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業務方法書の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（目的） 

第１条 この業務方法書は、金融商品取引法（昭

和２３年法律第２５号。以下「法」という。）第

１５６条の７の規定に基づき、株式会社日本国債

清算機関（以下「当社」という。）が行う金融商

品債務引受業（法第２条第２８項に規定する金融

商品債務引受業をいう。以下同じ。）その他の業

務の方法について基本的事項を定める。 

 

（金融商品債務引受業等） 

第２条 当社は、金融商品債務引受業のほか、法

第１５６条の６第１項の業務を行う。 

 

（清算対象取引） 

第３条 当社の金融商品債務引受業及び前条の業

務（以下「金融商品債務引受業等」という。）

の対象とする債務の起因となる取引（以下「清

算対象取引」という。）の対象とする金融商品

は、国債証券（当社が定めるものに限る。）と

する。 

２ （略） 

 

（休業日） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 当社は、必要があると認めるときは、金融商

品債務引受業等に係る業務の全部若しくは一部

を臨時に停止し又は臨時に行うことができる。

４ （略） 

 

（清算参加者） 

第５条 清算参加者とは、当社が行う金融商品債

務引受業等の相手方となるための資格（以下「清

算資格」という。）を有する者をいう。 

２ 前項に規定する清算資格は、当社が行う金融

（目的） 

第１条 この業務方法書は、証券取引法（昭和２

３年法律第２５号。以下「法」という。）第１５

６条の７の規定に基づき、株式会社日本国債清算

機関（以下「当社」という。）が行う有価証券債

務引受業（法第２条第３０項に規定する有価証券

債務引受業をいう。以下同じ。）その他の業務の

方法について基本的事項を定める。 

 

（有価証券債務引受業等） 

第２条 当社は、有価証券債務引受業のほか、法

第１５６条の６第１項の業務を行う。 

 

（清算対象取引） 

第３条 当社の有価証券債務引受業及び前条の業

務（以下「有価証券債務引受業等」という。）

の対象とする債務の起因となる取引（以下「清

算対象取引」という。）の対象とする有価証券

は、国債証券（当社が定めるものに限る。）と

する。 

２ （略） 

 

（休業日） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 当社は、必要があると認めるときは、有価証

券債務引受業等に係る業務の全部若しくは一部

を臨時に停止し又は臨時に行うことができる。

４ （略） 

 

（清算参加者） 

第５条 清算参加者とは、当社が行う有価証券債

務引受業等の相手方となるための資格（以下「清

算資格」という。）を有する者をいう。 

２ 前項に規定する清算資格は、当社が行う有価
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商品債務引受業等に関して、有価証券等清算取

次ぎを行うことができない清算資格（以下「自

社清算資格」という。）と、第３章に規定する

ところにより有価証券等清算取次ぎを行うこと

ができる清算資格（以下「他社清算資格」とい

う。）に区分し、自社清算資格を有する清算参

加者を自社清算参加者と、他社清算資格を有す

る清算参加者を他社清算参加者と称する。 

 

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条 次の各号に掲げる者は、自社清算資格又

は他社清算資格の別を示して、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、第２号か

ら第６号までに掲げる者が他社清算資格を取得

しようとするときは、登録金融機関である者に

限り申請を行うことができる。 

（１） 金融商品取引業者（法第２８条第１項第

１号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた

者に限る。） 

（削除） 

 

 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（６） 短資会社（金融商品取引法施行令（昭

和４０年政令第３２１号）第１条の９第４号

に掲げる者をいう。以下同じ。） 

２ （略） 

３ 前２項に規定する申請のほか、第１項第１号

に掲げる者は、その者が清算資格を取得した場

合において、当社が第４２条第１項及び第４２

条の２第１項の規定により債務の引受けを行っ

たことにより負担する債務について、当社が定

める比率以上の割合が対当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

証券債務引受業等に関して、有価証券等清算取

次ぎを行うことができない清算資格（以下「自

社清算資格」という。）と、第３章に規定する

ところにより有価証券等清算取次ぎを行うこと

ができる清算資格（以下「他社清算資格」とい

う。）に区分し、自社清算資格を有する清算参

加者を自社清算参加者と、他社清算資格を有す

る清算参加者を他社清算参加者と称する。 

 

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条 次の各号に掲げる者は、自社清算資格又

は他社清算資格の別を示して、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、第３号か

ら第７号までに掲げる者が他社清算資格を取得

しようとするときは、登録金融機関である者に

限り申請を行うことができる。 

（１） 証券会社 

 

 

（２） 外国証券会社（外国証券業者に関する

法律（昭和４６年法律第５号）第２条第２号

に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。）

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（６） （略） 

（７） 短資会社（証券取引法施行令（昭和４

０年政令第３２１号）第１条の９第４号に掲

げる者をいう。以下同じ。） 

２ （略） 

３ 前２項に規定する申請のほか、第１項第１号

及び第２号に掲げる者は、その者が清算資格を

取得した場合において、当社が第４２条第１項

及び第４２条の２第１項の規定により債務の引

受けを行ったことにより負担する債務につい

て、当社が定める比率以上の割合が対当するこ

とを条件とする自社清算資格を取得しようとす
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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。 

４～６ （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

る事項その他金融商品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） 経営の体制 

当社の金融商品債務引受業等の運営に鑑み

て適当でないと認められる者の支配又は影響

を受けていないことなど当社が行う金融商品

債務引受業等について社会的な信用が十分に

確保されると見込まれる健全な経営の体制で

あること。 

（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 金融商品取引業者、証券金融会社又は短

資会社 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 金融商品取引業者にあっては、自

己資本規制比率が２００パーセント以上

であること、証券金融会社又は短資会社

にあっては、これに準ずる場合に該当し

ていること。 

ｂ 銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 銀行及び協同組織金融機関（以下

「銀行等」という。）にあっては、海外

事業拠点を有する場合は国際統一基準に

係る単体及び連結自己資本比率が８パー

セント以上、海外事業拠点を有しない場

合は国内基準に係る単体及び連結自己資

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。 

４～６ （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） 経営の体制 

当社の有価証券債務引受業等の運営に鑑み

て適当でないと認められる者の支配又は影響

を受けていないことなど当社が行う有価証券

債務引受業等について社会的な信用が十分に

確保されると見込まれる健全な経営の体制で

あること。 

（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

又は短資会社 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 証券会社又は外国証券会社にあっ

ては、自己資本規制比率が２００パーセ

ント以上であること、証券金融会社又は

短資会社にあっては、これに準ずる場合

に該当していること。 

ｂ 銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 銀行及び協同組織金融機関（以下

「銀行等」という。）にあっては、海外

営業又は事業拠点を有する場合は国際統

一基準に係る単体及び連結自己資本比率

が８パーセント以上、海外営業又は事業

拠点を有しない場合は国内基準に係る単
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本比率が４パーセント以上であること

（外国銀行にあっては、これに準ずる場

合に該当していること）、保険会社にあ

っては、ソルベンシー・マージン比率が

４００パーセント以上であること。 

 

（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

事項その他金融商品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 金融商品取引業者、証券金融会社又は短

資会社 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 金融商品取引業者にあっては、自

己資本規制比率が１４０パーセント以上

であること、証券金融会社又は短資会社

にあっては、これに準ずる場合に該当し

ていること。 

（ｄ） （略） 

ｂ 銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 銀行等にあっては、海外事業拠点

を有する場合は国際統一基準に係る単体

及び連結自己資本比率が８パーセント以

上、海外事業拠点を有しない場合は国内

基準に係る単体及び連結自己資本比率が

４パーセント以上であること（外国銀行

にあっては、これに準ずる場合に該当し

ていること）、保険会社にあっては、ソ

ルベンシー・マージン比率が２００パー

セント以上であること。 

 

（ｄ） （略） 

体及び連結自己資本比率が４パーセント

以上であること（外国銀行にあっては、

これに準ずる場合に該当していること）、

保険会社にあっては、ソルベンシー・マ

ージン比率が４００パーセント以上であ

ること。 

（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）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 証券会社又は外国証券会社にあっ

ては、自己資本規制比率が１４０パーセ

ント以上であること、証券金融会社又は

短資会社にあっては、これに準ずる場合

に該当していること。 

（ｄ） （略） 

ｂ 銀行、協同組織金融機関又は保険会社 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 銀行等にあっては、海外営業又は

事業拠点を有する場合は国際統一基準に

係る単体及び連結自己資本比率が８パー

セント以上、海外営業又は事業拠点を有

しない場合は国内基準に係る単体及び連

結自己資本比率が４パーセント以上であ

ること（外国銀行にあっては、これに準

ずる場合に該当していること）、保険会

社にあっては、ソルベンシー・マージン

比率が２００パーセント以上であるこ

と。 

（ｄ） （略） 
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（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金融商品

取引業者、証券金融会社又は短資会社であ

る場合 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 金融商品取引業者にあっては、自

己資本規制比率が２００パーセント以上

であること、証券金融会社又は短資会社

にあっては、これに準ずる場合に該当し

ていること。 

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）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 銀行等にあっては、海外事業拠点

を有する場合は国際統一基準に係る単体

及び連結自己資本比率が８パーセント以

上、海外事業拠点を有しない場合は国内

基準に係る単体及び連結自己資本比率が

４パーセント以上であること（外国銀行

にあっては、これに準ずる場合に該当し

ていること）、保険会社にあっては、ソ

ルベンシー・マージン比率が４００パー

セント以上であること。 

 

（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

事項その他金融商品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）～（３） （略） 

 

（清算参加者代表者） 

第１１条 清算参加者は、その代表取締役又は代

表執行役（清算参加者が外国法人である金融商

（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

会社である場合 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 証券会社又は外国証券会社にあっ

ては、自己資本規制比率が２００パーセ

ント以上であること、証券金融会社又は

短資会社にあっては、これに準ずる場合

に該当していること。 

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）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 銀行等にあっては、海外営業又は

事業拠点を有する場合は国際統一基準に

係る単体及び連結自己資本比率が８パー

セント以上、海外営業又は事業拠点を有

しない場合は国内基準に係る単体及び連

結自己資本比率が４パーセント以上であ

ること（外国銀行にあっては、これに準

ずる場合に該当していること）、保険会

社にあっては、ソルベンシー・マージン

比率が４００パーセント以上であるこ

と。 

（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）～（３） （略） 

 

（清算参加者代表者） 

第１１条 清算参加者は、その代表取締役又は代

表執行役（清算参加者が外国証券会社又は外国
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品取引業者又は外国銀行の場合は、日本におけ

る代表者で、かつ、取締役又は執行役と同等以

上の地位にある者）のうちから、当社において

当該清算参加者を代表するのに適当な者１人

を、当社が定めるところにより、あらかじめ清

算参加者代表者として当社に届け出なければな

らない。 

２ （略） 

 

（役員又は他の者との共同関係若しくは支配関

係） 

第１３条 当社は、清算参加者の役員又は他の者

との共同関係若しくは支配関係が当社の金融商

品債務引受業等の運営に鑑みて適当でないと認

めるときは、当該清算参加者を審問のうえ、理

由を示して、その変更を請求することができる。

ただし、当該清算参加者が陳述書を提出したと

きは、その提出をもって、審問に代えることが

できる。 

２～５ （略） 

 

（金融商品債務引受業等に関する責任の所在） 

第１７条 当社は、清算参加者が業務上、当社が

行う金融商品債務引受業等に関し損害を受ける

ことがあっても、当社に故意又は重過失が認め

られる場合を除き、これを賠償する責めに任じ

ない。 

 

（届出事項） 

第１８条 清算参加者は、次に掲げる行為をしよ

うとするときは、当社が定めるところにより、

あらかじめその内容を当社に届け出なければな

らない。 

（１） 事業（当該事業が、その全部又は一部

の廃止により、当該清算参加者が第６条第１

項各号のいずれにも該当しなくなるものに限

る。以下同じ。）の全部又は一部の廃止 

 

銀行の場合は、日本における代表者で、かつ、

取締役又は執行役と同等以上の地位にある者）

のうちから、当社において当該清算参加者を代

表するのに適当な者１人を、当社が定めるとこ

ろにより、あらかじめ清算参加者代表者として

当社に届け出なければならない。 

 

２ （略） 

 

（役員又は他の者との共同関係若しくは支配関

係） 

第１３条 当社は、清算参加者の役員又は他の者

との共同関係若しくは支配関係が当社の有価証

券債務引受業等の運営に鑑みて適当でないと認

めるときは、当該清算参加者を審問のうえ、理

由を示して、その変更を請求することができる。

ただし、当該清算参加者が陳述書を提出したと

きは、その提出をもって、審問に代えることが

できる。 

２～５ （略） 

 

（有価証券債務引受業等に関する責任の所在） 

第１７条 当社は、清算参加者が業務上、当社が

行う有価証券債務引受業等に関し損害を受ける

ことがあっても、当社に故意又は重過失が認め

られる場合を除き、これを賠償する責めに任じ

ない。 

 

（届出事項） 

第１８条 清算参加者は、次に掲げる行為をしよ

うとするときは、当社が定めるところにより、

あらかじめその内容を当社に届け出なければな

らない。 

（１） 営業又は事業（当該営業又は事業が、

その全部又は一部の廃止により、当該清算参

加者が第６条第１項各号のいずれにも該当し

なくなるものに限る。以下単に「営業」とい

う。）の全部又は一部の廃止 



 7

（２）・（３） （略） 

（４） 分割による事業の全部又は一部の他の

会社への承継 

（５） 事業の全部又は一部の譲渡 

（６） （略） 

（７） 分割による事業の全部又は一部の他の

会社からの承継 

（８） 事業の全部又は一部の譲受け 

（９） （略） 

（１０） 役員の変更 

 

（１１） （略） 

２ 他社清算参加者は、前項に規定するほか、有

価証券等清算取次ぎに係る業務の廃止をしよう

とするときは、当社が定めるところにより、あ

らかじめその内容を当社に届け出なければなら

ない。 

３ （略） 

 

（清算参加者等の調査） 

第２０条 当社は、清算参加者によるこの業務方

法書その他の規則の遵守の状況の調査を行う場

合、清算参加者の財務の状況の調査を行う場合

その他当社の金融商品債務引受業等の運営上必

要があると認める場合は、清算参加者に対し、

当該清算参加者の業務又は財産に関して参考と

なるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又

は当社の職員をして当該清算参加者の業務若し

くは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を

検査させることができる。 

 

２ 前項の規定は、当社が第６条第２項の申請に

より清算資格を取得した清算参加者の親会社の

財務の状況の調査を行う場合その他当社の金融

商品債務引受業等の運営上必要があると認める

場合に準用する。この場合において「清算参加

者」とあるのは、「清算参加者の親会社」と読

み替えるものとする。 

（２）・（３） （略） 

（４） 分割による営業の全部又は一部の他の

会社への承継 

（５） 営業の全部又は一部の譲渡 

（６） （略） 

（７） 分割による営業の全部又は一部の他の

会社からの承継 

（８） 営業の全部又は一部の譲受け 

（９） （略） 

（１０） 役員の変更又は他の会社その他の法

人の役員への就任若しくは退任 

（１１） （略） 

２ 登録金融機関である他社清算参加者は、前項

に規定するほか、証券業務の廃止をしようとす

るときは、当社が定めるところにより、あらか

じめその内容を当社に届け出なければならな

い。 

３ （略） 

 

（清算参加者等の調査） 

第２０条 当社は、清算参加者によるこの業務方

法書その他の規則の遵守の状況の調査を行う場

合、清算参加者の財務の状況の調査を行う場合

その他当社の有価証券債務引受業等の運営上必

要があると認める場合は、清算参加者に対し、

当該清算参加者の営業若しくは事業又は財産に

関して参考となるべき報告若しくは資料の提出

を請求し、又は当社の職員をして当該清算参加

者の営業若しくは事業若しくは財産の状況又は

帳簿、書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

２ 前項の規定は、当社が第６条第２項の申請に

より清算資格を取得した清算参加者の親会社の

財務の状況の調査を行う場合その他当社の有価

証券債務引受業等の運営上必要があると認める

場合に準用する。この場合において「清算参加

者」とあるのは、「清算参加者の親会社」と読

み替えるものとする。 
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（清算資格の喪失申請者の未決済約定の取扱い）

第２２条 （略） 

２ 清算参加者は、清算資格の喪失と同時に、清

算資格を取得する者又は清算資格を有する者に

合併され、分割により事業を承継させ又は事業

を譲渡する等の場合において、あらかじめ当該

清算参加者の未履行債務をすべて履行させる必

要がないと当社が認めるときは、前項の規定に

かかわらず、当社が認める範囲において、当該

未履行債務を履行せずに清算資格の喪失申請を

行うことができる。 

 

（清算資格の喪失申請者に係る債務の引受けの停

止） 

第２３条 （略） 

２ 当社は、清算資格の喪失申請者が、その喪失

と同時に、清算資格を取得する者若しくは清算

資格を有する者に合併され、分割により事業を

承継させ若しくは事業を譲渡する等の場合にお

いて、あらかじめ当該清算参加者の未履行債務

をすべて履行させる必要がないと認めるとき

は、前項の規定にかかわらず、当該清算資格の

喪失申請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を停止しないこ

とができる。 

 

（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 当社は、清算参加者がこの業務方法書

その他の規則に違反したとき、又は清算参加者

が当社若しくは清算参加者の信用を失墜させた

場合において金融商品債務引受業等の運営に鑑

みて必要であると認めるときは、あらかじめ当

該清算参加者を審問のうえ、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

けの全部若しくは一部の停止又は当該清算参加

者の清算資格の取消しを行うことができる。こ

 

（清算資格の喪失申請者の未決済約定の取扱い）

第２２条 （略） 

２ 清算参加者は、清算資格の喪失と同時に、清

算資格を取得する者又は清算資格を有する者に

合併され、分割により営業を承継させ又は営業

を譲渡する等の場合において、あらかじめ当該

清算参加者の未履行債務をすべて履行させる必

要がないと当社が認めるときは、前項の規定に

かかわらず、当社が認める範囲において、当該

未履行債務を履行せずに清算資格の喪失申請を

行うことができる。 

 

（清算資格の喪失申請者に係る債務の引受けの停

止） 

第２３条 （略） 

２ 当社は、清算資格の喪失申請者が、その喪失

と同時に、清算資格を取得する者若しくは清算

資格を有する者に合併され、分割により営業を

承継させ若しくは営業を譲渡する等の場合にお

いて、あらかじめ当該清算参加者の未履行債務

をすべて履行させる必要がないと認めるとき

は、前項の規定にかかわらず、当該清算資格の

喪失申請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を停止しないこ

とができる。 

 

（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 当社は、清算参加者がこの業務方法書

その他の規則に違反したとき、又は清算参加者

が当社若しくは清算参加者の信用を失墜させた

場合において有価証券債務引受業等の運営に鑑

みて必要であると認めるときは、あらかじめ当

該清算参加者を審問のうえ、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

けの全部若しくは一部の停止又は当該清算参加

者の清算資格の取消しを行うことができる。こ
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の場合において、清算資格の取消しについては、

取締役会の決議を要するものとする。 

２ 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、理由を示して、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その他当社が必要か

つ適当と認める措置を行うことができる。 

（１） （略） 

（２） 総株主の議決権又は出資に係る議決権

の過半数が当社の金融商品債務引受業等の運

営に鑑みて適当でないと認められる者によっ

て保有されるに至ったとき。 

（３） 相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、清算参加者に対し

取締役又は執行役と同等以上の支配力を有す

る者が、当社の金融商品債務引受業等の運営

に鑑みて適当でないと認められるとき。 

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） （略） 

（２） 純財産額（金融商品取引業者以外の者

にあっては、純資産額）が１０億円を下回っ

たとき。 

（３） 金融商品取引業者について、自己資本

規制比率が１４０パーセントを下回ったと

き、証券金融会社又は短資会社にあっては、

これに準ずる場合に該当したとき。 

（４） 銀行等について、海外事業拠点を有す

る場合は国際統一基準に係る単体又は連結自

己資本比率が８パーセントを、海外事業拠点

を有しない場合は国内基準に係る単体又は連

結自己資本比率が４パーセントを下回り、速

やかな回復が見込めないとき（外国銀行にあ

の場合において、清算資格の取消しについては、

取締役会の決議を要するものとする。 

２ 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、理由を示して、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その他当社が必要か

つ適当と認める措置を行うことができる。 

（１） （略） 

（２） 総株主の議決権又は出資に係る議決権

の過半数が当社の有価証券債務引受業等の運

営に鑑みて適当でないと認められる者によっ

て保有されるに至ったとき。 

（３） 相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、清算参加者に対し

取締役又は執行役と同等以上の支配力を有す

る者が、当社の有価証券債務引受業等の運営

に鑑みて適当でないと認められるとき。 

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） （略） 

（２） 純財産額（証券会社又は外国証券会社

以外の者にあっては、純資産額）が１０億円

を下回ったとき。 

（３） 証券会社又は外国証券会社について、

自己資本規制比率が１４０パーセントを下回

ったとき、証券金融会社又は短資会社にあっ

ては、これに準ずる場合に該当したとき。 

（４） 銀行等について、海外営業又は事業拠

点を有する場合は国際統一基準に係る単体又

は連結自己資本比率が８パーセントを、海外

営業又は事業拠点を有しない場合は国内基準

に係る単体又は連結自己資本比率が４パーセ

ントを下回り、速やかな回復が見込めないと
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っては、これに準ずる場合において当社が必

要と認めるとき）。 

（５） （略） 

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） （略） 

（２） 純財産額（金融商品取引業者以外の者

にあっては、純資産額）が、２００億円を下

回り、速やかな回復が見込めないとき。 

 

（３） 金融商品取引業者について、自己資本

規制比率が２００パーセントを下回り、速や

かな回復が見込めないとき、証券金融会社又

は短資会社にあっては、これに準ずる場合に

おいて当社が必要と認めるとき。 

（４） 銀行等について、海外事業拠点を有す

る場合は国際統一基準に係る単体又は連結自

己資本比率が８パーセントを、海外事業拠点

を有しない場合は国内基準に係る単体又は連

結自己資本比率が４パーセントを下回り、速

やかな回復が見込めないとき（外国銀行にあ

っては、これに準ずる場合において当社が必

要と認めるとき）。 

（５） （略） 

５ 当社は、清算参加者（第６条第２項の申請に

より清算資格を取得した清算参加者にあって

は、当該清算参加者の親会社）の純財産額（金

融商品取引業者以外の者にあっては、純資産額）

が、当社が定める額を下回ったときは、当該清

算参加者を審問のうえ、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。 

き（外国銀行にあっては、これに準ずる場合

において当社が必要と認めるとき）。 

（５） （略） 

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） （略） 

（２） 純財産額（証券会社又は外国証券会社

以外の者にあっては、純資産額）が、２００

億円を下回り、速やかな回復が見込めないと

き。 

（３） 証券会社又は外国証券会社について、

自己資本規制比率が２００パーセントを下回

り、速やかな回復が見込めないとき、証券金

融会社又は短資会社にあっては、これに準ず

る場合において当社が必要と認めるとき。 

（４） 銀行等について、海外営業又は事業拠

点を有する場合は国際統一基準に係る単体又

は連結自己資本比率が８パーセントを、海外

営業又は事業拠点を有しない場合は国内基準

に係る単体又は連結自己資本比率が４パーセ

ントを下回り、速やかな回復が見込めないと

き（外国銀行にあっては、これに準ずる場合

において当社が必要と認めるとき）。 

（５） （略） 

５ 当社は、清算参加者（第６条第２項の申請に

より清算資格を取得した清算参加者にあって

は、当該清算参加者の親会社）の純財産額（証

券会社又は外国証券会社以外の者にあっては、

純資産額）が、当社が定める額を下回ったとき

は、当該清算参加者を審問のうえ、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
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６ 当社は、清算参加者が第１８条第１項第１号

から第５号までのいずれかに掲げる行為（同項

第４号にあっては事業の全部の承継、同項第５

号にあっては事業の全部の譲渡に限る。）をし

ようとする場合において、清算資格の喪失申請

を行わないときは、当該清算参加者を審問のう

え、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。 

７ 当社は、他社清算参加者が有価証券等清算取

次ぎに係る業務の廃止をしようとする場合にお

いて、清算資格の喪失申請を行わないときは、

当該清算参加者を審問のうえ、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。 

８ （略） 

９ 当社は、第６条第２項の申請により清算資格

を取得した清算参加者の親会社が同項に規定す

る保証を解消しようとする場合又は第１８条第

１項第１号及び第３号から第５号までのいずれ

かに掲げる行為（同項第４号にあっては事業の

全部の承継、同項第５号にあっては事業の全部

の譲渡に限る。）をしようとする場合において、

当該清算参加者が清算資格の喪失申請を行わな

いときは、当該清算参加者を審問のうえ、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。 

１０ （略） 

 

（事業の廃止等において清算資格喪失申請を行わ

ないことにより債務の引受けの停止を受けた清算

参加者に対する措置） 

第２９条 （略） 

２ （略） 

きる。 

６ 当社は、清算参加者が第１８条第１項第１号

から第５号までのいずれかに掲げる行為（同項

第４号にあっては営業の全部の承継、同項第５

号にあっては営業の全部の譲渡に限る。）をし

ようとする場合において、清算資格の喪失申請

を行わないときは、当該清算参加者を審問のう

え、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。 

７ 当社は、登録金融機関である他社清算参加者

が証券業務の廃止をしようとする場合におい

て、清算資格の喪失申請を行わないときは、当

該清算参加者を審問のうえ、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。

 

８ （略） 

９ 当社は、第６条第２項の申請により清算資格

を取得した清算参加者の親会社が同項に規定す

る保証を解消しようとする場合又は第１８条第

１項第１号及び第３号から第５号までのいずれ

かに掲げる行為（同項第４号にあっては営業の

全部の承継、同項第５号にあっては営業の全部

の譲渡に限る。）をしようとする場合において、

当該清算参加者が清算資格の喪失申請を行わな

いときは、当該清算参加者を審問のうえ、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。 

１０ （略） 

 

（営業の廃止等において清算資格喪失申請を行わ

ないことにより債務の引受けの停止を受けた清算

参加者に対する措置） 

第２９条 （略） 

２ （略） 
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（金融商品取引業者等に該当しないこととなった

清算参加者に対する措置） 

第３２条 （略） 

 

（清算参加者に対する勧告） 

第３５条 当社は、清算参加者の業務又は財産の

状況が、当社の金融商品債務引受業等の運営に

鑑みて、適当でないと認めるときは、当該清算

参加者に対し、適切な措置を講ずることを勧告

することができる。 

２ （略） 

 

（債務の引受け） 

第４２条 第３９条第１項及び第４０条第１項に

規定する債務の引受けの申込みについて当社が

金融商品債務引受業等として行う債務の引受け

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定めるところによる。 

（１）～（３） （略） 

２～６ （略） 

 

（決済日等を条件とする債務の引受け） 

第４２条の２ 第４０条の２第１項に規定する債

務の引受けの申込みについて当社が金融商品債

務引受業等として行う債務の引受けは、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）～（３） （略） 

２・３ （略） 

 

（クリアリング・ファンド） 

第６６条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第２項の規定のほか、清算参加者は、国債証

券先物取引（株式会社東京証券取引所における

国債証券に係る法第２条第２１項第１号に掲げ

る取引をいう。）の相場が当社が定める基準を

 

（証券会社等に該当しないこととなった清算参加

者に対する措置） 

第３２条 （略） 

 

（清算参加者に対する勧告） 

第３５条 当社は、清算参加者の業務又は財産の

状況が、当社の有価証券債務引受業等の運営に

鑑みて、適当でないと認めるときは、当該清算

参加者に対し、適切な措置を講ずることを勧告

することができる。 

２ （略） 

 

（債務の引受け） 

第４２条 第３９条第１項及び第４０条第１項に

規定する債務の引受けの申込みについて当社が

有価証券債務引受業等として行う債務の引受け

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定めるところによる。 

（１）～（３） （略） 

２～６ （略） 

 

（決済日等を条件とする債務の引受け） 

第４２条の２ 第４０条の２第１項に規定する債

務の引受けの申込みについて当社が有価証券債

務引受業等として行う債務の引受けは、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）～（３） （略） 

２・３ （略） 

 

（クリアリング・ファンド） 

第６６条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第２項の規定のほか、清算参加者は、国債証

券先物取引（株式会社東京証券取引所における

国債証券に係る有価証券先物取引をいう。）の

相場が当社が定める基準を超えて変動した場合
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超えて変動した場合その他当社が必要と認めた

場合において、当該清算参加者が当社に預託し

ているクリアリング・ファンドが当社が定める

額に満たないときは、その不足額以上の額の金

銭を、当社が定めるところにより、当該不足額

が生じた日の午後３時３０分までに当社に預託

しなければならない。 

６～１２ （略） 

 

（一括清算） 

第７５条 清算参加者について、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（以下「一括清算事由」

という。）があった場合には、当該清算参加者と

当社との間に存在するすべての金銭支払返還債

務（当社又は清算参加者が負担する参加者決済に

係る支払債務、第７２条第１項の規定により清算

参加者が負担する資金調達に要した費用相当額

に係る支払債務、第８２条の規定により清算参加

者が負担する遅延損害金に係る支払債務、第６６

条第１０項の規定により当社が負担するクリア

リング・ファンドの代用国債証券の利金相当額に

係る支払債務並びに当社が負担するクリアリン

グ・ファンド金銭預託残高（清算参加者が金銭に

より現に預託しているクリアリング・ファンドの

額をいう。以下同じ。）に係る返還債務をいう。

以下同じ。）及び国債証券引渡返還債務（第４３

条第１項の規定により当社又は清算参加者が負

担する証券決済債務、第５１条の規定により当社

又は清算参加者が負担するバイ・インに係る国債

証券引渡債務、第５４条の規定により清算参加者

が負担する参加者バイ・インに係る国債証券引渡

債務並びに当社が負担するクリアリング・ファン

ド代用預託残高（清算参加者が代用国債証券によ

り現に預託しているクリアリング・ファンドの数

量をいう。以下同じ。）に係る返還債務をいう。

以下同じ。）の一括清算事由発生時における債務

不履行評価額を合算して得られる純合計額が、当

その他当社が必要と認めた場合において、当該

清算参加者が当社に預託しているクリアリン

グ・ファンドが当社が定める額に満たないとき

は、その不足額以上の額の金銭を、当社が定め

るところにより、当該不足額が生じた日の午後

３時３０分までに当社に預託しなければならな

い。 

６～１２ （略） 

 

（一括清算） 

第７５条 清算参加者について、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（以下

「一括清算事由」という。）があった場合には、

当該清算参加者と当社との間に存在するすべて

の金銭支払返還債務（当社又は清算参加者が負担

する参加者決済に係る支払債務、第７２条第１項

の規定により清算参加者が負担する資金調達に

要した費用相当額に係る支払債務、第８２条の規

定により清算参加者が負担する遅延損害金に係

る支払債務、第６６条第１０項の規定により当社

が負担するクリアリング・ファンドの代用国債証

券の利金相当額に係る支払債務並びに当社が負

担するクリアリング・ファンド金銭預託残高（清

算参加者が金銭により現に預託しているクリア

リング・ファンドの額をいう。以下同じ。）に係

る返還債務をいう。以下同じ。）及び国債証券引

渡返還債務（第４３条第１項の規定により当社又

は清算参加者が負担する証券決済債務、第５１条

の規定により当社又は清算参加者が負担するバ

イ・インに係る国債証券引渡債務、第５４条の規

定により清算参加者が負担する参加者バイ・イン

に係る国債証券引渡債務並びに当社が負担する

クリアリング・ファンド代用預託残高（清算参加

者が代用国債証券により現に預託しているクリ

アリング・ファンドの数量をいう。以下同じ。）

に係る返還債務をいう。以下同じ。）の一括清算

事由発生時における債務不履行評価額を合算し
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該清算参加者に対する当社の一の債務又は当社

に対する当該清算参加者の一の債務となるもの

とする。 

２～６ （略） 

 

（事務の委任） 

第９１条 当社は、金融商品債務引受業等に関し、

当社が定める事務を、当社が指定する者に委任す

ることができる。 

２・３ （略） 

 

（金融商品債務引受業等に関する必要事項の決

定） 

第９２条 当社は、この業務方法書に規定する事

項のほか、金融商品債務引受業等に関して必要が

ある場合には、所要の取扱いについて規則により

定めることができる。 

 

（附帯業務） 

第９３条 当社は、金融商品債務引受業等に附帯

する業務を行う。 

 

て得られる純合計額が、当該清算参加者に対する

当社の一の債務又は当社に対する当該清算参加

者の一の債務となるものとする。 

２～６ （略） 

 

（事務の委任） 

第９１条 当社は、有価証券債務引受業等に関し、

当社が定める事務を、当社が指定する者に委任す

ることができる。 

２・３ （略） 

 

（有価証券債務引受業等に関する必要事項の決

定） 

第９２条 当社は、この業務方法書に規定する事

項のほか、有価証券債務引受業等に関して必要が

ある場合には、所要の取扱いについて規則により

定めることができる。 

 

（附帯業務） 

第９３条 当社は、有価証券債務引受業等に附帯

する業務を行う。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１９年９月３０日から施

行する。 

 

 


