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報・政令案・内閣府令案を踏まえて）：アップデート版

Peatixにてお申込みください。

2

https://peatix.com/event/1844476/view
https://peatix.com/event/1844476/view


金融サービス仲介制度の導入の経緯
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改正の経緯

 金融庁・金融制度スタディグループ『「決済」法制及び金融サービス仲介
法制に係る制度整備についての報告』（2019年７月26日）

 金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・
グループ」報告（2019年12月20日）

 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の
販売等に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第50号）
（2020年３月６日提出、2020年６月５日成立）

 令和２年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表につ
いて（金融庁・2021年2月22日意見募集・2021年3月24日意見締切）
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210222/20210222.html

「金融商品の販売等に関する法律」の全面改正により、同法の題名が「金
融サービスの提供に関する法律」（「金融サービス提供法」）となる。

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210222/20210222.html
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制度導入の背景

情報通信技術の発展により、オンラインで円滑に金融サービスを提供することが可能となって
いる。例えば、スマートフォンのアプリケーションを通じ、自身の預金口座等の残高や収支を利
用者が簡単に確認できるサービスを提供するとともに、そのサービスを通じて把握した利用者
の資金ニーズや資産状況を基に、利用可能な融資の紹介や、個人のライフプランに適した金
融サービスの比較・推奨等を行うなど、日常生活上の金融取引ニーズに応える新たなビジネ
スが展開されることが想定される。

他方で、このように複数業種（銀行・証券・保険）にまたがって多数の金融機関が提供する金
融サービスを仲介しようとした場合、現行制度では、
①銀行法における銀行代理業者、金融商品取引法における金融商品仲介業者、保険業法に

おける保険募集人や保険仲立人といった業種ごとの規制が存在し、仲介しようとする分野
に応じて複数の登録等が求められるほか、（仲介分野に応じた複数の登録等）

② 特定の金融機関に所属することが求められており、多数の金融機関が提供する商品・サー

ビスを仲介しようとする場合、所属金融機関それぞれから行われる指導に対応する必要が
あることから、（所属金融機関ごとの指導）

複数業種にまたがった仲介や多数の金融機関を相手方とする仲介を必ずしも念頭に置いてい
ない面があり、事業者にとって負担が大きいとの指摘があります。

（※銀行代理業者及び金融商品仲介業者を兼ねる者は令和２年３月末で６者、さらに保険代
理店も兼ねているのは５者に留まる。）
これを踏まえ、金融審WGでは、イノベーションを促進し、利便性のより高い金融仲介サービス

を実現していく観点から、複数業種かつ多数の金融機関が提供する多種多様な商品・サービ
スをワンストップで提供する仲介業者に適した業種の創設について、制度の具体的な検討を
行われた。
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金融サービス仲介制度の基本的な考え方

新たな金融サービス仲介業制度は、
①一つの登録で銀行、証券、保険、全ての分野の金融サービスの仲介を
行うことができる。（ワンストップの登録制）

②複数の金融機関と連携、協働しやすいよう特定の金融機関への所属を
求めない。（無所属制）

➡これにより、多種多様な金融サービスのワンストップでの提供が進むこと
により、利用者が自身の資産状況やライフプランに応じて自らに最も適し
た金融商品・サービスを選択しやすくなり、また、事業者が負担する規制
コストが低減することにより、それが利用者へ還元するということが期待
される。こうしたことを通じて、利用者の便益の向上が期待できる。

※金融サービス仲介業には、多種多様な金融サービスをオンラインで提供
しようとするフィンテック企業のほか、ビジネスの範囲を拡大しようと考える
既存の仲介業者などの参入が想定される。フィンテック協会が会員企業に
対して行った最近のアンケート結果によると、93社のフィンテック業者が参
入を検討中とのことである。
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既存の仲介業の参入規制の概要

（出所）金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」（第３回）「参考資料」（2019年10月30日）
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「既存の仲介業」と「金融サービス仲介業」の比較

（出所）金融庁作成資料
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施行期日、経過措置、見直し規定

１．施行期日（改正法附則１条本文）
• 公布の日（2020年６月５日）から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
２．経過措置
（１）金融サービス仲介業者の登録を受けるための準備行為（改正令附則２条）
• 改正後の金融サービス提供法12条に基づき、金融サービス仲介業の登録を受けようとする者
は、改正法施行日前においても、金融サービス提供法13条の規定の例により、その申請を行う
ことができる。

（２）認定金融サービス仲介業協会の認定を受けるための準備行為（改正令附則３条）
• 金融サービス提供法40条（認定金融サービス仲介業協会の認定）の規定による認定を受けよ

うとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができ
る。

（３）商号等の使用制限（改正法附則２条１項、金融サービス提供法19条）

• 法律の施行の際現に金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商
号若しくは名称を用いている者については、金融サービス提供法19条の規定は、法律の施行
後６月間は、適用しない。

（４）協会・協会員と誤認される文字の使用制限（改正法附則２条２項、金融サービス提供法42条
２項・３項）

• 法律の施行の際現にその名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会又は認定金融
サービス仲介業協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については
金融サービス提供法42条２項・３項の規定は、法律の施行後６月間は、適用しない。

３．改正の検討（改正法附則28条）

• 政府は、改正法の施行後５年を目途として、改正法による改正後のそれぞれの法律の施行の
状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずる。



金融サービス仲介業の業務範囲
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金融サービス仲介業の業務範囲の考え方

１．仲介先・仲介内容

• 預金等の受入れ、資金の貸付、為替取引を内容とする契約の仲介（銀行等と利
用者の仲介）
※協同組織金融機関や貸金業者への媒介を含める

• 有価証券の売買等の仲介（金融商品取引業者と利用者の仲介）
• 保険契約の仲介（保険会社と利用者の仲介）
※十分なシステム体制等を備えている者は、電子決済等代行業を行うことがで
きることとすることを検討

２．仲介行為
• 「媒介」に限定し「代理」は認めない

３．取引可能な商品・サービス
• 仲介にあたって高度な商品説明を要しないと考えられる商品・サービスに限定
（例：商品設計が複雑でないもの、日常生活に定着しているもの）

※特定預金等契約や特定保険契約とされている商品などを参考に、商品の特
性に応じて検討商品の特性に応じ、取引金額や契約期間によっても限定
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仲介先・仲介内容の考え方

• 日常生活において生じる金融取引のニーズに応えるため、新たな仲介業者は、
銀行・証券・保険の各分野における仲介を幅広く行えるようにすることが適当

• 具体的には、銀行代理業・金融商品仲介業・保険募集人／保険仲立人の業務
にならい、銀行分野の仲介としては、①預金等・資金の貸付け・為替取引に関す
る仲介、②証券分野の仲介としては、有価証券の売買等に関する仲介、③保険
分野の仲介としては、生命保険・損害保険等に関する仲介を行えるようにされる。

• なお、銀行分野の仲介については、複数の金融機関が提供するサービスの中か
ら、利用者が自身に最も適したものを選択できるようにするため、銀行のみなら
ず、協同組織金融機関や貸金業者への仲介も行えるようにされる。

• また、新たな仲介業に参入しようとする事業者には、仲介業務と電子決済等代行
業に該当する業務とを併せ営むニーズがあると想定される（具体的には家計簿
サービスを提供する参照型の電子決済代行業を営む事業者）。このような事業を
行おうとする事業者の手続上の便宜のため、新たな仲介業者のうち、電子決済
等代行業者と同様に十分な情報処理システム等の業務遂行体制などを備えて
いる者については、電子決済等代行業者としての登録を受けることなく、銀行法
の行為規制に基づいて電子決済等代行業を行うことができることとされる。
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仲介行為（「媒介」のみ）

• 一般に、「仲介」とは、他人のためにある事項について代理又は媒介す
ることと解される。このうち、「代理」は、仲介業者（代理人）の意思表示に
より契約当事者の間に直接法律効果が帰属する法律行為であるのに対
し、「媒介」は、他人の間に立って、他人を当事者とする法律行為の成立
に尽力する事実行為であるとされている。

• 新たな仲介業者のビジネスモデルとしては、例えば、いわゆる家計簿ア
プリを通じて把握した資金ニーズや資産状況を基に、利用可能な融資の
紹介及び送客や、個人のライフプランに応じ、顧客に適した金融商品・
サービスの比較・推奨等を行うことが想定される。

• このようなビジネスを念頭に置けば、仲介業者を通じた多様な金融商
品・サービスへのアクセスを確保する必要はあるが、必ずしも仲介業者
が金融機関や顧客に代わって取引を成立させる必要はない。

• これを踏まえ、新たな仲介業者の仲介行為として、「媒介」のみ認め、「代
理」は認めないこととされる。
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取扱可能な金融サービスの考え方

• 新たな仲介業者には所属制を採用しないため、商品・サービスを提供する金融
機関（銀行、証券会社、保険会社等）による指導・監督や賠償責任の負担がなさ
れるとは限らない。また、顧客の資産状況やライフプランに応じて顧客に適した
金融商品・サービスの比較・推奨等を行うビジネスを念頭に置けば、商品設計が
複雑な金融商品・サービスを仲介するニーズは大きくない。

• これらを踏まえ、新たな仲介業者には、商品設計が複雑でないものや、日常生
活に定着しているものなど、仲介にあたって高度な商品説明を要しないと考えら
れる商品・サービスに限って取扱いを認められることが適当である。取扱可能な
商品・サービスの限定にあたっては、銀行法・保険業法において特定預金等契
約・特定保険契約とされている商品や、二種外務員の職務の範囲などを参考に、
商品の特性に応じた限定を設けることが考えられる。

• 保険契約には、支払事由の発生に対して無制限の補償や長期の保障・補償を
約するものがあるが、このような高額・長期の保険契約の締結の仲介にあたって
は、一般に、個々のリスクと顧客意向の見極めや商品内容等の顧客への説明を
一層丁寧に行うことが重要となることから、商品性による限定に加え、商品の特
性に応じて、保険金額や保険期間による限定を設けることも考えられる。

• 一方で、金融仲介サービスにおけるイノベーションの促進や利用者利便等の観
点からは、法令上の制約が過度なものとならないよう留意する必要がある。
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特定の金融商品を区分して取り扱う例

（出所）金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」（第３回）「参考資料」（2019年10月30日）
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金融サービス仲介業の定義

１．金融サービス仲介業（法11条１項）
「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」、「有価証券等仲介業務」又は「貸金業貸付媒介業
務」のいずれかを業として行うことをいう。

２．預金等媒介業務（法11条２項）
銀行代理業者等以外による銀行等の預金等の受入れ、資金の貸付、為替取引を内容と
する契約の締結の媒介をいう。

３．保険媒介業務（11条３項）
特定保険募集人、損害保険代理店、保険仲介人等以外の者による保険会社、外国保険
会社等、少額短期保険業者の保険契約の締結の媒介をいう。

４．有価証券等仲介業務（11条４項）
第一種金融商品取引業者及び金融商品仲介業者以外の者による、第一種金融商品取
引業者や登録金融機関等と顧客との間の有価証券の売買の媒介等をいう。

５．貸金業貸付媒介業務（11条５項）
貸金業者以外の者による貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引
を内容とする契約の締結の媒介をいう。

※いずれの仲介行為についても、①「契約の締結の媒介」のみ認められ、「契約の締結
の代理」は認められず、②「当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要と
するものとして政令で定めるもの」は除かれる。
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新たな仲介業者が取扱可能な商品・サービスのイメージ

（出所）金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」（第５回）「参考資料」（2019年11月26日）
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預金等媒介業務から除外される取引

以下の預金等媒介業務の対象となる契約については、「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とす
る預金等の受入れを内容とする契約」として、預金等媒介業務の対象とすることは認められない。
１．預貯金の受入れ（法11条２項１号、令17条１項）
銀行等の預金取扱金融機関の預金等の受入れを内容とする契約の締結の媒介のうち、以下の①・
②を除く。
① 特定預金等契約（令17条１項１号）（例：デリバティブを組み込んだ預金である仕組預金）
※ただし、特定預金等である外貨預金（府令48条）のうち、引出し・送金・支払が外貨預金等の表
示通貨で行うことができるものについては、預金等媒介業務の対象として認められる（府令４
条）。

② 払戻しについて期限の定めがある預金等で譲渡禁止の特約のないものの受入れを内容とする契
約（令17条１項２号）

２．貸付け（法11条２項２号、令17条２項）
銀行等の預金取扱金融機関と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする
契約の締結の媒介（貸金業者が顧客のために行うものを除く。）のうち、以下の①・②を除く。
①個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）である顧客と
の間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定め
られた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内
において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの（令17条２項１号）

②上記①に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約（令17条２項２号）

３．為替取引（法11条２項３号）
銀行等の預金取扱金融機関と顧客との間において行う為替取引を内容とする契約の締結の媒介に
ついては、政令による適用除外規定なし。（※送金額や海外送金等について制限されない）
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保険媒介業務から除外される保険契約

特定保険募集人、損害保険代理店、保険仲介人等以外の者による保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者の保険
契約の締結の媒介のうち、以下の保険契約は、「当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものと
して政令で定めるもの」として、保険媒介業務から除外される（法11条３項、令18条）。

１．特定保険契約（令18条１号）
２．不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によって生ずる損害を塡補することを約する保険契約（専ら動産を

保険の目的とするものを除く。）（同条２号）
３．再保険契約（同条３号）
４．法人その他の団体又は個人（事業として又は事業のために保険契約者となる場合におけるものに限る。）を保険契約者と

する保険契約（同条４号）
５．団体保険（団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。）に係る保険契

約（同条５号）
※被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約（当該行事の実施等に起因する損害
等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。）を除く（府令５条）

６．保険料の計算の基礎となる係数その他の事項について、顧客に対して必要な情報が適切に提供されることが特に必要な
ものとして以下に定める保険契約（令18条６号、府令５条２項各号）
①転換によって成立する保険契約（府令５条１号）
②基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約（保険期間が１年以下の保険契約及
び損害保険契約（(i)傷害を受けたことを原因とする状態・(ii)(i)を直接原因とする人の死亡・(iii)（(i)に関して助産師・柔道整
体師・鍼灸師等の治療を受けたこと)）（同条２号）

７．上記１から６の保険契約以外の保険契約で次のいずれかに該当するもの（令18条７号）
①次の(i)から(iii)までのいずれかに掲げる保険に係る保険契約であって、一の保険契約者に係る一の被保険者につきそれ
ぞれ当該（i)から(iii)までに定める金額を超える保険金の支払又は損害の塡補を約するもの（ただし、一年間に支払う保険
料の額（保険期間が一年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約で、一年間当たりの額に換算した額）
が5000円以下である保険契約を除く（府令５条３項））

(i) 生命保険会社が販売する生命保険 1000万円
(ii) 生命保険会社・損害保険会社が販売する傷害保険 600万円
(iii)損害保険会社が販売する損害保険 2000万円

② 保険期間が被保険者の終身である保険に係る保険契約
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有価証券等仲介業務

第一種金融商品取引業者及び金融商品仲介業者以外が以下のいずれかを行う業務（法11条
４項）

１．次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買（当該売買について顧客に対し高
度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。）の媒介（PTS取引に
該当するものを除く。）（法11条４項１号）
イ 第一種金融商品取引業（第一種少額電子募集取扱業務を除く。）又は投資運用業（適格
投資家向け投資運用業を除く。）を行う金融商品取引業者

ロ 登録金融機関

※（次頁以降）非上場の株式やデリバティブ取引、信用取引は対象とならない。

２．前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う取引所金融商品市場又は外国金融商
品市場における有価証券の売買（上記１で有価証券の売買の対象とならないものを除く。）
の委託の媒介（法11条４項２号、令19条２項）

３．第一号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集若しくは有価証券の売出しの取
扱い又は有価証券の私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いは全てで認めら
れない（法11条４項３号、令19条３項）

４．上記１のイ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約又は投資一任契約
の締結の媒介（いずれも上記１で有価証券の売買の対象とならないものを除く。）（法11条４
項４号）
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有価証券等仲介業務

第一種金融商品取引業者及び金融商品仲介業者以外が以下のいずれかを行う業務（法11条４項）

１．次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買（当該売買について顧客に対し高度に
専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。）の媒介（PTS取引に該当するも
のを除く。）（法11条４項１号）
イ 第一種金融商品取引業（第一種少額電子募集取扱業務を除く。）又は投資運用業（適格投資
家向け投資運用業を除く。）を行う金融商品取引業者

ロ 登録金融機関
(1)以下に掲げる有価証券の売買のみ認められる（法11条４項１号、令19条１項１号、府令６条１項
各号）。
ア 国債証券、地方債証券、特殊法人債又は社債券（新株予約権付社債を除く）のうち、次の①・
②のいずれにも該当するもの
①その取得勧誘が有価証券の募集に該当するもの
②償還の方法、期限その他の条件が次に掲げる要件の全てに該当すること

(a) 償還期限及び償還金額（確定金額に限る。）の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の
全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。

(b) 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付さ
れていないこと

(c) 指標（金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標をいう。）に係る変動
により期限前償還をする条件が付されていないこと。

(d) 指標（金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。）に係る変動により利息の額が変
動する条件が付されていないこと。

(e) 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。
(f) 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。
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有価証券等仲介業務（続き）

ロ 特別法人出資債、優先出資証券又は株券のうち、金融商品取引所又はこれに類似する取引
所で外国に所在するもの（「金融商品取引所等」）に上場されているもの（上場廃止銘柄・上場
廃止のおそれのある銘柄を除く）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認し
たもの
ハ 投資信託又は外国投資信託の受益証券のうち、次のいずれにも該当するもの
①次のいずれかに該当するもの
（ｉ）その取得勧誘が有価証券の募集に該当するもの
（ｉｉ）金融商品取引所等に上場されているもの（上場廃止銘柄・上場廃止のおそれのある銘柄
を除く）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの

②有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を信託財産とするもの（ヘッジ目的等により信託
財産とするものを除く。）でないもの

二 投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券のうち次のいずれにも該当するもの
①次のいずれかに該当するもの
（ｉ）その取得勧誘が有価証券の募集に該当するもの
（ｉｉ）金融商品取引所等に上場されているもの（上場廃止銘柄・上場廃止のおそれのある銘柄
を除く）又は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの

②有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を信託財産とするもの（ヘッジ目的等により信託
財産とするものを除く。）でないもの
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有価証券等仲介業務（続き）

ホ 投資法人債券又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券のうち、次の①・②のいずれにも該
当するもの
①その取得勧誘が有価証券の募集に該当するもの
②償還の方法、期限その他の条件が次に掲げる要件の全てに該当すること

(a) 償還期限及び償還金額（確定金額に限る。）の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又
は一部の償還がされない条件が付されていないこと。

(b) 元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されてい
ないこと

(c) 指標（金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標をいう。）に係る変動により
期限前償還をする条件が付されていないこと。

(d) 指標（金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。）に係る変動により利息の額が変動する
条件が付されていないこと。

(e) 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。
(f) 金融庁長官の指定する有価証券でないこと。

へ 特定目的信託の受益証券のうち、次のいずれにも該当するもの
①金融商品取引所等に上場されているもの（上場廃止銘柄・上場廃止のおそれのある銘柄を除く）又
は金融商品取引所等が売買のため上場することを承認したもの

②主として特定資産を信託財産とするもののうち、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利を信託
財産とするもの（ヘッジ目的等により信託財産とするものを除く。）でないもの

ト 外国又は外国の者の発行する証券又は証書のうちイ、ロ又はヘに掲げる有価証券の性質を有す
るもの

チ 外国預託証券（上記イからトまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもののうち、金融商品取
引所等に上場されているもの又は金融商品取引所等が売買のために上場することを承認したもの

リ イからチまでに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の
規定により有価証券とみなされるもの

(２)上記（１）イからリまでに掲げる有価証券のうち、デリバティブ取引、信用取引等は有価証券等仲介業務
の対象とならない（法11条４項１号、令19条１項２号、府令６条５項）。
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貸金業貸付媒介業務

「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸
付け又は手形の割引を内容とする契約（当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を
必要とするものとして政令で定めるものを除く。）の締結の媒介（他の法律の規定に基づき業と
して行うもの及び貸金業法２条１項各号（２号を除く。）に掲げるものを除く。）を行う業務をいう
（法２条15項）。

【除外される契約】（令20条）
①個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客
によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請
求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの

②上記①に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約



登録制度
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登録制度

• 金融サービス仲介業は、登録制とされている（法12条）。

• 登録申請については、業務の種別（預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券
等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別）を記載することになる（法13条１項
４号）。

• 登録拒否要件は他の仲介業者と同様の内容が定められている（法15条）。

※認定金融サービス仲介業協会等に加入していない者は認定金融サービス仲介業
協会等の定款その他の規則（金融サービス仲介業務の適正を確保することまたは
顧客の保護に関するものに限る。）に準ずる内容の社内規則を作成していないもの
又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないものは、登録拒否事由と
なる。（法15条１項１号ソ）
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登録申請書の記載事項（法13条１項）

①商号、名称又は氏名及び住所
②法人であるときは、その役員（外国法人の場合は、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日
本における代表者を含む。）の氏名又は名称

③金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
④業務の種別（預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別）
⑤貸金業貸付媒介業務を行う場合は、貸金業貸付媒介業務に関して広告又は勧誘をする際に表示又は説
明をする営業所又は事務所の電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレス

⑥電子金融サービス仲介業務を行う場合には、その旨
⑦他に事業を行うときは、その事業の種類
⑧登録申請者が個人である場合は、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、
主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類

⑨登録申請者が法人である場合は、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、
当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在
地及び事業の種類又は行っている事業の種類

⑩加入する認定金融サービス仲介業協会の名称

※電子金融サービス仲介業務
金融サービス仲介業者が、顧客から当該金融サービス仲介業者の提供するソフトウェアを使用する方法によ
り当該顧客が締結しようとする「金融サービス契約」（顧客が金融サービス仲介行為（金融サービス仲介業務
に関して行う法11条２項各号に掲げる媒介、同条３項に規定する媒介、同条４項各号に掲げる行為及び同条
５項に規定する媒介をいう。）により締結する契約（金融サービス仲介業者と締結するものを除く。）をいう。）
に関する顧客の注文の内容の伝達を受け、以下の者（「相手方金融機関」）が定める方式（金融サービス仲
介業者が金融サービス仲介業務に用いるソフトウェアと相手方金融機関が金融サービス契約の締結に用い
るソフトウェアとの間の通信に係る方式に限る。）に従い、当該注文の内容を当該相手方金融機関に伝達す
る方法とする。
①銀行等の預金取扱金融機関
②保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者
③第一種金融商品取引業者、登録金融機関
④貸金業者



28

登録申請書の添付書類（法13条２項）

１．登録拒否事由（法15条１項イからカ、２号イからへまで）
２．登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）
３．金融サービス仲介業務の内容及び方法として「業務の内容及び方法」および「（登録申請者が法人である場合は）業務の分
掌」を記載した書面

４．預金等媒介業務を行う場合には、他に事業を行うことにより預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及
ぼすおそれがあるもの者として以下のいずれにも該当しないことを誓約する書面
① 主たる兼業業務の内容が資金の貸付、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用供与を行う業務以外であ

る場合
イ 預金等媒介業務の内容が、事業の用に供するための資金の貸付、手形の割引を内容とする契約（預金等を担保として

行うもの及び規格化された貸付商品でその契約の締結の審査に関与するものでないこと（1000万円以下のものに限る）
を除く）の締結であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、相手方金融機関と金融サービ
ス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること

ロ 兼業業務の取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそ
れがあると認められること。

ハ その他金等媒介業務の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は相手方金融機関の業務の健全か
つ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。

② 主たる兼業業務の内容が資金の貸付、手形の割引、債務の保証、手形の引受けその他の信用供与を行う業務である場
合

イ 上記①イ・ロ・ハ
ロ その業務について相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認めら

れるときを除き、金融サービス仲介業務として行う銀行等預金取扱金融機関との間で行う資金の貸付又は手形の割引
を内容とする契約の締結の媒介（相手方金融機関が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係
るものを除く。）の内容及び方法が、次に掲げる要件の全てを満たしていない場合
（i)貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること（事業の用に供するための資金に
係るものを除く。）。

(ii)規格化された貸付商品であってその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(iii)兼業業務として信用の供与を行っている顧客に対し、預金等媒介業務に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容と
する契約の締結の媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面による同意を得て、相手方金融機関に対し、兼業業務に
おける信用の供与の残高その他の相手方金融機関が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告
げることとしていること。

５．有価証券等仲介業務を行う場合には、銀行等の預金取扱金融機関、第一種金融商品取引業者等に該当しないこと（法15

条６号）を誓約する書面
６．貸金業貸付媒介業務を行う場合には、政令で定める使用人のうちに登録拒否事由に該当する者がないことを誓約する書面
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登録申請書の添付書類（法13条２項）②

７．登録申請者が個人の場合は以下の書面
①登録申請者の履歴書
②登録申請者の住民票の抄本・これに代わる書面
③登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請書の氏名に併せて登録申請書に記載した場合には、当該旧氏・名を証する書
面
④登録申請者が金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人
の住民票の抄本・これに代わる書面
⑤登録申請者が登録拒否事由に該当しない旨の官公署の証明書またはこれに代わる書面
８．登録申請者が法人の場合は以下の書面
①その役員の履歴書
②その役員の住民票の抄本またはこれに代わる書面
③その役員の旧氏及び名を当該登録申請書の氏名に併せて登録申請書に記載した場合には、当該旧氏・名を証する書面
④その役員が登録拒否事由に該当しない旨の官公署の証明書またはこれに代わる書面
９．登録申請者が金融サービス仲介業務を適確に遂行するに足りる能力を有することを明らかにする書面
10．兼業業務（金融サービス仲介業務及び金融サービス仲介業務に付随する業務以外の業務をいう。第十六条において同
じ。）を行う場合にあっては、その内容を記載した書面

11．金融サービス仲介業務の運営に関する社内規則等
12．①・②に掲げる場合の区分に応じ、当該①又は②に定める事項を記載した書面
①指定紛争解決機関が存在する場合➡当該指定紛争解決機関の名称または商号
②指定紛争解決機関が存在しない場合➡苦情処理措置および紛争解決措置

13．貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人があるときは、次の書類
①重要な使用人の氏名・生年月日を記載した書面
②重要な使用人の履歴書・住民票の抄本またはこれに代わる書面
③重要な使用人の旧氏・名を当該登録申請書の氏名に併せて登録申請書に記載した場合には、当該旧氏・名を証する書面
④重要な使用人が登録拒否事由に該当しない旨の官公署の証明書・これに代わる書面
⑤電子金融サービス仲介業務を行う場合は、その行う電子仲介業務の内容・当該業務を遂行する体制を記載した書面
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社内の管理態勢：経営管理①（監督指針III-1）

１．求められるガバナンス

• 上場会社である金乳サービス仲介業者については、コーポレートガバナンス・コー
ドの各原則で求められている水準の経営管理態勢

• 親会社が上場会社である金融サービス仲介業者については、コーポレートガバナ
ンス・コードへの取組状況も含め親会社の経営管理態勢を確認

２．経営陣

• 内部管理態勢の確立・整備に係る事項を経営の最重要課題と位置付け、その実
践のための具体的方針の策定・徹底。

• 内部監査の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定内部。監査部門の機
能が十分発揮できる機能を構築し、定期的にその機能状況を確認。被監査部門
等におけるリスク管理状況を踏まえ、監査方針・重点項目等の内部監査計画の
基本事項を承認。

• 反社排除の基本方針を取締役会で決定し、社内外に宣言。

３．内部管理部門（法令及び社内規則等を遵守した業務運営を確保するための内部
事務管理部署、法務部署、リスク管理部署等）

• 業務運営全般に関し、法令・社内規則等に則った適正な業務を遂行するための
適切なモニタリング・検証

• 重要問題等を確認した場合、経営陣に適切に報告。
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社内の管理態勢：経営管理②（監督指針III-1）

４．内部監査部門
• 被監査部門から独立・実効性ある内部監査が実施できる体制

• 金融サービス仲介業者の全ての業務を監査対象として、被監査部門におけるリスクの管理
状況・リスクの種類等を把握した上で、内部監査計画を立案。

• 内部監査計画に基づき、被監査部門に対して効率的かつ実効性ある内部監査の実施。
• 内部監査において把握・指摘した重要事項を遅滞なく経営陣に報告。

• 内部監査における指摘事項に関する被監査部門の改善状況を適切に管理、内部監査計画
に反映。

５．内部監査に代わる措置
• 個人の金融サービス仲介業者

• 金融サービス仲介業の業務に従事する者が１名ないし少人数でかつ当該者の常務に従事
する唯一の役員として代表者となっている法人形態の金融サービス仲介業者
➡外部監査の利用・自己検証

[自己検証］
• 実施するための十分な時間設定
• 自社の社内規則等を参考に自己検証項目を設定
• 頻度は少なくとも月１回
• 自己検証の記録は少なくとも３年保存
［外部監査］
• 外部監査人に監査目的を明確に指示。監査結果を業務改善に活用するための態勢整備
• 外部監査において把握・指摘された重要事項は遅滞なく取締役会・監査役会に報告

• 外部監査における指摘事項を一定期間内に改善。内部監査部門はその改善状況を適切に
把握・検証。
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商号規制・標識の掲示・名義貸しの禁止

１．商号等の使用制限（法19条）

• 金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名
称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

２．標識の掲示等（法20条）

• 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごと
に、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければな
らない。（１項）

• 金融サービス仲介業者は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法により金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、イ
ンターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により商号、名称又
は氏名、行う業務の種別その他内閣府令で定める事項を公表しなければならな
い。（２項）

• 金融サービス仲介業者以外の者は、標識又はこれに類似する標識を掲示しては
ならない。（３項）

３．名義貸しの禁止（法21条）

• 金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を
行わせてはならない。
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財産的基礎：保証金制度

• 所属制を採用する既存の仲介業においては、仲介行為に関して顧客に損害が生
じた場合、原則として所属金融機関がその賠償責任を負うこととされているが、新
たな仲介業には所属制を採用しないことから、新たな仲介業者自らが賠償責任を
負う前提で制度を検討する必要があると考えられる。このため、顧客の保護を図
る観点から、新たな仲介業者の賠償資力の確保に資するよう、保証金の供託等
を求めることが適当である。

• また、例えば、仲介業者のシステムトラブルによる顧客の損害の場合、多くの顧
客に同様の損害が発生することが想定され、仲介業者の事業規模が大きくなれ
ば賠償額も大きくなることがあると考えられる。これを踏まえ、新たな仲介業者に
求める保証金の水準は、その事業規模に応じたものとなることが望ましいです。

• 例えば、一定の額をベースに、前事業年度に得た手数料その他の対価の合計額
の一定割合を加えた額の供託等を求めることが考えられる。

• 前述のとおり、保証金の供託等は、顧客保護の観点から望ましいものであるが、
保証金の水準が高すぎれば、事業者にとって参入障壁ともなり得る。保証金の水
準を定めるにあたっては、新たな仲介業者の取扱可能な商品・サービスの範囲が
限定されていることを踏まえつつ、顧客保護の観点と、事業者の参入によるイノ
ベーションの促進及び利用者利便の向上の観点とのバランスに留意すべき。
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保証金制度（法22条）①

１．保証金の供託（法22条１項）
• 金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託し
なければならない。

２．保証金の額（同条２項、令26条）
• 保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等（顧客、顧客以外の保険契約者
等又は貸金業貸付媒介業務の媒介により締結した資金の貸付け若しくは手形の割引を内
容とする契約に関して保証人となった者）の保護を考慮して、以下のとおりの額とする。

①事業開始の日から最初の事業年度の終
了の日後３月を経過する日までの間

1000万円

②各事業年度（最初の事業年度を除く。）
の開始の日以後３月を経過した日（「改定
日」）から当該各事業年度終了の日後３月
を経過する日までの間

1000万円に当該各事業年度の前事業年

度の年間受領手数料（一事業年度におい
て金融サービス仲介業務に関して受領し
た手数料、報酬その他の対価を合計した
金額をいう。）に100分の５を乗じた額（その
額に10万円未満の端数があるときは、これ
を切り捨てるものとする。）を加えた額
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保証金制度（法22条）②

３．保証金の全部又は一部に代わる契約（法22条３項、令27条）
• 金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、当該金融サービス仲介業者のため
に所要の保証金が金融庁長官の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨
を金融庁長官に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託され
ることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことがで
きる。

• 金融サービス仲介業者は、保証金の全部又は一部に代わる契約を締結する場合には、銀
行、保険会社等の金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとし
なければならない（令27条、府令29条）。
①次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該金融サービス仲介業者
のために法22条４項の規定による内閣総理大臣の命令（「命令」）に係る額の供託金が遅
滞なく供託されるものであること。
イ 当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改
定日の前日までの間に命令を受けた場合

ロ 当該金融サービス仲介業者がイに規定する最初の改定日に係る保証金につき当該最
初の改定日以後においても供託（保証金の全部又は一部に代わる契約の締結を含
む。）をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

②金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更すること
ができないものであること。

４．保証金の供託命令（法22条４項）
• 金融庁長官は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と
前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託
されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることが
できる。
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保証金制度（法22条）③

５．業務の禁止（法22条５項）
• 金融サービス仲介業者は、保証金について供託を行い、かつ、その旨を金融庁長官に届け出た後でなけ

れば、金融サービス仲介業を行ってはならない。
６．債権者の優先弁済権（法22条６項）
• 金融サービス仲介業者の媒介の対象である顧客（当該媒介により資金の貸付け若しくは手形の割引を

内容とする契約を締結した者又は当該契約に関して保証人となった者を含む）は、当該金融サービス仲
介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

７．権利の実行（法22条７項、令28条）
• 上記６の権利の実行の手続は、令28条に規定されている。
８．保証金の追加供託・届出（法22条８項）
• 金融サービス仲介業者は、上記６の権利の実行その他の理由により、供託を行った保証金の額が上記２

の額に不足することとなったときは、金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則11条２
項の支払委託書の写しの送付を受けた日等から２週間以内にその不足額について供託を行い、遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

９．有価証券の保証金の代用（法22条９項、府令31条）
• 国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもって充てることができる。
10．供託金の取戻し（法22条10項）
保証金は、次の①～③のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、その全部又
は一部を取り戻すことができる。
①金融サービス仲介業の廃止等や金融サービス仲介業者の死亡、特定の金融サービス仲介業務を行う者
が、それぞれに対応する仲介業者（銀行代理業者、保険募集人、保険仲立人、金融商品仲介業者、貸金
業者等）になったとき

②金融庁長官の行政処分により登録が取り消されたとき
③金融サービス仲介業務の状況の変化その他の理由により、供託を行った保証金の額が上記２の額を超え
ることとなったとき。

11．取り戻すことができる保証金の額の指定（法22条11項）
金融庁長官は、前10の承認をするときは、金融サービス仲介業者が行った上記６の債権の弁済を確保する
ために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定
することができる。
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金融サービス仲介業者賠償責任保険契約（法23条）

１．金融サービス仲介業者賠償責任保険契約（法23条１項、令29条、賠償責任保険契約告示）
• 金融サービス仲介業者は、以下のとおり、損害保険会社等を相手方として、下記に規定する内容の金融サービス仲介業

者賠償責任保険契約（金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融
サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払
うことを約する契約をいう。）を締結し、金融庁長官の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険
金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる。
①金融サービス仲介業者に金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害

のうち一定の事由によるものを当該金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失（「一定の事由による損
失」）が塡補されるものであること。

②一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失が塡補されるものである
場合には、当該一定の金額が、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等の保護を考慮して金融庁長官の定める額
（※供託しなければならない保証金の100分の１）以下であること。

③当該金融サービス仲介業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
④金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
⑤金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の保険金の支払事由以外の事項が、顧客等の保護に欠けるおそれのないも

のであること。
⑥同一の行為に起因する一定の事由による損失の塡補の限度額に３を乗じて得た額以上の額が賠責保険契約の保険期

間中において塡補されるものであること。
⑦賠責保険契約の保険期間終了後における５年を下らない一定の期間の期間延長特約（賠責保険契約の保険期間中に生

じた一定の事由による損失が、当該保険期間終了後も延長して塡補される特約をいう。）が付されていること。
⑧賠責保険契約の保険期間開始前における３年を下らない一定の期間の先行行為担保特約（賠責保険契約の開始前の一

定の期間中に生じた一定の事由による損失が塡補される特約をいう。） が付されていること。
※金融サービス契約の締結の媒介を行った顧客等の保護に欠けるおそれがないと認められるときは、適合することを要
しない

⑨金融サービス契約の締結の媒介に関して生じた当該金融サービス仲介業者の顧客等に対する債務の有無等に照らし、
顧客等の保護に欠けるおそれがないと認められること。

２．供託命令（法23条２項）
• 金融庁長官は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金

融サービス仲介業者に対し、上記１により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることがで
きる。



38

業務に関する規制

１．金融サービス仲介業者の誠実義務（法24条）

２．情報提供（法25条）

３．業務運営に関する措置（法26条）

４．金銭等の預託の禁止（法27条）

５．指定紛争解決機関との契約締結義務等（法28条）

６．銀行法の準用（法29条）

７．保険業法の準用（法30条）

８．金融商品取引法の準用（法31条）

９．貸金業法の準用（法32条）
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情報の提供（法25条）①

１．情報提供事項（法25条１項）
金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなけれ
ばならない。
（１）金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
（２）金融サービス仲介業者登録簿に登録されている業務の種別
（３）銀行等の預金取扱金融機関、保険会社等、第一種金融商品取引業者、登録金融機関又は貸金業者の代理権がない旨そ

の他金融サービス仲介業者の権限に関する事項
※具体的には、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明らかにしなければならない（法33条１
項）
①金融サービス契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。
②金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面の発行
③保険媒介業務を行う場合にあっては、顧客から保険契約に関する告知又は通知を受けること。
④保険媒介業務を行う場合にあっては、保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかを判断すること又は当該塡補
すべき額を決定すること。

（４）金銭等の預託の禁止（法27条）の規定の趣旨
（５）金融サービス仲介業者の損害賠償に関する事項
（６）登録番号
（７）顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の商号、名称又は氏名
（８）顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料の額若しくはその上限額

又はこれらの計算方法の概要
（９）相手方金融機関の一の金融サービス契約と同種の内容の金融サービス契約（他の相手方金融機関が契約の締結の相手

方となるものに限る。）を取り扱う場合において、顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が相手方金融機関
に支払う手数料等が相手方金融機関により異なるときは、その旨

（１０）投資助言業務を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融サービス仲介行為を行うとき（一定の期間における
金融サービス仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融サービス仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合で
あって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明らかにし

ているときを除く。）は、当該金融サービス仲介行為により得ることとなる手数料等の額
（１１）金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関との間の資本関係及び人的

関係並びに金融サービス仲介行為に係る委託契約の有無
（１２）金融サービス仲介業務に関し、顧客に対する情報の提供、説明及び書面の交付等についての金融サービス仲介業者と

顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の役割分担に関する事項
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情報の提供（法25条）②

２．顧客に情報提供を求められた場合の開示事項（法25条２項、府令34条）
金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、以下の事項を、明らかにし
なければならない。

（１）金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、
報酬その他の対価の額

（２）業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関し
て取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融
機関から受領した手数料、報酬その他の対価（「手数料等」）を合計した金額の
総額に占める顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関
から受領した手数料等を合計した金額の割合

（３）当該金融サービス仲介業者が供託している保証金の額、締結している保証委託
契約において供託されることとなっている金額又は金融サービス仲介業者賠償
責任保険契約の保険金の額
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顧客情報の管理

• 金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に関し、この法律又は他の法律に定め
があるものを除き、内閣府令で定めるところにより、その金融サービス仲介業務に係る重要
な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報
の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければなら
ない。（法26条）
（１）個人顧客情報の安全管理措置等（府令36条）

金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従
業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、
当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなけ
ればならない。

（２）返済能力情報の取扱い（府令37条）
金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関（資金需要者の借入金返済能力に
関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものを
いう。）から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関
するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保
するための措置を講じなければならない。

（３）特別の非公開情報の取扱い（府令38条）
金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本
籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報（その業務
上知り得た公表されていない情報をいう。）を、適切な業務の運営の確保その他必要と
認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなけ
ればならない。
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顧客等に関する情報管理態勢（監督指針III-2-2）①

• 個人である顧客に関する情報については、仲介業等府令、個人情報の
保護に関する法律（「個人情報保護法」）、個人情報の保護に関する法律
についてのガイドライン（通則編）、同ガイドライン（外国にある第三者へ
の提供編）、同ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）及び同ガ
イドライン（匿名加工情報編）（以下、合わせて「保護法ガイドライン」とい
う。）、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン（以下「金融
分野ガイドライン」という。）並びに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（以下「実務指
針」という。）の規定に基づく適切な取扱いが確保される必要がある。

• 金融サービス仲介業者は、法人関係情報（仲介業等府令第118 条第３号
に掲げる法人関係情報をいう。以下同じ。）を入手し得る立場であること
から、その厳格な管理とインサイダー取引等の不公正な取引の防止が求
められる。

• 以上のように、金融サービス仲介業者は、顧客に関する情報及び法人関
係情報（以下「顧客等に関する情報」という。）を適切に管理し得る態勢を
確立することが重要であり、例えば以下の点に留意して検証することとす
る。
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顧客等に関する情報管理態勢（監督指針III-2-2）②

（１）顧客等に関する情報管理態勢に係る留意事項
① 経営陣は、顧客等に関する情報管理の適切性を確保する必要性及び重要性を認識し、適切性を確保するための組織体制の確
立（部門間における適切な牽制の確保を含む。）、社内規程の策定等、内部管理態勢の整備を図っているか。

② 顧客等に関する情報の取扱いについて、具体的な取扱基準を定めた上で、研修等により役職員に周知徹底を図っているか。特
に、当該情報の他者への伝達については、上記の法令、保護法ガイドライン、金融分野ガイドライン、実務指針の規定等に従い
手続きが行われるよう十分な検討を行った上で取扱基準を定めているか。

③ 顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底（アクセス権限を付与された本人以外が使用することの防止等）、内部関係者によ
る顧客等に関する情報の持ち出しの防止に係る対策、外部からの不正アクセスの防御等情報管理システムの堅牢化などの対策
を含め、顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる体制となっているか。

また、特定職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する職員への管理・牽制の強化を図る等、顧客等に関する情報を利
用した不正行為を防止するための適切な措置を図っているか。

④ 顧客等に関する情報の取扱いを委託（注）する場合に講じるべき措置については、Ⅲ－２－１０（１）を参照のこと。
（注）「委託」とは、契約の形態や種類を問わず、金融サービス仲介業者が他の者に顧客等に関する情報の取扱いの全部又は一部
を行わせることを内容とする契約の一切を含む。また、形式上、委託契約が結ばれていなくともその実態において委託と同視し得
る場合や当該委託された業務等が海外で行われる場合も含む。

⑤ 顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二次被害等の発生防止の観点から、対象と
なった顧客等への説明、当局への報告及び公表が迅速かつ適切に行われる体制が整備されているか。

また、情報漏えい等が発生した原因を分析し、再発防止に向けた対策が講じられているか。さらには、他社における漏えい事故等を
踏まえ、類似事例の再発防止のために必要な措置の検討を行っているか。

⑥ 金融サービス仲介業者が複数の金融機関から金融サービス仲介業務を受託している場合は、一の金融機関のための金融サー
ビス仲介業務で得た顧客情報が顧客の同意なくその他の金融機関のための金融サービス仲介業務に流用されることのないよう、
顧客情報を適正に管理するための方法や態勢（例えば、組織・担当者の分離、設備上・システム上の情報障壁の設置、情報の遮
断に関する社内規則の制定及び研修等社員教育の徹底等の顧客情報管理体制）の整備が行われているか。

また、上記の流用に係る顧客の同意を得る場合においては、下記（２）④に準じて適切な同意の取得が図られているか。
⑦ 金融サービス仲介業者が、金融サービス仲介業務において取り扱う顧客に関する非公開情報等（仲介業等府令第20 条第２項第
１号イに規定する非公開金融情報、同号ロに規定する非公開保険情報、第111 条第１項第24 号に規定する非公開融資等情報を
含む。）を他の種別の金融サービス仲介業や兼業業務に利用する場合、及び兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情
報等を金融サービス仲介業務に利用する場合において、法令及び認定金融サービス仲介業協会の自主規制規則等に基づき当
該利用に係る顧客の同意を得る場合においては、下記（２）④に準じて適切な同意の取得が図られているか。

⑧ 独立した内部監査部門等において、定期的又は随時に、顧客等に関する情報管理に係る幅広い業務を対象にした監査を行って
いるか。また、顧客等に関する情報管理に係る監査に従事する職員の専門性を高めるため、研修の実施等の方策を適切に講じ
ているか。
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顧客等に関する情報管理態勢（監督指針III-2-2）③
（２）個人情報管理に係る留意事項
① 個人である顧客に関する情報については、仲介業等府令第36 条の規定に基づきその安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には
その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置として以下の措置が講じられているか。
（安全管理について必要かつ適切な措置）
イ．金融分野ガイドライン第８条の規定に基づく措置
ロ．実務指針Ⅰ及び別添２の規定に基づく措置
（従業者の監督について必要かつ適切な措置）
ハ．金融分野ガイドライン第９条の規定に基づく措置
ニ．実務指針Ⅱの規定に基づく措置
（委託先の監督について必要かつ適切な措置）
ホ．金融分野ガイドライン第10 条の規定に基づく措置
ヘ．実務指針Ⅲの規定に基づく措置
② 個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報（注）を、仲介業等府令第38 条の
規定に基づき金融分野ガイドライン第５条第１項各号に列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措置が講じられているか。
（注）その他特別の非公開情報とは、以下の情報をいう。
⒜ 労働組合への加盟に関する情報
⒝ 民族に関する情報
⒞ 性生活に関する情報
⒟ 個人情報の保護に関する法律施行令第２条第４号に定める事項に関する情報
⒠ 個人情報の保護に関する法律施行令第２条第５号に定める事項に関する情報
⒡ 犯罪により害を被った事実に関する情報
⒢ 社会的身分に関する情報
③ クレジットカード情報（カード番号、有効期限等）を含む個人情報（以下「クレジットカード情報等」という。）は、情報が漏えいした場合、不正使用によるなりすま
し購入など二次被害が発生する可能性が高いため、金融サービス仲介業者は、上記①・②に加え、特に以下の措置を講じているか。
イ．クレジットカード情報等について、利用目的その他の事情を勘案した適切な保存期間を設定し、保存場所を限定し、保存期間経過後適切かつ速やかに廃棄
しているか。

ロ．業務上必要とする場合を除き、クレジットカード情報等をコンピュータ画面に表示する際には、カード番号を全て表示させない等の適切な措置を講じているか。
ハ．クレジットカード情報等を保護するためのルール及びシステムが有効に機能しているかについて、定期的又は随時に点検・立入検査を行っているか。
④ 個人データの第三者提供に関して、金融分野ガイドライン第11 条等を遵守するための措置が講じられているか。特に、その業務の性質や方法に応じて、以
下の点にも留意しつつ、個人である顧客から適切な同意の取得が図られているか。
イ．金融分野ガイドライン第３条を踏まえ、個人である顧客からPC・スマートフォン等の非対面による方法で第三者提供の同意を取得する場合、同意文言や文字
の大きさ、画面仕様その他同意の取得方法を工夫することにより、第三者提供先、当該提供先に提供される情報の内容及び当該提供先における利用目的
について、個人である顧客が明確に認識できるような仕様としているか。

ロ．過去に個人である顧客から第三者提供の同意を取得している場合であっても、第三者提供先や情報の内容が異なる場合、又はあらかじめ特定された第三
者提供先における利用目的の達成に必要な範囲を超えた提供となる場合には、改めて個人である顧客の同意を取得しているか。

ハ．第三者提供先が複数に及ぶ場合や、第三者提供先により情報の利用目的が異なる場合、個人である顧客において個人データの提供先が複数に及ぶこと
や各提供先における利用目的が認識できるよう、同意の対象となる第三者提供先の範囲や同意の取得方法、時機等を適切に検討しているか。

ニ．第三者提供の同意の取得に当たって、優越的地位の濫用や個人である顧客との利益相反等の弊害が生じるおそれがないよう留意しているか。例えば、個
人である顧客が、第三者提供先や第三者提供先における利用目的、提供される情報の内容について、過剰な範囲の同意を強いられる等していないか。
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顧客等に関する情報管理態勢（監督指針III-2-2）④
（３）法人関係情報を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止に係る留意事項
① 役職員及びその関係者による、有価証券の売買その他の取引等に係る社内規則を整備し、必要に応じて見直しを行う等、適切な内部管理態
勢を構築しているか。
② 役職員によるインサイダー取引等の不公正な取引の防止に向け、職業倫理の強化、関係法令や社内規則の周知徹底等、法令等遵守意識の
強化に向けた取組みを行っているか。
③ 法人関係情報を入手し得る立場にある、金融サービス仲介業者の役職員及びその関係者による有価証券の売買その他の取引等の実態把
握を行い、必要に応じてその方法の見直しを行う等、適切な措置を講じているか。
（４）信用情報の目的外使用等の防止
金融サービス仲介業者又はその役職員は、仲介業等府令第37 条の規定により、信用情報に関する機関（資金需要者の借入金返済能力に関す
る情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。）から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の
借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力等調査以外の目的で利用しないことを確保するための措置を講じる必要がある。
当該信用情報の提供を受ける金融サービス仲介業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意するものとする。
① 法令等を踏まえた社内規則等の整備
社内規則等において、法令及び認定金融サービス仲介業協会の自主規制規則等を踏まえ、信用情報の目的外使用等を防止するための社内体
制や方法等を具体的に定めているか。
② 法令等を踏まえた信用情報の目的外使用等の防止に係る態勢の構築
イ．経営陣は、信用情報の目的外使用等が重大な法令違反行為であることを認識し、自ら率先して信用情報の目的外使用等の防止に係る態
勢の構築に取り組んでいるか。

ロ．役職員が社内規則等に基づき、信用情報の適正な使用等が行われるよう、社内研修等により周知徹底を図っているか。
ハ．社内規則等に則り、信用情報の目的外使用等を防止する態勢が整備されているか。検証に当たっては、例えば、以下の点に留意する。
ａ．信用情報に関する機関への信用情報の提供依頼に係るアクセス管理の徹底（アクセス権限を付与された本人以外が使用することの防止
等）を図り、使用目的を返済能力等調査に限定して提供依頼を行う態勢が整備されているか。
ｂ．信用情報に関する機関から提供を受けた信用情報を使用する役職員が特定され、返済能力等調査に限定して使用する態勢が整備されて
いるか。
（注）例えば、途上与信を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データ
ベースを勧誘に利用した場合等（債権の保全を目的とした利用を含む。）であっても、返済能力の調査以外の目的による使用に該当すること
に留意する必要がある。
ｃ．信用情報の提供依頼及び使用等に関して、貸付けの契約の申込状況、信用情報の提供依頼の目的、資金需要者等からの同意及び使用
状況等について事後的に確認できる態勢が整備されているか。
ｄ．役職員の異動、退職又は営業所等の統廃合等の際など、関係者による信用情報の漏えい等の防止などの対策が講じられているか。
ｅ．信用情報の提供依頼及び使用等に関して、特定役職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する役職員への管理・牽制の強
化を図る等、信用情報の目的外使用等を防止するための適切な措置を図っているか。

③ 内部管理部門等による実効性確保のための措置
信用情報の使用等に関して、内部管理部門における定期的な点検や内部監査を通じ、その実施状況を把握・検証しているか。また、当該検証等
の結果に基づき、必要に応じて実施方法等の見直しを行うなど、信用情報の適正な使用等の実効性が確保されているか。


