犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
（実質的支配者の確認方法等）
第十一条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第四号に掲げる事項に係
るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
２ 法第四条第一項第四号及び令第十二条第三項第三号に規定する主務省令で定める者（以下「実
質的支配者」という。）は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
者とする。
一 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条
第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条
第三項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権（会社法第三百八条第一項その他
これに準ずる同法以外の法令（外国の法令を含む。）の規定により行使することができない
とされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等（会計監査人を除く。）
の選任及び定款の変更に関する議案（これらの議案に相当するものを含む。）の全部につき
株主総会（これに相当するものを含む。）において議決権を行使することができない株式（こ
れに相当するものを含む。以下この号において同じ。）に係る議決権を除く。以下この条に
おいて同じ。）が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保
有数の割合に応じて与えられる法人（定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人
を除く。以下この条及び第十四条第三項において「資本多数決法人」という。）のうち、そ
の議決権の総数の四分の一を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人
（当該資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明
らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権
を直接若しくは間接に有している場合を除く。）があるもの 当該自然人
二 資本多数決法人（前号に掲げるものを除く。）のうち、出資、融資、取引その他の関係を
通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの 当該
自然人
三 資本多数決法人以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの 当該自然
人
イ 当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の四分の一を超える収益
の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人（当該法人の事業経
営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事
業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の二分の一を超える収益の配当若し
くは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。）
ロ 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有する
と認められる自然人
四 前三号に定める者がない法人 当該法人を代表し、その業務を執行する自然人
３ 前項第一号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の四分の一又
は二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合
を合計した割合により行うものとする。

一 当該自然人が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に
占める割合
二 当該自然人の支配法人（当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有す
る法人をいう。この場合において、当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当
該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する
他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。）が有する当該資本多数決法人の議決権が当
該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
４ 国等（令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除
く。）及びその子会社（会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。）は、第二項の規定の
適用については、自然人とみなす。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第四条 特定事業者（略）
５ 特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であっ
て、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの（以下
この項において「国等」という。
）であるときには、（略）
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第十四条 法第四条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資し
ている法人（前号、次号及び第五号に掲げるものを除く。）
三 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟して
いる国際機関
五 金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第二十七条の二各号に掲げる有
価証券（金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るも
の並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。）の
発行者
六 前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
金融商品取引法施行令
（その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲）
第二十七条の二 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に
掲げる有価証券（前条に規定するものを除く。）で金融商品取引所に上場されているもの、店
頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げ
るものとする。

一 法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券（前条に規定するものを除く。
以下この条において同じ。）で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券
若しくは取扱有価証券に該当するもの
二 法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券（前号に掲げるものを除く。）
を受託有価証券とする有価証券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店
頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
三 外国の者の発行する証券又は証書のうち法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げ
る有価証券の性質を有するもので金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券
若しくは取扱有価証券に該当するもの
四 外国の者の発行する証券又は証書のうち法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げ
る有価証券の性質を有するもの（前号に掲げるものを除く。）を受託有価証券とする有価証
券信託受益証券で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱
有価証券に該当するもの
五 外国の者の発行する証券又は証書のうち法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げ
る有価証券の性質を有するもの（前二号に掲げるものを除く。）の預託を受けた者が当該証
券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証
券又は証書に係る権利を表示するもののうち、金融商品取引所に上場されており、又は店頭
売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
（国等に準ずる者）
第十八条 令第十四条第六号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 勤労者財産形成基金
二 存続厚生年金基金
三 国民年金基金
四 国民年金基金連合会
五 企業年金基金
十一 有価証券の売買を行う外国（国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限
る。）の市場に上場又は登録している会社
金融商品取引法
第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
五 社債券（相互会社の社債券を含む。以下同じ。）
七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」
という。）に規定する優先出資証券
九 株券又は新株予約権証券
（上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出）

第百六十三条 第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券（政令で定
めるものを除く。）で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価
証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者（以下この条から第百六十六条ま
で及び第百六十七条の二第一項において「上場会社等」という。）の役員（投資信託及び投資
法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人である上場会社等（第百六十六条におい
て「上場投資法人等」という。）の資産運用会社（同法第二条第二十一項に規定する資産運用
会社をいう。第百六十六条において同じ。）の役員を含む。以下この条から第百六十五条まで
において同じ。）及び主要株主（自己又は他人（仮設人を含む。）の名義をもつて総株主等の
議決権の百分の十以上の議決権（取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定め
るものを除く。）を保有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。）
は、自己の計算において当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十
一号に掲げる有価証券（政令で定めるものを除く。）その他の政令で定める有価証券（以下こ
の条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。）又は当該上場会社等の特定有
価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価
証券（以下この項において「関連有価証券」という。）に係る買付け等（特定有価証券又は関
連有価証券（以下この条から第百六十六条まで、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二
及び第百九十七条の二第十四号において「特定有価証券等」という。）の買付けその他の取引
で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百六十五条の二において同じ。）又は売
付け等（特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第
百六十五条の二までにおいて同じ。）をした場合（当該役員又は主要株主が委託者又は受益者
である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場
合であって内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。）には、内閣府
令で定めるところにより、その売買その他の取引（以下この項、次条及び第百六十五条の二に
おいて「売買等」という。）に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日まで
に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の
事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十五条第十一号の規定に基づき、国又は地域
を指定する件
アイスランド アイルランド アメリカ合衆国 アルゼンチン イタリア インド 英国 オースト
ラリア オーストリア オランダ カナダ ギリシャ シンガポール スイス スウェーデンペ スペ
イン タイ 大韓民国 台湾 中華人民共和国 デンマーク ドイツ トルコ ニュージーランド ノ
ルウェー フィンランド ブラジル フランス ベルギー ポルトガル 香港 マカオ マレーシア
南アフリカ共和国 メキシコ ルクセンブルク ロシア
会社法
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経
営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
会社法施行規則
第三条 法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等
の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
３ 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合
（財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していない
ことが明らかであると認められる場合を除く。）をいう（以下この項において同じ。）。
一 他の会社等（次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められる
ものを除く。以下この項において同じ。）の議決権の総数に対する自己（その子会社及び子
法人等（会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合に
おける当該他の会社等をいう。）を含む。以下この項において同じ。）の計算において所有
している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定による再生手続開始の決定を受け
た会社等
ロ 会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更生手続開始の決定を受けた
株式会社
ハ 破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が
百分の四十以上である場合（前号に掲げる場合を除く。）であって、次に掲げるいずれかの
要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数（次に掲げる議決権の数の合計
数をいう。次号において同じ。）の割合が百分の五十を超えていること。
（１） 自己の計算において所有している議決権
（２） 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己
の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
（３） 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している
議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者
（当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限
る。）の数の割合が百分の五十を超えていること。
（１） 自己の役員
（２） 自己の業務を執行する社員
（３） 自己の使用人
（４） （１）から（３）までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

ニ 他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総
額に対する自己が行う融資（債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。）の額
（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を
含む。）の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される
事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている
場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。）
であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法
な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習
的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財
産の凍結等に関する特別措置法
（目的）
第一条 この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七
十三号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国
に対し当該行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者（以下「国
際テロリスト」という。）の財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、（略）
（公告）
第三条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号その他
の政令で定める同理事会決議（附則第二条において「第千二百六十七号等決議」という。）に
よりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第
千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号その他の政令で定める同理事会決議により設
置された委員会の作成する名簿（以下単に「名簿」という。）に記載されたときは、国家公安
委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定める事
項を官報により公告するものとする。（略）

