貿易保険法の一部を改正する法律 案
（参照法令一覧）

参照条文

○ 貿 易 保 険 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 六 十 七 号 ） （ 抄 ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

○ 銀 行 法 （ 昭 和 五 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ） （ 抄 ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

○ 金 融 商 品 取 引 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 十 五 号 ） （ 抄 ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

29 28 1

総則

○貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号）（抄）
第一章

こ の法律は、外 国貿易その他 の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて 救済することができない危険を保険す

（目的）
第一条

る制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ること を目的とする。

この法律に おいて「 輸出契約」と は、本邦内で生産され、加工され、又は集荷 される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項に

（定義）
第二条
２

この法 律において「 仲介貿易契約 」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外

この法 律において「輸出者」とは、輸出契約 の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。

ついての定めがあるものをいう。
３
４

こ の法律におい て「技術提 供契約」とは、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者（以下「外国政府等」

この法律において「仲介 貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者で あつて、貨物を販売し、又は賃貸する ものをいう。

この法律において「技術提供者」と は、技術提供契約の当事者であつて、 技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。

この法律におい て「生産者」とは、輸出する目的をも つて本邦内で貨物を生産し、加工し、又 は集荷する者をいう。
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国の地域に販売し、又は賃貸する契約 であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
５

という。 ）、外国法 人又は外国人 に対して、技術の提供又はこれに伴う労務 の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあ
６

この法律に おいて「供給 契約」とは 、輸出者が輸出契約に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引

るものを いう。
７
８

この法 律において 「出資外国法 人等」とは、本邦法人又は本邦人 の出資に係る外国法人又は外国人（本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他

き渡す契約をいう。
９

の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国 人を含む。）であつて、経済産業省令 で定めるものをいう。

この法律において「出資外国法人等販売契約」とは、出資外国法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産さ

この法 律において 「出資外国法 人等仲介貿易契約」とは、出資外 国法人等が一の国（出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国

れ、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあ るものをいう。

10
11

を除く。）の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国（出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除
く。）の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項につ いての定めがあるものをいう。

この法 律におい て「出資外国 法人等技術提供契約」とは、出資外国法人等が技術の提供又はこれに伴う労務の提 供をする契約であつて、政令

で定める事項につ いての定めがあるものをいう。

この法律 において「貿 易代金貸付」 とは、本邦法人若 しくは本邦人又は外国法人若しくは外国 人が行う外国政府等、外国法人若しくは外国人

に対する次 に掲げるものの 支払に充て られる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達 するために発行される外国政府等若し

くは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券（以下「貿易代金貸付金債権等」という。）の取得又は当該資金に充てられる外国政府

等、 外国法人若し くは外国人 の借入金若し くは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに

準ずる債 券に係る 保証債務（保 証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行 した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するも

二

一
技術提供契約に基づく技術又は労務の提供の対価

仲介貿易契約に基づく貨物の代金 又は賃貸料

輸出 契約に基づく貨物の代金又は賃貸料

のとされるものに 限る。）の負担をいう。

三

この法律において「輸出保証」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定 めがあるものをいう。

輸出 契約又は技 術提供契約に 関する入札（以下「入札」という。）の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の

輸出契約又は技術提供契約に含ま れる保証条項に従いこれらの契約に基 づく債務について当該契約の相手方に対してする保証

一

相手方に 対してする保 証（違約金そ の他これに類する金銭を支払い、又は その支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に
二

前二号に掲げ る保証（ 前二号に掲げる 保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。）をした者（以下「保証人」という。）が

代わつ て履行し、若しくは第三者に履行させ る旨の保証をいう。次号において同じ。）
三

その保 証の条件に 従い保証債務 を履行した場 合における主たる債務者の当該保証人に対する賠償債務について当該保証人に 対してする金銭の
支払の保証

この法律に おいて「前払 輸入契約」 とは、貨物を輸入 する契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積 期日前に

支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
この法律において「前払輸入者」と は、前払輸入契約の当事者であつて、貨物を輸入するものをいう。

この法律において「海外投資」とは、本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。
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12
13
14
15
17 16

二

一

本邦外におい て行う事 業の用に供す る不動産若しく は設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類 する利益

外国法人の株式その他の持分（以 下「株式等」という。）の取得
（以下「不動産に関する権利等」という。）の取得

この法 律において「 海外事業資金 貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が 行う本邦法人若しくは本邦人若しくは

外国政府 等、外国法人 若しくは外国 人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債 権若しくは当該資金を調達す

るために発行される本邦法人若しくは外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券（以下「海外事業資金貸付金債権

等 」という。） の取得又は 当該資金に 充てられる本邦法 人若しくは本邦人若しくは外国政府等、 外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該

資金 を調達するた めに発行さ れる本邦法人 若しくは外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務（保証

債務を履 行した場 合に、その履 行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対 する求償権を取得するものとされるものに限る。）の負担

をいう。 ただし、次 に掲げるもの にあつては、本邦法人又は本邦人が輸出す る貨物を使用する事業その他の対外取 引に係る事業のうち、対外取
外国法人又は外国人が行うもの

引の健全 な発達を図るために特に必要な事業と して経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。
一

本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係 るもの
総則

株式会社日本貿易保険

二
第二章
第一節

株 式会社日本貿 易保険（以下「 会社」という。）は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険す

（会社の 目的）
第三条

る事業を行うことを目的とする株式会 社とする。
政府は、常 時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

（株式の政府保有）
第四条
（政府の出資）

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会 社に出資することができる。

会社は、 前項の規定に よる政府の出 資があつたときは 、会社法（平成十七年法律第八十六号） 第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当

第五条
２

該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、
「この法律又は貿易保険法 （昭和二十五年法律第六十七号）」とす る。
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18

役員及び職員

会社でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という 文字を使用してはならない。

（商号の使用制限）
第六条
第二節
（役員等の選任及 び解任等の決議）

会 社の役員等 （取締役、執 行役及び監査役をいう。以下同じ 。）の選任及び解任の決議は、経済産 業大臣の認可を受けなければ、その効

会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生 じない。

力を生じない。

第七条
２

政府又は地 方公共団体の職員（非常勤の者を除く。）は、会社の役員等となることができ ない。

（役員等の欠格条項）
第八条

会 社の役員等（ 非常勤の者を 除く。以下この条において同じ。）は、会社以外の営利を目的とする 団体の役員となり、又は自ら営利事業

（役員等の兼職禁 止）
第九条

に従事してはならない。ただし、経済 産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

会社の役員 等、会計 参与（会計参 与が法人であるときは、その職務を行うべき 社員。次条において同じ。）及び職員は、その職務上知る

（役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務）
第十条

ことができた秘密 を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

業務

会社の役員等 、会計参与及び 職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する

（役員等 、会計参与及び職員の地位）
第十一条
職員とみなす。
第三節
（業務の範囲等）
次章 の規定による貿易保険の事業を行うこ と。

会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一

前号の業務に附帯する業務を行うこと。

貿 易保険によ り塡補され る損失と同種 の損 失についての保険（再保険を含む。） の事業を行う国際機関、外国政府等又は 外国法人を相手方

会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲 内で、次の業務を行うことができる。

二

第十二条

２
一
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３

二

として、これらの者が負う保険責任につき再 保険を引き受けること。

貿易保険以外 の保険（ 通常の保険を 除く。）であつ て対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引 受けを行

う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること 。

会社は、貿易保 険により塡補 される損失と同種の損失についての保険（再保険を含む。）の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国

会社 による前項 各号の再保険 の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務 の健全な運営に支障を生ずることのな いように定めなければならな
い。

第十三条

法人を相手方として、この法律により 会社が負う保険責任につき再保険を行 うことができる。

会社は、 経済産業大 臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十二条 第一項第一号の業務（保険契約の締結を除く。）の一部を委託する

（業務の委託）
第十四条
２

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関（以下「受託金融機関」という。）の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するもの

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業 務を行うことができる。

ことができる。
３

は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員と みなす。
（貿易保険引受基準及び再 保険引受基準）

経済産業 大臣は、会社 が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従 うべき基準（次項及び次条第一項にお いて「貿易保険引受基準」と

経済産業大臣は、前項の規定により貿易保険引受基準及び再保険引受基準を定めたときは、これを公表するもの とする。

する。

いう。） 及び再保険の 引受けを決定 するに当たつて従うべき基準（次項及び次条第一項において「再保険引受基準 」という。）を定めるものと

第十五条

２
（引受決定）

会社は、 貿易保険又 は再保険の引受けを行おうとするときは、貿易 保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の

会社は 、貿易保険又 は再保険の引 受け（経済産業省令で定めるものに限る。）を決定しようとするとき は、あらかじめ、経済産業大臣にその

引受けを決定しな ければならない。

第十六条
２

財務及び会計

旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
第 四節
（事業年度）
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第十七条

会社の事業年度は、毎年四月 一日に始まり、翌年三月三十一日に終 わるものとする。

会社は、 毎事業年 度の開始前に 、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けな

（事業計画）
第十八条
ければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

会社の剰余金の 配当その他の 剰余金の処分（損失の処理を除く。）の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな

（剰余金 の配当等の決議）
第十九条
い。

会社は、 毎事業年度 終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表 、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並び

（財務諸表）
第二十条

にこれらの附属明 細書（第七十六条第四号において「財 務諸表」という。）を経済産業大臣に提 出しなければならない。

２

経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは 、経済産業省令で定める基準に適合する かどうかを審査しなければならない。

前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

会社は、責任 準備金の算出 方法書を作成し、 経済産業大臣の認可を受けなければなら ない。これを変更しようとするときも 、同様と

（責任準 備金の算出方法書）
第二十一条

３

経済産 業大臣は、 事情の変更に より対外取引の健全な発達を図る ため又は被保険者若しくは保険金を受 け取るべき者の保護を図るため必要が

する。

４

あると認めるときは、会社に対し、第一項の認 可をした責任準備金の算出方法書に記 載した事項を変更すべきことを命ずるこ とができる。

会社 は、経済産 業省令で定め るとこ ろにより、毎事業年度末において、貿 易保険の保険契約又は再保険の契約（次 条並びに第三十七

（責任準備金）
第二十二条

条第一項 及び第四 項において「 保険契約等」という。）に基づく将来における債務の 履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならな
い。

会社は、毎事 業年度末にお いて、貿易保険の 保険金又は再保険の再保険金（以下この 条において「保険金等」という。）であつて保

（支払備 金）
第二十三条

険 契約等に基づい て支払義 務が発生した もの（これに準 ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。）がある場合において、保 険金等の

支出として計上していない ものがあるときは、経済産業省令で定め るところにより、支払備金を積み立て なければならない。
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（社債及び借入金）

会社 は、社債を 発行し、又 は弁済期 限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならな

前項 の規定は、 会社が、社債 券を失つた者に交付するために政令で定める ところにより社債券を発行し、当該社 債券の発行により新たに債務

い。

第二十四条
２
を負担す ることとなる場合には、適用しない。
（一般担保）

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する 。

前項の先取特権の順位は 、民法（明治二十九年法律第八十九号） の規定による一般の先取特権に次ぐも のとする。

第二十五条
２
（政府保証）

政府は 、法人に対す る政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規 定にかかわらず、国会の議決

政 府は、前項の 規定によ るほか、会社 が社債券又はその利札を失つた者に交付する ために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札

定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。）について、保 証契約をすることができる。

同じ。）に係 る債務（国際 復興開発銀 行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一号）第二条第一項の規

を経た金額 の範囲内にお いて、会社の 第二十四条第一項の社債又は 借入金（弁済期限が一年を超えるものに限る。次条及び第二十八条において

第二十六条

２

に係る債務につい て、保証契約をすることができる。

会社は、毎 事業年度の開始 前に、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を

（償還計 画）
第二十七条

受けなければならない。これを変更し ようとするときも、同様とする。

政府は 、会社が、 第二十四条第一項の規定により、社債を発行し 、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項若し

（財政上の措置）
第二十八条

くは第二項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるとき
は、予算 で定める金額の範囲内において、必要 な財政上の措置を講ずるものとする。
（余裕金の運用）
会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上 の余裕金を運用してはならない。

国 債、地方債 、政府保証 債（その元本 の償 還及び利息の支払について政府が保証 する債券をいう。）その他経済産業大臣 の指定する有価証

第二十九条
一
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銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

券の取得
二

信 託業務を営 む金融機関 （金融機関の 信託 業務の兼営等に関する法律（昭和十八 年法律第四十三号）第一条第一項の認可 を受けた金融機関
前三 号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法

をいう。）への金銭信託

三
四

雑則

この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、経 済産業省令で定める。

（経済産業省令への委任）
第三十条
第五節
（監督）
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

経済産 業大臣は、会 社の運営又は 管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が あると認めるときその他この法律を施

第三十一条
２

行するため必要があると認めるときは 、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

経済産 業大臣は 、この法律を 施行するため必要があると認めるときは、会 社若しくは受託金融機関に対して報告をさせ、又はその職

（報告及び検査）
第三十二条

員に、会 社若しくは 受託金融機関 の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機
２

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

前項の規定により立入検査をする職 員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

関に対し ては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
３

会社の 定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな い。

（定款の変更）
第三十三条

会社を当事 者とする合併 、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲 受け並びに会社の解散については、会

（合併、会社分割 、株式交換、株式交付、事業の譲渡及 び譲受け並びに解散）
第三十四条

社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

（財務大臣との協議）
第三十五条
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第十四条 第一項、第十 八条、第十 九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条（会社が発行することができる

第二十一条第二項若し くは第三項、第二十二条又は第二十九条 第四号の経済産業省令を定めようとす るとき。

一
二
第二十九条第 一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

株式の総数を変更するものに限る。 ）の認可をしようとするとき。
三

政府は、会社 が外国政府等 、外国法人又は外国人に関する貿易保険又は再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利（以下

（国際約 束の履行上必要なものと認められる会社の債権の免除等に係る交付金）
第三十六条

こ の条において 「債権等」 という。） についてその免除 をし、又は放棄をした場合において、そ の免除又は放棄をしたことが我が国が締結した

条約 その他の国際 約束に照ら して特に必要 なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除又は放棄
をした債権等の額の全部又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。
（法人税に係る課 税の特例）

会社が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当た

二

一
損金経理

青色申告書

事業年度

法人税法第 二条第二十五号に規定する損金経理をい う。

法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。

法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる 。

告の記載があり、 かつ、当該確定申告書等にその積み立 てた金額の計算に関する明細書の添付が ある場合に限り、適用する。

第一 項の規定は 、同項の規 定の適用を受けようとする事業年度の確定申告 書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申

れた異常危険準備金の金額がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

会社の各事 業年度開始の 日の前日を 含む事業年度にお いて前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額 に算入さ

積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額 の計算上、損金の額に算入する。

年度の決 算の確定の日 までに剰余金 の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立 てたときを含む。）は、その

に規定す る期間に係 る決算におい て費用又は損失として経理することをいう。）の方法により異常危険準備金として積み立てたとき（当該事業

る金額 以下の金額 を損金経理 （法人税法（ 昭和 四十年法律第三十四号）第七十二条第 一項第一号に掲げる金額を計算する場合 にあつては、同項

にお いて生ずる為 替取引の 制限その他通 常の保険によつ て救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省 令で定め

り、保険契約 等に基づく債 務の履行に 備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引

第三十七条

２
３
４

三
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５

四

確定申告書等

租税特別措置法（ 昭和三十二年法律第二十六号）第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。

前各項に定め るもののほ か、会社が 各事業年 度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわ

たる債 務の履行遅 滞により弁 済を受けるこ とが 著しく困難なものとして財務省令で定 める金銭債権について法人税法第五十二 条の規定を適用す

る場合に おける当該 金銭債権に係 る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適
用に関し 必要な事項は、政令で定める。

総則

貿易保険

第 五条第一項の 規定による 政府の出資があつた場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税 を課さな

（登録免許税に係る課税の特例）
第三十八条
い。
第三章
第一節

貿易保険は、 普通貿易保険 、出資外国法人等 貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動 保険、輸出手形保険、輸出保証保険、 前払輸入

（貿易保 険の種類）
第三十九条

保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険とする。
（引受条件）

会社は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件（以下「引受条件」という。）を定め、経済産業省令で定めるところによ

三

二

一

対外 取引の健全な発達を阻害するものでな いこと。

特定の者に対 して不当な差別的取扱いをするもので ないこと。

保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。

保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るものであること。

会社は、第一項の規定による届出を した引受条件以外の引受条件により、 貿易保険を引き受けてはならない。

四

引受条件を変更すべきことを命ずるこ とができる。

経済産 業大臣は、前 項の規定による 届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、会社に対し、期限を定めてその

り、経済 産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第四十条
２

３

会社は 、貿易保 険の保険契約 の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取 るべき者がこの法律（これに基づく命令を含む。）の規定

（契約の解除等）
第四十一条
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又は貿易保険 の保険契約の 条項に違反 したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しく

会社は 、普通貿易保 険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付 保険、輸出保証保険、前払輸入保険、 海外投資保険若しくは海外事

は一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができ る。
（代位）
第四十二条

業資金貸 付保険につい て第四十四条 第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六 条第二項、第六十九条第二項

若しくは第 七十一条第二項 に規定する 損失が生じた場合又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規 定する銀行等が荷為替手形の満期にお

い て支払を受け ることがで きなかつた 場合若しくは荷為 替手形につき遡求を受けて支払つた場合 において、被保険者又は保険金を受け取るべき

者に 対して保険金 を支払つた ときは、当該 保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取
得する。

一の契約が 、輸出契約、 仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合における 第五節及び第七節の規定の適用につい

（二以上の契約に 該当する場合の取扱い）
第四十三条

前二号の 規定により一 の契約が輸 出契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて貨物の輸出及び仲介貿易貨物の販売若しくは賃

は技術提供契約と、その他のときは輸出契約とみなす 。

技術提 供対価等を超 えるときは仲 介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるとき

一の 契約が輸 出契約、仲介 貿易契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合 には、当該一の契約は、仲介貿易代金等が輸出代金等及び

え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契 約とみなす。

るときは輸出契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超

は当該契約 に基づく技術 の提供若し くはこれに伴う労務の提供の 対価の額（以下「技術提供対価等」という。）に等しく若しくはこれを超え

貸する貨 物をいう。以 下同じ。）の 代金の額若しくは賃貸料の合計額（以 下「仲介貿易代金等」という。）に等しく若しくはこれを超え、又

は賃貸 料の合計額（ 以下「輸出代 金等」という。）が当該契約に基づく仲介貿易貨 物（仲介貿易者が仲介貿易契約に基づい て販売し、又は賃

該当す る場合又 は仲介貿易契 約及び技術提 供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又

一の契約が、 次号に規 定する場合を 除き、輸出契約 及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合、輸出契約及び技術提供契約のい ずれにも

ては、次に定めるところによる。
一

二

三

貸 又は技術の提 供若しくは これに伴う労 務の提供をするもの、当該契約に基づく仲介貿易貨物 の販売若しくは賃貸又は技術の提供若しくはこ

れに伴 う労務の 提供並びにそ の仲介貿易貨 物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、
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四

輸出者、貨物 （第五十四 条第二項の 規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物、第六十二 条第二項の規定を適用する場合にあつ
ては同項の政令で定める貨物）の輸 出及びその輸出貨物の代金とみなす。

第 一号又は第 二号の規定 により一の契 約が 技術提供契約とみなされる場合には、 当該契約の当事者であつて技術の提供若 しくはこれに伴う

労務の 提供及び貨物 の輸出又は仲 介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該 契約に基づく貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは

賃貸並び にその輸出貨 物の代金若し くは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代 金若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれ

に伴う労務 の提供（第六 十二条第二 項の規定を適用する場合にあ つては、技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定める
普通貿易保険

もの）及びこれらの対価とみなす。
第二節
（保険契約）
会社は、普通貿易保険を引き受けることができる。

輸出者が 保険契約の締 結後生じた 次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと（イ

普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。

第四十四条
２
一

から ホまでのい ずれかに該 当する事由が 生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認 められる場合において、輸出契約で定める船積

期日か ら保険契 約で定める期 間を経過した 日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。）により受ける損失（輸出貨物につい

て生じ た損失を除く 。）又は仲介 貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに 該当する事由によつて仲介貿易契約に基 づいて貨物を販売

し、若し くは賃貸する ことができな くなつたこと（イからホまでのいずれ かに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困

難となつた と認められる 場合におい て、仲介貿易契約で定める船 積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

イからホま でに掲げる もののほか、 本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲 介貿易契約の当事者の責めに帰することができ

本邦外において生じた事由による仕向国 への輸送の途絶

仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国 に輸入することができないこと。

外国におけ る戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶

仕向国において実施 される輸入の制限又は禁止

外国において実施される為替取引の制限又は禁止

賃貸することができなかつたことを含む。）により受ける損失（仲介貿易貨物につ いて生じた損失を除く。）

ヘ

ないもの
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二

三

四
五

ト
チ
リ

外国為替 及び外国貿 易法（昭和 二十四年法律第二百二十八号）による輸出又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸の制限又は禁止（同法第
二十五条の二又は第五十三条の規定による禁止を除く。）

輸 出契約又 は仲介貿易契 約の相手方が 当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当
の事由により輸出者若 しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しく は仲介貿易契約を解除したこと。
輸出契約又 は仲介貿易契約の相手方についての破 産手続開始の決定その他これに準ずる事 由

輸出者 が輸出契約に基 づいて貨物 を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の 代金若しくは賃貸料を回収することが

で きないことに より受け る損失（仕向 国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失

を除 く。）、仲 介貿易者が仲 介貿易契約に 基づいて貨 物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当 該貨物の

代金若 しくは賃貸 料を回収する ことができな いことにより受ける損失（仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易 貨物について生じ

た損失 以外の仲介貿 易貨物につい て生じた損失を除く。）又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提

ロ

イ

イ 及びロに 掲げるものの ほか、本邦外 において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰する

外国における戦争、革命又は内 乱

外国において実施される為替取引の制限 又は禁止

供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて 当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受け る損失

ハ
ニ

輸出契 約、仲介貿易 契約又は技 術提供契約の相手方の保険契 約で定める期間以上の債務の履行遅滞（輸出者、仲介貿易者又は技術提供者

輸出契約、 仲介貿易契約又は技術提供契約の相手 方についての破産手続開始の決定

ことができないもの
ホ

の責めに帰することができないものに限る 。）

輸出者が第一 号の損失 又は前号の損失 （同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第四十六条第三項において

同じ。 ）を受けた ことによつて 供給契約の当 事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き 渡し、又は当該貨
物の代金を回収 することができなくなつたことにより受ける損失

輸出者 又は仲介貿易 者が保険契約 の締結後生じた第一号イから トまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は
保険料を新たに負担すべきこととなつたこと により受ける損失

輸出者、仲介 貿易者又 は技術提供者 が保険契約の締 結後生じた第二号ロに該当する事由により政令で定める費用を新たに負担すべ きことと
なつたことにより受ける損失（前号の損失を除く。）

- 13 -

前条 第二項第二 号の損失に 係る普通 貿易保険においては、輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物

（保険価額）
第四十五条

の代金 若しくは賃 貸料又は技 術提供契約に 基づ く技術若しくは労務の提供の対価（二 以上の時期に分割して代金又は対価の決 済を受けるべきと
きは、一の時期に おいて決済を受けるべき当該代金又は対価の部分）の額を保険価額とする。
（保険金 ）

第四十四条第 二項第一号の 損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同号イからリまでのいずれかに該当す

当該事由の発 生により支出を要しなくなつた金額

貨物の処分その他損失 を軽減するために必要な処置を講じて回 収した金額又は回収し得べき金額

二

貨物 の輸出又は販売若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益（当該貨物に係る部分に限る。）の額

一

決済 期限後に回収した金額

当該事由の発 生により支出を要しなくなつた金額

第四十四 条第二項第三 号の損失に係 る普通貿易保険に おいて会社が塡補すべき額は、輸出者が 同項第一号の損失又は同項第二号の損失を受け

二

に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

過し た時。第二号 において 同じ。）までに 回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額

事 由により輸出 者若しくは 仲介貿易者 又は技術提供者が 決済期限（同号ホに該当する事由による ときは、決済期限後保険契約で定める期間を経

第四十 四条第二項第 二号の損失に係 る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する

三

一

額とする。

約に基づく代 金の額から次 の各号に掲 げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合（以下「一定割合」という。）を乗じて得た金

貿易契約で 定める船積期 日から保険契 約で定める期間を経過した日 まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。）の仲介貿易契

つた貨物 （同号イか らホまでのい ずれかに該当する事由が生じたためその販 売又は賃貸が著しく困難となつたと認 められる場合において、仲介

の輸出契 約に基づ く代金の額又 は仲介貿易者が同号イからリまでのいずれかに該当す る事由により販売し、若しくは賃貸することができなくな

認め られる場合に おいて、輸 出契約で定め る船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。）

る 事由により輸 出すること ができなく なつた貨物（同号 イからホまでのいずれかに該当する事由 が生じたためその輸出が著しく困難となつたと

第四十六条

２

３

た ことによつて生 産者が供 給契約に基づ いて引き渡すこ とができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に基づいて 引き渡し

た貨物 の代金の額 のうち回収 することがで きな くなつた金額から次の各号に掲げる金 額を控除した残額に、一定割合を乗じて 得た金額とする。
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４

５

三

二

一
貨物の引渡しによつて 取得すべきであつた利益（当該貨物に係 る部分に限る。）の額

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

貨物の処分その他損失を軽減する ために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額

第四 十四条第二 項第四号の損 失に係る普通貿易保険において会社が塡補す べき額は、輸出者又は仲介貿易者が同 項第一号イからトまでのいず

れかに該 当する事由に よる航海又は 航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、 一定割合を乗じて得た金額と
する。

第四十四条 第二項第五号 の損失に係 る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が同項第二 号ロに該

当す る事由により 新たに負担 すべきことと なつた同項第五号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつ
たことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
（他契約に付随す る輸出契約等に関する特例）

輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの（以下この項において

輸出 契約又は技 術提供契約 が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の 地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術若しくは労

「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約」とする。

易 者」とあるの は「、仲介 貿易者若し くは貨物引渡契約 の当事者であつて貨物を引き渡すもの」 と、同号リ中「又は仲介貿易契約」とあるのは

う。以下こ の号において 同じ。）」と 、「若しくは仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約若しくは 貨物引渡契約」と、「若しくは仲介貿

方」とあ るのは「、仲 介貿易契約又 は貨物引渡契約の相手方（貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨 物の引渡しを受けるものをい

貿易契約 又は貨物引 渡契約（第四 十七条第一項の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。）」と、同号チ中「又は仲介貿易契約の相手

いるも のに限る。 ）である場 合における第 四十 四条第二項第一号の規定の適用につい ては、同号ヘ中「又は仲介貿易契約」と あるのは「、仲介

（輸 出貨物の代金 の全部又 は一部の決済 期限が当該貨物 引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定 められて

「貨物引渡契 約」という。 ）の当事者 であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの

第四十七条

２

務が提供 されるもの （以下この項 において「貨物等提供契約」という。）の 当事者であつて貨物を引き渡し、又は 技術若しくは労務を提供する

ものに当該 貨物等提供契 約に基づく債 務の一部の履行に必要な貨物 を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの（輸出貨物の代金若しくは

賃貸料又は技 術若しくは労 務の提供の 対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の

日 を基準として定 められて いるものに限 る。）である場 合における第四十四条第二項第二号及び前条第二項の規定の適用については、 同号ハ中

「又は 技術提供契 約」とある のは「、技術 提供 契約又は貨物等提供契約（第四十七条 第二項の貨物等提供契約をいう。以下こ の号及び第四十六
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条第二項にお いて同じ。） 」と、同号 ニ中「又は技術提供契約の相手方」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約の相手方（貨物等提

供契 約にあつては 、その当 事者であつて 、貨物の引渡し 又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。ホにおいて同じ。）」と、 同号ホ中

「又は 技術提供契 約」とある のは「、技術 提供 契約又は貨物等提供契約」と、同項中 「決済期限」とあるのは「貨物等提供契 約に基づく債務の
出資外国法 人等貿易保険

履行の対価を受領 すべき日を基準とする決済期限」とする。
第三節
（保険契約）
会社は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。

出資 外国法人 等が保険契約 の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて 出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しく

出資外国法人等貿易保険 は、次の各号のいずれかに該当する損失 を塡補する貿易保険とする。

第四十八条
２
一

は賃貸 することがで きなくなつた こと（イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつた

と認められ る場合におい て、出資外 国法人等販売契約で定める船積期日（出資外国法人等が、当該貨物をその本 店又は主たる事務所が所在す

る外国の地域 に販売し、 又は賃貸す る場合にあつては、引渡しの期日）から保険契約で定める期間を経 過した日まで当該貨物を販売し、又は

賃貸 することが できなかつ たことを含む 。）により受ける損失（出資外国法人等販売貨物（出 資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づ

いて販 売し、又 は賃貸する貨 物をいう。以 下同じ。）について生じた損失を除く。）又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいず

れかに 該当する事由 によつて出資 外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し 、若しくは賃貸することができなくなつ たこと（イからホ

までのい ずれかに該当 する事由が生 じたため当該貨物の販売又は賃貸が著 しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介

貿易契約で 定める船積期 日から保険 契約で定める期間を経過した 日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。）

に より受ける損 失（出資 外国法人等仲 介貿易貨物（出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をい

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

イ からホま でに掲げるも ののほか、本 邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の当

本邦外において生じた事由によ る仕向国への輸送の途絶

仕向国における戦争、革命又は内乱によ りその国に輸入し、又は販売し若しく は賃貸することができないこと。

外国における戦争、革命又は内乱による為替取引 の途絶

仕向国（本 邦を除く。ニ及び次号において同じ。）において実施される輸入又は販売若しくは賃貸の制限又は禁止

外国において実施さ れる為替取引の制限又は禁止

う。以下同じ。）について生じた損失を除く。）

ヘ
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二

三

四

ト

チ

事者 の責めに帰することができないもの

出資外国法 人等販売契 約又は出資外 国法人等仲介 貿易契約の相手方（政令で定める者を除 く。）が当該出資外国法人等販売契約若しくは

出資 外国法人等 仲介貿易契約 を一方的に破 棄したこ と又は当該相手方の責めに帰すべき相当 の事由により出資外国法人等が当該出 資外国法
人等販売契約若しくは 出資外国法人等仲介貿易契約を解除した こと。

出資外国法 人等販売契約又は出資外国法人等仲介 貿易契約の相手方についての破産手続開 始の決定その他これに準ずる事由

出資外 国法人等が出資 外国法人等 販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した 場合に次のいずれかに該当する事由に

よ つて当該貨物 の代金若 しくは賃貸料 を回収することができないことにより受ける損失（仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国

法人 等販売貨物 について生じ た損失以外の 出資外国法 人等販売貨物について生じた損失を除く。）、出資外国法人等が出資外国法人 等仲介貿

易契約 に基づいて 貨物を販売し 、若しくは賃 貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃 貸料を回収するこ

とがで きないことに より受ける損 失（仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資

外国法人等 仲介貿易貨物 について生 じた損失を除く。）又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基 づいて技術の提供若しくはこ

れに伴う労務 の提供をし た場合に次 のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の 対価を回収することができないことに
より受ける損失
外国における戦争、 革命又は内乱

外国において実施される為替取引の制限又は禁止

ロ

イ及 びロに掲げる もののほか、 本邦外において生じた事由であつて、 出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外

イ
ハ
ニ

出資外国法 人等販売契 約、出資外国法 人等仲介貿 易契約又は出資外国法人等技術提供契約 の相手方（前号トの政令で定める者を 除く。）

出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技 術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定

国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰すること ができないもの
ホ

の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞（出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。 ）

出資 外国法人等 （出資外国法 人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易 契約に基づいて貨物を販売し、又は賃 貸するものに限る。第五十条

第三項にお いて同じ。） が保険契約 の締結後生じた第一号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又 は航路の変更により運賃又は
保険料を新たに負担すべきこととなつたこと により受ける損失

出資外国法人 等が保険 契約の締結後 生じた第二号ロ に該当する事由により政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたこと により受
ける損失（前号の損失を除く。）
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前条 第二項第二 号の損失に 係る出資 外国法人等貿易保険においては、出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、

（保険価額）
第四十九条

出資外 国法人等仲 介貿易契約 に基づく貨物 の代 金若しくは賃貸料又は出資外国法人等 技術提供契約に基づく技術若しくは労務 の提供の対価（二

以上の時 期に分割し て代金又は対 価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分）の額を保険価額
とする。
（保険金）

第四 十八条第二項 第一号の損 失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号イから チまでの

当該事由の発 生により支出を要しなくなつた金額

貨物の処分その他損失 を軽減するために必要な処置を講じて回 収した金額又は回収し得べき金額

二

貨物 の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益（当該貨物に係る部分に限る。）の額

一

決済 期限後に回収した金額

当該事由の発 生により支出を要しなくなつた金額

第四十八 条第二項第三 号の損失に係 る出資外国法人等 貿易保険において会社が塡補すべき額は 、出資外国法人等が同項第一号イからヘまでの

二

保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

号に おいて同じ。 ）までに 回収することが できない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の

に 該当する事由 により出資 外国法人等 が決済期限（同号 ホに該当する事由によるときは、決済期 限後保険契約で定める期間を経過した時。第二

第四十 八条第二項第 二号の損失に係 る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれか

三

一

額とする。

外国法人等販 売契約又は出 資外国法人 等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金

場合にあつ ては、引渡し の期日）から 保険契約で定める期間を経過 した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。）の出資

期日（出 資外国法人 等が、出資外 国法人等販売契約に基づいて貨物をその本 店又は主たる事務所が所在する外国の 地域に販売し、又は賃貸する

めその販 売又は賃 貸が著しく困 難となつたと認められる場合において、出資外国法人 等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積

いず れかに該当す る事由によ り販売し、若 しくは賃貸することができなくなつた貨物（同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたた

第五十条

２

３

い ずれかに該当す る事由に よる航海又は 航路の変更によ り新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、一定割合を乗じ て得た金
額とする。
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４

第四十八 条第二項第四 号の損失に係 る出資外国法人等 貿易保険において会社が塡補すべき額は 、出資外国法人等が同項第二号ロに該 当する事

由に より新たに負 担すべき こととなつた 同項第四号の政 令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつ たことに
貿易代金貸付保険

より取得した金額又は取得 し得べき金額を控除した残額に、一定割 合を乗じて得た金額とする。
第四節
（保険契 約）
会社は、貿易代金貸付保険 を引き受けることができる。

貿易代金貸 付保険は、貿 易代金貸付 を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利 子その他

第五十一条
２

の附 帯の債権で政 令で定める もの（以下「 貸付金等」という。）を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までの

いずれか に該当す る事由により 保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じた ことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若

しくは保 証債務に係 る主たる債務 者の債務の不履行（第一号から第四号まで のいずれかに該当する事由によるもの を除く。）が生じたことによ

つて保証債 務を履行した ことにより取 得した求償権に基づき取得し 得べき金額の回収ができないこと（保証債務を負担した者の責めに帰するこ

とができず、 かつ、その状 態が求償権 の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。）により受ける損失
を塡補する貿易保険とする。
外国における 戦争、革命又は内乱

外国において実施され る為替取引の制限又は禁止

二

前二 号に掲げるも ののほか、本 邦外において生じた事由であつて、貿易代金貸付（保証債務の負担を除く。以 下この項において同じ。）を

一
三

行つた者若 しくはその相 手方又は保 証債務を負担した者若しくは 保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができない
四

貿易代金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞（貿易代金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限

貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定

もの
五
る。）

貿易代金貸付 保険において は、貿易代金貸付 に係る貸付金等又は保証債務（二以上の 時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきと

（保険価 額）
第五十二条

き 、又は保証債務 を履行す べきときは、 一の時期におい て償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分） の額を保
険価額とする。
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（保険金）
第五十三条

貿易 代金貸付保 険において 会社が塡 補すべき額は、保険価額のうち貿易代金貸付を行つた者が第五十一条第二項各号のいずれかに該

当する 事由により 償還期限（ 同項第五号に 該当 する事由によるときは、償還期限後保 険契約で定める期間を経過した時。以下 同じ。）までに回

収するこ とができな い貸付金等の 額又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履

行が生じ たことにより 保証債務の履 行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行（同 項第一号から第四号までのい

ずれかに該 当する事由によ るものを除 く。）が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得し た求償権に基づき取得し得べき金額に

つ いて当該求償 権の取得の 日から保険 契約で定める期間 を経過する日までに回収することができ ない金額（保証債務を負担した者の責めに帰す

べき 事由により回 収すること ができない金 額を除く。）から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗
当該事由の発 生により支出を要しなくなつた金額

じて得た金額とする。
一

償還 期限後又は保証債務を履行した後若し くは求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過した日後に回収した金額
為替変動保険

二
第五節
（保険契約）

会社は、為替変動保険を引き受けることができる。

為替 変動保険は 、輸出者が輸 出契約（政令で定める貨物の輸出に係るもの であつて、その貨物の代金又は賃貸料 の全部又は一部が政令で定め

第五十四条
２

る外国通 貨（以下「特 定外国通貨」 という。）をもつて表示されているものに限る。）に基づいて当該貨物を輸出 した場合又は技術提供者が技

術提供契約 （技術又は労 務の提供の対 価の全部又は一部が特定外国通貨をもつて表示されているものに限 る。）に基づいて技術の提供若しくは

こ れに伴う労務 の提供をし た場合に、 第一号に掲げる外 国為替相場が第二号に掲げる外国為替相 場に対してその百分の三を超えて低落したこと

によ り、当該輸出 貨物の代 金若しくは賃貸 料又は当該技術若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分（決済

期限が保 険契約の 締結の申込み があつた日から政令で定める期間を経過するまでに満 了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつ

保険契約の締 結の申込 みがあつた日 の特定外国為替 相場。ただし、当該特定外国為替相場が当該輸出契約又は技術提供契約を締結 した日の

う。）。ただし、当該特定外国為替相場が代 金等を回収した日の特定外国為替相場 より低いときは、その日の特定外国為替 相場

決済期限の満了の日の本邦における本邦通貨をもつて表示される当該特定外国通貨の外国為替相場（以下「特定外国為替相場」とい

た日から政令で定 める期間を経過した後に満了するもの を除く。以下「代金等」という。）につ いて受ける損失を塡補する貿易保険と する。
一
二

特定外国為替相場より高いときは、その日の特定外国為替相場
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（保険金）
第五十五条

為替変動保険において会社が塡補すべき額は、輸出者又は技術提供者が回収した代金等の当該特定外国通貨をもつて表示された額

（以下 「外国通貨 表示額」と いう。）を前 条第 二項第二号に掲げる特定外国為替相場 で本邦通貨に換算して得た金額（以下「 本邦通貨表示額」

という。 ）から、当 該代金等の外 国通貨表示額を同項第一号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額及び当該代金等の本邦通

貨表示額 に百分の三を 乗じて得た金 額の合計額を控除した残額（当該代金等の本邦通貨表示額に政令で定める割合 を乗じて得た金額を超えると
きは、その額）とする。

保険 契約者は、 代金等が回収 された 日の特定外国為替相場が第五十四条第 二項第二号に掲げる特定外国為替相場に 対してその百分の

（為替差益の納付）
第五十六条

三を超え て高騰し たときは、回 収された代金等の外国通貨表示額を代金等が回収され た日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額か

ら、当該 代金等の本 邦通貨表示額 に百分の百三を乗じて得た金額を控除した 残額（当該代金等の本邦通貨表示額に 前条の政令で定める割合を乗
輸出手形保険

じて得た 金額を超えるときは、その額）を会社 に納付しなければならない。
第六節
（保険契約）

会社は 、事業年 度又はその半 期ごとに、銀行法（昭和五十六年法律第五十 九号）第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者

輸出手 形保険は、 銀行等が輸出 貨物の代金の回収のため振り出さ れた荷為替手形をその振出人から買い 取つたことを会社に通知することによ

（以下この節にお いて「銀行等」という。）を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。

第五十七条
２

り、その買 取りにつき会 社と銀行等と の間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることがで きなかつた金額又は荷為替手形につき
遡求を受けて支払つた金額を塡補すべ き保険関係が成立する貿易保険とする 。

輸出手形保 険の保険関係 に基づいて会社が塡補すべき額は、保険価額のうち銀行等が荷為替手 形の満期において支払を受けることが

輸出手 形保険においては、手形金額を保険価額とする。

（保険価額）
第五十八条
（保険金）
第五十九条

できなかつた 金額又は荷為 替手形につ き遡求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を
満期後に支払を受けた 金額

乗じて得た金額とする。
一
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三

二
遡求権を行使して回収した金額

附属貨物の処分その他附属貨物に 関する権利の行使により回収した金額

会社は、 保険金を支払 い、第四十二条の規定により、荷為替手形上 の権利を取得した場合において、銀行 等がその荷為替手形の満期に

（遡求権の不行使）
第六十条

おいて支 払を受けるこ とができず、 又はその荷為替手形につき遡求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責 めに帰すべき事由がないとき
は、支払つた保険金の額に相当する金額につい て遡求権を行使しないものとする。

会社 は、取引上 の危険が大で あると き、その他貿易保険の事業の経営上必 要があるときは、将来にわたつて、輸出 手形保険の保険契

（保険関係の成立の制限）
第六十一条
輸出保証保険

約に基づく保険関係を成立させないことができる。
第七節
（保険契 約）
会社は、輸出保証保険を引 き受けることができる。

輸出保証保険 は、銀行法 第二条第一 項に規定 する銀行その他政令で定める者（以下この節において「保証者」という。）が、入札をする者、

第六十二条
２

輸出者 又は技術提 供者（以下 「入札者等」 とい う。）の委託に基づき政令で定める貨 物の輸出又は技術の提供若しくはこれに 伴う労務の提供で

あつて政 令で定める ものに関して これらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後

に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失を塡補する貿易保険とす

主たる債務 者たる入札 者等が入札 又は輸出契約若し くは技術提供契約に基づく債務であつて 第二条第十四項第一号又は第二号に掲げる保証

主た る債務者 たる入札者等 が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履 行することができなかつた場合において、それが第四十四

の対象とされるもの（以下「保証対象債務」という。）をその本旨に従つ て履行したとき。

る。
一
二

条第二 項第一号イか らリまでに掲 げる事由その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責
任を負わないものとして当事者が定めたものによるも のであるとき。
輸出保証保険においては、輸出保証の保証金額を保険価 額とする。

（保険価額）
第六十三条
（保険金）
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第六十四条

輸出保証保険 において会社 が塡補すべき額は 、保険価額のうち第六十二条第二項各号 のいずれかに該当する場合において保 証者が輸

出保証の相手方から請求を受けて保証の条件に従い支払つた金額（当該輸出保証が第二条第十四項第一号又は第二号の保証である場合におい

て、違 約金その他 これに類す る金銭の支払 に代 えて主たる債務の全部又は一部を主た る債務者に代わつて履行し、又は第三者 に履行させたとき

は、その ために要し た費用の額と 違約金その他これに類する金銭の額とのいずれか少ない金額）から輸出保証の相手方から回収した金額を控除
した残額 に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

会 社は、保険金 を支払い、 第四十二条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる 入札者等

（権利の不行使）
第六十五条

に対 する求償権又 は第二条第 十四項第三号 に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に
前払輸入保険

係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。
第八節
（保険契 約）
会社は、前払輸入保険を引 き受けることができる。

前払輸入保険 は、前払輸 入者が前払 輸入契約 に基づいて貨物を輸入することができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によ

第六十六条
２

つて当 該前払輸入 契約に基づ いて当該貨物 の船 積期日前に支払つた代金又は賃借料（ 以下「前払金」という。）の返還を受け ることができない

四

三

二

一

前払輸入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞（前払輸入者の責めに帰することができないものに限

前払輸入契約の相手方についての破産手続開始の決定

前二号に掲げるもののほか、本邦 外において生じた事由であつて、前払 輸入契約の当事者の責めに帰することができないもの

外国における戦争、革命又は内乱

外国 において実施される為替取引の制限又は禁止

ことにより受ける 損失を塡補する貿易保険とする。

五
る。）

前払輸 入保険に おいて会社が 塡補すべき額は、保険価額のうち第六十六条 第二項各号のいずれかに該当する事由により前払輸入者が

前払輸入保険においては、 前払金の額を保険価額とする。

（保険価 額）
第六十七条
（保険金）
第六十八条
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前払金の返還 の期限（同項 第五号に該 当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同

じ。 ）までに返還 を受ける ことができな い前払金の額か ら次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合 を乗じて
当該事由の発 生により支出を要しなくなつた金額

得た金額とする。
一
前払 金の返還の期限後に回収した金額
海 外投資保険

二
第九節
（保険契約）
会社は、海外投 資保険を引き受けることができる。

元本の喪失 （第一号、 第二号又は 次号の事由による ものを除く。）により取得した金額、株 式等に対する配当金又は不動産に関する権利等

動産に 関する権利等について損害を受けて当 該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。

戦争 、革命、内乱 、暴動、騒乱 その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰する ことができないものにより不

該海外投資の相手方の事 業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。

権、工 業所有権 その他の権利 若しくは利益 であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当

つた 者若しくは その相手方 の責めに帰す ることができないものにより損害を受け、又は不動産 、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業

第二条第 十七項第一号 に掲げる海 外投資の相手方が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行

産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。

株式 等の元本（ 以下この節に おいて「元本」という。）、株式等に対す る配当金の支払請求権（以下「配当金 請求権」という。）又は不動

海外投資保険は 、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失 を塡補する貿易保険とする。

第六十九条
２
一
二

三
四

の喪 失（第一号 又は前号の 事由によるもの を除く。） により取得した金額（以下「取得金等」 という。）を次のいずれかに該当する 事由によ

り政令で定める期間以上の期間本邦（出資外国法人等が海外投資を行つた場合にあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地

ハ

ロ

イ

当 該取得金 等の送金の許 可の取消し又 は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつた

外国政府等による当該取得金等 の管理

外国における戦争、革命又は内乱による 為替取引の途絶

外国において実施される為替取引の制限又は禁止

域。次条第二項 及び第五項において同じ。）に送金することができなかつたこと。

ニ
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３

五

ホ

こと 。
イからニまでに掲げる事由の発 生後における外国政府等による取得金 等の没収

第 二条第十七 項第一号に 掲げる海外投 資に ついて、海外投資の相手方についての 破産手続開始の決定（第二号に掲げるも のを除き、海外投
資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。）が生じたこと。
海外投 資保険の保険期間は、十年以上におい て政令で定める期間を超えてはならない。

（保険金）

前条 第二項第一号 から第三号 までのいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき 額は、当

一
損失 を軽減するために必要な処置を講じて 回収した金額

当該事由の発 生により取得した金額又は取得し得べ き金額

二

一

損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額

当該送金不能額をもつて支出した金額

当該事由の発生により支出を要し なくなつた金額

前条第 二項第五 号に該当する 事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本に 係る損失にあつては当該事由

三

に、一定割合を乗じて得た金額とする。

の評価額 ）とのいずれ か少ない金額 から、株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号 に掲げる金額を控除した残額

う。）と 当該元本等 の取得のため の対価の額（当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近

上の期間本邦に送金することができなかつた金額（その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」とい

等」 という。）の 喪失によ り取得した金 額に係る損失に あつては同号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定め る期間以

前条第二 項第四号の事 由により受け た損失に係る海外 投資保険において会社が塡補すべき額は 、元本又は不動産に関する権利等（以 下「元本

二

額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

該事 由に係る元本 、配当金請 求権又は不動 産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金

第七十条

２

３

に係る元本 の取得のため の対価の額（ 当該元本を取得した後に保険 契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額）か

ら、配当金請 求権に係る損 失にあつて は当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した
当該事由の発生により 取得した金額又は取得し得べき金額

残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
一
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４

５

二

損失を軽減するために必要な処置 を講じて回収した金額

元本等につい て前三項の 規定により 算定した 会社が塡補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額（当該元本等を取得し

た後に 保険契約に 基づいて当 該元本等を評 価し た場合にあつては、その直近の評価額 ）から次の各号に掲げる金額を控除した 残額を超えるとき

第一 項各号、第二項各号又は前項各号に規 定する金額

き金額

当該 事由発生 前における前 条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれか に該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べ

その直近の評価額）とのいずれか多い金額

額 ）とその喪失 した元本 等の取得のた めの対価の額（当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、

く。）により取得した金額又は取得し得べき金額（送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残

当該事由の発生前における当該元本等の喪失（前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除

は、会社が塡補す べき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
一

二
三

会社は、 第一項及び前 二項の規定に かかわらず、前条 第二項第一号から第三号まで又は第五号 のいずれかに該当する事由の発生によ り取得し

た金 額又は取得し 得べき金 額のうち次の 各号のいずれか に該当する事由により本邦に送金することができない金額（その事由の発生前 に本邦に

送金し 得べきであ つた金額を 除く。以下「 送金 不能取得額」という。）が生じたとき は、第一項及び前二項の規定により算定 した会社が塡補す

べき額の ほか、その 額と第一項第 一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第一

号、第三 項第一号又は 前項第二号に 規定する金額とみなして第一項及び前二項の規定を適用して算定した会社が塡 補すべき額との差額を塡補し
一

外国政府等による管理（政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。）

外国政府等による没収

なければならない。
二

前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの
海外事業資金貸付保険

三
第十節
（保険契 約）

会社は、海外事業資金貸付 保険を引き受けることができる。

海外事業資金 貸付保険は 、海外事業 資金貸付 を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を

第七十一条
２

回収す ることがで きないこと により受ける 損失 又は第一号から第四号までのいずれか に該当する事由により保証債務に係る主 たる債務者の債務
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の不履行が生 じたことによ つて保証債 務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行（第一号から第

四号 までのいずれ かに該当 する事由によ るものを除く。 ）が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づ き取得し

得べき 金額の回収 ができない こと（保証債 務を 負担した者の責めに帰することができ ず、かつ、その状態が求償権の取得の日 から保険契約で定

二

一

前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付（保証債務の負担を除く。以下この項において同

外国における戦争、革命又は内乱

外国 において実施される為替取引の制限又は禁止

める期間を経過す る日までの期間にわたるものに限る。）により受ける損失を塡補する貿易保険 とする。

三

じ。 ）を行つた 者若しくはそ の相手方又は 保証債務を 負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰す ることが
四

海外事 業資金貸付の 相手方の保険 契約で定める期間以上の債務 の履行遅滞（海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないも

海外事業資金 貸付の相手方又は保証債務に係る主た る債務者についての破産手続開始の決定

できないもの
五
のに限る。）

海外事 業資金貸 付保険におい ては、海外事業資金貸付に係る貸付金等又は 保証債務（二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受け

（保険価額）
第七十二条

るべきと き、又は保 証債務を履行 すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分）

海 外事業資金貸 付保険にお いて会社が塡補す べき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第七十一条第二項各 号のいず

の額を保 険価額とする。
（保険金）
第七十三条

れか に該当する事 由により 償還期限（同項 第五号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。）

までに回 収するこ とができない 貸付金等の額又は同項第一号から第四号までのいずれ かに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債

務の不履 行が生じた ことにより保 証債務の履行として支払つた額若しくは保 証債務に係る主たる債務者の債務の不 履行（同項第一号から第四号

までのいず れかに該当す る事由による ものを除く。）が生じたこと によつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べ

き金額につい て当該求償権 の取得の日 から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額（保証債務を負担した者の責

め に帰すべき事由 により回 収することが できない金額を 除く。）から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額 に対する
割合を乗じて得た金額とす る。
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二

一

償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から保 険契約で定める期間を経過した日後に 回収した金額

当該事由の発生により支出を要し なくなつた金額

第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は 盗用した者は、一年以下の懲役又は五十 万円以下の罰金に処する。

罰則

第七十四条

第三十二 条第一項の規 定による報告をせず、若しくは虚 偽の報告をし、又は同項の規定による 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

第四章
第七十五条

場合には、 その違反行為を した会社の 取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職 務を行うべき社員）、監査役若しくは

次の 各号のいず れかに該当す る場合 には、その違反行為をした会社の取締 役、執行役、会計参与若しくはその職務 を行うべき社員又

職員又は受託金融機関の役員若しくは 職員は、三十万円以下の罰金に処する 。
第七十六条

二

一

第十六条第二項の規定に違反して 、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。

第十 二条第一項及び第二項に規定する業務 以外の業務を行つたとき。

この法律の規 定により経済産業大臣の認可又は承認 を受けなければならない場合において、 その認可又は承認を受けなかつたとき 。
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は監査役は、百万円以下の過料に処する。

三

第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若し くは記録をした財務諸表を提出したと き。
第二十二条の 規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。

四
六

第二 十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。

第二十一条第四項、第 三十一条第二項又は第四十条第二項の規 定による命令に違反したとき。

七

第二十九条の規定に違反して業務上の余裕 金を運用したとき。

五

八

第四十条第三項の規定に違反して 貿易保険を引き受けたとき。
第六条の規定に 違反した者は、十万円以下の過料に処す る。

九
第七十七条

○銀行法（ 昭和五十六年法律第五十九号）（抄）

（略）

この法律において「銀行」とは 、第四条第一項の内閣総理大臣の免許 を受けて銀行業を営む者をいう。

（定義等 ）
第二条
２～
25

○金融商品取引法（昭和二十三年法律第 二十五号）（抄）

（略）

（略）

（定義）
第二条
２～

五

（略）

（略）

（略）

を除く。）を授受することを約するものを含 む。）又はこれに類似する取引

する取引（ これらの金銭 の支払とあ わせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品（同項第三号 の三及び第五号に掲げるもの

商品（ これらの号に 掲げるものを 除く。）の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約

ものを 除く。）の 利率等若しく は金融指標の 約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方 と取り決めた金融

当事者が元本 として定め た金額につい て当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品（第二十四項第三号、第三号の三及び第五号に掲げる

一～四

し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずる ことがないと認められるものとして政 令で定めるものを除く。）をいう。

この法律 において「店 頭デリバティ ブ取引」とは、金 融商品市場及び外国金融商品市場によら ないで行う次に掲げる取引（その内容等を勘案
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六・七
～

- 29 -

22
23

