度（以下この項において「当

期」という。）の直前事業年度（以下この項にお

いて「前期」という。）の末日における純資産額

（前期に関する定時総会において定めた利益処分
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処分後の額とする。）から、前期の末日における

資本金、資本準備金及び利益準備金（前期に関す

る定時総会において定めた剰余金の処分後の額と

する。）並びに前期に関する定時総会において定

めた自己の株式を取得するのと引換えに交付する

金銭等の総額（会社法第１５６条第１項第２号に

規定する額をいう。）を差し引いた額（当期にお

いて別の不履行に係る補填し得ない損失額がある

場合は、その額を減じる。）をいう。 

３～５ （略） 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から施行

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、不履行発生日が平成

１９年３月３１日以前の日である場合における第

７９条第２項の適用については、なお従前の例に

よる。 

又は損失処理後の額とする。）から、前期の末日

における資本金、資本準備金及び利益準備金（前

期に関する定時総会において定めた利益処分又は

損失処理後の額とする。）並びに前期に関する定

時総会において定めた自己株式の取得価額の総額

（商法第２１０条第３項の規定による取得価額の

総額の限度額に限る。）を差し引いた額（当期に

おいて別の不履行に係る補填し得ない損失額があ

る場合は、その額を減じる。）をいう。 

３～５ （略） 

 

 
 
 


	 
	業務方法書の一部改正新旧対照表 

