
対応
分類

対応
内容

1

労働金庫法第94条第1
項において準用する銀
行法（以下「準用銀行
法」という。」

第14条の2 経営の健全性確保
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、自己資本比率算出作業等の必要人員が減少するため報
告期限の遅延が考えられる。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 A5 ×

2
銀行法
（信用金庫法８９条で準
用）

15条 休日及び営業時間 店舗の一時閉鎖や営業時間短縮などが弾力的に実施できない。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

3
準用銀行法
労働金庫法施行規則

第15条
則第111条

休日及び業務取扱時間

現金の供給や資金決済等、社会的機能の維持に最低限必要な業務は継
続を求められるが、被害の程度により業務の一部を一定期間停止、縮小
せざるを得ない可能性がある。また、最低限の国民生活の維持に必要な
業務のみ実施する人員体制とするため、一部営業店の閉鎖をとることが考
えられる。

取扱時間変更運用の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

4
準用銀行法
労働金庫法施行規則

第16条1項
則第112条

臨時休業及び業務再開
臨時休業の届出

流行時の影響は想定しがたく、事前の計画（緊急体制）で業務を予定した
店舗が営業できない、または、一定期間営業時間を短縮せざるをえない可
能性が突発的におこりうる。当局への一報を前提とするも、事前の届出が
時間的、人員的に困難なケースが考えられる。

届出、報告方法の簡素化、期日の弾力
化

金融業等 金融庁

A5

A3

A3

×

5
銀行法
（信用金庫法８９条で準
用）

16条 臨時休業等 店舗の一時閉鎖や営業時間短縮などが弾力的に実施できない。 金融業等 金融庁
A5
A3
A3

×

6 銀行法 第16条
営業店を休止する（または一部業務を休止す
る）場合の届出・公告・店頭掲示義務

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。また、感染拡大にあわせ、徐々に業務を縮小するため、一部業務
休止の都度、届出・公告・店頭掲示をするための人員確保が困難となるた
め。

例えば、届出については発生時に休止
する店舗の事前届出、公告については
HPによる周知等を認める。

金融業等 金融庁
A5
A3
A3

×

7 銀行法
第16条の3第2
項、同施行規
則第17条の7

国内の会社の議決権を5%超保有する場合で１
年を超えて保有する場合の承認申請

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

申請期限の延長。
提出期限の弾力的運用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

8
銀行法
銀行法施行規則

第16条等
第16条等

臨時休業

人員不足により、臨時休業の際に「直ちに」届け出ることが難しいことが想
定されうる。また、営業所一帯が封鎖される可能性もあり、店頭に掲示する
ことが困難であることが想定されうる。また、業務再開の予定日を予想する
ことは困難な場合がある。

柔軟かつ弾力的な運用を要望する。 金融業等 金融庁

A5

A3

A3

×

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

社会機能維持者に対する弾力運用等の検討が必要となる法令リスト【事業法：金融庁】
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

9
銀行法
銀行法施行規則

第16条
第17条

営業所の臨時休業及び業務再開の届出・公告・
掲示（事前又は事後直ちに）

市区町村１箇所の窓口営業店舗以外は臨時休業の扱いになることを想定
しているが、本社機能が正常に機能しないこと、業務再開日の特定が困難
であることから、事前又は直後の届出及び再開日の掲示が困難となる可
能性があるため

届出不要又は事後の届出を可とされた
い。
休業の開始に合わせた業務再開日の
掲示をしなくてもよいこととされたい（施
行規則17条3項1号）

金融業等 金融庁
A5
A3
A3

×

10 銀行法 第19条 業務報告書の作成・提出義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

11
準用銀行法
労働金庫法施行規則

第19条第1項
則第113条第3
項

業務報告書の金融庁長官・厚生労働大臣提出
パンデミック期において、ＡＴＭ機能や資金決済機能の維持に注力するとと
もに、感染防止の観点からも他部門の機能縮減を行う必要性が想定され
ることから、決算作業が例年通り進捗するか見通せないため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

12
銀行法
銀行法施行規則

第19条第1項
～第19条第2
項
第18条第１項
～第18条第4

中間業務報告書及び業務報告書、中間連結業
務報告書、連結業務報告書の提出（毎事業年
度経過後３月以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、報告書作成等の作業を提出期
限までに完了することが困難となる可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

13
銀行法
銀行法施行規則

第19条1項～
第19条2項
第18条第5項

中間業務報告書及び業務報告書、中間連結業
務報告書、連結業務報告書の提出の延期の承
認申請（事前）

本社機能が正常に機能しない状況下では、報告書作成等の作業を提出期
限までに完了することが困難となる可能性があるため

事後の届出を可とされたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

14
銀行法
銀行法施行規則

第20条第4項
～第6項
第19条

中間貸借対照表等及び年度貸借対照表等の公
告（毎事業年度経過後３月以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、財務諸表作成等の作業を公告
期限までに完了することが困難となる可能性があるため

公告期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

15
銀行法
銀行法施行規則

第20条第4項
～第6項
第19条第4項

貸借対照表等の公告を延期することの承認申
請（事前）

本社機能が正常に機能しない状況下では、事前に延期の承認申請をする
ことが困難となる可能性があるため

事後の届出を可とされたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

16
銀行法
銀行法施行規則

第21条第1項
後段
第19条の4

中間業務報告書及び業務報告書中間ディスク
ロージャー誌及び年度ディスクロージャー誌の
営業所における公衆の縦覧（毎事業年度経過
後４月以内）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、報告書中間ディスクロー
ジャー誌及び年度ディスクロージャー誌作成・配備等の作業を縦覧開始期
限までに完了することが困難となる可能性があるため

縦覧開始期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

17
銀行法
銀行法施行規則

第21条第6項
第19条の4第2
項

中間業務報告書及び業務報告書中間ディスク
ロージャー誌及び年度ディスクロージャー誌の
縦覧開始期限の延期の承認申請（事前）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、事前に延期の承認申請
をすることが困難となる可能性があるため

事後の届出を可とされたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

18 銀行法 第20条 中間・年度貸借対照表等の公告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

例えば、次のような対応が考えられる。
縦覧開始を一定期間猶予。
公告期限の延長。
提出期限の弾力化。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

19 銀行法 第21条 中間・年度ディスクロージャー誌の作成・備置
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

縦覧期限の延長。
提出期限の弾力化をお願いしたい。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

20 銀行法 第24条
銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するた
め金融庁が必要と判断する報告（24条報告）の
作成・提出義務

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

21 銀行法 第24条
決算状況表、中間決算状況表、連結決算状況
表、中間連結決算状況表の作成・提出義務

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

22 銀行法 第24条
海外の支店･出張所･駐在員事務所､銀行法上
の子会社､特殊関係者に関する概要(報告)

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

23 銀行法 第24条 貸出金残高金利階層別
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

24 銀行法 第24条 貸出平均利率
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

25 銀行法 第24条
海外拠点における現地金融当局検査の状況(報
告)

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ
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対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

26 銀行法 第24条 盗難ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ犯罪発生･補償状況報告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

27 銀行法 第24条 子会社等の状況
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

28 銀行法 第24条 営業用不動産の賃貸状況(報告)
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

29 銀行法
第24条
第14条の2

自己資本比率算出計数の一つとなる信用ﾘｽｸｱ
ｾｯﾄ、ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ相当額、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙﾘｽｸ相当
額の報告

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。
ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ相当額の算定方法の弾力運
用（VaRの60日平均について簡易的な
算出手法の許容）

金融業等 金融庁 B Ⅵ

30 銀行法 第24条第1項 経営実態報告の作成・提出義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

31 銀行法 第24条第1項 日計表の作成・提出義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

32 銀行法 第24条第1項 四半期開示の自己資本比率に関する報告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

33 銀行法 第24条 コンピュータ・システム障害に関する報告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

口頭での報告の許容。
不急のものは提出期限を延期し、パン
デミック時には必要最低限のもののみ
報告することや、提出期限の弾力化運
用。

金融業等 金融庁 B Ⅵ
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通し
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結果

34
銀行法（信用金庫法第
８９条で準用）

24条1項2項 報告又は資料の提出
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、報告または資料の作成ができなくなるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

35 準用銀行法 第24条 盗難キャッシュカード
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、盗難キャッシュカードによる犯罪発生報告等の提出が遅
延することが考えられる。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

36 準用銀行法 第24条 システム障害等の報告
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、システム障害等の報告が遅延することが考えられる。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

37 銀行法 第24条 報告又は資料提出
本社機能が正常に機能しない状況下では、事実確認、届出書の作成等を
期限までに完了することが困難となる可能性があるため

個々の報告案件について、報告期限の
延長が可能となるようにされたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

38 銀行法 第25条 立入検査
本社機能等が正常に機能しない状況下では、十分な検査対応ができない
可能性があるため

個々の検査について、立入検査の中止
又は立入時期の変更が可能となるよう
にされたい

金融業等 金融庁
Ａ２
Ａ３

×

39
銀行法
（信用金庫法８９条１項
で準用）

25条 立ち入り検査
人員不足により検査対応のための十分な人員確保が困難となるため、検
査対応に支障が生じるものと思われる。

金融業等 金融庁
Ａ２
Ａ３

×

40 銀行法
第25条、第52
条の32

立入検査への対応
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁
Ａ２
Ａ３

×

41 銀行法 第47条の2 従たる外国銀行支店の設置の認可義務
発生時には、バックアップセンターを長期間にわたり使用して銀行業務を
行なうことになるが、この際、バックアップセンターが設置認可義務の対象
となる場合、認可の申請の手続きを行う時間的余裕がないと考えられる。

緊急時に使用するバックアップセンター
は、設置認可義務の対象外とし、使用
に際しては口頭等による届出を可とす
る。

金融業等 金融庁 A5 ×

42 銀行法

第52条の2の
11、第52条の
3、第52条の
4、第52条の4
第2項

銀行議決権保有届出書、変更報告書の提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A3 ×

43 銀行法
第52条の2の
11
第52条の4

銀行の議決権保有に係る届出書の提出
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A3 ×

金融 - 5
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44 銀行法 第52条の9 銀行主要株主に係る認可等

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者等は
認可を必要とされているが、
情報の収集が十分に行えない中では、猶予期限のある事由に起因する
ケースについては、解消期間中の対応が困難であると想定されるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

45 銀行法
第52条の24第
2項、同施行規
則第34条の21

国内の会社の議決権を15%超保有する場合で1
年を超えて保有する場合の承認申請

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

申請期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

46 銀行法 第52条の25
銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確
保

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

開示関係書類の提出期限の弾力的運
用

金融業等 金融庁 A5 ×

47 銀行法

第52条の27
（施行規則第
34条の24第1
項及び同第2
項

中間業務報告書及び業務報告書の作成・提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

48 銀行法 第52条の28 決算公告、中間決算公告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

公告期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

49 銀行法 第52条の29
銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関
する説明書類の縦覧等

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

開示関係書類の提出期限の弾力的運
用

金融業等 金融庁 B Ⅵ

50 銀行法 第52条の31
連結決算状況表、中間連結決算状況表、経営
実態報告の作成・提出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

51 銀行法
第52条の39第
1項

銀行代理業を営む営業所の所在地等、銀行法
第５２条の３７第１項各号に掲げる事項に変更
があった場合の届出（変更日から２週間以内）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、法令上もとめられる期限
までに内閣総理大臣に提出をすることが出来ない可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

52 銀行法
第52条の39第
2項

銀行法第５２条の３７第２項に掲げる書類に定め
た事項（業務の内容及び方法）を変更する場合
の届出（事前）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、法令上もとめられる期限
までに内閣総理大臣に提出をすることが出来ない可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A3 ×

金融 - 6
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53 銀行法

第52条の50
（施行規則第
34条の59）、
第52条の51
（施行規則第
34条の59）

銀行代理業に関する報告書の提出、所属外国
銀行の説明書類等縦覧

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

縦覧期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

54
銀行法
銀行法施行規則

第52条の50第
1項
第34条の59第
１項

銀行代理業に関する報告書類の提出（毎事業
年度経過後３月以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、報告書の作成等を提出期限ま
でに完了することが困難となる可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

55
銀行法
銀行法施行規則

第52条の50第
1項
第34条の59第
2項、第3項

銀行代理業に関する報告書類提出期限の延期
の承認申請（事前）

本社機能が正常に機能しない状況下では、事前に延期の承認申請をする
ことが困難となる可能性があるため

事後の届出を可とされたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

56
銀行法
銀行法施行規則

第52条の51第
1項
第34条の60第
1項

所属銀行の説明書類、貸借対照表等の営業所
における公衆の縦覧（毎事業年度経過後４月以
内）

社会機能が正常に機能しない状況下では、所属銀行における関係書類の
作成、代理業者における営業店への発送作業等を縦覧開始期限までに完
了すること、銀行代理業を営む全ての営業所への備え置き、公衆の縦覧
に供することが困難となる可能性があるため

縦覧開始期限を延長されたい
実施対象店舗を緩和されたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

57
銀行法
銀行法施行規則

第52条の51第
3項
第34条の60第
2項

所属銀行の説明書類、貸借対照表等の縦覧開
始期限の延期の承認申請（事前）

本社機能が正常に機能しない状況下では、事前に延期の承認申請をする
ことが困難となる可能性があるため

事後の届出を可とされたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

58 銀行法 第52条の52
銀行代理業者が銀行代理業を廃業することと
なった場合の届出（３０日以内）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、法令上もとめられる期限
までに内閣総理大臣に提出をすることが出来ない可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

59 銀行法 第52条の53
銀行代理業者に対する業務又は財産の状況に
関しる報告又は資料の提出

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、報告又は資料の提出に
ついて速やかな対応をすることが困難となる可能性があるため

報告期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

60 銀行法 第52条の54 銀行代理業者の営業所等に立ち入り、検査
本社機能等が正常に機能しない状況下では、十分な検査対応ができない
可能性があるため

立入検査の中止又は立入時期を変更さ
れたい

金融業等 金融庁
Ａ２
Ａ３

×

61 銀行法 第52条の60 代理業者原簿の作成・縦覧義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

縦覧開始を一定期間猶予することなど
の弾力的な運用

金融業等 金融庁 B Ⅵ

62 銀行法
第53条
（施行規則第
35条）

臨時出張所の設置、営業時間の変更の届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

口頭での届出の許容、届出期限の延長 金融業等 金融庁
Ｂ

A5

Ⅵ

×

金融 - 7
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63 銀行法
第53条
（施行規則第
35条）

劣後債務の調達及び償還、資本金の額の増
加、特殊関係者でなくなったことに伴う届出　等

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁
A3

B

×

Ⅵ

64 銀行法
第53条
（施行規則第
35条）

子会社に関する事項の届出（子会社が子会社
でなくなったとき、等）

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁
A3

B

×

Ⅵ

65 銀行法 第53条1項3号
海外現地法人への出資比率が50%以下になり当
該現地法人が銀行法上の子会社でなくなった場
合の届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

66 銀行法

第53条第1項
第8号（施行規
則第35条第1
項第29号）、
第53条第3項
第9号（施行規
則第35条第3
項第22号

事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提
出したことの届出書の作成・提出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

67 銀行法

第53条第1項
第8号（施行規
則第35条第1
項第18号）

特定取引勘定変更届出書の作成・提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A3 ×

68 銀行法

第53条第1項
第8号
（施行規則第
35条第1項第
27号）、
第53条第3項
第9号
（施行規則第
35条第3項第
20号）

剰余金配当届出書の作成・提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

69 銀行法

第53条第1項
第8号、
同施行規則第
35条第1項第
11号、第13号

国内の会社の議決権を5%超保有する場合及び
保有しなくなった場合の届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

金融 - 8



対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

70 銀行法
第53条1項8号
同施行規則35
条1項25号

銀行等における不祥事件の届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

71
銀行法
銀行法施行規則

第53条第1項
第8号
第35条第1項
第25号（第35
条第8項）

銀行、その子会社又は業務の委託先において
発生した不祥事件発生時の届出（発覚後30日
以内）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、事実確認、届出書の作
成等を期限までに完了することが困難となる可能性があるため

届出期限を延長とされたい 金融業等 金融庁 A5 ×

72
銀行法
銀行法施行規則

第53条第1項
第35条第1項
第27号～第35
条第1項第29
号

剰余金配当届出書、貸借対照表等の縦覧開始
に係る届出、事業報告及び附属明細書に関す
る届出

本社機能が正常に機能しない状況下では、財務諸表作成等の作業を期限
までに完了することが困難となる可能性があるため

期限の延長又は事後の届出を可とされ
たい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

73
銀行法
銀行法施行規則

第53条第1項
第8号
第16条第3項・
第4項、第35条
第1項第7号

コアタイム（9:00～15:00）変更の際の掲示・届出
（事前）

本社機能が正常に機能しない状況下では、事前に届け出ることが困難と
なる可能性があるため

事後の届出を可とされたい
（ただし掲示の時期は法令の規定どお
り）

金融業等 金融庁 A5 ×

74 銀行法

第53条第3項
第9号、同施行
規則第35条第
3項第7号、第9
号

国内の会社の議決権を15%超保有する場合及
び保有しなくなった場合の届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

75 銀行法
施行規則
第17条

無人の出張所（店舗外ATM）を休止する場合の
店頭掲示義務

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

店頭掲示を行うことが発生時の人員体
制では間に合わない場合、例えば、HP
による周知で代替可能とすること

金融業等 金融庁 A3 ×

76 銀行法
第53条
（施行規則第
35条）

臨時出張所の設置、営業時間の変更の届出義
務

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

例えば、口頭による届出を可とすること
等

金融業等 金融庁
Ｂ

A5

Ⅵ

×

77 銀行法
第53条
（施行規則第
35条）

不祥事件届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続に係る事案の調査及び当該手続を実施す
る人員を確保することが困難となるため。

不祥事件の発生を知った日から30日以
内の提出とされているが、この提出期限
についての弾力的な運用

金融業等 金融庁 A5 ×

78
銀行法
銀行法施行規則

第53条第4項
第35条第4項
第4号（第35条
第8項）

定款の変更や銀行代理業にかかる委託契約書
等の変更を行った場合、自社が営む銀行代理
業に関する不祥事件の発生を知った場合の届
出（発覚後30日以内）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、事実確認、届出書の作
成等を期限までに完了することが困難となる可能性があるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁
B

A5

Ⅵ

×

金融 - 9
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79 銀行法施行規則
第13条の5
第3項、第4項

貯金等の窓口と区別された特定窓口での投資
信託等の取扱い

　開設店舗に特定窓口が設置できない場合、投資信託の買取等の受付が
できなくなる可能性があるため

特定窓口以外での買取等の取扱いを可
とされたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

80 信託業法 第12条第1項 信託会社の免許申請書記載事項変更の届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

81 信託業法 第12条第2項
管理型信託会社の登録申請書記載事項変更の
届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

82 信託業法

第22条
（兼営法第2条
第1項にて準
用）

信託業務の委託
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、幅広に信託業務を委託する必要が生じるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

83 信託業法

第23条
（兼営法第2条
第1項にて準
用）

信託業務の委託
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、信託業務を第三者に委託した場合の委託先の監督
を十全に実施するだけの人員を確保することが困難となるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

84 信託業法 第26条 契約締結時の書面交付義務
「遅滞なく交付」することとされているが、発生時には、必要最低限の国民
生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、当該手続を
実施する人員を確保することが困難となるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

85 信託業法

第27条第1項
（兼営法第2条
第1項にて準
用）

信託財産状況報告書の作成、交付
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、信託財産状況報告書の作成、報告を実施する人員
を確保することが困難となるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

86 信託業法

第28条第2項
（兼営法第2条
第1項にて準
用）

受託者の善管注意義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、信託事務処理に当たって善管注意義務を十全に履
行するだけの人員を確保することが困難となるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

87 信託業法

第28条第3項・
則第39条
（兼営法第2条
第1項（則第21
条）にて準用）

信託財産に属する財産と固有財産、他の信託
の信託財産に属する財産との分別管理

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、分別管理（特に登記・登録手続）を実施する人員を
確保することが困難となるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

88 信託業法

第29条第2項
（兼営法第2条
第1項にて準
用）

信託財産と自己、利害関係人、他の信託財産と
の取引

発生時には、取引所の状況等により、自己取引等を余儀なくされる場合が
想定されるため。

金融業等 金融庁 A1 ×
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業種

法令所管
省庁
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89 信託業法

第29条第3項
（兼営法第2条
第1項にて準
用）

自己取引等に係る書面の作成、交付
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、自己取引等に係る書面の作成、報告を実施する人
員を確保することが困難となるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

90 信託業法 第33条 事業報告書の作成、提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

91 信託業法 第34条
業務及び財産の状況に関する説明書類の作
成、備置、縦覧

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

92 信託業法 第41条 信託会社の各種届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁

B

A5

Ⅵ

×

93 信託業法 第56条第1項
外国信託会社の免許申請書記載事項変更の届
出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

94 信託業法 第56条第2項
管理型外国信託会社の登録申請書記載事項変
更の届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

95 信託業法 第57条 外国信託会社の各種届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁

B

A5

Ⅵ

×

96 信託業法 第71条 変更の届出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁
A5

B

×

Ⅵ

97 信託業法 71条 信託契約代理店の登録事項の変更の届出 人員不足等により、定められた期限までの届出が難しくなる恐れがある。 金融業等 金融庁
A5

B

×

Ⅵ
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98 信託業法 第71条第1項
信託契約代理店の登録申請書記載事項変更の
届出

「信託業法68条1項各号に掲げる事項の変更は２週間以内、業務方法書
の変更については遅滞なく届出」することとされているが、発生時には、必
要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とする
ため、当該手続を実施する人員を確保することが困難となるため。
（なお、届出義務を負うのは信託契約代理店であるが、所属信託会社の監
督責任の観点からピックアップ）

例えば、口頭にて連絡すれば、一定期
間後に提出しても遡及して受理されると
いった対応

金融業等 金融庁 A5 ×

99 信託業法 第75条 信託契約代理店の分別管理義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、分別管理を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A1 ×

100 信託業法 77条 信託契約代理店の報告書の提出 人員不足等により、定められた期限までの提出が難しくなる恐れがある。 金融業等 金融庁 A5 ×

101 信託業法 第77条 信託契約代理業務に関する報告書
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

102 信託業法 第77条第1項
信託契約代理業務に関する報告書の作成、提
出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

103 信託業法 第78条第1項 所属信託会社の説明書類の備置、縦覧
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

104 信託業法 78条
信託契約代理店における所属信託会社の説明
書類の縦覧

人員不足等により、縦覧書類の速やかな手当てが難しくなる恐れがある。 金融業等 金融庁 A5 ×

105 信託業法 第79条 信託契約代理店の各種届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

例えば、口頭にて連絡すれば、一定期
間後に提出しても遡及して受理されると
いった対応をお願いいたしたい。

金融業等 金融庁 A5 ×
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業種
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106 信託業法施行規則 第40条 内部管理体制の整備義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、内部管理を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

同条項では、業務を適格に遂行すること
ができる人的構成を確保すること、信託
財産の管理又は処分を行う部門から独
立させることを求められているが、それ
らについては、特に弾力的な運用をお
願いしたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

107 信用金庫法 13条 会員 人員不足により会員加入・脱退の手続きが難しくなる。 金融業等 金融庁 A4 ×

108 信用金庫法 35条の5 理事との貸出取引
理事会が開催できないことにより、理事関係貸出の承認が得られず、結
果、当該資金供給を行うことができない。

金融業等 金融庁 A5 ×

109 信用金庫法
36条
37条

理事会の権限等
理事会の決議

・発生時には、理事会開催について規定どおりに招集の手続が出来ない
ケース、開催に必要な過半数の理事が出席出来ないケース等、予想され
る。従って、緊急時の理事会の開催ルール及び決議の緩和措置が望まれ
る。
・また、緊急時には重要事項の決定に際して、理事会の決議を条件としな
い等（但し、危機が沈静後に報告）の緩和措置が必要と考える。

・これに伴い、信用金庫定款例・信用金庫理事会規定例の見直しが必要と
なります。

金融業等 金融庁 Ａ4・5 ×

110 信用金庫法 42条,43条 総代会の開催関係
信用金庫側の役員や総代自身が欠席となること。また開催により感染拡
大の危険があることから開催が難しくなる。

金融業等 金融庁 A4・5 ×

111 信用金庫法 66条 変更の登記 人員不足により提出期限までに提出が難しくなる。 金融業等 金融庁 A5 ×

112 信用金庫法 67条
他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の
移転の登記

人員不足により提出期限までに提出が難しくなる。 金融業等 金融庁 A5 ×

113 信用金庫法 69条 支配人の登記 人員不足により提出期限までに提出が難しくなる。 金融業等 金融庁 A5 ×

114 信用金庫法 87条1項 届出事項 人員不足により定められた期間内に書類の提出が困難となる。 金融業等 金融庁 B･A5 Ⅵ･×

115 信用金庫法施行規則 131条3項 業務報告書の提出
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、業務報告書の作成ができなくなるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

金融 - 13



対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

116 信用金庫法施行規則 134条1項
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧
等

発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、説明書類の作成ができなくなるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

117 信用金庫法施行規則 135条1項
半期毎に業務および財産の状況を知るために
参考となるべき事項のうち重要なものの開示に
努めなければならない

人員不足により説明書類の作成ができなくなる。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

118 信用金庫法施行規則 166条1項 所属信用金庫の説明書類の縦覧
事業年度経過後４月以内に当該年度の本中金ディスクロージャー誌を代
理店信用金庫に配布し、縦覧に供する必要があるが、新型インフルエンザ
発生時には期限内に配布することができなくなる可能性があるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

119
協同組合による金融事
業に関する法律

第5条の2 役員等の兼職認可申請
発生時には、役員の兼職認可申請が総会開催前に出来ない可能性があ
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

120
協同組合による金融事
業に関する法律

第5条の7 計算書類等の作成、備置き、閲覧等
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、関係書類の期限内作成が困難な事態も予測されるため。

・インフルエンザ収束までの期間延長 金融業等 金融庁 A5 ×

121
協同組合による金融事
業に関する法律

第5条の8
特定信用協同組合等の監査（監事・会計監査人
による監査）

新型インフルエンザの影響により、監事・監査法人の業務に支障が来され
ている可能性があるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

122
協同組合による金融事
業に関する法律

第6条で準用
する銀行法第
15条

休日および営業時間

・発生時には、感染リスク低減の観点からも、状況に応じた機動的な業務
取扱時間の変更もあり得るため。
・緊急事態により取扱業務遂行にあたり、休日や営業時間の変更を行わな
ければならない事も有り得るため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

123
協同組合による金融事
業に関する法律

第6条で準用
する銀行法第
21条等

業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧
等（ディスクロージャー）

・発生時には、感染リスク低減の観点からも、状況に応じた作成作業となる
こともあり得るため（各部とりまとめの遅延）。
・発生時には、日数基準を守れない場合も有り得るため。

・開示期限の猶予 金融業等 金融庁 B Ⅵ

124
協同組合による金融事
業に関する法律

第6条で準用
する銀行法第
24条

金融機関の業務に関するリスク管理資料の提
出（モニタリング資料の提出）

・発生時には、感染リスク低減の観点からも、状況に応じた作成作業となる
こともあり得るため（各部とりまとめの遅延）。
・発生時には、日数基準を守れない場合も有り得るため。

・ｅ-メールなど、非対面方式による報告
・提出期限の猶予

金融業等 金融庁 B Ⅵ

125
協同組合による金融事
業に関する法律

第6条で準用
する銀行法第
24条

報告又は資料の提出

・発生時には、感染リスク低減の観点からも、期日に報告できないことがあ
り得るため。
・発生時に新たな感染を防ぐために出勤停止などの措置を取った場合、限
られた人員で作業を行うと間に合わない事も予想されるため。
・発生時には、出勤できる職員は限られ、求められている報告又は資料の
提出が期限に間に合わないこともあり得るため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ
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126
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第21条 事業報告の監事監査報告の通知期限
発生時には、関係書面の作成遅れ、又は監事の職務行使上の支障若しく
は定数割れの事態も予想されるため。

・インフルエンザ収束までの期間延長
・提出期限の遅延対応

金融業等 金融庁 A5 ×

127
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第24条 計算関係書類の監事監査報告の通知期限等
発生時には、関係書面の作成遅れ、又は監事の職務行使上の支障若しく
は定数割れの事態も予想されるため。

・インフルエンザ収束までの期間延長 金融業等 金融庁 A5 ×

128
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第26条 会計監査報告の通知期限
発生時には、会計監査人に職務行使上の支障が生ずる事態も考えられる
ため。

・インフルエンザ収束までの期間延長 金融業等 金融庁 A5 ×

129
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第65条 休日の承認の申請等
発生時には当座預金に係る事業の店舗を休業せざるを得ないケースもあ
るため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

130
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第66条 業務取扱時間

・発生時には、感染リスク低減の観点からも、状況に応じた機動的な業務
取扱時間の変更もあり得るため。
・発生時間はその日のいつとは限定できず、開店時間の遅れ、日中の業
務停滞、閉店時間の切り上げ等が考慮される。

・営業時間の短縮
・第６６条③の業務取扱時間変更条件
の見直し
・インフルエンザ収束後の届出提出の
猶予　　　   　　　　　・緊急時における営
業時間の特例

金融業等 金融庁 B Ⅵ

131
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第67条 臨時休業の届出等
発生時には、感染リスク低減の観点からも、状況に応じた臨機応変な店舗
の臨時休業もあり得るため。

・全支店を臨時休業とし、本店だけで最
小限の営業
・臨時休業や再開の届出の簡略化
・インフルエンザ収束後の届出提出の
猶予　　　     　　　　・地域全般に蔓延の
場合、大半の店舗閉鎖

金融業等 金融庁
A5
A3
A3

×
×
×

132
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第85条
第86条

変更の届出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標
識の様式

発生時には、感染リスク低減の観点からも、状況に応じた機動的な業務取
扱時間の変更や臨時休業もあり得るため。

・臨時的な一時変更については届出時
期や届出方法、添付書類等の簡略化

金融業等 金融庁 B･A5 Ⅵ･×

133
協同組合による金融事
業に関する法律施行規
則

第111条 届出事項
発生時には、現実的には事前の届出が困難なため。また、日数基準を守
れない場合もあり得るため。

・事後の届出を認めてほしい
・提出期限の猶予
・ｅメールなど、非対面方式による届出

金融業等 金融庁 B･A5 Ⅵ･×

134 労働金庫法
第14条～第19
条

会員の加入・脱退
人員不足や理事会を開催できないこと等により、会員の加入や脱退事務を
停止せざるをえない。

金融業等 金融庁 A4 ×

135 労働金庫法 第23条の4等 定款等の各種備置き・閲覧請求への対応 臨時休業・人手不足で対応できない。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

136 労働金庫法 第31条第1号 定款（事業内容の変更など）

パンデミックによって事業内容を変更する必要は生じないと思われるが、
関係法改正によって新たな事業（定款記載事項：法第23条の2第1項第1
号）への参入が可能となった場合などに要する定款変更が、パンデミック
によって総会開催が困難となることにより認可申請できなくなるため。

金融業等 金融庁 A5 ×
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137 労働金庫法 第31条第2号 業務の種類又は方法の変更

関係法改正によって新たな事業（定款記載事項：法第23条の2第1項第1
号）への参入が可能となり、「業務の種類又は方法の変更」などに要する
変更が、パンデミックによって理事会開催が困難となることにより認可申請
できなくなるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

138 労働金庫法 第38条第6項 理事会の招集
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とする。さらに、社会的混乱した状況下で理事会の招集ができないこ
となど考えられ、定期開催ができない可能性がある。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 Ａ5 ×

139
労働金庫法
労働金庫法施行規則

法第41条第6
項、第8項～第
10項
則第83条第1
項第25号

計算書類・業務報告・附属明細書の通常総会提
出・備置き・閲覧
通常総会提出の届出

パンデミック期の総会招集の目処が立てられないことも想定されること、ま
た、ＡＴＭ機能や資金決済機能の維持に注力するとともに、感染防止の観
点からも他部門の機能縮減を行う必要性が想定されることから、決算作業
が例年通り進捗するか見通せないため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 A5 ×

140 労働金庫法 第46条 通常総会の招集

通常総会は、毎事業年度1回招集しなければならないとされているが、パ
ンデミック期における総務機能の最小限の縮減により開催準備の遅滞も
懸念される他、感染源を断つという観点から多数の会員が集まる総会の
具体的会日をパンデミック期には見通せないため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 A4 ×

141 労働金庫法 第48条 会員による総会の招集

会員による総会の招集があった場合、同請求日より10日以内に理事によ
る総会招集手続きが必要となるが、パンデミック期における総務機能の最
小限の縮減により手続きの遅滞も懸念される他、感染源を断つという観点
から多数の会員が集まる総代会の具体的会日をパンデミック期には見通
せないため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 Ａ5 ×

142 労働金庫法 第55条 総代会の招集
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とする。さらに、社会的混乱した状況下で総会の招集ができないことな
ど考えられ、定期開催ができない可能性がある。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 A5 ×

143 労働金庫法

第58条第1､第
2項
第58条の2第1
項､第3項、第5
項

金庫固有業務（会員の預金・貸付・手形割引業
務）および任意業務（為替取引、間接構成員の
預金・貸付に係る業務等）に関する規定。

現金の供給や資金決済等、社会的機能の維持に最低限必要な業務は継
続を求められるが、被害の程度により業務の一部を一定期間停止、縮小
せざるを得ない可能性がある。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

144 労働金庫法 第59条等 会計帳簿の作成等
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、会計帳
簿の作成が遅延する可能性がある

金融業等 金融庁 A5 ×

145 労働金庫法 第70条 変更の登記

「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」などの登記が法第69条で定め
られているが、当該登記事項の変更が生じた場合には、2週間以内（出資
の総口数及び総額は期末後4週間）に変更登記を要するとされている。パ
ンデミック期の急逝などがあった場合、これに対応できる態勢が取れない
可能性があるため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 A5 ×
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146 労働金庫法 第91条 金融庁長官・厚生労働大臣への届出・報告 発生時には届出遅延の惧れがある。 期日の弾力化 金融業等 金融庁 B･A5 Ⅵ･×

147
労働金庫法
労働金庫法施行規則

法91条1項6号
則83条1項20
号

業務取扱い時間変更に関する届出

流行時の影響は想定しがたく、事前の計画（緊急体制）で業務を予定した
店舗が営業できない、または、一定期間営業時間を短縮せざるをえない可
能性が突発的におこりうる。当局への一報を前提とするも、事前の届出が
時間的、人員的に困難なケースが考えられる。

期日の弾力化 金融業等 金融庁
A5
A3

×
×

148
労働金庫法
労働金庫法施行規則

法第91条第1
項第6号
則第83条第1
項第20号
則第111条第1
項・第3項

業務取扱時間の変更の届出
パンデミック期においても特定の店舗では窓口業務を維持することも考え
られるが、事前に想定できないパンデミック期の状況に応じて営業時間の
弾力的な運用を要するため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁
A5
A3

×
×

149
労働金庫法
労働金庫法施行規則

法第91条第1
項第6号
則第83条第1
項第1号

金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事す
る役員若しくは参事の就任又は退任があった場
合の届出

代表理事等の役員・参事の退任は事後届け出を要するが、急逝などが
あった場合もパンデミック期は総務機能を最小限に縮減している可能性が
あるため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

150 労働金庫法施行規則

第83条第1項
第24号
第116条第1項
～第4項

ディスクロージャー誌の大臣届出
同縦覧開始期限

パンデミック期において、ＡＴＭ機能や資金決済機能の維持に注力するとと
もに、感染防止の観点からも他部門の機能縮減を行う必要性が想定され
ることから、縦覧書類作成時期とパンデミック期が重なった場合には、期限
内の縦覧開始は困難であることも考えられるため。（縦覧を開始できなけ
れば、併せて縦覧後速やかに行う大臣届出も困難となる。）

期日の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

151 労働金庫法施行規則 第117条 ディスクロ誌等の半期開示
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、ディスクロ誌作成作業の必要人員が減少するため提出
期限の遅延が考えられる。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

152 労働金庫法施行規則 第147条第1項
労働金庫代理業に関する報告書の大臣提出期
限

パンデミック期において、ＡＴＭ機能や資金決済機能の維持に注力するとと
もに、感染防止の観点からも他部門の機能縮減を行う必要性が想定され
ることから、報告書作成作業が例年通り進捗するか見通せないため。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 B Ⅵ

153 金融商品取引法 第4条 募集又は売出しの届出

・発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、募集又は継続募集にあたり、期日までに届出することが
困難な場合が想定されるため。
・全くの新規募集の場合は、募集をしなけければよいが、切替えの届出が
必要とされても必要な書類作成等が出来ず、再投資事務等に支障が生じ
る。

継続的な有価証券届出書の提出が無
い(遅延)な段階でも、既往の有価証券
届出書・目論見書に基づく募集行為の
継続を可能とする措置

金融業等 金融庁 A１ ×

154 金融商品取引法 第5条 有価証券届出書の提出

発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、当該業務に精通した人員体制の確保が難しくなり、開示
書類の作成ができなくなる可能性があるため。また、原則ＥＤＩＮＥＴにより
提出を行うため、社内・社外のコンピューター環境の影響に左右され、書類
提出ができなくなるため。

やむを得ない場合は、提出期日が遅延
することを認められるよう手当てしてい
ただきたい。

金融業等 金融庁 A１ ×
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155 金融商品取引法 第7条 訂正届出書の自発的提出
発生時には、日常業務の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とする
ため、当届出書の作成に必要な要員確保が出来ないことから当届出書の
作成・提出が遅延する可能性がある。

届出日等の弾力的な運用 金融業等 金融庁 A3 ×

156 金融商品取引法 第8条 届出の効力発生日
インフルエンザ発生時には、予定通りの有価証券届出書の提出が不可能
となるため、インフルエンザ発生時の弾力運用が望まれる。

効力発生期間を短縮する弾力運用が求
められる。

金融業等 金融庁 A１ ×

157 金融商品取引法 第11条
虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年
内の届出の効力の停止等

新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、結果として
有価証券届出書の記載内容が事実と異なる場合があり得るため。

効力発生期間を短縮する弾力運用が求
められる。

金融業等 金融庁 A２ ×

158 金融商品取引法 第13条
目論見書の作成および虚偽記載のある目論見
書等の使用禁止

新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするとともに、印
刷会社での制約も予想される為、円滑なる目論見書印刷作業に支障をき
たす可能性がある。

やむを得ない場合は、提出期日が遅延
することを認められるよう手当てしてい
ただきたい。

金融業等 金融庁 A１ ×

159 金融商品取引法 第13条1項前段交付の義務
金融商品販売の際に顧客に配布する交付目論見書等の到着遅延により、
交付の義務が果たせない場合。（交付目論見書＝あらかじめ又は同時に
顧客に配布しなければならない。

金融業等 金融庁 A１ ×

160 金融商品取引法 第15条
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び
目論見書の交付

最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A１ ×

161 金融商品取引法 第15条
届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び
目論見書の交付

・流行期間2ヶ月の想定にあって、人員が確保できずも目論見書の提出期
限が遵守できなくなる懸念。

・インフルエンザ発生時には、第3項の請求目論見書の交付をすみやかに
行うことができない可能性がある。

○提出期限の弾力的運用
○請求目論見書の送付の一時停止等

金融業等 金融庁 A１ ×

162 金融商品取引法 第23条の4 訂正発行登録書の提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×
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163 金融商品取引法 第24条 有価証券報告書の提出
有価証券報告書の作成･提出に伴う事務について、発生時には必要な要
員･代替要員が確保できないおそれがあるため。

○現在決算より3ヶ月となっている提出
期限を外国投信並みに6ヶ月に延長
○収束後3ヶ月間、提出期限を延長す
る。

金融業等 金融庁 A5 ×

164 金融商品取引法 第24条 有価証券報告書の提出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

165 金融商品取引法 第24条の2 訂正届出書に関する規定の準用
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

166 金融商品取引法 第24条の2 訂正届出書に関する規定の準用
発生時には、日常業務の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とする
ため、報告書等の作成に必要な要員確保が出来ないことから報告書等の
作成・提出が遅延する可能性がある。

○提出期限の弾力的運用 金融業等 金融庁 A5 ×

167 金融商品取引法 第24条の4の2
有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提
出

最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

168 金融商品取引法 第24条の4の4
財務計算に関する書類その他の情報の適正性
を確保するための体制の評価

最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

169 金融商品取引法 第24条の4の4 内部統制報告書の提出等 人員不足により期限の定められた報告書の提出が難しくなる。 金融業等 金融庁 A5 ×

170 金融商品取引法 第24条の5 半期報告書及び臨時報告書の提出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

171 金融商品取引法 第24条の5 半期報告書及び臨時報告書の提出
当該期間経過後3ヵ月以内に内閣総理大臣に提出。
やむを得ない理由の場合は、延長規定あるが、府令の手当てがない状
況。

特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令　第24条を準用すると考えら
れるが、その旨の規定無し。有価証券
報告書と同じように府令の手当てをして
欲しい。

金融業等 金融庁 A5 ×
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172 金融商品取引法 第24条の6 自己株券買付状況報告書の提出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

173 金融商品取引法 第24条の4の7 四半期報告書の提出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

174 金融商品取引法 第24条の4の8 確認書に関する規定の四半期報告書への準用
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

175 金融商品取引法 第24条
有価証券報告書・確認書・内部統制報告書の作
成・提出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。
加えて、XBRL形式での開示書類等の作成は自製が困難であり、専門業者
のサポートが必要であるが、発生時には専門業者のサポートを受けること
が困難となることも予想されるため。

例えば、提出を一定期間猶予すること
等が考えられる。

金融業等 金融庁 A5 ×

176 金融商品取引法

第24条の4の2
第1項、第24条
の4の8第1項、
第24条の5の2
第1項

確認書の作成・提出義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

177 金融商品取引法
第24条～25条
等

有価証券報告書・半期報告書・四半期報告書の
提出など企業内容の開示部分

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

178 金融商品取引法 第24条の4の4
内部統制報告書の提出（内部統制報告書には、
公認会計士又は、監査法人の監査証明を受け
なければならない）

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告に係るシステム運用等の実施につき、人員
を確保することが困難となるため。

内部統制に係るシステム運用業務の弾
力運営

金融業等 金融庁 A5 ×

179 金融商品取引法
第24条の6
第27条の23
第27条の25

自己株券買付状況報告、自己株式に係る大量
保有報告

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

報告期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

180
金融商品取引法
企業内容等の開示に関
する内閣府令

第24条
第15条

有価証券報告書の提出義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

181 金融商品取引法
第24条の6第1
項

自己株式の取得
①自己株券買付状況報告書を所定の期日までに内閣総理大臣に提出し
なければならない　とされているが、これが正常にできない可能性がある。

金融業等 金融庁 A5 ×
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182 金融商品取引法

第24条第1項
第24条の4の2
第1項
第24条の4の7
第24条の5第1
項

有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、四
半期報告書の提出

①有価証券の発行者は、有価証券報告書を当該事業年度経過後三ヶ月
以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない　とされているが、これが
正常にできない可能性がある。
②有価証券報告書の記載内容に係る確認書を有価証券報告書と併せ、
内閣総理大臣に提出しなければならない　とされているが、これが正常に
できない可能性がある。
（発生時には、システム帳票の出力遅延や人員欠如により､作成が遅れる
可能性がある｡）

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

183 金融商品取引法 第27条の23 大量保有報告書の提出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

184 金融商品取引法 第27条の23等
大量保有報告書、保有状況の通知書、変更報
告書、写し、訂正報告書の提出

新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、大量保有報
告等の提出が遅延する可能性がある。

金融業等 金融庁 A5 ×

185 金融商品取引法
第27条の23か
ら30

第2章の3株券等の大量保有の状況に関する開
示

特に共同保有者が存在する場合、正確な報告のためには、日々各社の残
高を集計することが必須である。新型インフルエンザ発生時の各社業務へ
の影響は予想し難く、正常に報告書を作成することが困難な事態が生じる
ことも予想される。
本条項は、会社の支配権、市場の需給に関する情報の開示を要請するも
のであり、各社ともその業務継続に最大限の努力を払うものである。しかし
ながら、本報告の不提出、虚偽記載については、課徴金の対象とされてお
り、各社の経営へ直接的な影響が生じる惧れがあることから、一定の弾力
的対応を求めるもの。

提出の一時凍結ないし、5営業日以内
の提出期間の延長を要望。
提出を一時凍結する場合、復旧時に過
去分を遡及して、若しくは復旧時以降か
らの報告開始として頂きたい。（その場
合にも、常軌化するまでに相応の時間
が要すると考えられるので、配慮を頂き
たい。）

金融業等 金融庁 A5 ×

186 金融商品取引法
第27条の23及
び26第1項

大量保有報告書の作成・提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

187 金融商品取引法
第27条の23、
25

株券等大量保有報告書等の提出
人員不足により期限の定められた報告書（大量保有者となつた日から五
日以内）の提出が難しくなる。

金融業等 金融庁 A5 ×

188 金融商品取引法
第27条の25及
び26第2、4、5
項

大量保有報告の変更報告書の作成・提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

報告期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

189 金融商品取引法 第27条の25 大量保有報告書に係る変更報告書の提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×
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190 金融商品取引法
第27条の26第
3項

大量保有報告に係る基準日の届出及びその変
更届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

191 金融商品取引法 第27条の27
株式大量保有報告書等の写しの金融商品取引
所等への提出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

192 金融商品取引法
第27条の30の
8

EDINETで提出された有価証券届出書等に係る
公衆縦覧義務

新型インフルエンザ流行時には、通常と比べて少ない人員体制での業務
執行とするため、通常と同様のスケジュールでの対応が困難となる可能性
がある。

新型インフルエンザ流行時のような特異
事象が発生している状況下において
は、当該条項の適用を免除していただく
か、期限・時期等を考慮していただきた
い。

金融業等 金融庁 A5 ×

193 金融商品取引法 第31条 変更登録等

新型インフルエンザが蔓延し、運用者が不足する事態になった場合には、
他の従業員で過去に運用に従事した者を応援に回さざるを得ないことが考
えられる。その場合、都度変更届出を行うのでは業務に負荷が生じるだけ
でなく、時宜に応じた人員配置が困難となるおそれがある。また、自治体等
の状況によっては、必要な提出書類を用意することも困難となるおそもあ
る。

○変更後2週間以内となっている届出期
間について、可能な範囲で遅滞なく届け
出ればよいこととする等、弾力的な対応
をお願いしたい。

○発生期間中は届出の遅延を容認する
等の当局の方針を明示して頂きたい。
（各社混乱することなく重要継続業務
（国民生活の維持のための業務）の選
択と集中を実施できると考えられるた
め。）

金融業等 金融庁

①A5

②B

③A5

④A5

①×

②Ⅵ

③×

④×

194 金融商品取引法 第31条の4 取締役等の兼職制限等
金融商品取引業者の取締役又は執行役の兼職等の届出書の作成･提出
に伴う事務について、発生時には必要な要員･代替要員が確保できないお
それがあるため。

提出期限を延長する。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

195 金融商品取引法 第31条 変更登録等
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁

①A5

②B

③A5

④A5

①×

②Ⅵ

③×

④×

196 金融商品取引法 第31条 変更登録等

・責任者不在等による届出事項確認が遅れることにより、報告の遅延又は
誤ったままの届出を行ってしまう可能性がある。
・届出が必要になった場合、「遅滞なく」であれば可能であるが、「直ちに、
速やか、2週間以内」となると対応が困難になる場合がある。

・期限の要件の緩和 金融業等 金融庁

①A5

②B

③A5

④A5

①×

②Ⅵ

③×

④×

197 金融商品取引法 第32条 対象議決権保有届出書の提出
主要株主の届出について、遅滞なくとあるが、新型インフルエンザ発生時
には、届出が遅延する可能性がある。

提出期限を延長する。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

198 金融商品取引法 第32条 主要株主に係る届出等

主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者等は届出を
必要とされているが、情報の収集が十分に行えない中では、猶予期限の
ある事由に起因するケースについては、解消期間中の対応が困難である
と想定されるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ
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199 金融商品取引法 第33条 金融機関の登録申請事項の変更届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

例えば、口頭による届出を可とすること
等が考えられる。

金融業等 金融庁 A5 ×

200 金融商品取引法 第33条 業務内容又は方法についての変更届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

例えば、口頭による届出を可とすること
等が考えられる。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

201 金融商品取引法

第33条の6第1
項
金融商品取引
業等に関する
内閣府令第51
条

登録申請書記載事項の変更
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、変更後2週間以内に届出できないおそ
れがある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

202 金融商品取引法

第33条の6第3
項
金融商品取引
業等に関する
内閣府令第52
条

登録金融機関業務に関する業務内容又は方法
の変更

新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、変更後遅滞なく届出できないおそれが
ある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

203 金融商品取引法
第33条の2～
同条の6

登録金融機関の登録・変更の届出
発生時には、登録申請や変更の届出が決められた期日・期限内に行えな
い可能性がある。

金融業等 金融庁

①A5

②B

③B

①×

②Ⅵ

③Ⅵ

204 金融商品取引法

第33条の3第1
項
第33条の3第2
項第2号

金融機関の登録申請 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

205 金融商品取引法

第33条の6第1
項
第33条の6第3
項

変更の届出 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁
①A5

②B

①×

②Ⅵ

206 金融商品取引法 第33条の6 登録金融機関としての登録事項の変更届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

「遅滞なく届出」の柔軟な解釈
「二週間以内に届出」の適用除外

金融業等 金融庁
①A5

②B

①×

②Ⅵ

207 金融商品取引法
第33条の6
金業府令第51
条

登録申請書記載事項の変更の届出
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁
①A5

②B

①×

②Ⅵ

208 金融商品取引法
第33条の6
第48条の2
第50条

変更の届出
事業報告書の提出
休止等の届出

発生時には届出遅延の惧れがある。 期日の弾力化 金融業等 金融庁

①A5

②B

③A5

④B

①×

②Ⅵ

③×

④Ⅵ
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209
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第33条の6第1
項
第51条第1項

登録金融機関の営業所の廃止届出（事後２週
間以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、届出事務が遅滞する可能性が
あるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

210
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第33条の6第1
項
第51条第1項

登録金融機関の営業所等の名称の変更届出
（事後２週間以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、届出事務が遅滞する可能性が
あるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

211
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第33条の6第1
項
第51条第1項

登録金融機関の営業所又は事務所において取
扱う業務の種類を変更した場合の届出（事後２
週間以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、届出事務が遅滞する可能性が
あるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

212
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第33条の6第1
項
第51条第1項

登録金融機関の登録金融機関業務を営む営業
所及び事務所の設置届出（事後２週間以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、届出事務が遅滞する可能性が
あるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

213
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第33条の6第1
項
第51条第1項

登録金融機関の本店その他の営業所等の位置
の変更届出（事後２週間以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、届出事務が遅滞する可能性が
あるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

214
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第33条の6第3
項
第52条

登録金融機関の登録金融機関業務の損失の危
険の管理方法の変更届出（遅滞なく）

本社機能が正常に機能しない状況下では、届出事務が遅滞する可能性が
あるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

215 金融商品取引法
第34条から第
34条の4まで

第5款特定投資家
新型インフルエンザ発生時には極力少ない人員体制とするため、投資家
区分の期限日に関する期日管理業務（更新手続等）がその期限前までに
対応できない可能性がある。

記載のような状況を考慮いただき、当該
規定の弾力的運用を要望します。

金融業等 金融庁 A１ ×

216 金融商品取引法 第36条 顧客に対する誠実義務

発生時に多数の役職員が感染または感染防止のため自宅待機となり、本
社またはBCPサイトにおいて必要な人員体制を確保できない場合は、当該
義務の履行ならびに金融商品取引業者として法令上行わなければならな
い各種業務・届出・報告・開示・その他の事項を、一時的に行うことができ
なくなる可能性がある。

必要な人員体制を確保できない場合に
おいては、必要に応じて、当該義務の履
行等ができない場合および左記の事由
により当該業務に係る禁止行為に抵触
した場合等の罰則規定に関する弾力運
用を可能としていただきたい。

金融業等 金融庁 A１ ×

217 金融商品取引法 第36条の2 標識の掲示
新型インフルエンザ発生時において、バックアップオフィス等へ営業所等を
移転することも考えられるため、標識の修正が必要となることから弾力運
用が望まれる。

標識の掲示について弾力的な運用をお
願いしたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

218 金融商品取引法 第36条 顧客に対する誠実義務
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、新規契約の受付が困難となる。

金融業等 金融庁 A１ ×
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219 金融商品取引法 第36条 顧客に対する誠実義務

発生時に多数の役職員が感染または感染防止のため自宅待機となり、本
社またはBCPサイトにおいて必要な人員体制を確保できない場合は、当該
義務の履行ならびに金融商品取引業者として法令上行わなければならな
い各種業務・届出・報告・開示・その他の事項を、一時的に行うことができ
なくなる可能性がある。

必要な人員体制を確保できない場合に
おいては、必要に応じて、当該義務の履
行等ができない場合および左記の事由
により当該業務に係る禁止行為に抵触
した場合等の罰則規定に関する弾力運
用を可能としていただきたい。

金融業等 金融庁 A１ ×

220 金融商品取引法 第37条の3 契約締結前の書面の交付
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A1 ×

221 金融商品取引法 第37条の3 契約締結前の書面の交付
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A1 ×

222
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第37条の4第1
項
令第98条第1
項3号ﾛ

取引残高報告書、契約締結時等の書面の交付
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

報告期限の延長等
例えば、顧客から依頼があった場合の
み、eメールで送付する。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

223 金融商品取引法 第37条の4 契約締結時等の書面の交付
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

224 金融商品取引法 第37条の5 保証金の受領に係る書面の交付
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

225 金融商品取引法 第39条 証券事故の届出・報告・確認申請等
証券事故発生時には迅速に対応し、当局等への報告等が必要となるが、
人員等の関係から対応が遅れる可能性がある。

金融業等 金融庁 A１ ×

226 金融商品取引法 第39条3 損失補てん等の禁止
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A１ ×

227 金融商品取引法 第39条第3項 事故確認不要の場合の届出
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、顧客に利益の補てんをした日の翌月
末日までに届出できないおそれがある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 A5 ×
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228 金融商品取引法
第39条第3項
但書、第5項

違法又は不当な行為による事故の確認
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、事故発生後速やかに届出できないお
それがある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 A１ ×

229
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第39条第3項
ただし書
令第119条第3
項
令第120条

小口事故報告、事故確認申請
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

報告期限の延長等 金融業等 金融庁
①Ａ１
②Ａ５

×

230 金融商品取引法 第40条の2 最良執行方針等
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

231 金融商品取引法
第40条第2号
府令第123条

電子情報処理組織の管理が十分でないと認め
られる状況

発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、通常時のシステム障害対応が困難となる可能性がある。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×

232 金融商品取引法 第42条の7 運用報告書の交付
新型インフルエンザ発生時には、郵便業者等の事情により各種報告書の
提出が困難であることが予想され、これらの文書を提出できない可能性が
ある。

その他、電子的な報告体制が整備され
ていないものについては、これらを緩和
する等の特別措置を検討頂きたい。

金融業等 金融庁
①B
②B

Ⅵ

233 金融商品取引法 第42条 権利者に対する義務

発生時に多数の役職員が感染または感染防止のため自宅待機となり、本
社またはBCPサイトにおいて必要な人員体制を確保できない場合は、当該
義務の履行ならびに投資運用業者として法令上行わなければならない各
種業務・届出・報告・開示・その他の事項を、一時的に行うことができなくな
る可能性がある。

必要な人員体制を確保できない場合に
おいては、必要に応じて、当該義務の履
行等ができない場合および左記の事由
により当該業務に係る禁止行為に抵触
した場合等の罰則規定に関する弾力運
用を可能としていただきたい。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×

234 金融商品取引法 第42条の7 運用報告書の交付
新型インフルエンザ発生時に極力少ない人員体制とした場合、受益者へ
の運用報告書発送作業等が遅延する恐れがある。

交付時期についての弾力的運用をお願
いしたい。

金融業等 金融庁
①B
②B

Ⅵ

235 金融商品取引法 第42条の７ 運用報告書の交付
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

第3項に、「遅滞なく」との記載があり、本
事象が発生した場合には遅延する正当
な又は合理的な理由と考えられる。ただ
し、第1項については、「定期的に」との
記載のみであり、支障となるおそれがあ
る。

金融業等 金融庁
①B
②B

Ⅵ

236 金融商品取引法 第43条の2 分別管理
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×

237 金融商品取引法
第43条の3
府令第141、
143

信託保全
発生時には、担当者が欠勤のため毎日の信託額の確認、信託、返還が困
難となる可能性がある。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×
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238 金融商品取引法 第44条の3 親法人等又は子法人等が関与する行為の制限

必要な人員体制を確保できない場合は、必要に応じて国内及び海外のグ
ループ会社からの支援により業務を継続できる体制としたいが、ファイア
ウォール規制により支援を提供できるグループ会社並びに支援できる業務
に制限がある。

国内及び海外のグループ会社から緊急
時に一時的な業務支援を受ける場合に
おいては、必要に応じてファイアウォー
ル規制の弾力運用を可能としていただ
きたい。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×

239 金融商品取引法 第44条の3 親法人等又は子法人等が関与する行為の制限

発生時に多数の役職員が感染または感染防止のため自宅待機となり、本
社またはBCPサイトにおいて必要な人員体制を確保できない場合は、必要
に応じて国内及び海外のグループ会社からの支援により業務を継続でき
る体制としたいが、ファイアウォール規制により支援を提供できるグループ
会社並びに支援できる業務に制限がある。

国内及び海外のグループ会社から緊急
時に一時的な業務支援を受ける場合に
おいては、必要に応じてファイアウォー
ル規制の弾力運用を可能としていただ
きたい。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×

240 金融商品取引法 第44条の3
親法人等又は子法人等が関与する行為の制限
（ファイアウォール規制）

規模の小さい金融機関などでは、インフルエンザ発症によりオプトアウト顧
客の営業及びオペレーション等担当者が病欠した場合、証券会社（あるい
は銀行）に所属する兼職者はオプトアウト顧客情報へのアクセスが出来な
いため、オプトアウト顧客に対する該当業務及びサービスの提供が停止す
る可能性がある。

インフルエンザ発生時の役職員の離職
に伴う業務の停滞及び顧客へのサービ
ス停止を回避する為に、オプトアウト顧
客の営業及びオペレーション等担当者
が発症により病欠した場合には、証券
会社（あるいは銀行）に所属する兼職者
がオプトアウト顧客の情報にアクセスし
て顧客へのサービスの提供が継続して
遂行できるよう緊急措置を認めて頂きた
い。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×

241 金融商品取引法 第46条の3 事業報告書の提出等
事業報告書は事業年度経過後3月以内に提出することとされているが、新
型インフルエンザによる出社制限等が長期化した場合、人員の不足等の
理由により、期限までに作成できない可能性があるため。

提出期限の弾力的運用 金融業等 金融庁 A5 ×

242 金融商品取引法 第46条の6 自己資本規制比率
自己資本規制比率は毎月の届出及び3月毎の公衆縦覧が要求されている
が、人員の不足等の理由により、期限までに作成できない可能性があるた
め。

提出期限の弾力的運用 金融業等 金融庁 A5 ×

243 金融商品取引法 第46条の2、3 業務に関する帳簿書類、事業報告書
経理担当者が出社できなくなり、法定帳簿の管理が困難となる可能性があ
る。

金融業等 金融庁 A5 ×

244 金融商品取引法
第46条の6
府令179条6項

自己資本規制比率
経理担当者が出社できなくなり、自己資本規制比率の算出が困難となる
可能性がある。（毎日の状況の把握は困難となる）

金融業等 金融庁 A5 ×

245 金融商品取引法 第46条の2 業務に関する帳簿書類
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

246 金融商品取引法 第46条の2 業務に関する帳簿書類の作成等 当該帳簿書類の作成等の事務が滞るおそれがある。 金融業等 金融庁 A5 ×
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247 金融商品取引法 第46条の3 事業報告書の提出等
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

248 金融商品取引法 第46条の4 説明書類の縦覧
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

249 金融商品取引法 第46条の6 自己資本規制比率
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

250 金融商品取引法 第47条の2 事業報告書の提出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

251 金融商品取引法 第47条の2 事業報告書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁 A5 ×

252 金融商品取引法 第47条の2 事業報告書の提出
新型インフルエンザの発生時期や発生の広がりによっては、事業報告書
の作成のみならず、必要な社内承認手続き等が不可能となるおそれがあ
るため。

提出期限の弾力的運用 金融業等 金融庁 A5 ×

253 金融商品取引法 第47条の3 説明書類の縦覧
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

254 金融商品取引法 第47条の3 説明書類の縦覧
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、説明書
類を作成が遅れるなど、法令で定める期間中、公衆の縦覧に供することが
できない可能性がある。

期限を設け、前年の説明書類による代
替

金融業等 金融庁 A5 ×

255 金融商品取引法

第48条の2第1
項
第48条の2第2
項

事業報告書の提出等 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

256 金融商品取引法 第48条 事業報告書・関係会社に関する報告書の提出 人員不足により期限の定められた報告書の提出が難しくなる。 金融業等 金融庁 A5 ×

257 金融商品取引法 第48条の2 事業報告書の提出等
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×
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258 金融商品取引法 第48条の2 業務又は財産の状況に関する報告書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁 A5 ×

259
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第48条の2第1
項
第187条

登録金融機関の事業報告書の提出（毎事業年
度終了後３月以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、報告書作成等の作業を提出期
限までに完了することが困難となる可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

260
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第48条の2第2
項
第188条第1項
第1号

関係会社に関する報告（毎事業年度経過後４月
以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、報告書作成等の作業を提出期
限までに完了することが困難となる可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

261
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第48条の2
第188条第1項
第2号

業務又は財産の状況に関する報告書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

262
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第48条の2第2
項
第188条第1項
第2号

登録金融機関の業務又は財産の状況に関する
報告書の提出（毎月中のものを翌月20日まで）

本社機能が正常に機能しない状況下では、報告書作成等の作業を提出期
限までに完了することが困難となる可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

263 金融商品取引法
第48条の2
金業府令第
187条、188条

事業報告書の提出等
事業報告書の提出については、情報等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

264 金融商品取引法

第48条の2第1
項
金融商品取引
業等に関する
内閣府令第
187条

事業報告書（年次報告）
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、毎事業年度経過後3か月以内に届出
できないおそれがある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

265 金融商品取引法

第48条の2第2
項
金融商品取引
業等に関する
内閣府令第
188条

①業務又は財産の状況に関する報告書（月次
報告）、②関係会社に関する報告

新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、①は毎月のものを翌月20日まで、②
は事業年度経過後4か月以内に届出できないおそれがある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

266 金融商品取引法 第50条第1項 営業の休止等の届出　他
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、該当後遅滞なく届出できないおそれが
ある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

267 金融商品取引法

第50条第1項
第8号
金融商品取引
業等に関する
内閣府令第
200条

定款の変更
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、変更後遅滞なく届出できないおそれが
ある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ
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268 金融商品取引法
第50条の2第1
項

廃業等の届出
新型インフルエンザ発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制とするため、該当後30日以内に届出できないおそ
れがある。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

269
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第50条第1項
第8号
第200条第9号

登録金融機関が自己を所属金融商品取引業者
等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停
（金融商品仲介業に係るものに限る。）の当事者
となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは
調停が終結したことを知った場合の届出（該当
することとなったときは遅滞なく）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、事実確認、届出書の作
成等を期限までに完了することが困難となる可能性があるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

270
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第50条第1項
第200条第8号

登録金融機関が登録金融機関業務に関して訴
訟若しくは調停が終結した場合の届出（該当す
ることとなったときは遅滞なく）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、事実確認、届出書の作
成等を期限までに完了することが困難となる可能性があるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

271
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第50条第1項
第200条第8号

登録金融機関が登録金融機関業務に関して訴
訟若しくは調停の当事者となった場合の届出
（該当することとなったときは遅滞なく）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、事実確認、届出書の作
成等を期限までに完了することが困難となる可能性があるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

272
金融商品取引法
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第50条第1項
第200条第6
号、第7号

登録金融機関の役職員又は自己を所属金融商
品取引業者等とする金融商品仲介業者若しくは
その役職員に登録金融機関業務に関し、法令
等に反する行為があったことを知った場合及び
法令等に反する行為の詳細が判明した場合の
届出（該当することとなったときは遅滞なく）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、事実確認、届出書の作
成等を期限までに完了することが困難となる可能性があるため

届出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

273 金融商品取引法
第50条
金業府令第
200条

休止等の届出
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

274 金融商品取引法 第50条 休止等の届出
新型インフルエンザ発生時には、弊社も含め様々な方面での混乱が予想
されるため、本状第1号で定める届出を「遅滞なく」行うことが困難となる可
能性がある。

発生時に業者に求められる届出の水準
をガイドライン等の形式で具体的に示し
て頂きたい。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

275 金融商品取引法 第50条
親法人、子法人等の届出、法令等に反する行為
の届出等

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁 B Ⅵ

276 金融商品取引法 第50条 休止等の届出等
新型インフルエンザ発生時には、事業が維持困難となり休止・廃業せざる
を得ない状況が想定されうるが、そのような場合において、法定期限内に
公告・届出等を行なうことが遅延し、または困難となり得るため。

届出の期限について弾力的運用をお願
いしたい。

金融業等 金融庁 B Ⅵ
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277 金融商品取引法 第50条の2 廃業等の届出等
新型インフルエンザ発生時には、事業が維持困難となり休止・廃業せざる
を得ない状況が想定されうるが、そのような場合において、法定期限内に
公告・届出等を行なうことが遅延し、または困難となり得るため。

届出の期限について弾力的運用をお願
いしたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

278 金融商品取引法 第50条 休止等の届出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

279 金融商品取引法 第52条 金融商品取引業者に対する監督上の処分
発生時には通常業務を行うに足る人員確保が難しいことが想定される為、
金商法第29条の4に規定するような、業務を適格に遂行することに足る人
的構成を有しない者に該当する可能性があるため。

各種業務に必要な人員確保ができず、
かつ、各法令を遵守するためのいかな
る対応も不可能な場合は、左記条項に
規定する一定の要件のうち、金商法第
52条第1項第2号に定める「第一種金融
商品取引業、第二種金融商品取引業又
は投資運用業を行う金融商品取引業者
が、第二十九条の四第一項第四号に該
当することとなつたとき」＝「金融商品取
引業（投資助言・代理業を除く。）を適確
に遂行するに足りる人的構成を有しな
い者」に該当することとし、一時的に全
部または一部の業務停止命令を適用す
る、または特別措置を発動するなどし
て、金融商品取引業者

金融業等 金融庁 A１ ×

280 金融商品取引法 第56条の2 報告の徴取及び検査
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

報告若しくは資料の提出、又は立入検
査等は、緊急性を要するもの、あるいは
重要度の高いものに限定されたい。

金融業等 金融庁 A１ ×

281 金融商品取引法 第56条の２ 報告の徴取及び検査
発生時には通常業務を行うに足る人員確保が難しいことが想定される為、
各種報告書が提出期限内に間に合わない可能性がある。

報告若しくは資料の提出、又は立ち入り
検査等は、緊急性を要するものあるい
は重要度の高いものに限定していただ
きたい。

金融業等 金融庁 A１ ×

282 金融商品取引法

第56条の2第1
項
H19.9.30付金
監第2420号

報告の徴取及び検査 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
報告若しくは資料の提出、又は立入検
査等は、緊急性を要するもの、あるいは
重要度の高いものに限定されたい。

金融業等 金融庁 A１ ×

283 金融商品取引法 第56条の2 報告の徴取及び検査
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁 A１ ×
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284 金融商品取引法
第56条の4第3
項

協会員以外等の登録金融機関の社内規則の作
成又は変更の承認申請（社内規則の作成又は
変更を命ぜられた日から30日以内）

本社機能が正常に機能しない状況下では、30日以内に社内規則の作成を
終えることが困難となる可能性があるため

申請期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

285 金融商品取引法
第56条の4第4
項

協会員以外等の登録金融機関の社内規則の変
更又は廃止の承認申請（変更又は廃止しようと
するとき）

本社機能が正常に機能しない状況下では、申請事務が遅滞する可能性が
あるため

事後の届出を可とされたい 金融業等 金融庁 A5 ×

286 金融商品取引法 第64条 外務員の登録
外務員登録を受けていない職員のみの営業体制になると国債、投資信託
等の売買等を行うことができなくなる。

金融業等 金融庁 A5 ×

287 金融商品取引法 第64条の4 外務員の退職等の届出義務
登録を受けている外務員に退職等の事項が生じた場合は、遅滞なく届出
をすることとなっているが、人員体制のため届出が遅れる場合があり得る
ため。

・届出時期の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

288 金融商品取引法 第64条 外務員の登録
最悪の場合、グループの海外拠点を顧客窓口とすることも想定して事業継
続を検討している。この場合、外務員登録していない者が売買又はその媒
介、取次ぎ等ができないため。

パンデミック期に、海外拠点を顧客窓口
として事業継続ができるよう、これらを緩
和する等の特別措置を検討頂きたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

289 金融商品取引法 第64条 外務員の登録

・投信の売買業務に必要な外務員登録済の人員を確保することが困難と
なる虞があるため。
・外務員登録手続きを実施する人員を確保することが困難となる虞がある
ため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁 A5 ×

290 金融商品取引法 第64条第3項
登録金融機関の外務員の登録（登録を受けよう
とするとき）

開設店舗に外務員登録者の配置ができない場合、投資信託の買取等の
受付ができなくなるおそれがあるため

事後登録を可とされたい 金融業等 金融庁 A5 ×

291 金融商品取引法 第64条の4
登録金融機関の外務員の登録事項の変更届出
（該当する事態が生じたときは遅滞なく）

本社機能が正常に機能しない状況下では、届出事務が遅滞する可能性が
あるため

事後登録を可とされたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ
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292 金融商品取引法 第66条の5
商号・名称や役員の氏名、事務所の名称・所在
地、他に営む事業の種類等に変更があった場
合の届出（２週間以内）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、法令上もとめられる期限
までに内閣総理大臣へ届出が出来ない可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

293 金融商品取引法 第66条の17
事業年度ごとに金融商品仲介業に関する報告
書を提出（事業年度経過後３ヶ月以内）

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、法令上もとめられる期限
までに内閣総理大臣への提出をすることが出来ない可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

294 金融商品取引法 第66条の18
所属金融商品取引業者等が事業年度ごとに作
成する説明書類を、金融商品仲介業を営む全て
の営業所に備えおき、公衆に縦覧

本社・営業店等が正常に機能しない状況下では、所属金融商品取引業者
等が該当の書類を作成したとしても、銀行代理行を営む全ての営業所へ
の備えおき並びに公衆の縦覧に供することが出来ない可能性があるため

提出期限の延長及び実施対象店舗を
緩和されたい

金融業等 金融庁 A5 ×

295 金融商品取引法
第156条の28
第3項

業務の内容の変更等の認可等 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

296 金融商品取引法
第156条の34
H19.9.30付金
監第2420号

報告の徴取及び検査 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
報告若しくは資料の提出、又は立入検
査等は、緊急性を要するもの、あるいは
重要度の高いものに限定されたい。

金融業等 金融庁 A１ ×

297 金融商品取引法 第156条の35 事業報告書の提出 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

298 金融商品取引法 第188条
金融商品取引業者の業務等に関する書類の作
成、保存及び報告の義務

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁 A5 ×

299
金融商品取引法
証券金融会社に関する
内閣府令

第188条
第3条の4第2
項

金融商品取引業者の業務等に関する書類の作
成、保存及び報告の義務

発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×
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300 金融商品取引法 第188条
金商業者等の業務等に関する書類の作成、保
存及び報告の義務

業務に関する報告の提出について、発生時には、最低限の国民生活の維
持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、提出対応人員が確保
できるか不明なため。

金融業等 金融庁 A5 ×

301 金融商品取引法 第188条
金融商品取引業者の業務等に関する書類の作
成、保存及び報告の義務

最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

302 金融商品取引法 第37条の４ 交付の義務
 契約締結時交付書面の発送遅延可能性。（原則として、顧客の住所宛に
郵送しなければならず、約定日の翌日の午前中までに発送される。）ろうき
んでは、外部に委託。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

303 金融商品取引法 第64条の４ 登録外務員の欠格事項又は職務廃止届出書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

304 金融商品取引法
第33条の2
第33条の3
第33条の6

登録金融機関の登録・変更の届出
発生時には、登録申請や変更の届出が決められた期日・期限内に行えな
い可能性がある。

金融業等 金融庁
①B
②A5

①Ⅵ
②×

305
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第98条
金融商品取引契約に係る取引残高報告書の顧
客への交付

委託業者が機能しない場合、取引残高報告書の作成・発送事務のい実施
が困難となるため

顧客への取引残高報告書の送付時期
を委託業者の機能回復後とされたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

306
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第123条8号
業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の
保護に支障を生ずるおそれがあるもの

最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×

307
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第153条 「法人顧客」の非公開情報の取り扱い

規模の小さい金融機関などでは、インフルエンザ発症によりオプトアウト顧
客の営業及びオペレーション等担当者が病欠した場合、証券会社（あるい
は銀行）に所属する兼職者はオプトアウト顧客情報へのアクセスが出来な
いため、オプトアウト顧客に対する該当業務及びサービスの提供が停止す
る可能性がある。

インフルエンザ発生時の役職員の離職
に伴う業務の停滞及び顧客へのサービ
ス停止を回避する為に、オプトアウト顧
客の営業及びオペレーション等担当者
が発症により病欠した場合には、証券
会社（あるいは銀行）に所属する兼職者
がオプトアウト顧客の情報にアクセスし
て顧客へのサービスの提供が継続して
遂行できるよう緊急措置を認めて頂きた
い。

金融業等 金融庁 Ａ1 ×
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308
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第157条
第225条

業務に関する帳簿書類の作成等 当該帳簿書類の作成等の事務が滞るおそれがある。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

309
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第187条 事業報告書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁 A5 ×

310
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第187条 事業報告書
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、諸手続
き等ができない可能性があるため

金融業等 金融庁 A5 ×

311
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第188条 業務又は財産の状況に関する報告書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長等の柔軟な解釈 金融業等 金融庁
①A5

②A5
×

312
金融商品取引業等に関
する内閣府令

第188条 業務又は財産の状況に関する報告
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、諸手続
き等ができない可能性があるため

期日の弾力化 金融業等 金融庁
①A5

②A5
×

313
金融商品取引業等に関
する内閣府令

118条～122条
276条～280条

証券事故の届出・報告・確認申請等
証券事故発生時には迅速に対応し、当局等への報告等が必要となるが、
人員等の関係から対応が遅れる可能性がある。

金融業等 金融庁
①A１
②A5

×

314 金融商品取引法
第48条の２第
１項

事業報告書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

315 金融商品取引法
第48条の２第
２項

業務又は財産の状況に関する報告書（名称同
じ）

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

316
投資信託及び投資法人
に関する法律

第4条
投資信託約款の内容またはその変更内容等の
届出

あらかじめ届出することが義務付けられている左記について、事前に届出
ることが困難となる可能性がある。

提出期限の弾力化措置 金融業等 金融庁 A5 ×

317
投資信託及び投資法人
に関する法律

第5条 投資信託約款の内容等を記載した書面の交付
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、当該業務に精通した人員体制の確保が難しくなり、当該
資料の作成および販売会社への提供ができなくなる可能性があるため。

約款交付についての弾力化措置 金融業等 金融庁 A5 ×
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318
投資信託及び投資法人
に関する法律

第14条 運用報告書の作成及び交付
発生時には、最低限の人員体制となるうえ、印刷会社等の外部ソースの
利用困難、輸送手段の確保困難等により、知れている受益者への交付が
行えない可能性がある。

運用報告書の交付についての弾力化措
置

金融業等 金融庁 B Ⅵ

319
投資信託及び投資法人
に関する法律

第15条 投資信託に関する帳簿書類
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、日々の帳簿書類作成が困難となる可能性があるため。

帳簿書類についての作成、閲覧等への
対応にかかる弾力的措置を求める

金融業等 金融庁 A5 ×

320
投資信託及び投資法人
に関する法律

第16条 投資信託約款の変更
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、集中・
連続勤務等により、業務負荷が増大し、適切な届出作業に支障をきたす可
能性がある。

やむを得ない場合は、提出期日が遅延
することを認められるよう手当てしてい
ただきたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

321
投資信託及び投資法人
に関する法律

第17条 投資信託約款の変更等
インフルエンザ発生時には、予定通りの期間において当該手続きを完了す
ることができない場合が想定されるため、インフルエンザ発生時の弾力運
用が望まれる。

決議の日の繰り延べ、反対者の買取請
求期間延長等の弾力運用が求められ
る。

金融業等 金融庁 A5 ×

322
投資信託及び投資法人
に関する法律

第18条 反対受益者の買取請求
インフルエンザ発生時には、予定通りの期間において当該手続きを完了す
ることができない場合が想定されるため、インフルエンザ発生時の弾力運
用が望まれる。

決議の日の繰り延べ、反対者の買取請
求期間延長等の弾力運用が求められ
る。

金融業等 金融庁 A5 ×

323
投資信託及び投資法人
に関する法律

第19条 投資信託契約の解約の届出
インフルエンザ発生時には、予定通りの期間において当該手続きを完了す
ることができない場合が想定されるため、インフルエンザ発生時の弾力運
用が望まれる。

決議の日の繰り延べ、反対者の買取請
求期間延長等の弾力運用が求められ
る。

金融業等 金融庁 A5 ×

324
投資信託及び投資法人
に関する法律

第20条 投資信託契約の解約等
インフルエンザ発生時には、予定通りの期間において当該手続きを完了す
ることができない場合が想定されるため、インフルエンザ発生時の弾力運
用が望まれる。

決議の日の繰り延べ、反対者の買取請
求期間延長等の弾力運用が求められ
る。

金融業等 金融庁 A5 ×

325
投資信託及び投資法人
に関する法律

第21条 投資信託委託会社の責任

発生時に多数の役職員が感染または感染防止のため自宅待機となり、本
社またはBCPサイトにおいて必要な人員体制を確保できない場合は、当該
任務の遂行ならびに投資信託委託会社として法令上行わなければならな
い各種業務・届出・報告・開示・その他の事項を、一時的に行うことができ
なくなる可能性があることから賠償責任等に発展する可能性がある。

必要な人員体制を確保できない場合に
おいては、必要に応じて、当該任務の遂
行等ができない場合および左記の事由
により当該業務に係る禁止行為に抵触
した場合等の罰則規定に関する弾力運
用を可能としていただきたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

326
投資信託及び投資法人
に関する法律

第22条 立入検査等
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため。

報告若しくは資料の提出、又は立ち入り
検査等は、緊急性を要するものあるい
は重要度の高いものに限定していただ
きたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

327
投資信託及び投資法人
に関する法律

第24条 投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告
新型インフルエンザ発生時には、事業が維持困難となり廃業せざるを得な
い状況が想定されうるが、そのような場合において、法定期限内に公告を
行なうことが遅延し、または困難となり得るため。

期限等当該規定の運用について、弾力
的対応をお願いしたい。

金融業等 金融庁 A5 ×
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328
投資信託及び投資法人
に関する法律

第25条 公告の方法等
新型インフルエンザ発生時において、著しく社会的混乱にいたるような状
況下では、日刊新聞紙による掲載または電子公告のいずれもが不可能ま
たは著しく困難となり得るため。

公告方法について、その時点で可能な
方法が取れるよう必要な弾力的対応を
お願いしたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

329
投資信託及び投資法人
に関する法律

第59条 外国投資信託の信託約款の変更等の届出
外国投資信託の約款が変更される場合、あらかじめ内閣総理大臣に届け
出なければならない。

延長規定、免除規定を設けていただき
たい。

金融業等 金融庁 A5 ×

330
投資信託及び投資法人
に関する法律

第59条 外国投資信託の信託約款の変更等の届出等
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

331
投資信託及び投資法人
に関する法律

第125条等 払戻し
払戻しが必要な時に、新型インフルエンザ発生により市場機能が部分的に
停止し、公正な金額が算出できずに払戻しができなくなる可能性がある。

金融業等 金融庁 A1 ×

332
投資信託及び投資法人
に関する法律

第221条 外国投資法人の変更の届出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

333

信託法の施行に伴う関
係法律の整備等に関す
る法律（平成十八年十
二月十五日法律第百
九号）施行前の投資信
託及び投資法人に関す
る法律

第29条 投資信託約款の変更内容等の届出
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、当該業務に精通した人員体制の確保が難しくなり、開示
書類の作成ができなくなる可能性があるため。

約款の提出期限の延長を認める。 金融業等 金融庁 A6 ×

334

信託法の施行に伴う関
係法律の整備等に関す
る法律（平成十八年十
二月十五日法律第百
九号）施行前の投資信
託及び投資法人に関す
る法律

第31条 投資信託契約の解約の届出
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、当該業務に精通した人員体制の確保が難しくなり、開示
書類の作成ができなくなる可能性があるため。

約款の提出期限の延長を認める。 金融業等 金融庁 A6 ×

335
投資信託及び投資法人
に関する法律施行規則

第26条 投資信託財産に関する帳簿書類等
人員が確保できず帳簿書類等の作成ひいては備付けが十分履行できなく
なる懸念。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

336 保険業法 第6条 （資本金の額又は基金の総額）
支払を継続しつつ決算を行う上で、支払財源等の観点から、バランスシー
ト上の自由度を優先すべきケースが想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

337 保険業法 第8条 （取締役等の兼職制限等）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×
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338 保険業法 第8条の2 （取締役等の適格性）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

339 保険業法 第9条 （公告方法）
所定の公告方法で公告が実施可能かについて検討の余地があると考えら
れるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

340 保険業法 第10条 募集株式等の申込み
所定の方法で申込者に通知が可能かについて検討の余地があると考えら
れるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

341 保険業法
第11条
第13条

定時株主総会の開催義務、監査を受ける義務
感染拡大の恐れから、株主総会、取締役会、監査等の開催・運営が困難と
なる恐れがある。

「特定非常災害の被害者の権利利益の
保全等を図るための特別措置に関する
法律」等により緩和措置を講じていただ
きたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

342 保険業法 第12条 （取締役等の資格等）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

343 保険業法 第16条 資本金等の額の減少
資本金等の額の減少の決議は総会等の決議が必要であるが、総会等の
多くの人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

344 保険業法 第16条
（資本金等の額の減少に係る書類の備置き及
び閲覧等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A3 ×

345 保険業法 第17条 （債権者の異議）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

346 保険業法 第17条の3 （登記に関する特例）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

347 保険業法 第17条の4
（資本金等の額の減少に関する書面等の備置
き及び閲覧等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

348 保険業法 第17条の7 （設立の登記に係る登記事項）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

349 保険業法 第26条 （定款の備置き及び閲覧等）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A3 ×
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350 保険業法 第32条の2 （社員の名簿）
本規定では定期的な社員名簿の作成が求められているが、情報の収集が
困難なことが想定される中で、正確な社員情報が必要となる業務について
は物理的に困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A3 ×

351 保険業法 第33条 （基準日）
本規定では、基準日時点での社員の確定が求められているが、情報の収
集が困難なことが想定される中で、正確な社員情報が必要となる業務につ
いては物理的に困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

352 保険業法 第36条 （時効）
払戻の請求には期間が設定されているが、物理的制約により請求ができ
ない場合が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

353 保険業法 第37条の3 （社員総会の決議）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

急を要するものについては事後報告を
検討させて頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

354 保険業法 第38条 （社員総会招集請求権）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。また、多くの人数が集合する機会は避けなければなら
ないとされているため。

急を要するものについては事後報告を
検討させて頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

355 保険業法 第39条 （提案権）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。また、多くの人数が集合する機会は避けなければなら
ないとされているため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

356 保険業法 第40条 （社員総会検査役選任請求権）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。また、多くの人数が集合する機会は避けなければなら
ないとされているため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

357 保険業法 第42条 （総代会の設置及び総代の任期等）
新総代の選出プロセスが予定どおり進まず、選出が遅延するおそれがあ
り、この場合、任期満了により旧総代が退任すると、総代数が定数を大幅
に下回る事態が生じることとなるため。

新総代の就任まで、旧総代の任期の延
長が可能となるよう検討いただきたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

358 保険業法 第44条 （総代会の決議の方法等）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

急を要するものについては事後報告を
検討させて頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

359 保険業法 第45条 （総代会招集請求権）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。また、多くの人数が集合する機会は避けなければなら
ないとされているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

360 保険業法 第46条 （提案権）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

361 保険業法 第48条
（総代会における参考書類及び議決権行使書
面の交付等）

決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×
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362 保険業法 第50条 （社員総会招集請求権）

本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。
また、多くの人数が集合する機会は避けなければならないとされているた
め。

金融業等 金融庁 A5 ×

363 保険業法 第52条 （選任）（補欠の会社役員の選任）
役員の選任には総会等の決議が必要とされているが、総会等の多くの人
数が集合することは避けるべきと考えられているため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

364 保険業法 第53条の3 （取締役の任期）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

365 保険業法 第53条の6 （監査役の任期）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

366 保険業法 第53条の10 （役員の選任等のための決議の方法）
役員の選任には総会等の決議が必要とされているが、総会等の多くの人
数が集合することは避けるべきと考えられているため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

367 保険業法 第53条の13 （取締役の権限）
本規定により、代表取締役等は３ヶ月に１回以上取締役会への報告が求
められているが、取締役会等の所定の人数が集合する機会は避けるべき
と考えられるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

368 保険業法 第53条の14 （取締役会の権限等）
本規定により、取締役会で決議しなければならない事項が定められている
が、取締役会等の所定の人数が集合する機会は避けるべきと考えられる
ため。

急を要するものについては事後報告を
検討させて頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

369 保険業法 第53条の18 （監査役の権限）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の監査に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

370 保険業法 第53条の24 （委員の選定等）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

371 保険業法 第53条の26 （執行役の選任等）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

372 保険業法 第53条の28 （委員会の権限等）
本規定には指名委員会等の運営が定められているが、取締役等、主要な
決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要求されるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

373 保険業法 第54条の2 （会計帳簿の作成及び保存等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×
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374 保険業法 第54条の3 （計算書類等の作成及び保存）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

375 保険業法 第54条の4 （計算書類等の監査等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の監査に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

376 保険業法 第54条の5 （計算書類等の社員への提供）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

377 保険業法 第54条の6 （計算書類等の定時社員総会への提出等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

378 保険業法 第54条の7 （計算書類の公告）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A3 ×

379 保険業法 第54条の8 （計算書類等の備置き及び閲覧等）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A3 ×

380 保険業法 第54条の9 （計算書類等の提出命令）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

381 保険業法 第54条の10 （連結計算書類）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

382 保険業法 第55条 （基金利息の支払等の制限）
保険金の支払、保険料の収納、決算作業が進まないことが想定される中
で、基準に照らした分配について、期間内に実施することが物理的に困難
であると想定されるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

383 保険業法 第55条の2 （剰余金の分配）
保険金の支払、保険料の収納、決算作業が進まないことが想定される中
で、基準に照らした分配について、期間内に実施することが物理的に困難
であると想定されるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

384 保険業法 第56条 （基金償却積立金の積立て）
支払を継続しつつ決算を行う上で、支払財源等の観点から、バランスシー
ト上の自由度を優先すべきケースが想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

385 保険業法 第57条 （基金償却積立金の取崩し）
支払を継続しつつ決算を行う上で、支払財源等の観点から、バランスシー
ト上の自由度を優先すべきケースが想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

金融 - 41



対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

386 保険業法 第58条 （損失てん補準備金）
支払を継続しつつ決算を行う上で、支払財源等の観点から、バランスシー
ト上の自由度を優先すべきケースが想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

387 保険業法 第59条
（損失のてん補に充てるための損失てん補準備
金等の取崩し）

支払を継続しつつ決算を行う上で、支払財源等の観点から、バランスシー
ト上の自由度を優先すべきケースが想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

388 保険業法 第60条 （基金の募集）
基金の募集には総会等の決議が必要とされているが、総会等の多くの人
数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

389 保険業法 第60条の2 （基金の拠出の申込み）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

390 保険業法 第61条 （募集社債に関する事項の決定）
市場の混乱により、社債に関する事項の決定が不可能な状況が想定され
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

391 保険業法 第61条の2 （募集社債の申込み）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

392 保険業法 第61条の7 （社債管理者の権限等）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

393 保険業法 第62条 （定款の変更）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

394 保険業法 第64条 （設立の登記）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

395 保険業法 第69条 （組織変更計画の承認）
組織変更計画の承認については、総会の承認が必要とされているが、総
会等の多くの人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

396 保険業法 第69条の2
（組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲
覧等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

397 保険業法 第70条 （債権者の異議）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

金融 - 42



対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

398 保険業法 第73条 （保険契約者総会） 総会等の多くの人数が集合することは避けるべきと考えられているため。 金融業等 金融庁 A5 ×

399 保険業法 第75条 （取締役の報告）
組織変更に関する報告については、総会での実施が必要とされているが、
総会等の多くの人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

400 保険業法 第76条 （保険契約者総会の決議）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

401 保険業法 第77条 （保険契約者総代会）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

402 保険業法 第78条 （組織変更における基金の募集）
基金の募集には総会等の決議が必要とされているが、総会等の多くの人
数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

403 保険業法 第79条 （基金の募集後の保険契約者総会）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

404 保険業法 第82条 （組織変更の公告等）
本規定に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困
難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

405 保険業法 第84条 （登記）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

406 保険業法 第84条の2 （組織変更無効の訴え）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

407 保険業法 第86条 （組織変更計画の承認）
組織変更計画の承認については、総会の承認が必要とされているが、総
会等の多くの人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

408 保険業法 第87条
（組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧
等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

409 保険業法 第88条 （債権者の異議）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

金融 - 43



対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

410 保険業法 第90条 （社員への株式又は金銭の割当て）
保険金の支払、保険料の収納、決算作業が進まないことが想定される中
で、基準に照らした分配について、期間内に実施することが物理的に困難
であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

411 保険業法 第91条 （組織変更剰余金額等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

412 保険業法 第93条 （組織変更時発行株式の申込み等）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

413 保険業法 第96条 （出資の履行）
市場の混乱により、本規定の履行の確認が不可能な状況が想定されるた
め。

金融業等 金融庁 A5 ×

414 保険業法 第96条の6
（社員への組織変更株式交換完全親会社の株
式の割当て等）

市場の混乱により、本規定の履行の確認が不可能な状況が想定されるた
め。

金融業等 金融庁 A5 ×

415 保険業法 第96条の14 （登記）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

416 保険業法 第96条の16 （組織変更の無効の訴え）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

417 保険業法 第97条の2 資産の運用額の制限
市場の混乱により、本規定の履行の確認が不可能な状況が想定されるた
め。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

418 保険業法 第99条 （有価証券関連業に付随する業務）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

419 保険業法 第100条の3 （特定関係者との間の取引等）
支払の継続のために緊急性の高い取引をグループ内を中心に行うことが
想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

420 保険業法 第106条 （保険会社の子会社の範囲等）

保険会社又はその子会社は、国内の会社の議決権については、合算し
て、その基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有してはならない
が、情報の収集が十分に行えない中では、猶予期限のある事由に起因す
るケースについては、解消期間中の対応が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

421 保険業法 第107条 （保険会社等による議決権の取得等の制限）

保険会社又はその子会社は、国内の会社の議決権については、合算し
て、その基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有してはならない
が、情報の収集が十分に行えない中では、猶予期限のある事由に起因す
るケースについては、解消期間中の対応が困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

金融 - 44
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対応
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通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
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業種

法令所管
省庁

結果

422 保険業法 第109条 （事業年度）
決算など、所定の期間内に対応することが困難な業務が多数あると想定さ
れるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

423
保険業法
保険業法施行規則

第110条
第59条

業務報告書等の提出
発生時には、担当部門において勤務できる人員が減少するため、期日ま
でに提出が難しくなる可能性がある。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

424 保険業法 第110条 （業務報告書等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の確認に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

425 保険業法 第110条 業務報告書等
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務を最優先とするた
め、期限内の提出が困難な場合がある。

報告期限を延長する等の弾力的な運用
が必要である。
事業法令等に関わらず、法令において
期間的な制約を課している規定につい
て、弾力的に運用される必要がある。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

426 保険業法 第111条
（業務及び財産の状況に関する説明書類の縦
覧等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

427
保険業法
保険業法施行規則

第111条
第59条の４

企業内容等の開示義務
新型インフルエンザ感染を対象とする保険金支払や積立保険の返礼に必
要な人員体制とするため、開示に必要な書類の整備が困難となり、縦覧開
始期限に間に合わない恐れがある。

「特定非常災害の被害者の権利利益の
保全等を図るための特別措置に関する
法律」等により緩和措置を講じていただ
きたい。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

428 保険業法 第113条 （事業費等の償却）
市場の混乱により、本規定の履行の確認が不可能な状況が想定されるた
め。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

429 保険業法 第114条 （契約者配当）
保険金の支払、保険料の収納、決算作業が進まないことが想定される中
で、基準に照らした分配について、期間内に実施することが物理的に困難
であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

430 保険業法 第115条 （価格変動準備金）
支払を継続しつつ決算を行う上で、支払財源等の観点から、バランスシー
ト上の自由度を優先すべきケースが想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

431 保険業法 第115条他 各種決算業務
発生時には、システム帳票の出力遅延や人員欠如により､作成が遅れる
可能性がある｡

金融業等 金融庁 B Ⅵ

432 保険業法 第116条 （責任準備金）
支払を継続しつつ決算を行う上で、支払財源等の観点から、バランスシー
ト上の自由度を優先すべきケースが想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

433 保険業法 第117条 （支払備金） 既発生未報告の支払備金について、計上の想定が困難なため。
期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

434 保険業法 第117条 支払備金
新型インフルエンザ発生時、支払義務は発生しているものの、保険金等の
支払いとして計上していないものが大量に発生すると予想される。結果、
支払備金の積み立てが困難となることが予想される。

期間延長をご検討いただきたい。 金融業等 金融庁 A5 ×

金融 - 45



対応
分類

対応
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通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
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業種

法令所管
省庁

結果

435 保険業法 第118条 （特別勘定）
人員の不足により、委託先管理のための十分な体制を維持することに困
難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

436 保険業法 第120条 （保険計理人の選任等）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

437 保険業法 第120条 保険計理人の選任ならびに法定業務への関与
保険計理人が健康上の理由から法定業務に関与できないこと等が想定さ
れる。

法規則の弾力運用等の特例措置の発
動を求める。

金融業等 金融庁 A5 ×

438 保険業法 第121条 保険計理人の職務
取締役会および内閣総理大臣への意見書提出について、期間内の提出
が困難となることが予想される。

期間延長をご検討いただきたい。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

439 保険業法 第121条 （保険計理人の職務）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の計理人
による確認作業に物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

440 保険業法 第123条 （事業方法書等に定めた事項の変更）
保険金支払、保険料収納等について、基礎書類を超えた特別取扱いが必
要となることが想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

441 保険業法 第125条 （事業方法書等に定めた事項の変更の届出等）
保険金支払、保険料収納等について、基礎書類を超えた特別取扱いが必
要となることが想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

442
保険業法
保険業法施行規則

第127条
第85条第6項

不祥事件届出の期限

新型インフルエンザ発生時には、保険会社が社会的に求められる機能（保
険金支払等）を必要最小限維持する人員体制とするため、不祥事件が発
生した場合に事実確認に時間を要し、届出期限に間に合わない懸念があ
る。

・提出期限の猶予等の特例措置
・契約者保護上、影響のある場合を除く

金融業等 金融庁 A5 ×

443 保険業法 第127条 （届出事項）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

444 保険業法 第128条 報告または資料の提出
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制のもとで
は、所管行政庁に対する報告や資料の作成の進捗が遅れる可能性があ
る。

内容に応じて、報告期限を延長する等
の弾力的な運用が必要である。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

445 保険業法 第128条 （報告又は資料の提出）
（既に発出されている）本条に基づく命令については、期間内の報告に物
理的な困難が想定されているため

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

446 保険業法 第128条
業務又は財産の状況に関する報告又は資料の
提出

本法令等に基づき定期的に決算状況表、経営実態報告、損益の状況等の
報告、オフサイトモニタリングの提出等を行っているが、新型インフルエン
ザ発生時には、決算業務等の縮小・中断を余儀なくされ、これら資料の定
期的な提出等が困難になる恐れがある。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

447 保険業法 第129条
保険会社に対し、立入検査を実施することがで
きる。

発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、立入検査に対して十分な対応ができない事態が想定され
る。

法規則の弾力運用等の特例措置の発
動を求める。

金融業等 金融庁 B Ⅵ
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448 保険業法 第130条 ソルベンシーマージン比率の算出
新型インフルエンザ発生時には、少ない人員体制となるため、算出・提出
が遅延する可能性がある。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

449 保険業法 第130条 （健全性の基準）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

450 保険業法 第131条 （事業方法書等に定めた事項の変更命令）
一定規模以上の支払が発生した場合、会社の健全性の状況によっては、
支払不能となり、契約者利益や契約者間の公平性の確保が困難となる場
合が想定されるため。

新型インフルエンザ等のパンデミック発
生時に事業方法書等に定めた事項を変
更することで、例えば、保険金・解約返
戻金の支払停止（モラトリアムの発動）と
共に、契約者の資金ニーズへの迅速対
応のため、金額を定めた契約者貸付の
弾力実施等を行うことができないか検討
頂きたい。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

451 保険業法 第132条 （業務の停止等）
一定規模以上の支払が発生した場合、会社の健全性の状況によっては、
支払不能となり、契約者利益や契約者間の公平性の確保が困難となる場
合が想定されるため。

新型インフルエンザ等のパンデミック発
生時における、全社的な業務の一部一
時停止命令の発動等（例えば、モラトリ
アムの発動）を行うことができないか検
討頂きたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

452 保険業法 第132条 （業務の停止等）
（既に発出されている）本条に基づく命令については、期間内の報告に物
理的な困難が想定されているため

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

453 保険業法 第133条
普通保険約款等に記載されている事項の内、特
に重要なものに違反した場合の業務の停止、免
許の取消し等。

新型インフルエンザ感染を対象とする保険金支払や積立保険の返戻に必
要な人員体制とするため、積立保険以外の異動・解約時の保険料返還や
保険金の支払等普通保険約款に記載されている事項の遂行が困難となる
恐れがある。
なお、契約者の感染、金融機関が機能しない等の理由で、契約者が保険
料支払等、普通保険約款上の義務の履行が困難となる恐れもある。

契約者の義務については、災害救助法
が適用され、財務局からの特別措置の
要請に基づき各社が契約締結手続、保
険料払込等の猶予を行うことができるよ
う、緩和措置を講じていただきたい。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

454 保険業法 第136条 （保険契約の移転の決議）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

455 保険業法 第136条の2 （保険契約の移転に係る書類の備置き等）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

456 保険業法 第137条 （保険契約の移転の公告及び異議申立て）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

457 保険業法 第140条 （保険契約の移転の公告等）
本規定に関するプロセスについては、公告を実施することに物理的な困難
が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

458 保険業法 第143条 （保険金信託業務を行う保険会社の特例）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×
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459 保険業法 第144条 業務及び財産の管理の委託
株主総会等の決議が必要とされているが、総会等の多くの人数が集合す
ることは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

460 保険業法 第146条 （公告及び登記）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

461 保険業法 第149条 （管理委託契約の変更又は解除）
管理委託契約については、総会等の承認が必要とされているが、総会等
の多くの人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

462 保険業法 第150条 （管理委託契約の変更又は終了の公告等）
本規定に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困
難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

463 保険業法 第154条 （解散等の公告）
本規定に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困
難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

464 保険業法 第155条 （保険契約の移転による解散の登記）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

465 保険業法 第156条 （相互会社の解散の手続等）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

466 保険業法 第156条の2 （解散に係る書面の備置き等）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

467 保険業法 第157条 （解散に係る公告事項）
本規定に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困
難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

468 保険業法 第165条の2
（合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧
等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

469 保険業法 第165条の3 （合併契約の承認）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

470 保険業法 第165条の4 （株主等に対する通知等）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×
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471 保険業法 第165条の7 （債権者の異議）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

472 保険業法 第165条の9
（吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲
覧等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

473 保険業法 第165条の10 （吸収合併契約の承認等）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

474 保険業法 第165条の13
（吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧
等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

475 保険業法 第165条の15
（合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧
等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

476 保険業法 第165条の16 （合併契約の承認）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

477 保険業法 第165条の17 （債権者の異議）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

478 保険業法 第165条の19
（吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲
覧等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

479 保険業法 第165条の21
（吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧
等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

480 保険業法 第165条の24 （債権者の異議に関する特則）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

481 保険業法 第166条 （合併後の公告事項）
本規定に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困
難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

482 保険業法 第169条の5 （合併の登記）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A3 ×
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483 保険業法 第173条の4 （債権者の異議）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

484 保険業法 第173条の7 （分割の公告等）
本規定に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困
難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

485 保険業法 第174条 （内閣総理大臣による清算人の選任及び解任）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

486 保険業法 第176条 （決算書類等の提出）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

487 保険業法 第177条 （解散後の保険契約の解除）
本規定に関するプロセスについては、請求受付期間内の対応において物
理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

488 保険業法 第179条 （清算の監督命令）
本規定については、定期的な届出が求められているが、届出については、
届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の提出が困難な場
合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

489 保険業法 第180条の3
（清算相互会社の社員総会及び総代会以外の
機関）

本規定には清算人および監査役の選任が定められているが、取締役等、
主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要求されるた
め。

金融業等 金融庁 A5 ×

490 保険業法 第180条の14 （清算人会の権限等）
本規定については清算人の選定が定められているが、取締役会等、所定
の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきことや、欠員が
出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

491 保険業法 第182条 （残余財産の分配）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

492 保険業法 第190条 供託
供託金の追加供託を期限内に行うことが困難をきたす状況が想定される
ため。

金融業等 金融庁 A5 ×

493 保険業法 第195条 （本店又は主たる事務所の決算書類の提出）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

494 保険業法 第195条 本店または主たる事務所の決算書類の提出
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務を最優先とするた
め、期限内の提出が困難な場合があるため。

報告期限を延長する等の弾力的な運用
が必要である。
また、この条項は日本以外において発
生している場合にも、弾力運用の対象と
して頂きたい。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

495 保険業法 第197条 （資産の国内保有義務）
市場の混乱等により、本規定の履行の確認が不可能な状況が想定される
ため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

496 保険業法 第197条 資産の国内保有義務
発生時に、多額の保険金の支払が発生し、またタイムリーに資本に注入が
できなかった場合は、一時的に資産の国内保有義務に抵触する恐れがあ
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×
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497 保険業法

第199条の準
用する第100
条の2、施行規
則第53条の8、
第53条の10

個人顧客情報の安全管理措置、特別の非公開
情報の取扱い

被保険者が新型インフルエンザに罹患した場合、スムーズな保険金支払
のため、親族や医療機関等に保険加入情報等を提供して保険金請求を促
す可能性がある。

金融業等 金融庁 A5 ×

498 保険業法
第199条の準
用する第110
条1項、3項

業務報告書の内閣総理大臣への提出等
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、法定期
限までに業務報告書を提出できないおそれがある。

報告期限を延長する等の弾力的な運用
が必要である。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

499 保険業法

第199条の準
用する第111
条、施行規則
第59条の2

業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧
等

新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、法定期
限までに説明書類の縦覧を開始できないおそれがある。

縦覧開始期限を延長する等の弾力的な
運用が必要である。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

500 保険業法
第199条の準
用する第121
条

保険計理人の意見書
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、法定期
限までに保険計理人の意見書を提出できないおそれがある。

意見書提出期限を延長する等の弾力的
な運用が必要である。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

501 保険業法 第200条 （報告又は資料の提出）
（既に発出されている）本条に基づく命令については、期間内の報告に物
理的な困難が想定されているため

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

502 保険業法 第200条1項 報告または資料の徴求
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、所管行
政庁に対する報告等よりも保険金支払を優先させる可能性がある。
(期限内の提出が困難な場合が想定される。)

報告期限を延長する等の弾力的な運用
が必要である。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

503 保険業法 第201条1項 立入検査
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、所管行
政庁に対する回答・検査協力等よりも保険金支払を優先させる可能性が
ある。

所管行政庁による弾力的な検査運用を
要望する。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

504 保険業法 第204条 （業務の停止等）
（既に発出されている）本条に基づく命令については、期間内の報告に物
理的な困難が想定されているため

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

505 保険業法 第240条の2 （契約条件の変更の申出）
一定規模以上の支払が発生した場合、会社の健全性の状況によっては、
支払不能となり、契約者利益や契約者間の公平性の確保が困難となる場
合が想定されるため。

申出要件の緩和・手続きの簡素化等に
より、申出から承認までの期間短縮する
こと等で、新型インフルエンザ等のパン
デミックによる短期的支払増加に対応で
きるよう検討頂きたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

506 保険業法 第240条の6
（契約条件の変更における株主総会等の特別
決議等に関する特例）

本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

507 保険業法 第240条の7 （契約条件の変更に係る書類の備置き等）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

508 保険業法 第240条の9 （保険調査人の調査等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

509 保険業法 第240条の11 （契約条件の変更に係る承認）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

510 保険業法 第240条の12 （契約条件の変更の通知及び異議申立て等）
事業継続が困難な場合、契約条件の変更が可能とされているが、本規定
に関するプロセスについては、通知や異議受付等の対応において物理的
な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×
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511 保険業法 第240条の13 （契約条件の変更の公告等）
事業継続が困難な場合、契約条件の変更が可能とされているが、本規定
に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困難が想
定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

512 保険業法 第241条
（業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務
及び財産の管理）

事業継続が困難な場合、申出時に多くの資料が必要とされているが、その
提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に物理的な困難
が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

513 保険業法 第246条の2 （保険管理人の報告義務）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

514 保険業法 第247条の5 （保険管理人と被管理会社との取引）
支払の継続のために緊急性の高い取引を中心に行うことが想定されるた
め。

金融業等 金融庁 A5 ×

515 保険業法 第249条 （株主総会等の特別決議等に関する特例）
本規定のプロセスには総会等の決議が含まれているが、総会等の多くの
人数が集合することは避けるべきと考えられているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

516 保険業法 第250条 （保険契約の移転における契約条件の変更）
事業継続が困難な場合、契約条件の変更が可能とされているが、本規定
に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困難が想
定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

517 保険業法 第254条 （合併契約における契約条件の変更）
事業継続が困難な場合、契約条件の変更が可能とされているが、本規定
に関するプロセスについては、通知の対応において物理的な困難が想定
されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

518 保険業法 第255条 （合併の公告及び異議申立てに関する特例）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

519 保険業法 第255条の3 （契約条件の変更に係る書類の備置き等）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

金融業等 金融庁 A3 ×

520 保険業法 第255条の4 （契約条件の変更の公告及び異議申立て）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

521 保険業法 第255条の5 （契約条件の変更の公告等）
本規定に関するプロセスについては、周知や異議受付期間内の対応にお
いて物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

522 保険業法 第264条 （登記）
登記については、登記事項に係る状況の確認が進まず、期限内の提出が
困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

523 保険業法 第265条の13 （役員及び業務の決定）
取締役等、主要な決裁権限者に欠員が出た場合、選任に迅速な対応が要
求されるため。

新たに人員を選定する必要が生じた場
合、選定プロセスについては事後承認と
して頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

524 保険業法 第265条の22 （会員名簿の縦覧等）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×
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525 保険業法
第265条の27
の2

（総会の招集）
本規定に関するプロセスについては、通知を実施することに物理的な困難
が想定されるため。また、多くの人数が集合する機会は避けなければなら
ないとされているため。

金融業等 金融庁 A5 ×

526 保険業法 第265条の37 （予算等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

527 保険業法 第265条の38 （財務諸表等の承認等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

528 保険業法 第265条の39 機構の財務諸表提出
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

529 保険業法 第270条の3 （保険契約の移転等における資金援助）
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×

530 保険業法
第270条の3の
2

保険契約の承継
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×

531 保険業法
第270条の3の
7

（資産の買取り）
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×

532 保険業法
第270条の3の
14

（保険契約の再承継における資金援助）
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×

533 保険業法 第270条の4 保険契約の引受け
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×

534 保険業法
第270条の6の
5

（保険契約の再移転における資金援助）
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×

535 保険業法
第270条の6の
7

（補償対象保険金の支払に係る資金援助）
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×

536 保険業法
第270条の6の
9

（買取りの公告等）
本規定に関するプロセスについては、公告等の対応において物理的な困
難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

537 保険業法 第270条の7 （会員に対する貸付け）
本規定については、機構の会員が保険金等の支払を遅延するおそれがあ
る場合の会員への貸付けについて、契約締結や委員会決議、認可等のプ
ロセスが定められているが、迅速な対応が求められるため。

決定プロセスを弾力化頂きたい 金融業等 金融庁 A5 ×
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538 保険業法 第270条の8 （保険契約者等に対する貸付け）

本規定は破たん保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付に関して
定めたものであるが、保険金の支払、保険料の収納が進まないことが想定
される中、確実に弁済されるかどうか等を判断したうえで、機構が直ちに貸
付を決定し、実行に移すことは困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

539 保険業法
第270条の8の
3

（清算保険会社の資産の買取り）
本規定については、委員会等の迅速な決議が求められているが、取締役
会等、所定の人数が集合する機会は、集合という観点から避けるべきこと
や、欠員が出た場合の対応に物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

540 保険業法 第271条の3
（保険会社等の議決権保有に係る届出書の提
出）

届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

541 保険業法
第271条の3、
第271条の5第
1項

保険議決権保有届出書の提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

542 保険業法
第271条の4、
第271条の5第
2項

保険議決権保有届出書に関する変更報告書の
提出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

543 保険業法 第271条の4
（保険議決権保有届出書に関する変更報告書
の提出）

届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

544 保険業法 第271条の5 （保険議決権保有届出書等に関する特例）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

545 保険業法 第271条の6 （訂正報告書の提出命令）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

546 保険業法 第271条の7 （訂正報告書の提出命令）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

547 保険業法 第271条の10 （保険主要株主に係る認可等）

保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者
等は認可を必要とされているが、
情報の収集が十分に行えない中では、猶予期限のある事由に起因する
ケースについては、解消期間中の対応が困難であると想定されるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

548 保険業法 第271条の18 （保険持株会社に係る認可等）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

549 保険業法 第271条の22 （保険持株会社の子会社の範囲等）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

550 保険業法 第271条の23 （保険持株会社の事業年度）
決算など、所定の期間内に対応することが困難な業務が多数あると想定さ
れるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

551 保険業法 第271条の24 保険持株会社に係る業務報告書等の提出
発生時には、担当部門において勤務できる人員が減少するため、期日ま
でに提出が難しくなる可能性があるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ
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552 保険業法 第271条の24 （保険持株会社に係る業務報告書等）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

553 保険業法 第271条の25
（保険持株会社に係る業務及び財産の状況に
関する説明書類の縦覧等）

本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

554 保険業法 第271条の25
保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関
する説明書類の縦覧等

発生時には、担当部門において勤務できる人員が減少するため、期日ま
での開示が難しくなる可能性があるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

555 保険業法 第271条の27
保険持株会社による内閣総理大臣に対する報
告又は資料の提出

発生時には、担当部門において勤務できる人員が減少するため、期日ま
でに提出が難しくなる可能性があるため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

556 保険業法 第271条の32 （届出事項）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

557 保険業法 第271条の33 （認可の失効）
本規定については、認可の有効期間内での開始に物理的な困難が想定さ
れるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

558 保険業法 第276条 （登録）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

559 保険業法
第276条
第277条
第280条

保険募集人の登録、登録の申請、変更等の届
出等

保険募集人情報の収集や書類受渡、募集人との連絡が困難となることが
予想されるため。

事後対応が可能となるようご検討いた
だきたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

560 保険業法 第277条 （登録の申請）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

561 保険業法 第278条 （登録の実施）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

562 保険業法 第280条 （変更等の届出等）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

563 保険業法 第281条 （登録免許税及び手数料）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

564 保険業法 第284条
（所属保険会社等を代理人とする登録の申請
等）

登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×
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法令所管
省庁

結果

565 保険業法 第284条 所属保険会社を代理人とする登録の申請等

発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、特定保険募集人からの第277条第1項（登録申請書の提
出）の規定による登録の申請、および、第280条第1項（登録事項の変更届
出）、第302条（役員又は使用人の届出）の規定による届出ができなくなる
ため。

法規則の弾力運用等の特例措置の発
動を求める。

金融業等 金融庁 A5 ×

566 保険業法 第285条 （特定保険募集人の原簿）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

567 保険業法 第286条 （登録）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

568 保険業法 第287条 （登録の申請）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

569 保険業法 第288条 （登録の実施）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

570 保険業法 第290条 （変更等の届出等）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

571 保険業法 第291条 （保証金）
登録者の情報の収集が難しいことが想定される中で、基準通りの登録業
務の実施については物理的に困難であると想定されるため。

事後届出・事後対応が可能となるよう検
討頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

572 保険業法 第302条 （役員又は使用人の届出）
届出については、届出対象案件に関する状況の確認が進まず、期限内の
提出が困難な場合があると考えられるため。

事後届出ないし一部記載事項の未記載
を容認頂きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

573 保険業法 第302条 損害保険代理店の役員又は使用人の届出 届出情報の収集や書類受渡が困難となることが予想されるため。
事後対応が可能となるようご検討いた
だきたい。

金融業等 金融庁 A5 ×

574 保険業法 第303条 （帳簿書類の備付け）
本支店の閉鎖が想定され、かつ平常時の方法により周知を実施すること
が困難であると想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

575 保険業法 第304条 （事業報告書の提出）
決算書類等の提出については、証憑等の収集が進まず、期間内の作成に
物理的な困難が想定されるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×
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576 保険業法 第309条 （保険契約の申込みの撤回等）
本規定に関するプロセスについては、所定の受付期間内で対応が可能
か、懸念があるため。

期間延長・延期が可能となるよう検討頂
きたい

金融業等 金融庁 A5 ×

577 保険業法 保険募集に従事する使用人に係る届出書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

578
社債等登録法施行規
則

第56条 登録事務状況報告の提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

報告期限（毎年4/20）の延長 金融業等 金融庁 A3 ×

579
社債等登録法施行規
則

第56条 社債等登録状況報告書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A3 ×

580
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律

第7条 信託業務報告書の作成、提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

581
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律

第8条
（兼営法施行
規則第39条）

届出事項
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続に係る事案の調査及び当該手続を実施す
る人員を確保することが困難となるため。

金融業等 金融庁
Ｂ

A5

Ⅵ

×

582
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律
施行規則

第22条 内部管理体制の整備義務
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、内部管理を実施する人員を十分に確保することが困
難となることが想定されるため。

金融業等 金融庁 A1 ×

583
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法律
施行規則

第8条 信託兼営金融機関の各種届出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁
Ｂ

A5

Ⅵ

×

584
金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法
律

第6条第1項

資産の査定の報告（中間決算日及び期末決算
日を経過した日から三月以内の報告期限（金融
機能の再生のための緊急措置に関する法律施
行規則第3条））

本社機能が正常に機能しない状況下では、報告書等の作成を提出期限ま
でに完了することが困難となる可能性があるため

報告期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

585
金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法
律

第6条 資産査定の報告
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、資料作成作業の必要人員が減少するため提出期限の遅
延が考えられる。

期日の弾力化 金融業等 金融庁 A5 ×

586
金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法
律

第6条 資産の査定の報告
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

資産査定等報告書について、計数の基
準日の弾力運用や、他の報告での代用
を検討願いたい。

金融業等 金融庁 A5 ×
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587
金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法
律

6条1項 資産査定等報告書 人員不足により提出が難しくなる。 金融業等 金融庁 A5 ×

588
金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法
律同施行規則

法第6条、規則
第3条

資産査定等報告書
発生時には、感染リスク低減の観点からも、状況に応じた作成作業となる
こともあり得るため。

・ｅ-メールなど、非対面方式による報告
・報告期限の猶予

金融業等 金融庁 A5 ×

589
金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法
律

第7条 資産の査定の公表
　説明書類の印刷を外部に委託しており、発生時には委託先においても、
業務縮小等の対応が想定されるため。

・開示期限の猶予 金融業等 金融庁 B Ⅵ

590 預金保険法 第37条 無利息普通預金の調査表
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A１ ×

591 預金保険法 第37条1項 資料の提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

報告期限（11月下旬、2月下旬）の延長 金融業等 金融庁 A１ ×

592 預金保険法 第50条 保険料の納付（当該事業年度開始後三月以内）
本社が正常に機能しない状況下では、納付期限を遵守することが出来な
い可能性があるため

納付期限を延長されたい 金融業等 金融庁 A5 ×

593 預金保険法 第50条 書類提出及び保険料の納付
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、関係書類の期限内作成が困難な事態も予想されるため。

金融業等 金融庁 A5 ×

594 預金保険法 第50条 預金保険料計算書の提出と保険料の納付
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

報告期限（年度開始後45日以内）の延
長、または報告期限日数計算時に4B～
6フェーズ日数を除外等。

金融業等 金融庁 A5 ×

595 預金保険法 第50-52条 預金保険料の納付
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

納付期限の延長 金融業等 金融庁 A5 ×

596
金融分野における個人
情報保護に関するガイ
ドライン

第22条第1項
個人情報の漏えい事案等の事故が発生した場
合の監督当局への報告（直ちに報告※努力義
務規定）

新型インフルエンザ流行時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制となるため、金融庁への速やかな報告を行うことが
出来なくなる可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ

597

金融分野における個人
情報保護に関するガイ
ドラインの安全管理措
置等についての実務指
針

２－６－１
個人データの漏えい事案等の事故が発生した
場合の監督当局への報告（直ちに報告※義務
規定）

新型インフルエンザ流行時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務
のみ実施する人員体制となるため、金融庁への速やかな報告を行うことが
出来なくなる可能性があるため

提出期限を延長されたい 金融業等 金融庁 B Ⅵ
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598
担保付社債信託法施
行規則

第11条
第12条

担保付社債の担保等を変更した場合の金融庁
宛届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

599
担保付社債信託法施
行規則

第23条
担保付社債の信託事務が終了した場合の金融
庁宛届出

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

届出期限の延長 金融業等 金融庁 B Ⅵ

600
担保付社債信託法施
行細則

第246条の3
当会社の受託に係る担保附社債に関する事項/
信託契約

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

601
担保付社債信託法施
行細則

第246条の3 発行社債/一､当期間に於ける社債の増減
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A5 ×

602
金融商品取引業者等
向けの総合的な監督指
針

Ⅳ-4-2-1　③
ハ

私設取引システムの取引量に係る報告
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A5 ×

603
金融商品取引業者等
向けの総合的な監督指
針

Ⅳ-4-2-2-2
(5) ③

外部委託が不可である業務
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 A6 ×

604
投資信託財産の計算に
関する規則

第59条 運用報告書の作成期日
ファンドの運用報告書の作成期日が計算期間終了後遅滞なく作成とある
が、このタイミングで、係る事態が発生した場合、作成が遅延する可能性
があるため

作成期日にかかる弾力的運用をお願い
したい

金融業等 金融庁 B Ⅵ

605
金融分野における個人
情報保護に関するガイ
ドライン

第22条 漏えい事案等への対応（基本方針関連）
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 B Ⅵ

606
金融分野における個人
情報保護に関するガイ
ドライン

第22条
情報漏えい事案発生時の報告（監督当局に発
生時直ちに報告）

人員不足により期限の定められた報告が難しくなる。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

607
金融分野における個人
情報保護に関するガイ
ドライン

第22条
関連実務指針

個人情報漏えい事故の報告
発生時には、漏えい事故調査としてのお客さまへの訪問や事実の確認が
出来ない状況が予想され、また最低限の国民生活の維持に必要な業務の
み実施する人員体制とするため、期限内での調査・報告が困難になる。

報告期限・ルールの大幅緩和。 金融業等 金融庁 B Ⅵ

608

金監第2459号（金融機
関の業務に関するリス
ク関連資料の提出につ
いて）

- 金融庁オフサイトモニタリング報告 人員不足により期限の定められた届出の提出が難しくなる。 金融業等 金融庁 B Ⅵ
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609

金融庁告示（銀句法第
14条の2の規定に基づ
き、銀行がその保有す
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）

第144条（持株
第122条）

信用リスクアセット算定のための基礎的／先進
的内部格付手法の変更等

発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の緩和 金融業等 金融庁 B Ⅵ

610
前払式証票の規制等に
関する法律

第3章第11条 登録事項変更届出書
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記報告を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

金融業等 金融庁 A6 ×

611
中小・地域金融機関向
けの総合的な監督指針

当局等に対する定例報告（モニタリング等）
感染による長期にわたる報告担当者欠員が予想され、報告遅延が有り得
るため。

・（臨時的に）モニタリング報告期限延長
・報告期限等の弾力的運用
・報告期限の延長

金融業等 金融庁 B Ⅵ

612
証券金融会社に関する
内閣府令

第1条の2第2
項

免許申請書の添付書類 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 Ｂ Ⅵ

613
証券金融会社に関する
内閣府令

第3条の4第3
項

報告及び資料の提出 発生時には、最低限必要な業務のみ実施する人員体制とするため。
パンデミック期は、これらの書面の作成
を猶予し、一定期間経過後に簡便な書
面で差し支えないものとして取り扱う。

金融業等 金融庁 Ｂ Ⅵ

614
社債、株式等の振替に
関する法律

第16条 業務及び財産に関する報告書の提出
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、提出対応人員が確保できるか不明確なため。

金融業等 金融庁 A3 ×

615
社債、株式等の振替に
関する法律

第18条1項 商号等の変更の届出
取締役及び監査役の変更の届出について、発生時には、最低限の国民生
活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、提出対応人員
が確保できるか不明確なため。

金融業等 金融庁 A3 ×

616
社債、株式等の振替に
関する法律

68条～72条 振替口座簿にかかる業務等
財務代理業務（発行・支払代理人としての業務を含む。）が滞るおそれが
ある。

金融業等 金融庁 A1 ×

617
社債、株式等の振替に
関する法律

第69条 振替社債の発行時の新規記載又は記録手続
銘柄情報や発行時の新規記録済情報を遅滞無く関係機関に通知し、金額
の増減を記帳せよとの条文であるが、口座管理機関としても準用されるた
め。

銀行の付随業務の範疇ながら、発
行代理人及び支払代理人業務,口座
管理機関業務の全体をカバーする
観点から、部会等での議論を経て、
弾力運用の検討対象としていただき
たい。

金融業等 金融庁 A1 ×

618
社債、株式等の振替に
関する法律

第81条
口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務
の不履行の場合における取扱い

過超記載時の対処の条文であるが、正確記録が出来ない状況を想定し、
発行時の新規記録や振替、抹消登録が正確に記録できない状況を勘案し
たため。

銀行の付随業務の範疇ながら、発行代
理人及び支払代理人業務,口座管理機
関業務の全体をカバーする観点から、
部会等での議論を経て、弾力運用の検
討対象としていただきたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

619
社債、株式等の振替に
関する法律

第87条 雑則 （振替機関が通知する義務）
振替機関に対しての条文であるが、ISIN付番速報や銘柄情報公示情報の
遅延を受ける機構加入者側の立場として対応策が必要と考えられるため。

銀行の付随業務の範疇ながら、発行代
理人及び支払代理人業務,口座管理機
関業務の全体をカバーする観点から、
部会等での議論を経て、弾力運用の検
討対象としていただきたい。

金融業等 金融庁 A1 ×
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620
社債、株式等の振替に
関する法律

第121条
投資信託受益権に関する社債等に関する規定
の準用

発生時には、販売証券会社や保振との連絡困難が予想される一方、受益
者への解約代金の支払いは最優先する必要があることから、受益権の振
替処理が適切に行えなくなる不可能がある。

振替処理が適切に行えなくなった場合
で、解約に対応した場合の弾力的措置
をお願いしたい。

金融業等 金融庁 A1 ×

621
社債、株式等の振替に
関する法律

第132条 振替手続
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、決済以外の振替手続
きの受付を行わないことを認める。

金融業等 金融庁 A1 ×

622
社債、株式等の振替に
関する法律

第154条 少数株主権等の行使に関する会社法の特例
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、少数株主権等行使に
係る手続きの受付を行わないことを認
める。

金融業等 金融庁 A1 ×

623
社債、株式等の振替に
関する法律

第155条 株式買取請求に関する会社法の特例
最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするた
め、対応に当たる要員が不足する等により対応が遅延する可能性がある
ため。

パンデミック期は、少数株主権等行使に
係る手続きの受付を行わないことを認
める。

金融業等 金融庁 A1 ×

624
開示用電子情報処理
組織による手続の特例
等に関する内閣府令

第2条
電子開示手続又は任意電子開示手続にかかる
届出等

EDINETを使用する際の電子開示システム届出書については、初回の提出
後も3年ごとに更新のための提出を1月以内に行う必要があるが、人員不
足等の状況下においては、提出が困難となることが想定される。

提出期限、適用諸条件の弾力化措置 金融業等 金融庁 A5 ×

625
特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣
府令

第27条第1項
ロ

計算書類等の提出
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、株主総
会の承認を受けた計算書類等を提出できない可能性がある。

提出期限、適用諸条件の弾力化措置 金融業等 金融庁 A5 ×

626
特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣
府令

様式 委託会社等の経理状況
新型インフルエンザ発生時には、極力少ない人員体制とするため、最新の
経理状況を開示できない可能性がある。

提出期限、適用諸条件の弾力化措置 金融業等 金融庁 A5 ×

627
特定有価証券開示ガイ
ドライン

第8条 有価証券届出書の効力発生日の例外規定

継続的に募集を行っている投信の場合、原則として、有価証券届出書の提
出日の翌日に効力発生すべく申出を行っているが、届出書等の提出およ
び効力発生申出が困難となる可能性がある。また、本件取扱いの条件で
ある「過去１年間適正に継続開示義務を履行していること」が満たされない
可能性がある。

当該ガイドラインに定める要件の弾力運
用が求められる。

金融業等 金融庁 A１ ×

628
一般振替機関の監督に
関する命令

第13条 業務及び財産に関する報告書の提出
発生時には、最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する人員
体制とするため、提出対応人員が確保できるか不明確なため。

金融業等 金融庁 A3 ×

629
一般振替機関の監督に
関する命令

第37条1項 届出事項
事務の機構及び分掌の変更の届出につて、発生時には、最低限の国民生
活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、提出対応人員
が確保できるか不明確なため。

金融業等 金融庁 A3 ×

630
金融商品取引清算機
関等に関する内閣府令

第48条第1項・
第2項

計算書類及び事業報告書の提出期限

新型インフルエンザ発生時には、役職員の罹患・欠勤により、金融庁長官
に提出すべき、計算書類及び事業報告の作成、同書類・報告に対する監
査役及び会計監査人による監査、取締役による承認、定時株主総会への
提出・報告、同総会による承認が遅延する可能性がある。

金融業等 金融庁 A3 ×

631
金融商品取引清算機
関等に関する内閣府令

第48条第1項
計算書類及び事業報告の、毎事業年度終了後
3ヶ月以内の提出

発生時には、必要な業務のみ実施する人員体制とするため、報告対象と
なる計算書類等を提出期限内に確定するのに必要なプロセスを踏むこと
が困難となる可能性がある。

発生時においては、提出期限の延長等
を行っていただきたい。

金融業等 金融庁 A3 ×

632
金融商品取引清算機
関等に関する内閣府令

第48条第2項
上記書類の添付書類の、毎事業年度終了後3ヶ
月以内の提出

発生時には、必要な業務のみ実施する人員体制とするため、報告対象と
なる付属明細書等を提出期限内に作成することが困難となる可能性があ
る。

発生時においては、提出期限の延長等
を行っていただきたい。

金融業等 金融庁 A3 ×

633
金融商品取引清算機
関等に関する内閣府令

第23条、第24
条

資本金の額の増加の届出
営業所等の変更の届出

取締役及び監査役の変更の届出について、発生時には、最低限の国民生
活の維持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、提出対応人員
が確保できるか不明なため。

金融業等 金融庁 A3 ×

金融 - 61



対応
分類

対応
内容

通し
番号

法令名 条項 条項の説明 支障となる内容・理由
運用上の要望事項

（あれば）
業種

法令所管
省庁

結果

634
金融商品取引清算機
関等に関する内閣府令

第48条 業務に関する提出書類
業務に関する報告の提出について、発生時には、最低限の国民生活の維
持に必要な業務のみ実施する人員体制とするため、提出対応人員が確保
できるか不明なため。

金融業等 金融庁 A3 ×

635
企業内容等の開示に関
する内閣府令

第19条 臨時報告書の提出
発生時には、必要最低限の国民生活の維持に必要な業務のみ実施する
人員体制とするため、左記手続を実施する人員を確保することが困難とな
るため。

提出期限の弾力的運用 金融業等 金融庁 A5 ×
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