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Ⅲ．おわりに

Ⅰ．はじめに

平成 25 年 6 月に成立した銀行法等の改正1により、銀行2による特定の受信者に対する

与信集中を制限する、いわゆる大口信用供与等規制が改正されることとなった（以下、

改正後の大口信用供与等規制を「新規制」という）。金融庁は、平成 26 年 8 月 11 日、

大口信用供与等規制の見直しに関する銀行法施行令案（以下「政令案」という）、銀行

法施行規則案（以下「府令案」という）及びこれらの委任を受けた告示案（以下「告示

案」という）並びに監督指針3案（以下「監督指針案」といい、以上を総称して「本改

正案」という）を公表し、パブリックコメント手続を開始した4。

本改正案は、基本的に従来の規制を厳格化する方向のものであり、銀行においては、

従来の与信管理や投資方針に見直しを迫られることも予想される。そこで、本稿では、

本改正案の主要な内容につき解説を行い、実務の参考に供したい5。

Ⅱ．大口信用供与等規制の見直しに関する政府令案等の概要

1．本改正案の主なポイント

本改正案の主なポイントは、次のとおりである。

① 規制対象となる信用供与等の拡大及びそれに伴う適用除外事由等の拡大

                              
1 同改正は、金融審議会報告書「金融システム安定等に資する銀行規制等の見直しについて」（平成 25

年 1月 25 日・金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ）を受け

たものである。
2 本改正案によって、銀行（銀行法 13 条）のほか、銀行持株会社（銀行法 52 条の 22）に対する大口信

用供与等規制も改正されるが、本稿では銀行を対象とする規制につき解説を行う。
3 本稿では「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を

いう。
4 パブリックコメント手続では、銀行に係る政府令等の改正案のほか、協同組織金融機関等に係る政府令

等の改正案が公表されている。
5 新規制の内容等については、木村秀吾、石川貴教による連載記事「大口信用供与等規制はどう変わるか」

(週刊金融財政事情、2014 年 8 月 25 日号（3085 号）から連載開始)もご参考にされたい。
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② 信用供与等限度額の引き下げ（自己資本額対比 40％から 25％へ）

③ 受信者グループの範囲の拡大（実質支配力基準及び影響力基準への拡大）

以下、順次その詳細について解説する。

2．規制対象となる信用供与等の拡大及びそれに伴う適用除外事由等の拡大

大口信用供与等規制の対象となる信用供与等の範囲については、銀行法施行令 4条 6

項の委任を受けた同法施行規則 14 条が規定している。本改正案では、オンバランス取

引につき「信用の供与等」に該当する範囲が拡大され、デリバティブ取引に係る信用リ

スクやコミットメントラインなどのオフバランス取引につき、広範囲にわたり信用供与

等に該当することとされた。

(1) オンバランス取引に係る改正

本改正案では、オンバランス取引について、銀行の貸借対照表の資産の部の勘定

科目のうち主要なものが網羅されるよう信用供与等の範囲が拡大されている（府令

案 14 条 1項、3項、4項）。これにより、例えば以下の勘定科目が新たに信用供与等

に該当することとなる。

・コールローン勘定（ただし、適用除外について後記(3)参照）

・買現先勘定

・預け金勘定

・債券貸借取引支払保証金勘定

・買入手形勘定

・買入金銭債権勘定

・商品有価証券勘定

・金銭の信託勘定

・短期社債、社債、その他の証券勘定

・特定取引資産勘定

・外国為替勘定

・その他資産勘定のうち一部の勘定

(2) オフバランス取引に係る改正

本改正案では、オフバランス取引については、自己資本比率規制上認識されるオ

フバランス取引が信用供与等に該当することとされている（告示案 2条、3条）。こ

れにより、例えば、デリバティブ取引の信用リスク相当額やコミットメントライン

の融資未実行部分などが広範に信用供与等に含まれることとなる。

その際、信用供与等の額として認識すべき金額については、原則として、自己資

本比率規制上の与信相当額と同額を認識することとされている（告示案 4条 1項）。

ただし、任意の時期に無条件に取消し可能なコミットメント又は相手方の信用状態
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が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミットメントは、自己資本比率規制上の

与信相当額は零となるにも関わらず、新規制上は当該未実行部分に 10％を乗じた額

を認識することとされている点に留意が必要である（告示案 4条 2項）。これは、バ

ーゼル最終文書規則6が同様の算定方法をとっていることに依拠したものと思われ

る。

(3) 適用除外事由及び信用供与等からの控除事由等の拡大

以上のとおり信用供与等の範囲が拡大する一方、これに応じて適用除外事由や信

用供与等からの控除事由等も拡大している。

ア．特殊な受信者や信用供与等に関する適用除外

本改正案では、信用供与等を認識する必要がない受信者として、新たに日本銀

行や自己資本比率規制上リスクウェイトが零の外国政府等が追加されている（政

令案 4 条 13 項 3 号、4 号、告示案 5 条）。また、インターバンク市場で行われる

日中与信（決済が同日中に行われるもの）についても信用供与等の額として認識

しないものとされ（府令案 14 条の 2第 1項柱書、告示案 6 条）、更に、コールロ

ーンについては、日中であると否とを問わず当分の間7「信用の供与等」から除外

することとされている（府令案附則 1項）。

イ．信用供与等からの控除事由

信用供与等の額から控除することが可能な担保や保証の範囲についても、現金

担保や信用力の高い主体（国等）による債務保証、一定の要件を満たした自行預

金相殺が追加されるなど拡大されている（告示案 7条）。

ウ．信用供与等限度額を超過することにつき「やむを得ない理由」があることによる

適用除外

現行の大口信用供与等規制上、信用供与等限度額の超過につき、一定の「やむ

を得ない理由」がある場合であって、内閣総理大臣の承認を得た場合には、信用

供与等限度額を超過しても銀行法上違法とはならない（銀行法13条1項ただし書）。

もっとも、「やむを得ない理由」の具体的な内容は、政令以下で規定されており（銀

行法施行令 4条 7 項、10 項、銀行法施行規則 14 条の 3、14 条の 6）、限定された

                              
6 平成 26 年 4月にバーゼル銀行監督委員会大口エクスポージャー部会から公表された「大口エクスポー

ジャーの計測と管理のための監督上の枠組み」と題する最終規則文書（原題：Supervisory framework for 

measuring and controlling large exposures）のこと。近年の金融危機では、世界有数の大規模金融機

関が破綻したり、経営状態を悪化させたりする結果となったが、その原因の一つに単一の受信者や受信

者グループに対する信用供与等が適切に管理されていなかったことが挙げられており、大口信用供与等

規制の重要性が世界的に再認識された。同部会においても、平成 24年から大口信用供与等規制の見直し

について議論が行われ、その結果がバーゼル最終規則文書として公表されたものである。バーゼル最終

規則文書は、各国の監督当局に対して、平成 31 年 1月より、バーゼル最終規則文書に則った規制を行う

よう要請している。新規制は、あくまで WG 報告を踏まえたものであって、バーゼル最終規則文書の内容

を反映するためのものではないが、その内容の多くはバーゼル最終規則文書と矛盾しないものであり、

いくつかの点で同文書に積極的に依拠したものと見受けられる箇所も存在する。
7 「当分の間」がいつまでかは必ずしも明らかでないが、バーゼル最終規則文書が、金融政策に関連する

インターバンク・エクスポージャーの取扱いについて結論を留保し、今後、平成 28 年に上限を設けるこ

との是非や水準について再検討することとしている点（同文書 67 項）は参考になると思われる。
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場面（主に、与信を継続しなければ受信者の事業に支障がある場面）にのみ「や

むを得ない理由」があると認められる規定ぶりとなっている。

これに対し、本改正案では、政令案において「当該銀行（及びその子会社等若

しくはその子会社等）又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるも

のとして内閣府令で定める理由」（政令案 4 条 9 項 4 号、12 項 5 号）と規定した

上で、府令案では「金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること」（府

令案 14 条の 3 第 2 項、14 条の 6 第 1 項）とのバスケット条項を設けることによ

り、現行の大口信用供与等規制より広範に「やむを得ない理由」を認めることを

可能としている。

具体的にどのような場合に「やむを得ない理由」に該当するかについては、監

督指針案において、以下の場合を例示している点が参考になる。

〔監督指針案（抜粋）〕

施行規則第 14 条の 3第 2項 3 号の「その他金融庁長官が適当と認めるやむを

得ない理由があること。」（施行規則第 14 条の 6第 1項で準用する場合を含む。）

に該当し、法第 13 条第 1項ただし書の承認をする場合としては、例えば、下記

イからハに掲げるような事情があり、銀行の健全性に支障が生じない場合が考

えられる

イ．法令上の義務に基づき信用の供与等をする場合

ロ．告示第 6 章第 5 節に規定する信用リスク削減手法（施行規則第 14 条の 2

第１項により、信用の供与等の額から控除することが認められているもの

を除く。）を用いることにより、信用の供与等の額が信用供与等限度額を超

過しない場合

ハ．金融グループの組織再編やビジネスモデルの再構築等を実施する場合で

あって、当該組織再編等の目的の実現のために必要であると認められる場

合

エ．施行後 1 年を経過しても信用供与等限度額を超過することにつき「やむを得ない

理由」があることによる適用除外（経過措置）

上記ウ．のほか、平成 25 年 6 月の銀行法改正附則 13 条においても、大口信用

供与等規制の対象となる信用供与等の範囲の拡大等に伴い、以下の内容の経過措

置が設けられている。

① 新規制の施行日において、同一人に対する信用供与等の額が信用供与等限度

額を超えている銀行の当該同一人に対する信用供与等については、施行日から

起算して 3ヶ月を経過する日までにその旨を金融当局に届け出たときは、施行

日から起算して 1 年を経過する日までの間は、改正後の銀行法 13 条 1項の規定

が適用されない。

② ①の場合において、施行日から起算して 1年を経過する日後も引き続き信用
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供与等限度額を超えて信用供与等しないこととすれば同一人の事業の継続に著

しい支障を生ずるおそれがある場合その他の「やむを得ない理由」がある場合

において、同日までに金融当局の承認を受けたときは、銀行は改正後の銀行法

13 条 1項ただし書の規定による承認を受けたものとみなされる。

3．信用供与等限度額の引き下げ（自己資本額対比 40％から 25％へ）

現行の大口信用供与等規制では、信用供与等限度額については、与信者単体（銀行法

13 条 1項）についても、与信者グループ（銀行法 13 条 2 項）についても、それぞれ、

①受信者単体に対して行う信用供与等の額が自己資本額対比 25％を、また、②受信者グ

ループに対して行う信用供与等の合計額が自己資本額対比 40％を、それぞれ超えてはな

らないとされている（銀行法施行令 4条 5項、6項、8項、9項）。

本改正案では、信用供与等限度額を国際的な水準とするため、②の受信者グループに

対する信用供与等限度額について、自己資本額対比 40%から 25％に引き下げられている

（政令案 4条 7項、8項、10 項、11 項）。

4．受信者グループの範囲の拡大（実質支配力基準及び影響力基準への拡大）

(1) 基本的な考え方

現行の大口信用供与等規制では、受信者グループを、受信者自身と議決権 50％超

の保有関係にあるか否か（以下「議決権基準」という）により決せられる子会社、

親会社、親会社の子会社（兄弟会社）等の集合としている（銀行法施行令 4条 1項）。

これに対して、本改正案では、受信者が、上場会社等の、法令上の義務により連

結財務諸表を作成している法人等（政令案では「受信者連結基準法人等」と呼ばれ

る）である場合には、議決権基準の親子・兄弟等関係にある者だけでなく、連結決

算制度上、受信者の親・子・兄弟会社等となる者（意思決定機関の支配関係が存在

するか否か（以下「実質支配力基準」という）がメルクマールとなる）や、同じく

連結決算制度上、受信者の関連会社に該当する者（財務・事業方針に重要な影響力

を及ぼし、及ぼされる関係が存在するか否か（以下「影響力基準」という）がメル

クマールとなる）も、同一の受信者グループに含まれるとしている（政令案では実

質支配力基準の子会社を「実質子法人等」と呼び（政令案 4条 2項 1号）、議決権基

準の「子会社」（銀行法 2条 8 項）と対置している。また、影響力基準の関連会社を

「合算関連法人等」と呼んでいる（政令案 4条 3項））。

受信者グループの範囲については、バーゼル最終規則文書において、「支配関係」

又は「経済的相互依存関係」のある者の集合であるとされるなど、諸外国では議決

権基準より実質的な何らかの関係に基づいて範囲を画する傾向にあり、本改正案も

この傾向を踏まえたものと考えられる。もっとも、こうした実質的な関係は議決権

基準に比べて一層外部からの把握が困難なことが多い。本改正案は、この問題を、
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連結決算制度上の支配力基準及び影響力基準を借用し、かつ、こうした実質的な関

係は、法令上の義務により連結財務諸表を作成している者との間で当該関係を有し

ている場合に限って把握すればよいとすることで解決しようとするものである。

(2) 合算子法人等の範囲

本改正案では、「合算子法人等」概念を受信者グループ画定の基礎となる概念とし

て用いている（政令案 4条 1項 1 号参照）。「合算子法人等」の範囲は、「同一人自身

の合算子法人等」を例にとれば、大要、次の図表のとおりである。

なお、実際の受信者グループの把握に当たっては、「合算子法人等」の概念をよく

理解した上で、政令案 4条 1項 1号のイからハまで及びチにその関係を具体的に当

てはめていく作業が必要となる。

図表－「同一人自身の合算子法人等」の概念図

※点線枠中の者が「合算子法人等」に該当する。

※「実質子法人等」とは、他の法人等（連結決算義務を負っている者に限る。）に意思決定

機関を支配されている法人等をいう（政令案 4条 2項 1 号）。

※「子会社」とは、他の会社に議決権を 50％以上保有されている会社をいう。

① 政令案 4条 2項 1号前段に該当（同一人自身が連結決算を行っている場合）

② 政令案 4条 2項 1号後段に該当（同一人自身が連結決算を行っている場合）

③ 政令案 4条 2項 2号前段に該当

④ 政令案 4条 2項 2号前段に該当（銀行法 2条 8項後段によりみなし「子会社」）

⑤ 政令案 4条 2項 2号後段に該当

⑥ 政令案 4条 2項 3号に該当  （「③子会社」が連結決算を行っている場合）

同一人自身

③子会社 ①実質子法人等

④子会社⑥実質子法人等 ⑤子会社②実質子法人等
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(3) 合算関連法人等の範囲

本改正案では、新たに、合算関連法人等が受信者グループに含まれることとされ

ている。もっとも、ある法人等の合算関連法人等に該当する者が、①上場会社等で

ある場合、②他の法人等の子会社又は子法人等である場合、③当該「合算関連法人

等」向けの与信額が銀行の Tier1 資本の額の 5％未満である場合、④その他同一人

自身の破綻により連鎖的に破綻する見込みがないことが明らかである場合には（告

示案 1条各号）、その「合算関連法人等」は、受信者グループに含まれないこととさ

れている（府令案 13 条の 11 第 2項柱書）。

なお、上記③が Tier1 資本の 5％を基準に定められているのは、バーゼル最終規

則文書において、経済的依存関係による受信者グループの成否を検討するのは、単

一の受信者に対する信用供与等が Tier1 資本の 5％を超えた場合のみとされている

ことと平仄をとったものと思われる（同文書 28 項）。

5．施行日

新規制の施行日は、平成 26 年 12 月 1 日と予定されている。

Ⅲ．おわりに

本改正案については、平成 26 年 9月 11 日にパブリックコメント期間が終了し、その

後、パブリックコメントの結果として、新規制に関する最終的な政府令等が公表される

こととなる。もっとも、新規制の施行日が本年 12 月に迫っていることを考えると、パ

ブリックコメントの結果の公表を待たずに、本改正案を前提に新規制に向けた態勢整備

を進めておくべきであろう。

なお、大口信用供与等規制については、今後、平成 31 年 1 月に完全施行を予定して

いるバーゼル最終規則文書に合わせた更なる改正等（例えば、本改正案に盛り込まれて

いないルックスルーアプローチの採用等）が予定されていることにも念頭においておく

ことが必要であろう。

セミナー情報

 セミナー  『平成 26 事務年度金融モニタリングの展望～金融モニタリングレポ

ート・金融検査結果事例集・平成 26 事務年度方針の研究～』

開催日時  2014 年 9 月 22 日(月) 13:30～16:30

講師    江平 享

主催    金融財務研究会
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 セミナー 『保険会社をとりまく法規制改正の最新動向～保険募集規制を中心

とした保険業法改正、債権法改正要綱仮案、消費者契約法、景表法、

個人情報保護法等の改正動向を踏まえて～』

開催日時  2014 年 10 月 3 日(金) 13:30～16:30

講師    足立 格

主催    株式会社セミナーインフォ

文献情報

 対談    「来る保険業法改正 会計事務所と保険ビジネスの関わりはどう変わ

      るのか｣

掲載誌   月刊実務経営ニュース 2014 年 7 月号

著者    増島 雅和

 論文    「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響(9)消滅時効｣

掲載誌   信用金庫 第 68 巻 第 7 号 2014 年 7 月号

著者    足立 格、児島 幸良、有井 友臣

 論文    「図解で伝える役員向け研修 インサイダー取引｣

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.9 2014 年 9 月号

著者    根本 敏光、石橋 誠之

 論文    「実務相談 銀行法[第 33 回] 銀行の子会社(2) 総論②｣

掲載誌   金融法務事情 1999 号 2014 年 8 月 10 日号

著者    小田 大輔

 論文    「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響(10)錯誤、情報提供義務｣

掲載誌   信用金庫 第 68 巻 第 8 号 2014 年 8 月号

著者    足立 格、児島 幸良、有井 友臣

 論文    「インターネットバンキングを利用した不正送金被害への法的対応｣

掲載誌   しんくみ 第 61 巻 第 8 号 2014 年 8 月号

著者    児島 幸良、池田 和世

 論文    「投資型クラウドファンディングに関する規制緩和｣

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol. 26 No. 8 2014 年 8 月号

著者    増島 雅和
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 論文    「東証の注意喚起制度とスクープ報道への対応｣

掲載誌   ビジネス法務 Vol.14 No.10 2014 年 10 月

著者    根本 敏光

 論文    「特集金融モニタリング元年を振り返る「コンプラ疲れ」は解消され    

      たのか｣

掲載誌   週刊金融財政事情 3085 号 2014 年 8 月 25 日号

著者    江平 享

 論文 「大口信用供与等規制はどう変わるのか（1）バーゼル委による「大口

エクスポージャーの計測と管理のための監督上の枠組｣に関する最終

規則文書（1）」

掲載誌   週刊金融財政事情 3085 号 2014 年 8 月 25 日号

著者    石川 貴教（共著）

 論文    「経営者保証ガイドラインの概要と実務上の留意点」

掲載誌   会社法務 A2Z 2014 年 9 月号

著者    小田 大輔、木山 二郎

（当事務所に関するお問い合せ）

森・濱田松本法律事務所 広報担当

mhm_info@mhmjapan.com
03-6212-8330
www.mhmjapan.com


