私的独 占の 禁止及 び公 正取 引の確 保に 関する 法律 の一部 を改正 する 法律案
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第二条
（略 ）

こ の法 律にお いて 「不当 な取 引制限 」と は、事 業者 が、契 約、 協定そ の他 何ら の名義 をも つてす るか を問わ ず、 他の事 業者と 共同 して対 価を

と をいう 。

問わず 、他 の事業 者の 事業活 動を 排除し 、又 は支配 する ことに より 、公共 の利益 に反 して、 一定 の取引 分野 におけ る競 争を実 質的 に制限 する こ

この法 律に おいて 「私 的独占 」と は、事 業者 が、単 独に 、又は 他の 事業者 と結 合し、 若し くは通 謀し 、その 他い かなる 方法を もつ てする かを

② ～④
⑤

⑥

決 定し 、維持 し、 若しく は引 き上げ 、又 は数 量、技 術、 製品、 設備若 しく は取引 の相 手方を 制限す る等 相互に その 事業活 動を 拘束し 、又 は遂行
する こと により 、公 共の利 益に 反して 、一 定の取 引分 野にお ける 競争を 実質 的に制 限す ること をい う。
（ 略）

イ

他の 事業 者に、 ある 事業者 に対 する供 給を 拒絶さ せ、 又は供 給に 係る 商品若 しく は役務 の数 量若し くは 内容を 制限 させる こと 。

ある事 業者 に対し 、供 給を拒 絶し 、又は 供給 に係る 商品 若しく は役 務の数 量若 しくは 内容を 制限 するこ と。

相手 方に 対しそ の販 売する 当該商 品の 販売価 格を 定めて これ を維持 させ ること その 他相手 方の 当該 商品の 販売 価格の 自由 な決定 を拘 束す

自 己の供 給す る商 品を購 入す る相手 方に 、正当 な理 由がな いのに 、次 のいず れか に掲げ る拘束 の条 件を付 けて 、当該 商品 を供給 する こと 。

動を 困難 にさせ るお それが ある もの

正当 な理 由がな いの に、商 品又 は役務 をそ の供給 に要 する費 用を 著しく 下回 る対価 で継 続して 供給 するこ とで あつて 、他の 事業 者の事 業活

せるお それ がある もの

不当に 、地 域又は 相手 方によ り差 別的な 対価 をもつ て、 商品又 は役 務を継 続し て供給 する ことで あつ て、他 の事 業者の 事業 活動を 困難 にさ

ロ

正当な 理由 がない のに 、競 争者と 共同 して、 次の いずれ かに 該当す る行 為をす るこ と。

こ の法律 にお いて「 不公 正な取 引方法 」と は、次 の各 号のい ずれ かに該 当す る行為 をい う。

⑦・⑧
⑨
一

二

三

四
イ
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五

六

ロ

ること 。

相手 方の 販売す る当 該商品 を購 入する 事業 者の当 該商 品の販 売価 格を定 めて 相手方 をし て当該 事業 者に これを 維持 させる こと その他 相手
方を して当 該事 業者の 当該 商品の 販売 価格の 自由 な決定 を拘 束させ るこ と。

自 己の 取引上 の地 位が相 手方 に優越 して いるこ とを 利用し て、正 常な 商慣習 に照 らして 不当 に、次 のい ずれか に該 当する 行為 をする こと 。

継続 して 取引す る相 手方（ 新た に継続 して 取引し よう とする 相手 方を含 む。 ロにお いて 同じ。 ）に 対して 、当 該取引 に係 る商品 又は 役務

継 続して 取引 する相 手方 に対し て、 自己の ため に金 銭、役 務そ の他の 経済 上の利 益を 提供さ せる こと。

イ

ロ

取引 の相 手方か らの 取引に 係る商 品の 受領を 拒み 、取引 の相 手方か ら取 引に係 る商 品を受 領し た後当 該商 品を当 該取 引の相 手方 に引 き取

以外の 商品 又は役 務を 購入さ せる こと。

ハ

らせ、 取引 の相手 方に 対して 取引 の対価 の支 払を遅 らせ 、若し くは その額 を減 じ、そ の他 取引の 相手 方に不 利益 となる よう に取引 の条 件を
設 定し 、若し くは 変更し 、又 は取引 を実 施する こと 。

前各号 に掲 げるも のの ほか、 次の いず れかに 該当 する行 為で あつて 、公 正な競 争を 阻害す るお それが ある ものの うち 、公正 取引 委員会 が指

ニ

ハ

ロ

イ

自己 の取引 上の 地位を 不当 に利用 して 相手方 と取 引する こと。

相手 方の 事業活 動を 不当に 拘束 する条 件を もつて 取引 するこ と。

不 当に 競争者 の顧 客を自 己と 取引す るよ うに誘 引し 、又は 強制 するこ と。

不当 な対価 をも つて取 引す ること 。

不当 に他 の事業 者を 差別的 に取 り扱う こと 。

定す るもの

ホ

自 己又は 自己 が株主 若し くは 役員で ある 会社と 国内 におい て競 争関係 にあ る他の 事業 者とそ の取 引の相 手方 との取 引を不 当に 妨害し 、又

事 業者 は、 私的独 占又 は不当 な取 引制限 をし てはな らな い。

、若し くは 強制す るこ と。

は当 該事 業者が 会社 である 場合 におい て、 その会 社の 株主若 しく は役員 をそ の会社 の不 利益と なる 行為を する ように 、不当 に誘 引し、 唆し

ヘ

第三 条
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第 六条

第三 条又 は前条 の規 定に違 反する 行為 があ るとき は、 公正取 引委 員会は 、第 八章第 二節 に規定 する 手続に 従い 、事業 者に 対し、 当該 行為

事業 者は、 不当 な取引 制限 又は不 公正 な取引 方法 に該当 する事 項を 内容と する 国際的 協定 又は国 際的 契約を して はなら ない 。

公 正取 引委員 会は 、第三 条又 は前条 の規 定に違 反す る行為 が既 になく なつ ている 場合 にお いても 、特 に必要 があ ると認 めると きは 、第八 章第

の差 止め 、事 業の一 部の 譲渡そ の他 これら の規 定に違 反す る行為 を排 除する ため に必要 な措 置を命 ずる ことが でき る。

第七条

②

二 節に 規定す る手 続に従 い、 次に掲 げる 者に対 し、 当該 行為が 既にな くな つてい る旨 の周知 措置そ の他 当該行 為が 排除さ れた ことを 確保 するた

当該行 為を した事 業者

めに 必要 な措置 を命 ずるこ とが できる 。た だし、 当該 行為が なく なつた 日か ら五年 を経 過した とき は、こ の限 りでな い。
一

当 該行為 をし た事業 者が 法人で ある 場合に おい て、当 該法 人が合 併に より消 滅し たとき におけ る合 併後存 続し 、又は 合併 により 設立 された

事業 者が、 不当 な取引 制限 又は不 当な 取引制 限に 該当す る事 項を内 容と する国 際的 協定若 しく は国際 的契 約で次 の各 号のい ずれ かに

当該 行為 をした 事業 者から 当該 行為に 係る 事業の 全部 又は一 部を 譲り受 けた 事業 者

当該行 為を した事 業者 が法人 である 場合 におい て、 当該法 人から 分割 により 当該 行為に 係る 事業の 全部 又は一 部を 承継 した法 人

法人

二

三
四

第七条 の二

該 当する もの をした とき は、公 正取 引委員 会は 、第八 章第 二節に 規定 する手 続に 従い、 当該 事業者 に対 し、当 該行 為の実 行と しての 事業活 動を

行つ た日 から当 該行為 の実 行とし ての 事業活 動がな くな る日ま での 期間 （当該 期間 が三年 を超 えると きは 、当該 行為 の実行 とし ての事 業活 動が

な くな る日か らさ かのぼ つて 三年 間とす る。 以下「 実行 期間」 とい う。） におけ る当 該商品 又は 役務の 政令で 定め る方法 によ り算定 した 売上額

（当 該行 為が商 品又 は役務 の供 給を受 ける ことに 係る もので ある 場合は 、当 該商品 又は 役務の 政令 で定め る方 法に より算 定し た購入 額）に 百分

の十 （小売 業に ついて は百 分の三 、卸 売業に ついて は百 分の二 とす る。） を乗 じて得 た額 に相当 する 額の課 徴金 を国庫 に納 付する こと を命じ な

商品又 は役 務の 対価に 係る もの

け れば ならな い。 ただし 、そ の額が 百万 円未満 であ るとき は、 その納 付を 命ずる こと ができ ない 。
一
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②

③

④

二

ロ

イ

取 引の 相手方

市場 占有率

供給 量又 は購入 量

商 品又 は役務 につ いて 次のい ずれか を実 質的に 制限 するこ とによ りそ の対価 に影 響する こと となる もの

ハ

前項 の規 定は、 事業 者が、 私的 独占（ 他の 事業者 の事 業活動 を支配 する ことに よる ものに 限る。 ）で 、当該 他の 事業者 （以 下こ の項に おい て

「被 支配事 業者 」とい う。 ）が供 給する 商品 又は役 務に ついて 、次 の各号 のい ずれか に該 当す るもの をし た場合 に準 用する 。こ の場合 にお いて

、 前項 中「当 該商 品又は 役務 の政令 で定 める方 法に より 算定し た売上 額（ 当該行 為が 商品又 は役務 の供 給を受 ける ことに 係る もので ある 場合は

、当 該商 品又は 役務 の政令 で定 める方 法に より算 定し た購入 額） 」とあ るの は「当 該事 業者が 被支 配事業 者に 供給し た当 該商品 又は 役務（ 当該

被支 配事業 者が 当該行 為に 係る一 定の取 引分 野にお いて 当該商 品又 は役務 を供 給する ため に必要 な商 品又は 役務 を含む 。） 及び当 該一 定の取 引

分 野に おいて 当該 事業者 が供 給した 当該 商品又 は役 務（当 該被 支配事 業者 に供給 した ものを 除く。 ）の 政令で 定め る方法 によ り算定 した 売上額

」と 、「（ 小売 業につ いて は百分 の三 、卸 売業に つい ては百 分の 二とす る。 ）」と ある のは「 （当 該事業 者が 小売業 を営 む場合 は百 分の三 、卸
売業 を営む 場合 は百分 の二 とする 。）」 と読 み替え るも のとす る。
その 対価 に係る もの

供 給量

一

イ
市場 占有 率

次のい ずれ かを実 質的 に制限 する ことに より その対 価に 影響す るこ ととな るも の

ロ
取引 の相手 方

二

ハ

前 二項及 び第 八項に 規定 する「 市場占 有率 」とは 、一 定の取 引分 野にお いて 一定の 期間 内に供 給さ れる商 品若 しくは 役務 の数量 のう ち一若 し

くは 二以 上の事 業者 が供給 し、 若しく は供 給を受 ける 当該商 品若 しくは 役務 の数量 の占 める割 合又 は一定 の取 引分 野にお いて一 定の 期間内 に供

給さ れる商 品若 しくは 役務 の価額 のうち 一若 しくは 二以 上の事 業者 が供給 し、 若しく は供 給を受 ける 当該商 品若 しくは 役務 の価額 の占 める割 合
を いう 。

事業者 が、 私的 独占（ 他の 事業者 の事 業活動 を排 除する こと による もの に限り 、第 二項の 規定に 該当 するも のを 除く。 ）をし たと きは 、公正
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⑤

取引委 員会 は、第 八章 第二 節に規 定する 手続 に従い 、当 該事業 者に対 し、 当該行 為を した日 から 当該行 為が なくな る日 までの 期間 （当該 期間 が

三 年を超 える ときは 、当 該行為 がな くなる 日か らさか のぼ つて三 年間 とする 。第 二十七 項に おいて 「違 反行為 期間 」とい う。） にお ける、 当該

行為 に係る 一定 の取引 分野 におい て当 該事業 者が 供給し た商 品又は 役務 （当該 一定 の取引 分野 におい て商 品又は 役務 を供給 する 他の事 業者 に供

給した もの を除く 。） 及び当 該一 定の取 引分 野にお いて 当該商 品又は 役務 を供給 する 他の事 業者 に当該 事業 者が供 給し た当該 商品 又は役 務（ 当

該一 定の 取引 分野に おい て当該 商品 又は役 務を 供給す る当 該他の 事業 者が当 該商 品又は 役務 を供給 する ために 必要 な商品 又は役 務を 含む。 ）の

政令 で定め る方 法によ り算 定した 売上額 に百 分の六 （当 該事業 者が 小売業 を営 む場合 は百 分の 二、卸 売業 を営む 場合 は百分 の一 とする 。） を乗

じ て得 た額に 相当 する額 の課 徴金を 国庫 に納付 する こと を命じ なけれ ばな らない 。た だし、 その額 が百 万円未 満で あると きは 、その 納付 を命ず
るこ とが できな い。

第 一項 の場合 にお いて、 当該 事業者 が次 のいず れか に該当 する 者であ ると きは、 同項 中「百 分の 十」と ある のは「 百分 の四」 と、 「百分 の三

協 業組合 その 他の特 別の 法律に より 協同し て事 業を行 うこ とを主 たる 目的と して 設立さ れた組 合（ 組合の 連合 会を含 む。 ）のう ち、 政令で

以下 の会社 及び 個人で あつ て、そ の政 令で定 める 業種に 属す る事業 を主 たる事 業と して営 むもの

資本 金の額 又は 出資の 総額 がその 業種 ごとに 政令 で定め る金 額以下 の会 社並び に常 時使用 する 従業員 の数 がそ の業種 ごとに 政令 で定め る数

令 で定 める業 種を 除く。 ）に 属す る事業 を主 たる事 業と して営 むも の

資本金 の額 又は出 資の 総額が 五千万 円以 下の会 社並 びに常 時使 用す る従業 員の 数が五 十人 以下の 会社 及び個 人で あつて 、小 売業（ 次号 の政

の 政令で 定め る業種 を除 く。） に属 する事 業を 主たる 事業 として 営む もの

資 本金 の額又 は出 資の総 額が 五千万 円以 下の会 社並 びに常 時使用 する 従業員 の数 が百人 以下 の会社 及び 個人で あつ て、サ ービ ス業（ 第五 号

で定 める 業種を 除く 。）に 属す る事業 を主 たる事 業と して営 むもの

資本 金の 額又は 出資 の総額 が一 億円以 下の 会社並 びに 常時使 用す る従業 員の 数が 百人以 下の会 社及 び個人 であ つて、 卸売業 （第 五号の 政令

輸業 その他 の業 種（次 号か ら第四 号ま でに掲 げる 業種及 び第 五号の 政令 で定め る業 種を除 く。） に属 する事 業を 主たる 事業 として 営む もの

資本金 の額 又は出 資の 総額が 三億 円以 下の会 社並 びに常 時使 用する 従業 員の数 が三 百人以 下の 会社及 び個 人であ つて 、製造 業、 建設業 、運

」 とあ るのは 「百 分の一 ・二 」と、 「百 分の二 」と あるの は「 百分の 一」 とする 。
一

二

三

四

五

六

定 めると ころ により 、前 各号に 定める 業種 ごとに 当該 各号に 定め る規模 に相 当する 規模 のもの
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⑥

⑦

⑧

第 一項の 規定 により 課徴 金の納 付を 命ずる 場合 におい て、 当該事 業者 が、当 該違 反行為 に係 る事件 につ いて第 四十 七条第 一項 第四号 に掲 げる

処 分又は 第百 二条第 一項 に規定 する 処分が 最初 に行わ れた 日（以 下こ の条に おい て「調 査開 始日」 とい う。） の一 月前の 日（当 該処 分が行 われ

なか つたと きは 、当該 事業 者が当 該違 反行為 につ いて第 六十 二条第 四項 におい て読 み替え て準 用する 第五 十条第 一項 の規定 によ る通知 （次 項、

第十項 及び 第二十 条の 二から 第二 十条の 五ま でにお いて 「事前 通知」 とい う。） を受 けた日 の一 月前の 日） までに 当該 違反行 為を やめた 者（ 当

該違 反行 為に 係る実 行期 間が二 年未 満であ る場 合に限 る。 ）であ ると きは、 第一 項中「 百分 の十」 とあ るのは 「百 分の八 」と、 「百 分の三 」と

ある のは「 百分 の二・ 四」 と、「 百分の 二」 とある のは 「百分 の一 ・六」 と、 前項中 「百 分の 四」と ある のは「 百分 の三・ 二」 と、「 百分 の一

・ 二」 とある のは 「百分 の一 」と、 「百 分の一 」と ある のは「 百分の 〇・ 八」と する 。ただ し、当 該事 業者が 、次 項から 第九 項まで の規 定の適
用を 受け る者で ある ときは 、こ の限り でな い。

第 一項 （第二 項に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む。 以下 この項 、第 十九項 、第 二十二 項及 び第二 十三 項にお いて 同じ。 ）又 は第四 項の

規 定に より課 徴金 の納付 を命 ずる場 合に おいて 、当 該事業 者が 次の各 号の いずれ かに 該当す る者で ある ときは 、第 一項中 「百 分の十 」と あるの

は「 百分の 十五 」と、 「百 分の三 」と ある のは「 百分 の四・ 五」 と、「 百分 の二」 とあ るのは 「百 分の三 」と 、第四 項中 「百分 の六 」とあ るの

は「 百分の 九」 と、「 百分 の二」 とある のは 「百分 の三 」と、 「百分 の一 」とあ るの は「百 分の 一・五 」と 、第五 項中 「百 分の四 」と あるの は

「 百分の 六」 と、「 百分 の一・ 二」 とある のは 「百分 の一 ・八」 と、 「百分 の一 」と あるの は「百 分の 一・五 」と する。 ただし 、当 該事業 者が

第四十 七条 第一項 第四 号に掲 げる処 分又 は第百 二条 第一項 に規 定す る処分 が行 われな かつ た場合 にお いて、 当該 事業者 が当 該違反 行為 につ

号 におい て同 じ。） 又は 第十八 項若 しくは 第二 十一項 の規 定によ る通 知若し くは 第六十 三条 第二項 の規 定によ る決 定を受 けた ことが ある 者

調 査開 始日か ら遡 り十年 以内 に、第 一項 若しく は第 四項の 規定に よる 命令を 受け たこと があ る者（ 当該 命令が 確定 してい る場 合に限 る。 次

、第 九項の 規定 の適用 を受 ける者 であ るとき は、 この限 りで ない。
一

二

い て事 前通知 を受 けた日 から 遡り 十年以 内に 、第一 項若 しくは 第四 項の規 定に よる命 令を 受けた こと がある 者又 は第十 八項若 しく は第二 十一
項 の規定 によ る通知 若し くは第 六十三 条第 二項の 規定 による 決定 を受け たこ とがあ る者

第 一項 の規定 によ り課徴 金の 納付を 命ず る場合 にお いて、 当該 事業者 が次 の各号 のい ずれか に該 当する 者で あると きは 、同項 中「 百分の 十」

と ある のは「 百分 の十五 」と 、「百 分の 三」と ある のは「 百分 の四・ 五」 と、「 百分 の二」 とある のは 「百分 の三 」と、 第五 項中「 百分 の四」

とあ るのは 「百 分の 六」と 、「 百分の 一・ 二」と ある のは「 百分 の一・ 八」 と、「 百分 の一」 とあ るのは 「百 分の一 ・五 」とす る。 ただし 、当
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⑨

⑩

⑪

イ

他の 事業 者に対 し当 該違反 行為に 係る 商品又 は役 務に係 る対 価、供 給量 、購入 量、 市場占 有率 、取引 の相 手方そ の他 当該違 反行 為の 実行

他 の事業 者に 対し当 該違 反行為 をす ること 又は やめ ないこ とを 要求し 、依 頼し、 又は 唆すこ と。

前二号 に掲 げる者 のほ か、単 独で又 は共 同して 、次 のいず れか に該当 する 行為で あつ て、 当該違 反行 為を容 易に すべき 重要 なもの をし た者

購 入量、 市場 占有率 又は 取引の 相手 方につ いて 指定し た者

単 独で 又は共 同し て、他 の事 業者の 求め に応じ て、 継続的 に他の 事業 者に対 し当 該違反 行為 に係る 商品 若しく は役 務に係 る対 価、供 給量 、

し、 又は 唆すこ とに より、 当該 違反行 為を させ、 又は やめさ せなか つた 者

単独 で又 は共同 して 、当該 違反 行為を する ことを 企て 、かつ 、他 の事業 者に 対し当 該違 反行為 をす ること 又は やめな いこと を要 求し、 依頼

該事業 者が 、次項 の規 定の 適用を 受ける 者で あると きは 、この 限りで ない 。
一

二

三

ロ

として の事 業活動 につ いて指 定す ること （専 ら自己 の取 引につ いて 指定す るこ とを除 く。 ）。

第 一項の 規定 により 課徴 金の納 付を命 ずる 場合に おい て、当 該事業 者が 、第 七項各 号の いずれ か及 び前項 各号 のいず れか に該当 する 者であ る

とき は、第 一項 中「百 分の 十」と ある のは 「百分 の二 十」と 、「 百分の 三」 とある のは 「百分 の六 」と、 「百 分の二 」と あるの は「 百分の 四」

と、 第五項 中「 百分の 四」 とある のは「 百分 の八」 と、 「百分 の一・ 二」 とある のは 「百分 の二 ・四」 と、 「百分 の一 」と あるの は「 百分の 二
」 とする 。

公正取 引委 員会は 、第 一項の 規定 により 課徴 金を納 付す べき事 業者 が次の 各号 のいず れに も該当 する 場合に は、 同項の 規定に かか わらず 、当

当該違 反行 為に係 る事 件につ いての 調査 開始日 以後 におい て、 当該違 反行 為をし てい た者で ない こと。

び 第二十 五項 におい て同 じ。） 以後に 行わ れた場 合を 除く。 ）で あるこ と。

る 処分 又は第 百二 条第一 項に 規定 する処 分が 行われ なか つたと きは 、当該 事業 者が当 該違 反行為 につ いて事 前通 知を受 けた日 。次 号、次 項及

報告 及び 資料の 提出 を行つ た者 （当該 報告 及び資 料の 提出が 当該違 反行 為に係 る事 件につ いて の調査 開始 日（第 四十 七条第 一項 第四号 に掲 げ

公正 取引 委員会 規則 で定め ると ころに より 、単独 で、 当該違 反行 為をし た事 業者の うち 最初に 公正 取引委 員会 に当該 違反行 為に 係る事 実の

該事業 者に 対し、 課徴 金の納 付を 命じな いも のとす る。
一

二

第 一項の 場合 におい て、 公正取 引委員 会は 、当該 事業 者が第 一号 及び第 四号 に該当 する ときは 同項 又は第 五項 から第 九項 までの 規定 により 計

算し た課徴 金の 額に 百分の 五十 を乗じ て得 た額を 、第 二号及 び第 四号又 は第 三号及 び第 四号に 該当 すると きは 第一項 又は 第五項 から 第九項 まで
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⑫

⑬

当該違 反行 為に係 る事 件につ いての 調査 開始日 以後 におい て、当 該違 反行為 をし ていた 者で ないこ と。

合 を除く 。） である こと 。

れ てい る事実 に係 るもの を除 く。） を行 つた者 （当 該報告 及び 資料の 提出 が当該 違反 行為に 係る 事件に つい ての調 査開 始日以 後に 行われ た場

に係 る事実 の報 告及び 資料 の提出 （第 四十五 条第 一項に 規定 する報 告又 は同条 第四 項の措 置その 他に より既 に公 正取引 委員 会によ つて 把握さ

公正 取引委 員会 規則で 定め るとこ ろに より、 単独 で、当 該違 反行為 をし た事業 者の うち四 番目 又は五 番目 に公正 取引 委員会 に当 該違反 行為

で ある こと。

の報 告及 び資料 の提 出を行 つた 者（当 該報 告及び 資料 の提出 が当該 違反 行為に 係る 事件に つい ての調 査開 始日以 後に 行われ た場 合を除 く。 ）

公正 取引 委員会 規則 で定め ると ころに より 、単独 で、 当該違 反行 為をし た事 業者の うち 三番目 に公 正取引 委員 会に当 該違反 行為 に係る 事実

である こと 。

の報 告及 び資料 の提 出を行 つた 者（当 該報 告及び 資料 の提出 が当該 違反 行為に 係る 事件に つい ての調 査開 始日以 後に 行われ た場 合を除 く。 ）

公正 取引 委員会 規則 で定め ると ころに より 、単独 で、 当該違 反行 為をし た事 業者の うち 二番目 に公 正取引 委員 会に当 該違反 行為 に係る 事実

の規定 によ り計算 した 課徴 金の額 に百分 の三 十を乗 じて 得た額 を、そ れぞ れ当該 課徴 金の額 から 減額す るも のとす る。
一

二

三

四

第一 項の 場合に おい て、公 正取 引委員 会は 、当該 違反 行為に ついて 第十 項第一 号又 は前項 第一 号から 第三 号まで の規 定によ る報 告及び 資料 の

提出 を行つ た者 の数が 五に 満たな いと きは、 当該 違反行 為を した事 業者 のうち 次の 各号の いず れにも 該当 する者 （第 十項第 一号 又は前 項第 一号

から第 三号 までの 規定 による 報告 及び資 料の 提出を 行つ た者の 数と第 一号 の規定 によ る報告 及び 資料の 提出 を行つ た者 の数を 合計 した数 が五 以

下 であり 、か つ、同 号の 規定に よる 報告及 び資 料の提 出を 行つた 者の 数を合 計し た数が 三以 下であ る場 合に限 る。 ）につ いては 、第 一項又 は第

前 号の報 告及 び資料 の提 出を行 つた 日以後 にお いて当 該違 反行為 をし ていた 者以 外の者

る処 分その 他に より既 に公 正取引 委員 会によ つて 把握さ れて いる事 実に 係るも のを 除く。 ）を行 つた 者

単 独で、 公正 取引委 員会 に当該 違反行 為に 係る事 実の 報告及 び資 料の提 出（ 第四十 七条 第一項 各号 に掲げ る処 分又 は第百 二条 第一項 に規 定す

当 該違反 行為 に係る 事件 につ いての 調査 開始日 以後 公正取 引委員 会規 則で定 める 期日ま でに、 公正 取引委 員会 規則で 定め るとこ ろに より、

五項 から第 九項 までの 規定 により 計算し た課 徴金の 額に 百分の 三十 を乗 じて得 た額 を、当 該課 徴金の 額か ら減額 する ものと する 。
一

二

第一項 に規 定す る違反 行為 をした 事業 者のう ち二 以上の 事業 者（会 社で ある場 合に 限る。 ）が、 公正 取引委 員会 規則で 定める とこ ろに より、

- 8 -

⑭

共同し て、 公正取 引委 員会 に当該 違反行 為に 係る事 実の 報告及 び資料 の提 出を行 つた 場合に は、 第一号 に該 当し、 かつ 、第二 号又 は第三 号の い

ず れかに 該当 する場 合に 限り、 当該 報告及 び資 料の提 出を 単独で 行つ たもの とみ なして 、当 該報告 及び 資料の 提出 を行つ た二以 上の 事業者 につ

いて 前三項 の規 定を適 用す る。こ の場 合にお ける 第十項 第一 号、第 十一 項第一 号か ら第三 号ま で及び 前項 第一号 の規 定によ る報 告及び 資料 の提

当 該二 以上の 事業 者のう ち、 当該二 以上 の事業 者の うちの 他の事 業者 と共同 して 当該違 反行 為をし た者 でない もの につい て、 次のい ずれ か

子会 社等 の関係 にあ つたこ と。

該 違反行 為を した全 期間 （当該 報告 及び資 料の 提出を 行つ た日か らさ かのぼ り五 年以 内の期 間に 限る。 ）に おいて 、当 該他の 事業 者と相 互に

当該二 以上 の事業 者の うち、 当該二 以上 の事業 者の うちの 他の事 業者 と共同 して 当該違 反行 為をし たも のが、 当該 他の 事業者 と共 同して 当

に おいて 同じ 。）の 関係 にある こと。

社 を子 会社と する 他の会 社を いう。 以下 この号 にお いて同 じ。 ）又は 当該 事業者 と親 会社が 同一 である 他の 会社を いう 。次号 及び 第二十 五項

の子 会社が その 総株主 の議 決権の 過半 数を有 する 他の会 社は 、当該 会社 の子会 社と みなす 。以下 この 項にお いて 同じ。 ）若 しくは 親会 社（会

。 以下同 じ。 ）の過 半数 を有す る他の 会社 をいう 。こ の場合 にお いて、 会社 及びそ の一 若しく は二 以上の 子会 社又は 会社 の一若 しく は二 以上

き 、会 社法（ 平成 十七年 法律 第八十 六号 ）第八 百七 十九 条第三 項の 規定に より 議決権 を有 するも のと みなさ れる 株式に ついて の議 決権を 含む

同じ 。） の議決 権（ 株主総 会に おいて 決議 をする こと ができ る事項 の全 部につ き議 決権を 行使 するこ とが できな い株 式につ いて の議決 権を 除

当該 二以 上の事 業者 が、当 該報 告及び 資料 の提出 の時 におい て相 互に子 会社 等（事 業者 の子会 社（ 会社が その 総株主 （総社 員を 含む。 以下

出を行 つた 事業者 の数 の計算 につ いては 、当 該二以 上の 事業者 をもつ て一 の事業 者と する。
一

二

三

その 者が 、当該 二以 上の事 業者の うち の他の 事業 者から 当該 違反行 為に 係る事 業の 全部若 しく は一部 を譲 り受 け、又 は分 割によ り当 該違

反 行為 に係る 事業 の全部 若し くは一 部を 承継さ せ、 かつ、 当該他 の事 業者が 当該 譲渡又 は分 割の日 から 当該違 反行 為を開 始し たこと 。

その 者が当 該二 以上の 事業 者のう ちの 他の事 業者 に対し て当該 違反 行為に 係る 事業の 全部 若しく は一 部を譲 渡し 、又は 分割 により 当該 違

に 該当す る事 実があ るこ と。
イ

ロ

反行為 に係 る事業 の全 部若し くは 一部を 承継 し、か つ、 当該譲 受け 又は分 割の 日から 当該 違反行 為を 開始し たこ と。

前 項の場 合に おいて 、会 社が有 する議 決権 並びに 会社 及びそ の一 若しく は二 以上の 子会 社又は 会社 の一若 しく は二以 上の 子会社 が有 する議 決

権に は、社 債、 株式 等の振 替に 関する 法律 （平成 十三 年法律 第七 十五号 ）第 百四十 七条 第一項 又は 第百四 十八 条第一 項の 規定に より 発行者 に対
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⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

抗する こと ができ ない 株式 に係る 議決権 を含 むもの とす る。

公正 取引 委員会 は、 第十項 第一 号、第 十一 項第一 号か ら第三 号まで 又は 第十二 項第 一号の 規定 による 報告 及び資 料の 提出を 受け たとき は、 当
該報 告及び 資料 の提出 を行 つた事 業者 に対し 、速 やかに 文書 をもつ てそ の旨を 通知 しなけ れば ならな い。

公 正取引 委員 会は、 第十 項から 第十二 項ま での 規定の いず れかに 該当 する事 業者 に対し 第一 項の規 定に よる命 令又 は第十 八項 若しく は第 二十

一項 の規 定に よる通 知を するま での 間、当 該事 業者に 対し 、当該 違反 行為に 係る 事実の 報告 又は資 料の 提出を 追加 して求 めるこ とが できる 。

公 正取 引委員 会が 、第十 項第 一号、 第十 一項第 一号 から第 三号 まで又 は第 十二項 第一 号の 規定に よる 報告及 び資 料の提 出を行 つた 事業者 に対

し て第 一項の 規定 による 命令 又は次 項の 規定に よる 通知 をする までの 間に 、次の 各号 のいず れかに 該当 する事 実が あると 認め るとき は、 第十項
から 第十 二項ま での 規定に かか わらず 、こ れらの 規定 は適用 しな い。

当該事 業者 （当該 事業 者が第 十三項 の規 定によ る報 告及び 資料 の提出 を行 つた者 であ るとき は、 当該事 業者 及び当 該事 業者と 共同 して当 該

前項の 場合 におい て、 当該事 業者が 求め られた 報告 若しく は資料 の提 出をせ ず、 又は虚 偽の 報告若 しく は資料 の提 出を したこ と。

一

報 告及 び資料 の提 出を行 つた 他の事 業者 のうち 、い ずれか 一以 上の事 業者 。次号 にお いて同 じ。 ）が行 つた 当該報 告又 は提出 した 当該資

二

当該 事業 者がし た当 該違反 行為 に係る 事件 におい て、 当該事 業者 が他の 事業 者に 対し（ 当該事 業者 が第十 三項 の規定 による 報告 及び資 料の

料 に虚偽 の内 容が含 まれ ていた こと。

三

提出 を行 つた者 であ るとき は、 当該事 業者 及び当 該事 業者と 共同し て当 該報告 及び 資料の 提出 を行つ た他 の事業 者の うちい ずれ か一以 上の 事

業者が 、当 該事業 者及 び当該 事業 者と共 同し て当該 報告 及び資 料の 提出を 行つ た他の 事業 者以外 の事 業者に 対し ）第一 項に規 定す る違反 行為
を するこ とを 強要し 、又 は当該 違反 行為を やめ ること を妨 害して いた こと。

公 正取 引委員 会は 、第十 項の 規定に より 課徴金 の納 付を命 じな いこ ととし たと きは、 同項 の規定 に該 当する 事業 者がし た違反 行為 に係る 事件

に つい て当該 事業 者以外 の事 業者 に対し 第一 項の規 定に よる命 令をす る際 に（同 項の 規定に よる命 令を しない 場合 にあつ ては 、公正 取引 委員会
規則 で定 めると きま でに） 、こ れと併 せて 当該事 業者 に対し 、文 書をも つて その旨 を通 知する もの とする 。

公 正取 引委員 会は 、第一 項又 は第四 項の 場合に おい て、同 一事 件につ いて 、当該 事業 者に対 し、 罰金の 刑に 処する 確定 裁判が ある ときは 、第

一 項、 第四項 から 第九項 まで 、第十 一項 又は第 十二 項の規 定に より計 算し た額に 代え て、そ の額か ら当 該罰金 額の 二分の 一に 相当す る金 額を控

除し た額を 課徴 金の 額とす るも のとす る。 ただし 、第 一項、 第四 項から 第九 項まで 、第 十一項 若し くは第 十二 項の規 定に より計 算し た額が 当該
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前項 ただ し書の 場合 におい ては 、公正 取引 委員会 は、 課徴金 の納付 を命 ずるこ とが できな い。

罰金額 の二 分の一 に相 当す る金額 を超え ない とき、 又は 当該控 除後の 額が 百万円 未満 である とき は、こ の限 りでな い。
⑳

公正取 引委 員会は 、前 項の規 定に より課 徴金 の納付 を命 じない 場合 には、 罰金 の刑に 処せ られた 事業 者に対 し、 当該事 業者が した 第一項 、第

第一 項、 第二項 又は 第四項 に規 定する 違反 行為を した 事業者 が法人 であ る場合 にお いて、 当該法 人が 当該 違反行 為に 係る事 件に ついて の調 査

び次項 の規 定を適 用す る。

、又 は合併 によ り設立 され た法人 がし た違反 行為 及び当 該合 併後存 続し 、又は 合併 により 設立 された 法人 が受け た命 令等と みな して、 前各 項及

第 二十一 項の 規定に よる 通知並 びに 第六十 三条 第二項 の規 定によ る決 定（以 下こ の項 及び次 項にお いて 「命令 等」 という 。）は 、合 併後存 続し

した 違反行 為並 びに当 該法 人が受 けた第 一項 （第二 項に おいて 読み替 えて 準用す る場 合を含 む。 ）及び 第四 項の規 定に よる 命令、 第十 八項及 び

第一項 、第 二項又 は第 四項に 規定 する 違反行 為を した事 業者 が法人 であ る場合 にお いて、 当該法 人が 合併に より 消滅し たとき は、 当該法 人が

端 数は 、切り 捨て る。

第 一項 、第四 項か ら第九 項ま で、第 十一 項、第 十二 項又は 第十 九項の 規定 により 計算 した課 徴金 の額に 一万 円未満 の端 数があ ると きは、 その

課徴 金を 納付し なけ ればな らな い。

第 一項又 は第 四項の 規定 による 命令を 受け た者は 、第 一項、 第四 項から 第九 項まで 、第 十一項 、第 十二項 又は 第十九 項の 規定に より 計算し た

これ と併せ て文 書をも つて その旨 を通知 する ものと する 。

。） 又は 第四 項の規 定に よる命 令を する際 に（ これら の規 定によ る命 令をし ない 場合に あつ ては、 公正 取引委 員会 規則で 定める とき までに ）、

二項又 は第 四項に 規定 する違 反行 為に係 る事 件につ いて 当該事 業者以 外の 事業者 に対 し第一 項（ 第二項 にお いて読 み替 えて準 用す る場合 を含 む

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

開始 日以後 にお いてそ の一 又は二 以上の 子会 社等に 対し て当該 違反 行為 に係る 事業 の全部 を譲 渡し、 又は 当該法 人（ 会社に 限る 。）が 当該 違反

行 為に 係る事 件に ついて の調 査開 始日以 後に おいて その 一又は 二以上 の子 会社等 に対 して分 割によ り当 該違反 行為 に係る 事業 の全部 を承 継させ

、か つ、 合併以 外の 事由に より 消滅し たと きは、 当該 法人が した 違反行 為及 び当該 法人 が受け た命 令等は 、当 該事 業の全 部若し くは 一部を 譲り

受け 、又は 分割 により 当該 事業の 全部若 しく は一部 を承 継した 子会 社等（ 以下 「特定 事業 承継子 会社 等」と いう 。）が した 違反行 為及 び当該 特

定 事業 承継子 会社 等が受 けた 命令等 とみ なして 、前 各項の 規定 を適用 する 。この 場合 におい て、当 該特 定事業 承継 子会社 等が 二以上 ある ときは

、第 一項（ 第二 項に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む。 ）中 「当該 事業 者に対 し」 とある のは 「特定 事業 承継子 会社 等（第 二十 五項に 規定
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する特 定事 業承継 子会 社等 をいう 。以下 同じ 。）に 対し 、この 項（次 項に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む。 ）の 規定に よる 命令を 受け た

他 の特定 事業 承継子 会社 等と連 帯し て」と 、第 四項中 「当 該事業 者に 対し」 とあ るのは 「特 定事業 承継 子会社 等に 対し、 この項 の規 定によ る命

令を 受けた 他の 特定事 業承 継子会 社等 と連帯 して 」と、 第二 十二項 中「 受けた 者は 」とあ るの は「受 けた 特定事 業承 継子会 社等 は、こ れら の規

㉖

実 行期 間（第 四項 に規定 する 違反行 為に ついて は、 違反行 為期 間）の 終了 した日 から 五年 を経過 した ときは 、公 正取引 委員会 は、 当該違 反行

前二 項の 場合に おい て、第 十項 から第 十二 項まで の規 定の適 用に関 し必 要な事 項は 、政令 で定め る。

定によ る命 令を受 けた 他の特 定事 業承継 子会 社等と 連帯 して」 とする 。

㉗
為 に係 る課徴 金の 納付を 命ず ること がで きない 。

事 業者団 体は 、次の 各号 のいず れか に該当 する 行為を して はなら ない 。
一 定の取 引分 野にお ける 競争を 実質 的に制 限す ること 。

第八条
一

第六条 に規 定する 国際 的協定 又は 国際 的契約 をす ること 。

前 条の規 定に 違反す る行 為があ ると きは、 公正 取引委 員会 は、第 八章 第二節 に規 定する 手続 に従い 、事 業者団 体に対 し、 当該行 為の

（ 略）

二
三～ 五

第八 条の二

②

公 正取 引委員 会は 、事業 者団 体に対 し、 第一項 又は 前項に おい て準 用する 第七 条第二 項に 規定す る措 置を命 ずる 場合に おいて 、特 に必要 があ

第七 条第 二項の 規定 は、前 条の 規定に 違反 する行 為に 準用す る。

差止め 、当 該団体 の解 散その 他当 該行為 の排 除に必 要な 措置を 命ずる こと ができ る。

③

る と認 めると きは 、第八 章第 二節 に規定 する 手続に 従い 、当該 団体の 役員 若しく は管 理人又 はその 構成 事業者 （事 業者の 利益 のため にす る行為

を行 う役 員、従 業員 、代理 人そ の他の 者が 構成事 業者 である 場合 には、 当該 事業者 を含 む。第 二十 六条第 一項 にお いて同 じ。） に対 しても 、第

第 七条 の二第 一項 、第三 項、 第五項 、第 六項（ ただ し書を 除く 。）、 第十 項から 第十八 項ま で（第 十三 項第二 号及び 第三 号を 除く。

一項 又は前 項に おいて 準用 する第 七条第 二項 に規定 する 措置を 確保 するた めに 必要な 措置 を命ず るこ とがで きる 。

第八 条の三
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）、第 二十 二項、 第二 十三 項及び 第二十 七項 の規定 は、 第八条 第一号 （不 当な取 引制 限に相 当す る行為 をす る場合 に限 る。） 又は 第二号 （不 当

な 取引制 限に 該当す る事 項を内 容と する国 際的 協定又 は国 際的契 約を する場 合に 限る。 ）の 規定に 違反 する行 為が 行われ た場合 に準 用する 。こ

の場 合にお いて 、第七 条の 二第一 項中 「事業 者が 」とあ るの は「事 業者 団体が 」と 、「当 該事 業者に 対し 」とあ るの は「当 該事 業者団 体の 構成

事業者 （事 業者の 利益 のため にす る行為 を行 う役員 、従 業員、 代理人 その 他の者 が構 成事業 者で ある場 合に は、当 該事 業者を 含む 。以下 この 条

にお いて 「特 定事業 者」 という 。） に対し 」と 、同条 第五 項中「 当該 事業者 」と あるの は「 当該特 定事 業者」 と、 同条第 六項本 文中 「当該 事業

者」 とある のは 「当該 特定 事業者 」と、 「を やめた 者（ 当該違 反行 為」と ある のは「 の実 行と しての 事業 活動を やめ た者（ 当該 違反行 為の 実行

と して の事業 活動 」と、 同条 第十項 中「 納付す べき 事業 者」と あるの は「 納付す べき 特定事 業者」 と、 「当該 事業 者」と ある のは「 当該 特定事

業者 」と 、「当 該違 反行為 をし た事業 者」 とある のは 「当該 違反 行為を した 事業者 団体 の特定 事業 者」と 、「 をして いた 」とあ るの は「の 実行

とし ての事 業活 動をし てい た」と 、同条 第十 一項中 「当 該事業 者」 とある のは 「当該 特定 事業者 」と 、「又 は第 五項か ら第 九項ま で」 とある の

は 「、 第五項 又は 第六項 」と 、「当 該違 反行為 をし た事業 者」 とある のは 「当該 違反 行為を した事 業者 団体の 特定 事業者 」と 、「を して いた」

とあ るのは 「の 実行と して の事業 活動 をし ていた 」と 、同条 第十 二項中 「当 該違反 行為 をした 事業 者」と ある のは「 当該 違反行 為を した事 業者

団体 の特定 事業 者」と 、「 又は第 五項か ら第 九項ま で」 とある のは「 、第 五項又 は第 六項」 と、 「をし てい た」と ある のは 「の実 行と しての 事

業 活動を して いた」 と、 同条第 十三 項各号 列記 以外の 部分 中「第 一項 に規定 する 違反 行為を した事 業者 」とあ るの は「次 条第一 号（ 不当な 取引

制限 に相当 する 行為を する 場合に 限る 。）又 は第 二号（ 不当 な取引 制限 に該当 する 事項を 内容 とする 国際 的協定 又は 国際的 契約 をする 場合 に限

る。） の規 定に違 反す る行為 をし た事業 者団 体の特 定事 業者」 と、「 二以 上の事 業者 」とあ るの は「二 以上 の特定 事業 者」と 、「 第一号 に該 当

し 、かつ 、第 二号又 は第 三号の いず れかに 該当 する」 とあ るのは 「第 一号に 該当 する」 と、 「行つ た事 業者」 とあ るのは 「行つ た特 定事業 者」

と、 「一の 事業 者」と ある のは「 一の特 定事 業者」 と、 同項第 一号 中「 二以上 の事 業者」 とあ るのは 「二 以上の 特定 事業者 」と 、「事 業者 の」

と ある のは「 特定 事業者 の」 と、 「当該 事業 者」と ある のは「 当該特 定事 業者」 と、 同条第 十五項 及び 第十六 項中 「事業 者」 とある のは 「特定

事業 者」 と、同 条第 十七項 中「 行つた 事業 者」と ある のは「 行つ た特定 事業 者」と 、「 当該事 業者 （当該 事業 者」 とある のは「 当該 特定事 業者

（当 該特定 事業 者」と 、「 、当該 事業者 」と あるの は「 、当該 特定 事業者 」と 、「及 び当 該事業 者」 とある のは 「及び 当該 特定事 業者 」と、 「

他 の事 業者」 とあ るのは 「他 の特定 事業 者」と 、「 一以上 の事 業者」 とあ るのは 「一 以上の 特定事 業者 」と、 「当 該事業 者が した」 とあ るのは

「当 該事業 者団 体が した」 と、 「対し （当 該事業 者」 とある のは 「対し （当 該特定 事業 者」と 、「 以外の 事業 者」と ある のは「 以外 の特定 事業
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者」と 、「 第一項 に規 定す る違反 行為を する 」とあ るの は「当 該違反 行為 の実行 とし ての事 業活 動を行 う」 と、「 をや める」 とあ るのは 「の 実

行 として の事 業活動 をや める」 と、 同条第 十八 項中「 事業 者」と ある のは「 特定 事業者 」と 、「し た違 反行為 」と あるの は「行 つた 同項第 一号

の規 定によ る報 告」と 、同 条第二 十二 項中「 第一 項又は 第四 項」と ある のは「 第一 項」と 、「 第一項 、第 四項か ら第 九項ま で」 とある のは 「同

項、第 五項 、第六 項」 と、「 、第 十二項 又は 第十九 項」 とある のは「 又は 第十二 項」 と、同 条第 二十三 項中 「第四 項か ら第九 項ま で」と ある の

は「 第五 項、 第六項 」と 、「、 第十 二項又 は第 十九項 」と あるの は「 又は第 十二 項」と 、同 条第二 十七 項中「 実行 期間（ 第四項 に規 定する 違反

他の国 内の 会社の 株式 （社員 の持 分を含 む。 以下同 じ。 ）を所 有す ること によ り事業 支配力 が過 度に集 中す ること とな る会社 は、 これを

行為 につい ては 、違反 行為 期間） 」とあ るの は「実 行期 間」と 読み 替える もの とする 。

第九 条

（ 略）

設立 しては なら ない。
②

前二項 にお いて「 事業 支配力 が過 度に 集中す るこ と」と は、 会社及 び子 会社そ の他 当該会 社が株 式の 所有に より 事業活 動を支 配し ている 他の

次 に掲げ る会 社は、 当該 会社及 びそ の子会 社の 総資産 の額 （公正 取引 委員会 規則 で定め る方 法によ る資 産の合 計金 額をい う。 以下こ の項 にお

民経 済に大 きな 影響を 及ぼ し、公 正か つ自由 な競 争の促 進の 妨げと なる ことを いう 。

影 響力が 著し く大き いこ と又は これ らの会 社が 相互に 関連 性のあ る相 当数の 事業 分野 におい てそれ ぞれ 有力な 地位 を占め ている こと により 、国

国内 の会社 の総 合的事 業規 模が相 当数の 事業 分野に わた つて著 しく大 きい こと、 これ らの会 社の 資金に 係る 取引に 起因 する 他の事 業者 に対す る

③

④

い て同じ 。） で国内 の会 社に係 るも のを公 正取 引委員 会規 則で定 める 方法に より 合計し た額 が、そ れぞ れ当該 各号 に掲げ る金額 を下 回らな い範

囲内 におい て政 令で定 める 金額を 超える 場合 には、 毎事 業年度 終了 の日 から三 月以 内に、 公正 取引委 員会 規則で 定め るとこ ろに より、 当該 会社

及 びそ の子会 社の 事業に 関す る報 告書を 公正 取引委 員会 に提出 しなけ れば ならな い。 ただし 、当該 会社 が他の 会社 の子会 社で ある場 合は 、この

六千億 円

銀行業 、保 険業 又は第 一種 金融商 品取 引業（ 金融 商品取 引法 （昭和 二十 三年法 律第 二十五 号） 第二十 八条 第一項 に規 定する 第一 種金融 商品

割 合が 百分の 五十 を超え る会 社（次 号に おいて 「持 株会社 」と いう。 ）

子会社 の株 式の取 得価 額（最 終の貸 借対 照表に おい て別に 付し た価額 があ るとき は、 その価 額） の合計 額の 当該会 社の 総資産 の額 に対す る

限り でな い。
一

二
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⑤

三

二兆 円

取引業 をい う。次 条第 三項 及び第 四項 におい て同 じ。） を営 む会社 （持 株会社 を除 く。）
前二 号に 掲げる 会社 以外の 会社

八兆 円

前二項 に おい て「子 会社 」とは 、会 社がそ の総 株主の 議決 権の過 半数 を有 する他 の国 内の会 社を いう。 この場 合に おいて 、会 社及び その一 若

しくは 二以 上の子 会社 又は会 社の 一若し くは 二以上 の子 会社が その総 株主 の議決 権の 過半数 を有 する他 の国 内の会 社は 、当該 会社 の子会 社と み
なす 。
⑥・⑦ （略 ）

会社は 、他 の会社 の株 式を取 得し 、又は 所有 するこ とに より、 一定 の取引 分野 におけ る競争 を実 質的に 制限 するこ とと なる場 合に は、当

会 社であ つて 、その 国内 売上高 （国内 にお いて供 給さ れた商 品及び 役務 の価 額の最 終事 業年度 にお ける合 計額 として 公正 取引委 員会 規則で 定

該株 式を取 得し 、又は 所有 しては なら ず、及 び不公 正な 取引方 法に より他 の会 社の株 式を 取得し 、又 は所有 して はなら ない 。

第十 条

②

める ものを いう 。以下 同じ 。）と 当該 会社 が属す る企 業結合 集団 （会社 及び 当該会 社の 子会社 並び に当該 会社 の親会 社で あつて 他の 会社の 子会

社で ないも の及 び当該 親会 社の子 会社（ 当該 会社及 び当 該会社 の子会 社を 除く。 ）か ら成る 集団 をいう 。以 下同じ 。） に属 する当 該会 社以外 の

会 社等（ 会社 、組合 （外 国にお ける 組合に 相当 するも のを 含む。 以下 この条 にお いて 同じ。 ）その 他こ れらに 類似 する事 業体を いう 。以下 この

条に おいて 同じ 。）の 国内 売上高 を公 正取引 委員 会規則 で定 める方 法に より合 計し た額（ 以下 「国内 売上 高合計 額」 という 。） が二百 億円 を下

回らな い範 囲内に おい て政令 で定 める金 額を 超える もの （以下 この条 にお いて「 株式 取得会 社」 という 。） は、他 の会 社であ つて 、その 国内 売

上 高と当 該他 の会社 の子 会社の 国内 売上高 を公 正取引 委員 会規則 で定 める方 法に より合 計し た額が 五十 億円を 下回 らない 範囲内 にお いて政 令で

定め る金額 を超 えるも の（ 以下こ の条に おい て「株 式発 行会社 」と いう 。）の 株式 の取得 をし ようと する 場合（ 金銭 又は有 価証 券の信 託に 係る

株 式に ついて 、自 己が、 委託 者若 しくは 受益 者とな り議 決権を 行使す るこ とがで きる 場合又 は議決 権の 行使に つい て受託 者に 指図を 行う ことが

でき る場 合にお いて 、受託 者に 株式発 行会 社の株 式の 取得を させ ようと する 場合を 含む 。）に おい て、当 該株 式取 得会社 が当該 取得 の後に おい

て所 有する こと となる 当該 株式発 行会社 の株 式に係 る議 決権の 数と 、当該 株式 取得会 社の 属する 企業 結合集 団に 属する 当該 株式取 得会 社以外 の

会 社等 （第四 項に おいて 「当 該株式 取得 会社以 外の 会社等 」と いう。 ）が 所有す る当 該株式 発行会 社の 株式に 係る 議決権 の数 とを合 計し た議決

権の 数の当 該株 式発 行会社 の総 株主の 議決 権の数 に占 める割 合が 、百分 の二 十を下 回ら ない範 囲内 におい て政 令で定 める 数値（ 複数 の数値 を定
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③

④

⑤

めた場 合に あつて は、 政令 で定め るとこ ろに より、 それ ぞれの 数値） を超 えるこ とと なると きは 、公正 取引 委員会 規則 で定め ると ころに より 、

あ らかじ め当 該株式 の取 得に関 する 計画を 公正 取引委 員会 に届け 出な ければ なら ない。 ただ し、あ らか じめ届 出を 行うこ とが困 難で ある場 合と
して 公正取 引委 員会規 則で 定める 場合 は、こ の限 りでな い。

前 項の場 合に おいて 、当 該株式 取得会 社が 当該 取得の 後に おいて 所有 するこ とと なる当 該株 式発行 会社 の株式 に係 る議決 権に は、金 銭又 は有

価証 券の 信託 に係る 株式 に係る 議決 権（委 託者 又は受 益者 が行使 し、 又はそ の行 使につ いて 受託者 に指 図を行 うこ とがで きるも のに 限る。 ）、

当該 株式取 得会 社が銀 行業 又は保 険業を 営む 会社（ 保険 業を営 む会 社にあ つて は、公 正取 引委 員会規 則で 定める 会社 を除く 。次 項並び に次 条第

一 項及 び第二 項に おいて 同じ 。）で あり 、かつ 、他 の国 内の会 社（銀 行業 又は保 険業 を営む 会社そ の他 公正取 引委 員会規 則で 定める 会社 を除く

。次 項並 びに次 条第 一項及 び第 二項に おい て同じ 。） の株式 の取 得をし よう とする 場合 におけ る当 該株式 取得 会社が 当該 取得の 後に おいて 所有

する ことと なる 株式に 係る 議決権 及び当 該株 式取得 会社 が第一 種金 融商品 取引 業を営 む会 社であ り、 かつ、 業務 として 株式 の取得 をし ようと す

る 場合 におけ る当 該株式 取得 会社が 当該 取得の 後に おいて 所有 するこ とと なる株 式に 係る議 決権を 含ま ないも のと し、金 銭又 は有価 証券 の信託

に係 る株式 に係 る議決 権で 、自己 が、 委託 者若し くは 受益者 とし て行使 し、 又はそ の行 使につ いて 指図を 行う ことが でき るもの （公 正取引 委員

会規 則で定 める 議決権 を除 く。次 項にお いて 同じ。 ）及 び社債 、株式 等の 振替に 関す る法律 第百 四十七 条第 一項又 は第 百四 十八条 第一 項の規 定
に より発 行者 に対抗 する ことが でき ない株 式に 係る議 決権 を含む もの とする 。

第二項 の場 合にお いて 、当該 株式 取得会 社以 外の会 社等 が所有 する 当該株 式発 行会社 の株 式に係 る議 決権に は、 金銭又 は有価 証券 の信託 に係

る株式 に係 る議決 権（ 委託者 又は 受益者 が行 使し、 又は その行 使につ いて 受託者 に指 図を行 うこ とがで きる ものに 限る 。）、 当該 株式取 得会 社

以 外の会 社等 が銀行 業又 は保険 業を 営む会 社で ある場 合に おける 当該 株式取 得会 社以外 の会 社等が 所有 する他 の国 内の会 社の株 式に 係る議 決権

及び 当該株 式取 得会社 以外 の会社 等が第 一種 金融商 品取 引業を 営む 会社 である 場合 におけ る当 該株式 取得 会社以 外の 会社等 が業 務とし て所 有す

る 株式 に係る 議決 権を含 まな いも のとし 、金 銭又は 有価 証券の 信託に 係る 株式に 係る 議決権 で、自 己が 、委託 者若 しくは 受益 者とし て行 使し、

又は その 行使に つい て指図 を行 うこと がで きるも の及 び社債 、株 式等の 振替 に関す る法 律第百 四十 七条第 一項 又は 第百四 十八条 第一 項の規 定に
より 発行者 に対 抗する こと ができ ない株 式に 係る議 決権 を含む もの とする 。

会 社の子 会社 である 組合 （民法 （明治 二十 九年法 律第 八十九 号） 第六百 六十 七条第 一項 に規定 する 組合契 約に よつて 成立 する組 合、 投資事 業

有限 責任組 合契 約に 関する 法律 （平成 十年 法律第 九十 号）第 二条 第二項 に規 定する 投資 事業有 限責 任組合 （次 条第一 項第 四号に おい て単に 「投
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⑥

資事業 有限 責任組 合」 とい う。） 及び有 限責 任事業 組合 契約に 関する 法律 （平成 十七 年法律 第四 十号） 第二 条に規 定す る有限 責任 事業組 合並 び

に 外国の 法令 に基づ いて 設立さ れた 団体で あつ てこれ らの 組合に 類似 するも の（ 以下こ の項 におい て「 特定組 合類 似団体 」とい う。 ）に限 る。

以下 この項 にお いて同 じ。 ）の組 合員 （特定 組合 類似団 体の 構成員 を含 む。以 下こ の項に おい て同じ 。） が組合 財産 （特定 組合 類似団 体の 財産

を含む 。以 下この 項に おいて 同じ 。）と して 株式発 行会 社の株 式の取 得を しよう とす る場合 （金 銭又は 有価 証券の 信託 に係る 株式 につい て、 会

社の 子会 社で ある組 合の 組合員 の全 員が、 委託 者若し くは 受益者 とな り議決 権を 行使す るこ とがで きる 場合又 は議 決権の 行使に つい て受託 者に

指図 を行う こと ができ る場 合にお いて、 受託 者に株 式発 行会社 の株 式の取 得を させよ うと する 場合を 含む 。）に は、 当該組 合の 親会社 （当 該組

合 に二 以上の 親会 社があ る場 合にあ つて は、当 該組 合の 親会社 のうち 他の すべて の親 会社の 子会社 であ るもの をい う。以 下こ の項に おい て同じ

。） が、 そのす べて の株式 の取 得をし よう とする もの とみな し、 会社の 子会 社であ る組 合の組 合財 産に株 式発 行会社 の株 式が属 する 場合（ 会社

の子 会社で ある 組合の 組合 財産に 属する 金銭 又は有 価証 券の信 託に 係る株 式に ついて 、当 該組合 の組 合員の 全員 が、委 託者 若しく は受 益者と な

り 議決 権を行 使す ること がで きる場 合又 は議決 権の 行使に つい て受託 者に 指図を 行う ことが できる 場合 を含む 。） には、 当該 組合の 親会 社が、
その すべて の株 式を所 有す るもの とみ なし て、第 二項 の規定 を適 用する 。

第 二項及 び前 項の「 子会 社」と は、 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 いる会 社等

第二項 及び 第五項 の「 親会社 」と は、会 社等 の経営 を支 配して いる 会社と して 公正取 引委 員会規 則で 定める もの をいう 。

と して公 正取 引委員 会規 則で定 める ものを いう 。
⑦

第 二項の 規定 による 届出 を行つ た会 社は、 届出 受理の 日か ら三十 日を 経過す るま では、 当該 届出に 係る 株式の 取得 をして はな らない 。た だし

公 正取 引委員 会は 、第十 七条 の二第 一項 の規定 によ り当該 届出 に係 る株式 の取 得に関 し必 要な措 置を 命じよ うと する場 合には 、前 項本文 に規

、 公正取 引委 員会は 、そ の必要 があ ると認 める 場合に は、 当該期 間を 短縮す るこ とがで きる 。

⑧

⑨

定 する 三十日 の期 間又は 同項 ただ し書の 規定 により 短縮 された 期間（ 公正 取引委 員会 が株式 取得会 社に 対して それ ぞれの 期間 内に公 正取 引委員

会規 則で 定める とこ ろによ り必 要な報 告、 情報又 は資 料の提 出（ 以下こ の項 におい て「 報告等 」と いう。 ）を 求め た場合 におい ては 、前項 の届

出受 理の日 から 百二十 日を 経過し た日と 全て の報告 等を 受理し た日 から九 十日 を経過 した 日との いず れか遅 い日 までの 期間 ）（以 下こ の条に お

い て「 通知期 間」 という 。） 内に、 株式 取得会 社に 対し、 第五 十条第 一項 の規定 によ る通知 をしな けれ ばなら ない 。ただ し、 次に掲 げる 場合は
、こ の限り でな い。
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⑩

⑪

⑫

⑬

一

当 該届 出に係 る株 式の 取得に 関する 計画 のうち 、第 一項の 規定に 照ら して重 要な 事項が 当該 計画に おい て行わ れる ことと され ている 期限 ま

当該届 出に 係る株 式の 取得に 関す る計画 のう ち、重 要な 事項に つき 虚偽の 記載 があつ た場 合

で に行わ れな かつた 場合
二

当 該届 出に係 る株 式の取 得に 関し、 第四 十八条 の二 の規定 による 通知 をした 場合 におい て、 第四十 八条 の三第 一項 に規定 する 期間内 に、 同

当該届 出に 係る株 式の 取得に 関し、 第四 十八条 の五 第一項 （第二 号に 係る部 分に 限る。 ）の 規定に よる 第四十 八条 の三 第三項 の認 定（同 条

第 八項の 規定 による 変更 の認定 を含む 。） の取消 しが あつた 場合

当 該届出 に係 る株式 の取 得に関 し、 第四十 八条 の五第 一項 （第一 号に 係る部 分に 限る。 ）の規 定に よる第 四十 八条の 三第 三項の 認定 （同条

につ いて同 条第 六項の 規定 による 決定 があつ たと き。

当該 届出に 係る 株式の 取得 に関し 、第 四十八 条の 二の規 定に よる通 知を した場 合に おいて 、第 四十八 条の 三第一 項の 規定に よる 認定の 申請

に 係る 取下げ があ つたと き。

当該届 出に 係る株 式の 取得に 関し、 第四 十八条 の二 の規定 によ る通知 をし た場合 にお いて 、第四 十八 条の三 第一 項の規 定に よる認 定の 申請

項 の規定 によ る認定 の申 請がな かつ たとき 。

三

四

五

六

七

第 八項の 規定 による 変更 の認定 を含 む。） の取 消しが あつ た場合

前項第 一号 の規定 に該 当する 場合 におい て、 公正取 引委 員会は 、第 十七条 の二 第一項 の規 定によ り当 該届出 に係 る株式 の取得 に関 し必要 な措
置を命 じよ うとす ると きは、 同号 の期限 から 起算し て一 年以内 に前項 本文 の通知 をし なけれ ばな らない 。

第九 項第 三号の 規定 に該当 する 場合に おい て、公 正取 引委員 会は、 第十 七条の 二第 一項の 規定に より 当該 届出に 係る 株式の 取得 に関し 必要 な

措置 を命じ よう とする とき は、通 知期間 に六 十日を 加算 した期 間内 に、 第九項 本文 の通知 をし なけれ ばな らない 。

第 九項第 四号 の規定 に該 当する 場合に おい て、公 正取 引委員 会は 、第十 七条 の二第 一項 の規定 によ り当該 届出 に係る 株式 の取得 に関 し必要 な

措置 を命 じよう とす るとき は、 通知期 間に 第四十 八条 の二の 規定 による 通知 の日か ら同 号の取 下げ があつ た日 まで の期間 に相当 する 期間を 加算
した 期間内 に、 第九項 本文 の通知 をしな けれ ばなら ない 。

第 九項第 五号 の規定 に該 当する 場合に おい て、公 正取 引委員 会は 、第十 七条 の二第 一項 の規定 によ り当該 届出 に係る 株式 の取得 に関 し必要 な

措置 を命じ よう とす るとき は、 通知期 間に 九十日 を加 算した 期間 内に、 第九 項本文 の通 知をし なけ ればな らな い。
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⑭

第 九項第 六号 の規定 に該 当する 場合 におい て、 公正取 引委 員会は 、第 十七条 の二 第一項 の規 定によ り当 該届出 に係 る株式 の取 得に関 し必 要な

措 置を命 じよ うとす ると きは、 第四 十八条 の五 第一項 の規 定によ る決 定の日 から 起算し て一 年以内 に第 九項本 文の 通知を しなけ れば ならな い。

銀 行業 又は保 険業 を営む 会社は 、他 の国 内の会 社の 議決権 をそ の総株 主の 議決権 の百 分の五 （保 険業を 営む 会社に あつ ては、 百分 の十

三

二

一

金銭又 は有 価証券 の信 託に係 る信託 財産 として 株式 を取得 し、 又は所 有す ること によ り議決 権を 取得し 、又 は保有 する 場合

他の 国内の 会社 が自己 の株 式の取 得を 行つた こと により 、そ の総株 主の 議決権 に占 める所 有す る株式 に係 る議決 権の 割合が 増加 した場 合

担 保権の 行使 又は代 物弁 済の受 領に より株 式を 取得 し、又 は所有 する ことに より 議決権 を取得 し、 又は保 有す る場合

前 項第 一号か ら第 三号ま で及 び第六 号の 場合（ 同項 第三号 の場 合にあ つて は、当 該議 決権を 取得 し、又 は保 有する 者以 外の委 託者 又は受 益者

前各 号に掲 げる 場合の ほか 、他の 国内 の会社 の事 業活動 を拘 束する おそ れがな い場 合とし て公 正取引 委員 会規 則で定 める場 合

合 及び 当該議 決権 を有す るこ とと なつた 日か ら前号 の政 令で定 める 期間を 超え て当該 議決 権を保 有す る場合 を除 く。

員が 議決 権を行 使す ること がで きる場 合、 議決権 の行 使につ いて非 業務 執行組 合員 が業務 の執 行を委 任さ れた者 に指 図を行 うこ とがで きる 場

」 という 。） となり 、組 合財産 とし て株式 を取 得し、 又は 所有す るこ とによ り議 決権を 取得 し、又 は保 有する 場合 。ただ し、 非業務 執行 組合

合員に その 業務の 執行 を委任 して いるも のに 限る。 ）の 組合員 （業 務の執 行を 委任さ れた 者を除 く。 以下こ の号 におい て「非 業務 執行組 合員

民法第 六百 六十七 条第 一項に 規定 する組 合契 約で会 社に 対する 投資 事業を 営む ことを 約す るもの によ つて成 立す る組合 （一 人又は 数人 の組

令 で定め る期 間を超 えて 当該議 決権 を保有 する 場合を 除く 。

いて 有限責 任組 合員が 投資 事業有 限責 任組合 の無 限責任 組合 員に指 図を 行うこ とが できる 場合及 び当 該議決 権を 有する こと となつ た日 から政

所 有する こと により 議決 権を取 得し、 又は 保有す る場 合。た だし 、有限 責任 組合員 が議 決権を 行使 するこ とが できる 場合 、議決 権の 行使に つ

投 資事業 有限 責任組 合の 有限責 任組 合員（ 以下 この号 にお いて「 有限 責任組 合員 」とい う。） とな り、組 合財 産とし て株 式を取 得し 、又は

六

五

四

定め るとこ ろに よりあ らか じめ公 正取引 委員 会の認 可を 受けた 場合 及び次 の各 号のい ずれ かに 該当す る場 合は、 この 限りで ない 。

。次 項に おい て同じ 。） を超え て有 するこ とと なる場 合に は、そ の議 決権を 取得 し、又 は保 有して はな らない 。た だし、 公正取 引委 員会規 則で

第十一 条

②

が 議決 権を行 使す ること がで きる場 合及 び議決 権の 行使に つい て当該 委託 者又は 受益 者が受 託者に 指図 を行う こと ができ る場 合を除 く。 ）にお

いて 、他の 国内 の会 社の議 決権 をその 総株 主の議 決権 の百分 の五 を超え て有 するこ とと なつた 日か ら一年 を超 えて当 該議 決権を 保有 しよう とす
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るとき は、 公正取 引委 員会 規則で 定める とこ ろによ り、 あらか じめ公 正取 引委員 会の 認可を 受け なけれ ばな らない 。こ の場合 にお ける公 正取 引

公正取 引委 員会は 、前 二項の 認可 をしよ うと すると きは 、あら かじ め内閣 総理 大臣に 協議 しなけ れば ならな い。

委 員会の 認可 は、同 項第 三号の 場合 を除き 、銀 行業又 は保 険業を 営む 会社が 当該 議決権 を速 やかに 処分 するこ とを 条件と しなけ れば ならな い。
③
前 項の内 閣総 理大臣 の権 限は、 金融庁 長官 に委 任する 。

事業者 は、 不公正 な取 引方法 を用 いては なら ない。

④

第十九 条

前条 の規 定に違 反す る行為 があ るとき は、 公正取 引委 員会は 、第 八章第 二節 に規定 する手 続に 従い、 事業 者に対 し、 当該行 為の 差止め

事 業者が 、次 の各号 のい ずれか に該 当する 者で あつて 、第 十九条 の規 定に違 反す る行為 （第 二条第 九項 第一 号に該 当す るもの に限

第 七条第 二項 の規定 は、 前条の 規定に 違反 する行 為に 準用す る。

、契 約条項 の削 除その 他当 該行為 を排除 する ために 必要 な措置 を命 ずるこ とが できる 。

第二 十条

②

第二十 条の二

る 。）を した ときは 、公 正取引 委員 会は、 第八 章第二 節に 規定す る手 続に従 い、 当該 事業者 に対 し、当 該行為 をし た日か ら当 該行為 がなく なる

日ま での 期間（ 当該期 間が 三年を 超え るとき は、 当該行 為が なくな る日 から遡 つて 三年間 とす る。） にお ける、 当該 行為に おい て当該 事業 者が

その供 給を 拒絶し 、又 はその 供給 に係る 商品 若しく は役 務の数 量若 しくは 内容を 制限 した事 業者 の競争 者に 対し供 給し た同号 イに 規定す る商 品

又 は役務 と同 一の商 品又 は役務 （同 号ロに 規定 する違 反行 為にあ つて は、当 該事 業者が 同号 ロに規 定す る他の 事業 者（以 下こ の条に おいて 「拒

絶事 業者 」とい う。） に対 し供給 した 同号ロ に規定 する 商品又 は役 務と 同一の 商品 又は役 務（ 当該拒 絶事 業者が 当該 同一の 商品 又は役 務を 供給

す るた めに必 要な 商品又 は役 務を 含む。 ）、 拒絶事 業者 がその 供給 を拒絶 し、又 はそ の供給 に係 る商品 若しく は役 務の数 量若 しくは 内容 を制限

した 事業 者の競 争者 に対し 当該 事業者 が供 給した 当該 同一の 商品 又は役 務及 び拒絶 事業 者が当 該事 業者に 対し 供給 した当 該同 一の商 品又は 役務

）の 政令で 定め る方法 によ り算定 した 売上額 に百分 の三 （当該 事業 者が小 売業 を営む 場合 は百分 の二 、卸売 業を 営む場 合は 百分の 一と する。 ）

を 乗じ て得た 額に 相当す る額 の課徴 金を 国庫に 納付 するこ とを 命じな けれ ばなら ない 。ただ し、 当該事 業者が 当該 行為に 係る 行為に つい て第七

条の 二第 一項（ 同条 第二項 及び 第八条 の三 におい て読 み替え て準 用する 場合 を含む 。次 条から 第二 十条の 五ま でにお いて 同じ。 ）若 しくは 第七
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条の二 第四 項の規 定に よる 命令（ 当該 命令が 確定し てい る場合 に限 る。第 二十条 の四 及び第 二十 条の五 にお いて同 じ。 ）、第 七条 の二第 十八 項

若 しくは 第二 十一項 の規 定によ る通 知若し くは 第六十 三条 第二項 の規 定によ る決 定を受 けた とき、 又は この条 の規 定によ る課 徴金の 額が百 万円

第 四十七 条第 一項第 四号 に掲げ る処 分が行 われ なか つた場 合にお いて 、当該 事業 者が当 該違反 行為 につい て事 前通知 を受 けた日 から 遡り十

によ る命 令を受 けた ことが ある 者（当 該命 令が確 定し ている 場合に 限る 。次号 にお いて同 じ。 ）

」 という 。） から遡 り十 年以内 に、 前条の 規定 による 命令 （第二 条第 九項第 一号 に係る もの に限る 。次 号にお いて 同じ。 ）又 はこの 条の 規定

当 該行 為に係 る事 件につ いて 第四十 七条 第一項 第四 号に掲 げる処 分が 最初に 行わ れた日 （次 条から 第二 十条の 五ま でにお いて 「調査 開始 日

未満 であ るとき は、そ の納 付を命 ずる ことが でき ない。
一

二

事 業者が 、次 の各号 のいず れか に該当 する 者であ つて、 第十 九条 の規定 に違 反する 行為 （第二 条第 九項第 二号 に該当 する ものに 限

年 以内に 、前 条の規 定に よる命 令又は この 条の規 定に よる命 令を 受けた こと がある 者

第 二十 条の三

る。 ）を したと きは、 公正 取引委 員会 は、 第八章 第二 節に規 定す る手続 に従 い、当 該事 業者に 対し 、当該 行為 をした 日か ら当該 行為 がなく なる

日ま での期 間（ 当該期 間が 三年を 超え るとき は、当 該行 為がな くな る日か ら遡つ て三 年間と する 。）に おけ る、当 該行 為に おいて 当該 事業者 が

供 給した 同号 に規定 する 商品又 は役 務の政 令で 定める 方法 により 算定 した売 上額 に百 分の三 （当 該事業 者が小 売業 を営む 場合 は百分 の二、 卸売

業を 営む 場合は 百分の 一と する。 ）を 乗じて 得た 額に相 当す る額の 課徴 金を国 庫に 納付す るこ とを命 じな ければ なら ない。 ただ し、当 該事 業者

が当該 行為 に係る 行為 につい て第 七条の 二第 一項若 しく は第四 項若 しくは 次条の 規定 による 命令 （当該 命令 が確定 して いる場 合に 限る。 ）、 第

七 条の二 第十 八項若 しく は第二 十一 項の規 定に よる通 知若 しくは 第六 十三条 第二 項の規 定に よる決 定を 受けた とき 、又は この 条の規 定によ る課

第四十 七条 第一項 第四 号に掲 げる処 分が 行われ なか つた場 合に おいて 、当 該事業 者が 当該違 反行 為につ いて 事前通 知を 受けた 日か ら遡り 十

規 定によ る命 令を受 けた ことが ある者 （当 該命令 が確 定して いる 場合に 限る 。次号 にお いて同 じ。 ）

調 査開始 日か ら遡り 十年 以内 に、第 二十 条の規 定に よる命 令（第 二条 第九項 第二 号に係 るもの に限 る。次 号に おいて 同じ 。）又 はこ の条の

徴金 の額 が百万 円未満 であ るとき は、 その納 付を命 ずる ことが でき ない 。
一

二

年 以内 に、第 二十 条の規 定に よる命 令又 はこの 条の 規定に よる 命令を 受け たこと があ る者
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第二十 条の四

事 業者が 、次 の各号 のい ずれか に該 当する 者で あつて 、第 十九条 の規 定に違 反す る行為 （第 二条第 九項 第三号 に該 当する もの に限

る 。）を した ときは 、公 正取引 委員 会は、 第八 章第二 節に 規定す る手 続に従 い、 当該事 業者 に対し 、当 該行為 をし た日か ら当該 行為 がなく なる

日ま での期 間（ 当該期 間が 三年を 超え るとき は、 当該行 為が なくな る日 から遡 つて 三年間 とす る。） にお ける、 当該 行為に おい て当該 事業 者が

供給し た同 号に規 定す る商品 又は 役務の 政令 で定め る方 法によ り算定 した 売上額 に百 分の三 （当 該事業 者が 小売業 を営 む場合 は百 分の二 、卸 売

業を 営む 場合 は百分 の一 とする 。） を乗じ て得 た額に 相当 する額 の課 徴金を 国庫 に納付 する ことを 命じ なけれ ばな らない 。ただ し、 当該事 業者

が当 該行為 に係 る行為 につ いて第 七条の 二第 一項若 しく は第四 項の 規定に よる 命令、 同条 第十 八項若 しく は第二 十一 項の規 定に よる通 知若 しく

は 第六 十三条 第二 項の規 定に よる決 定を 受けた とき 、又 はこの 条の規 定に よる課 徴金 の額が 百万円 未満 である とき は、そ の納 付を命 ずる ことが

第四十 七条 第一項 第四 号に掲 げる 処分 が行わ れな かつた 場合 におい て、 当該事 業者 が当該 違反 行為に つい て事前 通知 を受け た日 から遡 り十

規 定に よる命 令を 受けた こと がある 者（ 当該命 令が 確定し てい る場合 に限 る。次 号に おいて 同じ 。）

調査開 始日 から遡 り十 年以内 に、第 二十 条の規 定に よる命 令（ 第二条 第九 項第三 号に 係るも のに 限る。 次号 におい て同 じ。） 又は この条 の

でき ない 。
一

二

事業者 が、 次の各 号の いずれ かに 該当す る者 であつ て、 第十九 条の 規定に 違反 する行 為（ 第二条 第九 項第四 号に該 当す るもの に限

年以 内に、 第二 十条の 規定 による 命令 又はこ の条 の規定 によ る命令 を受 けたこ とが ある者

第二 十条の 五

る。） をし たとき は、 公正取 引委 員会は 、第 八章第 二節 に規定 する手 続に 従い、 当該 事業者 に対 し、当 該行 為をし た日 から当 該行 為がな くな る

日 までの 期間 （当該 期間 が三年 を超 えると きは 、当該 行為 がなく なる 日から 遡つ て三年 間と する。 ）に おける 、当 該行為 におい て当 該事業 者が

供給 した同 号に 規定す る商 品の政 令で定 める 方法に より 算定し た売 上額 に百分 の三 （当該 事業 者が小 売業 を営む 場合 は百分 の二 、卸売 業を 営む

場 合は 百分の 一と する。 ）を 乗じ て得た 額に 相当す る額 の課徴 金を国 庫に 納付す るこ とを命 じなけ れば ならな い。 ただし 、当 該事業 者が 当該行

為に 係る 行為に つい て第七 条の 二第一 項若 しくは 第四 項の規 定に よる命 令、 同条第 十八 項若し くは 第二十 一項 の規 定によ る通知 若し くは第 六十

調 査開始 日か ら遡り 十年 以内に 、第 二十条 の規 定によ る命 令（第 二条 第九項 第四 号に係 るもの に限 る。次 号に おいて 同じ 。）又 はこ の条の

三条 第二項 の規 定によ る決 定を受 けたと き、 又はこ の条 の規定 によ る課徴 金の 額が百 万円 未満で ある ときは 、そ の納付 を命 ずるこ とが できな い。
一

規 定によ る命 令を受 けた ことが ある者 （当 該命令 が確 定して いる 場合に 限る 。次号 にお いて同 じ。 ）
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二

第 四十 七条第 一項 第四 号に掲 げる処 分が 行われ なか つた場 合にお いて 、当該 事業 者が当 該違 反行為 につ いて事 前通 知を受 けた 日から 遡り 十

事 業者が 、第 十九条 の規定 に違 反す る行為 （第 二条第 九項 第五号 に該 当する もの であつ て、 継続し てす るもの に限 る。） をし たと

年 以内に 、第 二十条 の規 定によ る命 令又は この 条の規 定に よる命 令を 受けた こと がある 者

第二十 条の六

きは 、公 正取 引委員 会は 、第八 章第 二節に 規定 する手 続に 従い、 当該 事業者 に対 し、当 該行 為をし た日 から当 該行 為がな くなる 日ま での期 間（

当該 期間が 三年 を超え ると きは、 当該行 為が なくな る日 からさ かの ぼつて 三年 間とす る。 ）に おける 、当 該行為 の相 手方と の間 におけ る政 令で

定 める 方法に より 算定し た売 上額（ 当該 行為が 商品 又は 役務の 供給を 受け る相手 方に 対する もので ある 場合は 当該 行為の 相手 方との 間に おける

政令 で定 める方 法に より算 定し た購入 額と し、当 該行 為の相 手方 が複数 ある 場合は 当該 行為の それ ぞれの 相手 方との 間に おける 政令 で定め る方

法に より算 定し た売上 額又 は購入 額の合 計額 とする 。） に百分 の一 を乗じ て得 た額に 相当 する額 の課 徴金を 国庫 に納付 する ことを 命じ なけれ ば

第 七条の 二第 二十二 項か ら第二 十五 項まで 及び 第二十 七項 の規定 は、 第二十 条の 二から 前条 までに 規定 する 違反行 為が 行われ た場

な らな い。た だし 、その 額が 百万円 未満 である とき は、そ の納 付を命 ずる ことが でき ない。

第二十 条の七

合 に準用 する 。この 場合 におい て、 第七条 の二 第二十 二項 中「第 一項 又は第 四項 」と あるの は「第 二十 条の二 から 第二十 条の六 まで 」と、 「第

一項 、第四 項か ら第九 項ま で、第 十一 項、第 十二 項又は 第十 九項」 とあ るのは 「こ れら」 と、 同条第 二十 三項中 「第 一項、 第四 項から 第九 項ま

で、第 十一 項、第 十二 項又は 第十 九項」 とあ るのは 「第 二十条 の二か ら第 二十条 の六 まで」 と、 同条第 二十 四項中 「第 一項、 第二 項又は 第四 項

」 とある のは 「第二 十条 の二か ら第 二十条 の六 まで」 と、 「並び に当 該法人 が受 けた第 一項 （第二 項に おいて 読み 替えて 準用す る場 合を含 む。

）及 び第四 項の 規定に よる 命令、 第十八 項及 び第二 十一 項の規 定に よる 通知並 びに 第六十 三条 第二項 の規 定によ る決 定（以 下こ の項及 び次 項に

お いて 「命令 等」 という 。） は、 合併後 存続 し、又 は合 併によ り設立 され た法人 がし た違反 行為及 び当 該合併 後存 続し、 又は 合併に より 設立さ

れた 法人 が受け た命 令等」 とあ るのは 「は 、合併 後存 続し、 又は 合併に より 設立さ れた 法人が した 違反行 為」 と、 「前各 項及び 次項 」とあ るの

は「 第二十 条の 七にお いて 読み替 えて準 用す る前二 項及 び次項 並び に第二 十条 の二か ら第 二十条 の六 まで」 と、 同条第 二十 五項中 「第 一項、 第

二 項又 は第四 項」 とある のは 「第二 十条 の二か ら第 二十条 の六 まで」 と、 「違反 行為 及び当 該法人 が受 けた命 令等 」とあ り、 及び「 違反 行為及

び当 該特定 事業 承継 子会社 等が 受けた 命令 等」と ある のは「 違反 行為」 と、 「前各 項」 とある のは 「第二 十条 の七に おい て読み 替え て準用 する
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前三項 及び 第二十 条の 二か ら第二 十条の 六ま で」と 、「 第一項 （第二 項に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む。 ）中 「当該 」と あるの は「 第

二 十条の 二か ら第二 十条 の六ま での 規定中 「、 当該」 と、 「特定 事業 承継子 会社 等（第 二十 五項に 規定 する特 定事 業承継 子会社 等を いう。 以下

同じ 。）に 対し 、この 項（ 次項に おい て読み 替え て準用 する 場合を 含む 。）の 規定 による 命令 を受け た他 の特定 事業 承継子 会社 等と連 帯し て」

と、第 四項 中「当 該事 業者に 対し 」とあ るの は「特 定事 業承継 子会社 等に 対し、 この 項の規 定に よる命 令を 受けた 他の 特定事 業承 継子会 社等 と

連帯 して 」と あるの は「 、特定 事業 承継子 会社 等に対 し、 この条 の規 定によ る命 令を受 けた 他の特 定事 業承継 子会 社等と 連帯し て」 と、「 第二

十二 項」と ある のは「 第二 十条の 七にお いて 読み替 えて 準用す る第 二十二 項」 と、「 受け た特 定事業 承継 子会社 等」 とある のは 「受け た特 定事

業 承継 子会社 等（ 第二十 条の 七にお いて 読み替 えて 準用 する第 二十五 項に 規定す る特 定事業 承継子 会社 等をい う。 以下こ の項 におい て同 じ。）

」と 、同 条第二 十七 項中「 実行 期間（ 第四 項に規 定す る違反 行為 につい ては 、違反 行為 期間） の終 了した 日」 とある のは 「当該 行為 がなく なつ

こ の法律 の規 定は、 次の 各号 に掲げ る要 件を備 え、 かつ、 法律 の規定 に基 づいて 設立さ れた 組合（ 組合 の連合 会を含 む。 ）の行 為に

た日 」と読 み替 えるも のと する。

第二 十二条

は、 これを 適用 しない 。た だし、 不公正 な取 引方法 を用 いる場 合又は 一定 の取引 分野 におけ る競 争を実 質的 に制限 する こと により 不当 に対価 を

二

一

各組 合員 が平等 の議 決権を 有す ること 。

任 意に 設立さ れ、 かつ、 組合 員が任 意に 加入し 、又 は脱退 するこ とが できる こと 。

小規模 の事 業者又 は消 費者の 相互 扶助を 目的 とする こと 。

引 き上げ るこ ととな る場 合は、 この 限りで ない 。

三

組合員 に対 して利 益分 配を行 う場合 には 、その 限度 が法令 又は 定款 に定め られ ている こと 。

公正 取引 委員会 は、 その職 務を 行うた めに 必要が ある ときは 、公 務所、 特別 の法令 により 設立 された 法人 、事業 者若 しくは 事業 者の団

四

第四 十条

何 人も 、この 法律 の規定 に違 反する 事実 がある と思 料する とき は、公 正取 引委員 会に対 し、 その事 実を 報告し 、適当 な措 置を とるべ

体又 はこれ らの 職員に 対し 、出頭 を命じ 、又 は必要 な報 告、情 報若 しくは 資料 の提出 を求 めるこ とが できる 。

第四 十五条
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前項 に規 定する 報告 があつ たと きは、 公正 取引委 員会 は、事 件につ いて 必要な 調査 をしな けれ ばなら ない 。

きこと を求 めるこ とが でき る。
②

第一項 の規 定によ る報 告が、 公正 取引委 員会 規則で 定め るとこ ろに より、 書面 で具体 的な 事実を 摘示 してさ れた 場合に おいて 、当 該報告 に係

公 正取 引委員 会は 、この 法律 の規定 に違 反する 事実 又は独 占的 状態に 該当 する事 実が ある と思料 する ときは 、職 権をも つて適 当な 措置を とる

しな けれ ばな らない 。

る事件 につ いて、 適当 な措置 をと り、又 は措 置をと らな いこと とした とき は、公 正取 引委員 会は 、速や かに 、その 旨を 当該報 告を した者 に通 知

③

④
こ とが できる 。

公正 取引 委員会 は、 独占的 状態 に該当 する 事実が ある と思料 する 場合に おい て、前 条第 四項の 措置 をとる こと とした とき は、そ の旨

前項の 通知 があつ た場 合には 、当 該主 務大臣 は、 公正取 引委 員会に 対し 、独占 的状 態の有 無及び 第八 条の四 第一 項ただ し書に 規定 する競 争を

を 当該 事業者 の営 む事業 に係 る主務 大臣 に通知 しな ければ なら ない。

第四十 六条

②

回復 するに 足り ると認 めら れる他 の措置 に関 し意見 を述 べるこ とがで きる 。

二

一

帳簿書 類そ の他の 物件 の所持 者に対 し、 当該物 件の 提出を 命じ 、又 は提出 物件 を留め て置 くこと 。

鑑定 人に 出頭を 命じ て鑑定 させ ること 。

事 件関 係人又 は参 考人に 出頭 を命じ て審 尋し、 又は これら の者か ら意 見若し くは 報告を 徴す ること 。

公 正取引 委員 会は、 事件 につい て必 要な調 査を するた め、 次に掲 げる 処分を する ことが でき る。

三

事 件関係 人の 営業所 その 他必 要な場 所に 立ち入 り、 業務及 び財産 の状 況、帳 簿書 類その 他の物 件を 検査す るこ と。

第四 十七条

四

公正 取引委 員会 が相当 と認 めると きは 、政令 で定 めると ころ により 、公 正取引 委員 会の職 員を審 査官 に指定 し、 前項の 処分 をさせ るこ とがで

前 項の規 定に より職 員に 立入検 査をさ せる 場合に おい ては、 これ に身分 を示 す証明 書を 携帯さ せ、 関係者 に提 示させ なけ ればな らな い。

②

③

第一項 の規 定に よる処 分の 権限は 、犯 罪捜査 のた めに認 めら れたも のと 解釈し ては ならな い。

きる 。

④
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第 四十八 条

公正取 引委 員会は 、事 件につ いて 必要な 調査 をした ときは 、そ の要旨 を調 書に記 載し 、かつ 、特 に前条 第一 項に規 定す る処分 があ つ

公 正取 引委員 会は 、第三 条、 第六条 、第 八条、 第九条 第一 項若し くは 第二項 、第十 条第 一項、 第十 一条第 一項 、第 十三条 、第 十

たと きは、 処分 をした 年月 日及び その 結果を 明ら かにし てお かなけ れば ならな い。

第四 十八 条の 二

四条 、第十 五条 第一項 、第 十五条 の二第 一項 、第十 五条 の三第 一項 、第十 六条 第一項 、第 十七 条又は 第十 九条の 規定 に違反 する 事実が ある と思

料 する 場合に おい て、そ の疑 いの理 由と なつた 行為 につ いて、 公正か つ自 由な競 争の 促進を 図る上 で必 要があ ると 認める とき は、当 該行 為をし

てい る者 に対し 、次 に掲げ る事 項を書 面に より通 知す ること がで きる。 ただ し、第 五十 条第一 項（ 第六十 二条 第四項 にお いて読 み替 えて準 用す

二

一

次条第 一項 の規定 によ る認定 の申請 をす ること がで きる旨

違反す る疑 いのあ る法 令の条 項

当 該行為 の概 要

る場 合を含 む。 ）の規 定に よる通 知をし た後 は、こ の限 りでな い。

三

前条 の規 定によ る通 知を受 けた 者は、 疑い の理由 とな つた行 為を 排除す るた めに必 要な 措置を 自ら 策定し 、実施 しよ うとす ると

二

一

そ の他公 正取 引委員 会規 則で定 める 事項

排除措 置の 実施期 限

排除 措置の 内容

公正取 引委 員会 は、第 一項 の規定 によ る認定 の申 請があ つた 場合に おい て、そ の排 除措置 計画が 次の 各号の いず れにも 適合す ると 認め るとき

三

排 除措置 計画 には、 次に 掲げる 事項を 記載 しなけ れば ならな い。

正取 引委 員会に 提出し て、 その認 定を 申請す ること がで きる。

う 。）に 関す る計画 （以 下この 条及 び第四 十八 条の五 にお いて「 排除 措置計 画」 という 。） を作成 し、 これを 当該 通知の 日か ら六十 日以内 に公

きは、 公正 取引委 員会 規則で 定め るとこ ろに より、 その 実施し よう とする 措置（ 以下 この条 から 第四十 八条 の五ま でに おいて 「排 除措置 」と い

第四 十八条 の三

②

③
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④

一
排除措 置が 確実に 実施 される と見 込まれ るも のであ るこ と。

排除 措置 が疑い の理 由とな つた 行為を 排除 するた めに 十分な もの である こと 。

は、そ の認 定をす るも のと する。

二

前 項の認 定は 、文書 によ つて行 い、認 定書 には 、委員 長及 び第六 十五 条第一 項の 規定に よる 合議に 出席 した委 員が これに 記名 押印し なけ れば

第 三項 の認定 は、 その名 宛人 に認定 書の 謄本を 送達 するこ とに よつて 、そ の効力 を生 ずる 。

なら ない 。
⑤

公 正取引 委員 会は、 第一 項の規 定によ る認 定の申 請が あつた 場合 におい て、 その排 除措 置計画 が第 三項各 号の いずれ かに 適合し ない と認め る

第七条 第一 項及び 第二 項（第 八条 の二第 二項 及び第 二十 条第二 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）、 第七条 の二 第一項 （同 条第

第三 項か ら第七 項ま での規 定は 、前項 の規 定によ る変 更の認 定につ いて 準用す る。

委員 会の認 定を 受けな けれ ばなら ない。

第三項 の認 定を受 けた 者は、 当該 認定 に係る 排除 措置計 画を 変更し よう とする とき は、公 正取引 委員 会規則 で定 めると ころに より 、公正 取引

定 書」 と読み 替え るもの とす る。

第 四項 及び第 五項 の規定 は、 前項の 規定 による 決定 につい て準 用する 。こ の場合 にお いて、 第四 項及び 第五 項中「 認定 書」と ある のは、 「決

とき は、 決定で これ を却下 しな ければ なら ない。

⑥

⑦

⑧

⑨

第四十 八条の 四

二 項及び 第八 条の三 にお いて読 み替 えて準 用す る場合 を含 む。） 及び 第四項 、第 八条の 二第 一項及 び第 三項、 第十 七条の 二、第 二十 条第一 項並

びに 第二十 条の 二から 第二 十条の 六まで の規 定は、 公正 取引委 員会 が前 条第三 項の 認定（ 同条 第八項 の規 定によ る変 更の認 定を 含む。 次条 、第

六 十五 条、第 六十 八条第 一項 及び 第七十 六条 第二項 にお いて同 じ。） をし た場合 にお いて、 当該認 定に 係る疑 いの 理由と なつ た行為 及び 排除措

置に 係る 行為に つい ては、 適用 しない 。た だし、 次条 第一項 の規 定によ る決 定があ つた 場合は 、こ の限り でな い。

公正取 引委 員会は 、次の 各号 のいず れか に該当 する ときは 、決 定で、 第四 十八条 の三 第三項 の認 定を取 り消 さなけ れば ならな い。

第四十 八条 の三 第三項 の認 定を受 けた 排除措 置計 画に従 つて 排除措 置が 実施さ れて いない と認 めると き。

第 四十 八条の 五
一
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②

③

④

二

第 四十 八条の 三第 三項 の認定 を受け た者 が虚偽 又は 不正の 事実に 基づ いて当 該認 定を受 けた ことが 判明 したと き。

第四 十八 条の三 第四 項及び 第五 項の規 定は 、前項 の規 定によ る決定 につ いて準 用す る。こ の場 合にお いて 、同条 第四 項及び 第五 項中「 認定 書
」と あるの は、 「決定 書」 と読み 替え るもの とす る。

第 一項の 規定 による 第四 十八条 の三第 三項 の認 定の取 消し があつ た場 合にお いて 、当該 取消 しが第 七条 第二項 ただ し書（ 第八 条の二 第二 項及

び第 二十 条第 二項に おい て準用 する 場合を 含む 。以下 この 項にお いて 同じ。 ）に 規定す る期 間の満 了す る日の 二年 前の日 以後に あつ たとき は、

当該 認定に 係る 疑いの 理由 となつ た行為 に対 する第 七条 第二項 （第 八条の 二第 二項及 び第 二十 条第二 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）又 は第

八 条の 二第三 項の 規定に よる 命令は 、第 七条第 二項 ただ し書の 規定に かか わらず 、当 該取消 しの決 定の 日から 二年 間にお いて も、す るこ とがで
きる 。

前 項の 規定は 、第 七条の 二第 一項（ 同条 第二項 及び 第八条 の三 におい て読 み替え て準 用する 場合 を含む 。） 若しく は第 四項又 は第 二十条 の二

か ら第 二十条 の六 までの 規定 による 命令 につい て準 用する 。こ の場合 にお いて、 前項 中「第 七条第 二項 ただし 書（ 第八条 の二 第二項 及び 第二十

条第 二項に おい て」と ある のは「 第七 条の 二第二 十七 項（第 八条 の三及 び第 二十条 の七 におい て読 み替え て」 と、「 、第 七条第 二項 ただし 書」

公正 取引 委員会 は、 第三条 、第 六条、 第八 条又は 第十 九条の 規定 に違反 する 疑いの 理由 となつ た行 為が既 になく なつ ている 場合

とあ るのは 「、 第七条 の二 第二十 七項」 と読 み替え るも のとす る。

第四 十八条 の六

におい ても 、公正 かつ 自由な 競争 の促進 を図 る上で 特に 必要が あると 認め るとき は、 第一号 に掲 げる者 に対 し、第 二号 に掲げ る事 項を書 面に よ

り 通知す るこ とがで きる 。ただ し、 第五十 条第 一項（ 第六 十二条 第四 項にお いて 読み替 えて 準用す る場 合を含 む。 ）の規 定によ る通 知をし た後

疑い の理 由とな つた 行為を した者

次 に掲げ る者

は、 この限 りで ない。
一
イ

疑いの 理由 となつ た行 為をし た者 が法人 であ る場合 にお いて、 当該 法人が 合併 により 消滅し たと きにお ける 合併後 存続 し、又 は合 併によ

疑い の理 由とな つた 行為を した者 が法 人であ る場 合にお いて 、当該 法人 から分 割に より当 該行 為に係 る事 業の全 部又 は一部 を承 継した 法

り 設立 された 法人

ロ

ハ
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二

人
疑い の理 由とな つた 行為を した 者から 当該 行為に 係る 事業の 全部 又は一 部を 譲り受 けた 者

イ
違反 する 疑いの あつ た法令 の条 項

疑 いの 理由と なつ た行為 の概 要

ニ

ロ
次条 第一項 の規 定によ る認 定の申 請を するこ とが できる 旨

次に掲 げる 事項

ハ

前 条の規 定に よる通 知を 受けた 者は 、疑い の理 由とな つた 行為が 排除 された ことを 確保 するた めに 必要な 措置 を自ら 策定 し、実

二

一

そ の他 公正取 引委 員会規 則で 定める 事項

排除確 保措 置の実 施期 限

排除 確保 措置の 内容

公正 取引 委員会 は、 第一項 の規 定によ る認 定の申 請が あつた 場合に おい て、そ の排 除確保 措置計 画が 次の 各号の いず れにも 適合 すると 認め る

三

排 除確保 措置 計画に は、 次に掲 げる 事項を 記載 しなけ れば ならな い。

知の 日から 六十 日以内 に公 正取引 委員 会に 提出し て、 その認 定を 申請す るこ とがで きる 。

「 排除 確保措 置」 という 。） に関す る計 画（以 下こ の条及 び第 四十八 条の 九にお いて 「排除 確保措 置計 画」と いう 。）を 作成 し、こ れを 当該通

施し ようと する ときは 、公 正取引 委員会 規則 で定め ると ころに より 、その 実施 しよう とす る措置 （以 下この 条か ら第四 十八 条の九 まで におい て

第四 十八 条の七

②

③

排 除確保 措置 が疑い の理 由と なつた 行為 が排除 され たこと を確保 する ために 十分 なもの である こと 。

とき は、そ の認 定をす るも のとす る。
一

第 四十 八条の 三第 四項及 び第 五項の 規定 は、前 項の 規定に よる 認定に つい て準用 する 。

排除 確保措 置が 確実に 実施 される と見 込まれ るも のであ るこ と。

④

公 正取引 委員 会は、 第一 項の規 定によ る認 定の申 請が あつた 場合 におい て、 その排 除確 保措置 計画 が第三 項各 号のい ずれ かに適 合し ないと 認

二

⑤

める ときは 、決 定で これを 却下 しなけ れば ならな い。
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⑥

⑦

⑧

第 四十八 条の 三第四 項及 び第五 項の 規定は 、前 項の規 定に よる決 定に ついて 準用 する。 この 場合に おい て、同 条第 四項及 び第 五項中 「認 定書
」 とある のは 、「決 定書 」と読 み替 えるも のと する。

第三項 の認 定を受 けた 者は、 当該 認定に 係る 排除確 保措 置計画 を変 更しよ うと すると きは 、公正 取引 委員会 規則 で定め るとこ ろに より、 公正
取引委 員会 の認定 を受 けなけ れば ならな い。

第七条 第一 項及び 第二項 （第 八条の 二第 二項及 び第 二十条 第二 項にお いて 準用す る場 合を含 む。 ）、第 七条 の二第 一項 （同条 第

第三 項か ら第六 項ま での規 定は 、前項 の規 定によ る変 更の認 定につ いて 準用す る。

第 四十 八条の 八

二項 及び 第八条 の三 におい て読 み替え て準 用する 場合 を含む 。） 及び第 四項 、第八 条の 二第一 項及 び第三 項、 第二十 条第 一項並 びに 第二十 条の

二か ら第二 十条 の六ま での 規定は 、公正 取引 委員会 が前 条第三 項の 認定（ 同条 第七項 の規 定によ る変 更の認 定を 含む。 次条 、第六 十五 条、第 六

十 八条 第二項 及び 第七十 六条 第二項 にお いて同 じ。 ）をし た場 合にお いて 、当該 認定 に係る 疑いの 理由 となつ た行 為及び 排除 確保措 置に 係る行
為に ついて は、 適用し ない 。ただ し、 次条 第一項 の規 定によ る決 定があ つた 場合は 、こ の限り でな い。

第四十 八条 の七第 三項 の認定 を受 けた排 除確 保措置 計画 に従つ て排 除確保 措置 が実施 され ていな いと 認める とき 。

公 正取 引委員 会は 、次の 各号 のいず れか に該当 すると きは 、決定 で、 第四十 八条 の七第 三項 の認定 を取 り消さ なけ ればな らな い。

一

第 四十 八条の 七第 三項の 認定 を受け た者 が虚偽 又は 不正の 事実に 基づ いて当 該認 定を受 けた ことが 判明 したと き。

第 一項の 規定 による 第四 十八条 の七第 三項 の認定 の取 消しが あつ た場合 にお いて、 当該 取消し が第 七条第 二項 ただし 書（ 第八条 の二 第二項 及

」と あるの は、 「決定 書」 と読み 替える もの とする 。

第四 十八 条の三 第四 項及び 第五 項の規 定は 、前項 の規 定によ る決定 につ いて準 用す る。こ の場合 にお いて 、同条 第四 項及び 第五 項中「 認定 書

二

第 四十八 条の 九

②

③

び第 二十 条第二 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 以下 この項 にお いて同 じ。 ）に規 定す る期間 の満 了する 日の 二年 前の日 以後に あつ たとき は、

当該 認定に 係る 疑いの 理由 となつ た行為 に対 する第 七条 第二項 （第 八条の 二第 二項及 び第 二十条 第二 項にお いて 準用す る場 合を含 む。 ）又は 第

八 条の 二第三 項の 規定に よる 命令は 、第 七条第 二項 ただし 書の 規定に かか わらず 、当 該取消 しの決 定の 日から 二年 間にお いて も、す るこ とがで
きる 。
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④

前 項の規 定は 、第七 条の 二第一 項（ 同条第 二項 及び第 八条 の三に おい て読み 替え て準用 する 場合を 含む 。）若 しく は第四 項又 は第二 十条 の二

か ら第二 十条 の六ま での 規定に よる 命令に つい て準用 する 。この 場合 におい て、 前項中 「第 七条第 二項 ただし 書（ 第八条 の二第 二項 及び第 二十

条第 二項に おい て」と ある のは「 第七 条の二 第二 十七項 （第 八条の 三及 び第二 十条 の七に おい て読み 替え て」と 、「 、第七 条第 二項た だし 書」

公正 取引 委員会 は、 第七条 第一 項若し くは 第二項 （第 八条の 二第 二項及 び第 二十 条第二 項に おいて 準用 する場 合を含 む。 ）、第 八条

とある のは 「、第 七条 の二第 二十 七項」 と読 み替え るも のとす る。

第四十 九条

の 二第 一項若 しく は第三 項、 第十七 条の 二又は 第二 十条 第一項 の規定 によ る命令 （以 下「排 除措置 命令 」とい う。 ）をし よう とする とき は、当
該排 除措 置命令 の名 宛人と なる べき者 につ いて、 意見 聴取を 行わ なけれ ばな らない 。

公 正取 引委員 会は 、前条 の意見 聴取 を行う に当 たつて は、意 見聴 取を 行うべ き期 日まで に相 当な期 間を おいて 、排 除措置 命令 の名宛 人

三

二

一

意 見聴 取に関 する 事務を 所掌 する組 織の 名称及 び所 在地

意見聴 取の 期日及 び場 所

公正 取引 委員会 の認 定した 事実 及びこ れに 対する 法令 の適用

予定さ れる 排除措 置命 令の内 容

意見 聴取が 終結 する時 まで の間、 第五 十二条 の規 定によ る証 拠の閲 覧又 は謄写 を求 めるこ とが できる こと 。

こ と。

意見聴 取の 期日に 出頭 して意 見を述 べ、 及び証 拠を 提出し 、又 は意 見聴取 の期 日への 出頭 に代え て陳 述書及 び証 拠を提 出す ること がで きる

前項 の書 面にお いて は、次 に掲 げる事 項を 教示し なけ ればな らない 。

四

とな るべき 者に 対し、 次に 掲げる 事項 を書 面によ り通 知しな けれ ばなら ない 。

第 五十 条

②
一

二

前条 第一項 の規 定によ る通知 を受 けた者 （以 下この 節に おいて 「当 事者」 とい う。） は、 代理人 を選 任する こと ができ る。

代理人 は、 各自 、当事 者の ために 、意 見聴取 に関 する一 切の 行為を する ことが でき る。

第 五十 一条
②
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第 五十二 条

当事者 は、 第五十 条第 一項の 規定 による 通知 があつ た時か ら意 見聴取 が終 結する 時ま での間 、公 正取引 委員 会に対 し、 当該意 見聴 取

に係 る事件 につ いて公 正取 引委員 会の 認定し た事 実を立 証す る証拠 の閲 覧又は 謄写 （謄写 につ いては 、当 該証拠 のう ち、当 該当 事者若 しく はそ

の従業 員が 提出し たも の又は 当該 当事者 若し くはそ の従 業員の 供述を 録取 したも のと して公 正取 引委員 会規 則で定 める ものの 謄写 に限る 。以 下

この 条に おい て同じ 。） を求め るこ とがで きる 。この 場合 におい て、 公正取 引委 員会は 、第 三者の 利益 を害す るお それが あると きそ の他正 当な

②

公正 取引委 員会 は、前 二項 の閲覧 又は 謄写に つい て日時 及び 場所を 指定 するこ とが できる 。

前 項の規 定は 、当事 者が 、意見 聴取の 進行 に応じ て必 要とな つた 証拠の 閲覧 又は謄 写を 更に求 める ことを 妨げ ない。

理由 がある とき でなけ れば 、その 閲覧又 は謄 写を拒 むこ とがで きな い。

③

意見 聴取は 、公 正取引 委員会 が事 件ごと に指 定する その職 員（ 以下 「指定 職員 」とい う。 ）が主 宰す る。

公正取 引委 員会は 、前 項に規 定す る事 件につ いて 審査官 の職 務を行 つた ことの ある 職員そ の他の 当該 事件の 調査 に関す る事務 に従 事した こと

第 五十 三条
②

のあ る職員 を意 見聴取 を主 宰する 職員と して 指定す るこ とがで きない 。

指 定職員 は、 最初の 意見 聴取の 期日 の冒頭 にお いて、 当該 意見聴 取に 係る事 件に ついて 第四 十七条 第二 項の規 定によ り指 定され た審

意見聴 取の 期日 におけ る意 見聴取 は、 公開し ない 。

査 官等 に対し 説明 を求め るこ とがで きる 。

指 定職 員は、 意見 聴取の 期日 におい て必 要があ ると 認める とき は、当 事者 に対し 質問 を発し 、意 見の陳 述若 しくは 証拠 の提出 を促 し、又 は審

きる 。

当 事者は 、意 見聴取 の期 日に出 頭して 、意 見を述 べ、 及び証 拠を 提出し 、並 びに指 定職 員の許 可を 得て審 査官 等に対 し質 問を発 する ことが で

定し た事実 に対 する法 令の 適用を 意見聴 取の 期日に 出頭 した当 事者 に対 し説明 させ なけれ ばな らない 。

さ れる排 除措 置命令 の内 容、公 正取 引委員 会の 認定し た事 実及び 第五 十二条 第一 項に規 定す る証拠 のう ち主要 なも の並び に公正 取引 委員会 の認

査官そ の他 の当該 事件 の調査 に関 する事 務に 従事し た職 員（次 項及び 第三 項並び に第 五十六 条第 一項に おい て「審 査官 等」と いう 。）に 、予 定

第五 十四条

②

③

④
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第 五十五 条

指定 職員は 、意 見聴取 の期日 にお ける 当事者 によ る意見 陳述 、証拠 提出 及び質 問並 びに審 査官 等によ る説 明（第 五十 八条第 一項 及び

当事者 は、 意見聴 取の 期日へ の出 頭に代 えて 、指定 職員に 対し 、意見 聴取 の期日 まで に陳述 書及 び証拠 を提 出する こと ができ る。

前 項の場 合に おいて は、 当事者 に対し 、あ らかじ め、 次回の 意見 聴取の 期日 及び場 所を 書面に より 通知し なけ ればな らな い。た だし 、意見 聴

るこ とがで きる 。

第二 項に おい て「当 事者 による 意見 陳述等 」と いう。 ）の 結果、 なお 意見聴 取を 続行す る必 要があ ると 認める とき は、さ らに新 たな 期日を 定め

第五十 六条

②

取の 期日 に出頭 した 当事者 に対 しては 、当 該意見 聴取 の期日 にお いてこ れを 告知す れば 足りる 。

指定 職員は 、当 事者が 正当な 理由 なく意 見聴 取の期 日に出 頭せ ず、 かつ、 第五 十五条 に規 定する 陳述 書又は 証拠 を提出 しな い場合 に

指 定職員 は、 前項に 規定 する場 合の ほか、 当事 者が意 見聴 取の期 日に 出頭せ ず、 かつ、 第五 十五条 に規 定する 陳述 書又 は証拠 を提 出しな い場

は、 当該当 事者 に対し 改め て意見 を述 べ、 及び証 拠を 提出す る機 会を与 える ことな く、 意見聴 取を 終結す るこ とがで きる 。

第 五十 七条

②

合 におい て、 当該当 事者 の意見 聴取 の期日 への 出頭が 相当 期間引 き続 き見込 めな いと きは、 当該当 事者 に対し 、期 限を定 めて陳 述書 及び証 拠の
提出 を求め 、当 該期限 が到 来した とき に意見 聴取 を終結 する ことが でき る。

指定職 員は 、意見 聴取 の期日 にお ける当 事者 による 意見陳 述等 の経過 を記 載した 調書を 作成 し、 当該調 書に おいて 、第 五十条 第一 項

指定職 員は 、意 見聴取 の終 結後速 やか に、当 該意 見聴取 に係 る事件 の論 点を整 理し 、当該 整理さ れた 論点を 記載 した報 告書を 作成 し、 第一項

添 付し なけれ ばな らない 。

第 一項 に規定 する 調書に は、 提出さ れた 証拠（ 第五 十五条 の規 定によ り陳 述書及 び証 拠が提 出さ れたと きは 、提出 され た陳述 書及 び証拠 ）を

行わ れな かつた 場合 には意 見聴 取の終 結後 速やか に作 成しな けれ ばなら ない 。

前 項に規 定す る調書 は、 意見聴 取の期 日に おける 当事 者によ る意 見陳述 等が 行われ た場 合には 各期 日ごと に、 当該当 事者 による 意見 陳述等 が

第一 号及び 第二 号に掲 げる 事項に 対する 当事 者の陳 述の 要旨を 明ら かに してお かな ければ なら ない。

第 五十八 条

②

③

④
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⑤

に規定 する 調書と とも に公 正取引 委員会 に提 出しな けれ ばなら ない。
当事 者は 、第一 項に 規定す る調 書及び 前項 に規定 する 報告書 の閲覧 を求 めるこ とが できる 。

公正 取引委 員会 は、意 見聴取 の終 結後 に生じ た事 情に鑑 み必 要があ ると 認める とき は、指 定職 員に対 し、 前条第 四項 の規定 によ り提

公正 取引 委員会 は、 排除措 置命 令に係 る議 決をす ると きは、 第五 十八条 第一 項に規 定する 調書 及び同 条第 四項に 規定 する報 告書 の内容

第 五十 六条第 二項 本文の 規定 は、前 項の 場合に つい て準用 する 。

出さ れた 報告 書を返 戻し て意見 聴取 の再開 を命 ずるこ とが できる 。

第五十 九条

②

第六 十条
を十 分に参 酌し てしな けれ ばなら ない。

排 除措置 命令 は、文 書に よつ て行い 、排 除措置 命令 書には 、違 反行為 を排 除し、 又は違 反行 為が排 除さ れたこ とを確 保す るため に必

第七条 の二 第一項 （同 条第二 項及 び第八 条の 三にお いて読 み替 えて準 用す る場合 を含む 。） 若し くは第 四項 又は第 二十 条の二 から 第

排除措 置命 令は、 その 名あて 人に 排除措 置命 令書の 謄本 を送達 する ことに よつ て、そ の効 力を生 ずる 。

委 員がこ れに 記名押 印し なけれ ばな らない 。

要な 措置並 びに 公正取 引委 員会の 認定し た事 実及び これ に対す る法令 の適 用を示 し、 委員長 及び 第六十 五条 第一項 の規 定に よる合 議に 出席し た

第六 十一条

②

第 六十二 条

二十 条の六 まで の規定 によ る命令 （以下 「納 付命令 」と いう。 ）は 、文 書によ つて 行い、 課徴 金納付 命令 書には 、納 付すべ き課 徴金の 額、 課徴

金 の計 算の基 礎及 び課徴 金に 係る 違反行 為並 びに納 期限 を記載 し、委 員長 及び第 六十 五条第 一項の 規定 による 合議 に出席 した 委員が これ に記名

③

②

第四十 九条 から 第六十 条ま での規 定は 、納付 命令 につい て準 用する 。こ の場合 にお いて、 第五十 条第 一項第 一号 中「予 定され る排 除措 置命令

第 一項の 課徴 金の納 期限 は、課 徴金納 付命 令書の 謄本 を発す る日 から七 月を 経過し た日 とする 。

納 付命 令は、 その 名あて 人に 課徴金 納付 命令書 の謄 本を送 達す ること によ つて、 その 効力を 生ず る。

押印 しな ければ なら ない。

④
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の内容 」と あるの は「 納付 を命じ ようと する 課徴金 の額 」と、 同項第 二号 中「公 正取 引委員 会の 認定し た事 実及び これ に対す る法 令の適 用」 と

あ り、及 び第 五十二 条第 一項中 「公 正取引 委員 会の認 定し た事実 」と あるの は「 課徴金 の計 算の基 礎及 び課徴 金に 係る違 反行為 」と 、第五 十四

条第 一項中 「予 定され る排 除措置 命令 の内容 、公 正取引 委員 会の認 定し た事実 及び 第五十 二条 第一項 に規 定する 証拠 のうち 主要 なもの 並び に公

正取引 委員 会の認 定し た事実 に対 する法 令の 適用」 とあ るのは 「納付 を命 じよう とす る課徴 金の 額、課 徴金 の計算 の基 礎及び 課徴 金に係 る違 反

行為 並び に第 六十二 条第 四項の 規定 により 読み 替えて 準用 する第 五十 二条第 一項 に規定 する 証拠の うち 主要な もの 」と読 み替え るも のとす る。

第七 条の二 第一 項（同 条第二 項に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む。 次項 におい て同 じ。） 又は 第四項 の規 定によ り公 正取引 委

前 項ただ し書 の場合 にお いては 、公 正取引 委員 会は、 決定 で、当 該第 七条の 二第 一項又 は第 四項の 規定 による 納付 命令 を取り 消さ なけれ ばな

百万 円未満 とな るとき は、 この限 りで ない 。

し なけ ればな らな い。た だし 、当該 納付 命令に 係る 課徴金 の額 が当該 罰金 額の二 分の 一に相 当する 金額 を超え ない とき、 又は 当該変 更後 の額が

は、 決定で 、当 該納付 命令 に係る 課徴金 の額 を、そ の額 から当 該裁 判にお いて 命じら れた 罰金額 の二 分の一 に相 当する 金額 を控除 した 額に変 更

員会 が納 付命令 を行 つた後 、同 一事件 につ いて、 当該 納付命 令を 受けた 者に 対し、 罰金 の刑に 処す る確定 裁判 があつ たと きは、 公正 取引委 員会

第 六十 三条

②
ら ない。

前二項 の規 定によ る決 定は、 文書 によつ て行 い、決 定書 には、 公正 取引委 員会 の認定 した 事実及 びこ れに対 する 法令の 適用を 記載 し、委 員長

第一 項及 び第二 項の 規定に よる 決定は 、そ の名宛 人に 決定書 の謄本 を送 達する こと によつ て、そ の効 力を 生ずる 。

③

④

公 正取 引委員 会は 、第一 項及 び第二 項の 場合に おい て、変 更又 は取 消し前 の納 付命令 に基 づき既 に納 付され た金 額（第 六十九 条第 二項に 規定

及び第 六十 五条第 一項 の規定 によ る合議 に出 席した 委員 がこれ に記名 押印 しなけ れば ならな い。

⑤

第八 条の 四第一 項の 規定に よる 命令（ 以下 「競争 回復 措置命 令」 という 。） は、文 書に よつて 行い 、競争 回復 措置命 令書 には、 独占

す る延 滞金を 除く 。）で 、還 付す べきも のが あると きは 、遅滞 なく、 金銭 で還付 しな ければ ならな い。

第六十 四条

的 状態 に係る 商品 又は役 務に ついて 競争 を回復 させ るため に必 要な措 置並 びに公 正取 引委員 会の認 定し た事実 及び これに 対す る法令 の適 用を示
し、 委員長 及び 次条 第一項 の規 定によ る合 議に出 席し た委員 がこ れに記 名押 印しな けれ ばなら ない 。
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⑤

④

③

②

公 正取引 委員 会は、 前項 におい て準用 する 第五 十条第 一項 の規定 によ る通知 をし ようと する ときは 、当 該事業 者の 営む事 業に 係る主 務大 臣に

第四十 九条 から第 六十 条まで の規 定は、 競争 回復措 置命 令につ いて 準用す る。

競争 回復 措置命 令は 、確定 しな ければ 執行 するこ とが できな い。

競 争回復 措置 命令は 、そ の名宛 人に 競争回 復措 置命令 書の 謄本を 送達 するこ とに よつて 、そ の効力 を生 ずる。

排除 措置命 令、 納付命 令、競 争回 復措置 命令 、第四 十八 条の三 第三 項の認 定及 び第四 十八 条の七 第三 項の認 定並 びにこ の節 の規定 に

協議 し、 かつ 、公聴 会を 開いて 一般 の意見 を求 めなけ れば ならな い。

第 六十 五条

②

競 争回復 措置 命令を する には、 前項に おい て準用 する 第三十 四条第 二項 の規 定にか かわ らず、 三人 以上の 意見 が一致 しな ければ なら ない。

第 三十 四条第 一項 、第二 項及 び第四 項の 規定は 、前 項の合 議に ついて 準用 する。

よる 決定 （第七 十条 第二項 に規 定する 支払 決定を 除く 。以下 同じ 。）は 、委 員長及 び委 員の合 議に よらな けれ ばなら ない 。

③

公正 取引委 員会 の合議 は、 公開し ない 。

関 係のあ る公 務所又 は公 共的な 団体 は、公 共の 利益を 保護 するた め、 公正取 引委 員会に 対し て意見 を述 べるこ とがで きる 。

第六十 六条

第六 十七条

公正取 引委 員会は 、第 四十八 条の 三第三 項の 認定を した後 にお いても 、特 に必要 がある とき は、 第四十 七条 の規定 によ り、第 四十 八

公 正取 引委員 会は 、排除 措置 命令を した 後又は 競争 回復措 置命 令が確 定し た後に おい ても、 特に 必要が ある ときは 、第 四十七 条の 規定に より

一項 各号 のいず れか に該当 して いるか どう かを確 かめ るため に必 要な処 分を し、又 はそ の職員 をし て処分 をさ せる ことが できる 。

公 正取引 委員 会は、 第四 十八条 の七第 三項 の認定 をし た後に おい ても、 特に 必要が ある ときは 、第 四十七 条の 規定に より 、第四 十八 条の九 第

条の 五第一 項各 号のい ずれ かに該 当して いる かどう かを 確かめ るた めに 必要な 処分 をし、 又は その職 員を して処 分を させる こと ができ る。

第 六十八 条

②

③

、 これ らの命 令に おいて 命じ た措置 が講 じられ てい るかど うか を確か める ために 必要 な処分 をし、 又は その職 員を して処 分を させる こと ができ
る。
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公正取 引委 員会は 、課 徴金を その 納期限 まで に納付 しない 者が あると きは 、督促 状に より期 限を 指定し てそ の納付 を督 促しな けれ ば

公 正取引 委員 会は、 前項 の規定 による 督促 をし たとき は、 その督 促に 係る課 徴金 の額に つき 年十四 ・五 パーセ ント の割合 で、 納期限 の翌 日か

なら ない。

第 六十九 条

②

前 項の 規定に より 計算し た延 滞金の 額に 百円未 満の 端数が ある ときは 、そ の端数 は、 切り 捨てる 。

らそ の納 付の 日まで の日 数によ り計 算した 延滞 金を徴 収す ること がで きる。 ただ し、延 滞金 の額が 千円 未満で ある ときは 、この 限り でない 。
③

公 正取引 委員 会は、 第一 項の規 定によ る督 促を受 けた 者がそ の指 定する 期限 までに その 納付す べき 金額を 納付 しない とき は、国 税滞 納処分 の

前 項の 規定に よる 徴収金 の先 取特権 の順 位は、 国税 及び地 方税 に次ぐ もの とし、 その 時効に つい ては、 国税 の例に よる 。

例に より 、その 督促 に係る 課徴 金及び 第二 項に規 定す る延滞 金を 徴収す るこ とがで きる 。

④

⑤

公正 取引委 員会 は、第 七条 の二 第二十 五項 （第二 十条 の七に おい て読み 替え て準用 する場 合を 含む。 ）の 規定に より第 七条 の二第 一項

前 条第二 項た だし書 及び 第三項 の規定 は、 前項の 規定 により 加算 する金 額に ついて 準用 する。

した 金額を その 還付す べき 金額に 加算し なけ ればな らな い。

た めの支 払決 定をし た日 までの 期間 の日数 に応 じ、そ の金 額に年 七・ 二五パ ーセ ントを 超え ない範 囲内 におい て政 令で定 める割 合を 乗じて 計算

公 正取引 委員 会は、 前項 の金額 を還 付する 場合 には、 当該 金額の 納付 があつ た日 の翌日 から 起算し て一 月を経 過す る日の 翌日 からそ の還 付の

場合 を除く 。） は、遅 滞な く、金 銭で 還付し なけ ればな らな い。

命 じた場 合に おいて 、こ れらの 規定 による 納付 命令に 基づ き既に 納付 された 金額 で、 還付す べきも のが あると き（ 第六十 三条第 五項 に規定 する

（同 条第二 項に おいて 読み 替えて 準用す る場 合を含 む。 ）若し くは第 四項 又は第 二十 条の二 から 第二十 条の 六まで の規 定に よる課 徴金 の納付 を

第七 十条

②

③

公 正取 引委員 会は 、第十 一条 第一項 又は 第二項 の認 可の申 請が あつた 場合 におい て、 当該申 請を 理由が ない と認め ると きは、 決定

第四十 五条 第二 項の規 定は 、前項 の認 可の申 請が あつた 場合 につい て準 用する 。

で これ を却下 しな ければ なら ない。

第七十 条の 二

②
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③

公正取 引委 員会は 、第 十一条 第一 項又は 第二 項の認 可を した場 合に おいて 、そ の認可 の要 件であ る事 実が消 滅し、 又は 変更し たと

第 六十三 条第 三項及 び第 四項の 規定 は、第 一項 の規定 によ る決定 につ いて準 用す る。

第七 十条の 三

第四 十九 条から 第六 十条ま で並 びに第 六十 三条第 三項 及び第 四項の 規定 は、前 項の 規定に よる決 定に ついて 準用 する。

認める とき は、決 定で これを 取り 消し、 又は 変更す るこ とがで きる。
②

公 正取 引委員 会は 、経済 事情 の変化 その 他の事 由に より、 排除 措置命 令又 は競争 回復 措置 命令を 維持 するこ とが 不適当 である と認 めると きは

第 六十 三条第 三項 及び第 四項 の規定 は、 前項の 規定 による 決定 につい て準 用する 。

、こ の限 りでな い。

、 決定 でこれ を取 り消し 、又 は変更 する ことが でき る。 ただし 、排除 措置 命令又 は競 争回復 措置命 令の 名宛人 の利 益を害 する ことと なる 場合は

③

④

裁判所 は、 緊急の 必要 があ ると認 める ときは 、公 正取引 委員 会の申 立て により 、第三 条、 第六条 、第 八条、 第九条 第一 項若し くは

前 項の規 定に よる裁 判は 、非訟 事件 手続法 （平 成二十 三年 法律第 五十 一号） によ り行う 。

時停 止すべ きこ とを命 じ、 又はそ の命 令を取 り消 し、若 しく は変更 する ことが でき る。

、 第十七 条又 は第十 九条 の規定 に違 反する 疑い のある 行為 をして いる 者に対 し、 当該 行為、 議決権 の行 使若し くは 会社の 役員の 業務 の執行 を一

第二 項、第 十条 第一項 、第 十一条 第一項 、第 十三条 、第 十四条 、第十 五条 第一項 、第 十五条 の二 第一項 、第 十五条 の三 第一 項、第 十六 条第一 項

第七 十条の 四

②

前 条第 一項の 規定 による 裁判 につい ては 、裁判 所の 定め る保証 金又 は有価 証券 （社債 、株 式等の 振替 に関す る法律 第二 百七十 八条

前 条第二 項の 規定は 、前 二項の 規定に よる 裁判に つい て準用 する 。

託に 係る保 証金 又は有 価証 券の全 部又は 一部 を没取 する ことが でき る。

前項 の規定 によ り供託 をし た場合 にお いて、 前条 第一項 の規 定によ る裁 判が確 定し たとき は、裁 判所 は、公 正取 引委員 会の 申立て によ り、供

第 一項 に規定 する 振替債 を含 む。 次項に おい て同じ 。） を供託 して、 その 執行を 免れ ること ができ る。

第七十 条の 五

②

③
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第七 十条の 七

第七十 条の六

書類の 送達 につい ては 、民事 訴訟 法（平 成八 年法律 第百 九号） 第九 十九条 、第 百一条 、第 百三条 、第 百五条 、第百 六条 、第百 八条

送 達すべ き書 類は、 この 法律に 規定 するも のの ほか、 公正 取引委 員会 規則で 定め る。

及び第 百九 条の規 定を 準用す る。 この場 合に おいて 、同 法第九 十九条 第一 項中「 執行 官」と ある のは「 公正 取引委 員会 の職員 」と 、同法 第百 八

条中 「裁 判長 」とあ り、 及び同 法第 百九条 中「 裁判所 」と あるの は「 公正取 引委 員会」 と読 み替え るも のとす る。

送達 を受け るべ き者の 住所 、居所 その 他送達 をす べき場 所が 知れな い場 合

公 正取引 委員 会は、 次に掲 げる 場合に は、 公示送 達を するこ とが できる 。

一

外 国に おいて すべ き送達 につ いて、 前条 におい て読 み替え て準 用する 民事 訴訟法 第百 八条の 規定 による こと ができ ず、 又はこ れに よつて も送

第 七十 条の八

二
達 をす ること がで きない と認 めるべ き場 合

前条に おい て読み 替え て準用 する 民事 訴訟法 第百 八条の 規定 により 外国 の管轄 官庁 に嘱託 を発し た後 六月を 経過 しても その送 達を 証する 書面

②

公示送 達は 、前項 の規 定によ る掲 示を始 めた 日から 二週 間を経 過す ること によ つて、 その 効力を 生ず る。

公示 送達 は、送 達す べき書 類を 送達を 受け るべき 者に いつで も交付 すべ き旨を 公正 取引委 員会 の掲示 場に 掲示す るこ とによ り行 う。

三

③

外 国にお いて すべき 送達 につい てし た公示 送達 にあつ ては 、前項 の期 間は、 六週 間とす る。

の送 付がな い場 合

④

行 政手 続等に おけ る情報 通信 の技術 の利 用に関 する 法律 （平成 十四 年法律 第百 五十一 号） 第二条 第七 号に規 定する 処分 通知等 であ

公正取 引委 員会 の職員 が前 項に規 定す る処分 通知 等に関 する 事務を 電子 情報処 理組 織を使 用して 行つ たとき は、 第七十 条の七 にお いて 読み替

い。

表示 をしな いと きは、 電子 情報処 理組織 （同 項に規 定す る電子 情報 処理組 織を いう。 以下 この条 にお いて同 じ。 ）を使 用し て行う こと ができ な

術の 利用 に関す る法 律第四 条第 一項の 規定 にかか わら ず、当 該処 分通知 等の 相手方 が送 達を受 ける 旨の公 正取 引委 員会規 則で定 める 方式に よる

つ て、 この法 律又 は公正 取引 委員 会規則 の規 定によ り書 類の送 達によ り行 うこと とし ている ものに つい ては、 行政 手続等 にお ける情 報通 信の技

第七十 条の 九

②
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えて準 用す る民事 訴訟 法第 百九条 の規定 によ る送達 に関 する事 項を記 載し た書面 の作 成及び 提出 に代え て、 当該事 項を 電子情 報処 理組織 を使 用

こ の法律 に定 めるも のを除 くほ か、 公正取 引委 員会の 調査 に関す る手 続その 他事 件の処 理及 び第七 十条 の五第 一項 の供託 に関 し必

し て公正 取引 委員会 の使 用に係 る電 子計算 機（ 入出力 装置 を含む 。） に備え られ たファ イル に記録 しな ければ なら ない。

第七十 条の十

公正取 引委 員会が する排 除措 置命令 、納 付命令 、競 争回復 措置 命令及 び第 七十条 の二 第一項 に規 定する 認可 の申請 に係 る処分 並

要な 事項 は、 政令で 定め る。

第 七十 条の十 一

びに この 節の規 定に よる認 定、 決定そ の他 の処分 （第 四十七 条第 二項の 規定 によつ て審 査官が する 処分及 びこ の節の 規定 によつ て指 定職員 がす

公正 取引 委員会 の排 除措 置命令 、納 付命令 及び 競争回 復措 置命令 並び にこの 節の規 定に よる認 定、 決定そ の他の 処分 （第四 十七

る処 分を含 む。 ）につ いて は、行 政手続 法（ 平成五 年法 律第八 十八 号）第 二章 及び第 三章 の規定 は、 適用し ない 。

第七 十条の 十二

条第 二項の 規定 による 審査 官の処 分及び この 節の規 定に よる指 定職員 の処 分を含 む。 ）又は その 不作為 につ いては 、審 査請 求をす るこ とがで き
な い。

公正 取引委 員会 は、そ の内 部規律 、事 件の処 理手 続及び 届出 、認可 又は 承認の 申請 その他 の事 項に関 する 必要な 手続 につい て規 則を

前 項の 規定に より 事件の 処理 手続に つい て規則 を定 めるに 当た つて は、排 除措 置命令 、納 付命令 、競 争回復 措置 命令、 第四十 八条 の三第 三項

定 めるこ とが できる 。

第七十 六条

②

の 認定 及び第 四十 八条の 七第 三項 の認定 並び に前節 の規 定によ る決定 （以 下「排 除措 置命令 等」と いう 。）の 名宛 人とな るべ き者が 自己 の主張

を陳 述し 、及び 立証 するた めの 機会が 十分 に確保 され ること 等当 該手続 の適 正の確 保が 図られ るよ う留意 しな けれ ばなら ない。

次の 各号の いず れかに 該当す るも のは、 五年 以下の 懲役 又は五 百万 円以下 の罰 金に処 する 。

第三条 の規 定に 違反し て私 的独占 又は 不当な 取引 制限を した 者

第 八十 九条
一
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②

二

第 八条 第一号 の規 定に 違反し て一定 の取 引分野 にお ける競 争を実 質的 に制限 した もの
前項 の未 遂罪は 、罰 する。

第六 条又 は第八 条第 二号の 規定 に違反 して 不当な 取引 制限に 該当 する事 項を 内容と する 国際的 協定 又は国 際的 契約を したも の

次 の各 号のい ずれ かに該 当する もの は、 二年以 下の 懲役又 は三 百万円 以下 の罰金 に処 する。

一
第八条 第三 号又は 第四 号の規 定に違 反し たもの

第九十 条

二

排 除措置 命令 又は競 争回 復措置 命令 が確定 した 後に おいて これに 従わ ないも の

第十 一条 第一項 の規 定に違 反し て株式 を取 得し、 若し くは所 有し 、若し くは 同条第 二項 の規定 に違 反して 株式 を所有 した 者又は これ

三

第九十 一条

ら の規 定によ る禁 止若し くは 制限に つき 第十七 条の 規定に 違反 した者 は、 一年以 下の 懲役又 は二百 万円 以下の 罰金 に処す る。

五

四

三

二

一

第 十五条 第三 項にお いて 読み 替えて 準用 する第 十条 第八項 の規定 に違 反して 合併 による 設立又 は変 更の登 記を した者

第十五 条第 二項の 規定 に違反 して届 出を せず、 又は 虚偽の 記載 をし た届出 書を 提出し た者

第十 条第 八項の 規定 に違反 して 株式の 取得 をした 者

第 十条 第二項 の規 定に違 反し て届出 をせ ず、又 は虚 偽の記 載をし た届 出書を 提出 した者

第九条 第七 項の規 定に 違反し て届 出をせ ず、 又は虚 偽の 記載を した 届出書 を提 出した 者

第九 条第 四項の 規定 に違反 して 報告書 を提 出せず 、又 は虚偽 の記 載をし た報 告書 を提出 した者

次の各 号の いずれ かに 該当す る者 は、二 百万 円以下 の罰 金に処 する 。

六

第十 五条の 二第 二項及 び第 三項の 規定 に違反 して 届出を せず 、又は 虚偽 の記載 をし た届出 書を 提出し た者

第九十 一条の 二

七

第十五 条の 二第四 項に おいて 読み替 えて 準用す る第 十条第 八項 の規定 に違 反して 共同 新設分 割に よる設 立の 登記又 は吸 収分割 によ る変更 の

第十五 条の 三第 二項の 規定 に違反 して 届出を せず 、又は 虚偽 の記載 をし た届出 書を 提出し た者

登 記を した者

八

九
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第 十五 条の三 第三 項に おいて 読み替 えて 準用す る第 十条第 八項の 規定 に違反 して 共同株 式移 転によ る設 立の登 記を した者
第 十六 条第二 項の 規定に 違反 して届 出を せず、 又は 虚偽の 記載 をした 届出 書を提 出し た者

十
十一

第十 六条 第三項 にお いて読 み替 えて準 用す る第十 条第 八項の 規定 に違反 して 第十六 条第 一項第 一号 又は第 二号 に該当 する 行為を した 者

第八 十九 条から 第九 十一条 まで の罪を 犯し た者に は、 情状に より 、懲役 及び 罰金 を併科 する ことが でき る。

十二

第九十 二条

第 三十 九条の 規定 に違反 した 者は、 一年 以下の 懲役 又は百 万円 以下の 罰金 に処す る。

第二 十三条 第六 項の規 定に 違反し て届 出をせ ず、 又は虚 偽の記 載を した届 出書 を提出 した 者

第九 十三 条

次の 各号の いず れかに 該当す る者 は、一 年以 下の懲 役又は 三百 万円 以下の 罰金 に処す る。

十三

第 九十 四条

第四十 七条 第一項 第一 号又は 第二 項の 規定に よる 事件関 係人 又は参 考人 に対す る処 分に違 反し て出頭 せず 、陳述 をせ ず、若 しく は虚偽 の陳

第四 十七 条第一 項第 二号又 は第 二項の 規定 による 鑑定 人に対 する 処分に 違反 して 出頭せ ず、鑑 定を せず、 又は 虚偽の 鑑定を した 者

一

二

第四十 七条 第一項 第三 号又は 第二 項の規 定に よる物 件の 所持者 に対 する処 分に 違反し て物 件を提 出し ない者

述を し、又 は報 告をせ ず、 若しく は虚 偽の報 告を した者

三

第 四十 七条第 一項 第四号 又は 第二項 の規 定によ る検 査を拒 み、妨 げ、 又は忌 避し た者

第四 十条の 規定 による 処分 に違反 して 出頭せ ず、 報告 、情報 若し くは資 料を 提出せ ず、 又は虚 偽の 報告、 情報若 しく は資料 を提

四

第九十 四条 の二

出 した 者は、 二十 万円以 下の 罰金 に処す る。

前 項の罪 は、 告訴が なけ れば公 訴を提 起す ること がで きない 。

秘密 保持命 令に 違反し た者 は、五 年以 下の懲 役若 しくは 五百 万円以 下の 罰金に 処し 、又は これ を併科 する 。

②

第一項 の罪 は、 日本国 外に おいて 同項 の罪を 犯し た者に も適 用する 。

第九十 四条 の三

③
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法人の 代表 者又は 法人 若しく は人 の代理 人、 使用人 その他 の従 業者が 、そ の法人 又は 人の業 務又 は財産 に関 して、 次の 各号に 掲げ る

第 八十 九条

五億 円以下 の罰 金刑

一

三億円 以下 の罰金 刑

第九 十条 第三号 （第 七条第 一項 又は第 八条 の二第 一項 若しく は第 三項の 規定 による 命令 （第三 条又 は第八 条第 一号の 規定に 違反 する行 為の
差止 めを 命ずる 部分 に限る 。） に違反 した 場合を 除く 。）

各本 条の

第 九十条 第一 号、第 二号 若しく は第 三号（ 第七 条第 一項又 は第八 条の 二第一 項若 しくは 第三項 の規 定によ る命 令（第 三条 又は第 八条 第一号

の 規定に 違反 する行 為の 差止め を命ず る部 分に限 る。 ）に違 反し た場合 に限 る。） 、第 九十一 条、 第九十 一条 の二又 は第 九十四 条
罰金 刑

法 人でな い団 体の代 表者 、管理 人、代 理人 、使用 人そ の他の 従業者 がそ の団 体の業 務又 は財産 に関 して、 次の 各号に 掲げ る規定 の違 反行為 を

第八十 九条

五億 円以 下の罰 金刑

一

三億円 以下 の罰金 刑

第九 十条 第三号 （第 七条第 一項 又は第 八条 の二第 一項 若しく は第 三項の 規定 によ る命令 （第三 条又 は第八 条第 一号の 規定に 違反 する行 為の
差止 めを 命ずる 部分 に限る 。） に違反 した 場合を 除く 。）

各 本条の 罰金 刑

第 九十 条第一 号、 第二号 若し くは第 三号 （第七 条第 一項又 は第八 条の 二第一 項若 しくは 第三 項の規 定に よる命 令（ 第三条 又は 第八条 第一 号
の 規定に 違反 する行 為の 差止め を命 ずる部 分に 限る。 ）に 違反し た場 合に限 る。 ）又は 第九 十四条

法 人の 代表者 又は 法人若 しく は人の 代理 人、使 用人 その他 の従 業者 が、そ の法 人又は 人の 業務に 関し 、前条 第一 項の違 反行為 をし たとき は、

第 二項の 場合 におい ては 、代表 者又は 管理 人が、 その 訴訟行 為に つきそ の団 体を代 表す るほか 、法 人を被 告人 又は被 疑者 とする 場合 の訴訟 行

につ いての 時効 の期間 によ る。

第一 項又は 第二 項の規 定に より第 八十 九条の 違反 行為に つき 法人若 しく は人又 は団 体に罰 金刑を 科す る場合 にお ける時 効の 期間は 、同 条の罪

そ の行 為者を 罰す るほか 、そ の法 人に対 して 三億円 以下 の罰金 刑を、 その 人に対 して 同項の 罰金刑 を科 する。

三

二

した ときは 、行 為者を 罰す るほか 、そ の団 体に対 して も、当 該各 号に定 める 罰金刑 を科 する。

三

二

規定 の違反 行為 をした とき は、行 為者 を罰す るほ か、そ の法 人又は 人に 対して も、 当該各 号に 定める 罰金 刑を科 する 。

第 九十五 条

②

③

④

⑤

為に 関する 刑事 訴訟 法の規 定を 準用す る。
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⑥

第八十 九条 第一項 第一号 、第 九十 条第一 号若 しくは 第三 号又は 第九 十一条 の違 反があ つた 場合に おい ては、 その 違反の 計画 を知

第 三項の 規定 により 前条 第一項 の違 反行為 につ き法人 又は 人に罰 金刑 を科す る場 合にお ける 時効の 期間 は、同 項の 罪につ いて の時効 の期 間に
よ る。

第九十 五条の 二

り、 その 防止 に必要 な措 置を講 ぜず 、又は その 違反行 為を 知り、 その 是正に 必要 な措置 を講 じなか つた 当該法 人（ 第九十 条第一 号又 は第三 号の

違反 があつ た場 合にお ける 当該法 人で事 業者 団体に 該当 するも のを 除く。 ）の 代表者 に対 して も、各 本条 の罰金 刑を 科する 。

第 八十九 条第 一項第 二号 又は第 九十 条の違 反が あつた 場合 におい ては 、その 違反の 計画 を知り 、そ の防止 に必 要な措 置を 講ぜず

前 項の規 定は 、同項 に掲 げる事 業者 団体の 理事 その他 の役 員若し くは 管理人 又は その構 成事 業者が 法人 その他 の団 体で ある場 合に おいて は、

れ各 本条の 罰金 刑を科 する 。

業 者の 利益の ため にする 行為 を行う 役員 、従業 員、 代理人 その 他の者 が構 成事業 者で ある場 合には 、当 該事業 者を 含む。 ）に 対して も、 それぞ

、又 はその 違反 行為を 知り 、その 是正に 必要 な措置 を講 じなか つた 当該事 業者 団体の 理事 その他 の役 員若し くは 管理人 又は その構 成事 業者（ 事

第九 十五 条の三

②

当 該団体 の理 事その 他の 役員又 は管 理人に 、こ れを適 用す る。

公 正取 引委員 会の 職員（ 公正 取引委 員会 の指定 を受 けた者 に限 る。以 下こ の章に おい て「委 員会 職員」 とい う。） は、 犯則事 件（ 第八

委 員会 職員は 、犯 則事件 を調査 する ため必 要が あると きは 、公正 取引 委員会 の所 在地を 管轄 する地 方裁 判所又 は簡 易裁判 所の 裁判官 が

委員 会職員 は、 犯則事 件の 調査に つい て、官 公署 又は公 私の 団体に 照会 して必 要な 事項の 報告を 求め ること がで きる。

つ た物 件を検 査し 、又は 犯則 嫌疑 者等が 任意 に提出 し若 しくは 置き去 つた 物件を 領置 するこ とがで きる 。

（以 下この 項に おいて 「犯 則嫌疑 者等」 とい う。） に対 して出 頭を 求め 、犯則 嫌疑 者等に 対し て質問 し、 犯則嫌 疑者 等が所 持し 若しく は置 き去

十 九条か ら第 九十一 条ま での罪 に係 る事件 をい う。以 下こ の章に おい て同じ 。） を調査 する ため必 要が あると きは 、犯則 嫌疑者 若し くは参 考人

第百一 条

②

第 百二 条

あら かじ め発す る許 可状に より 、臨検 、捜 索又は 差押 えをす るこ とがで きる 。
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②

③

④

⑤

前 項の場 合に おいて 急速 を要す ると きは、 委員 会職員 は、 臨検す べき 場所、 捜索 すべき 場所 、身体 若し くは物 件又 は差し 押さ えるべ き物 件の

所 在地を 管轄 する地 方裁 判所又 は簡 易裁判 所の 裁判官 があ らかじ め発 する許 可状 により 、同 項の処 分を するこ とが できる 。

委員会 職員 は、第 一項 又は前 項の 許可状 （以 下この 章に おいて 「許 可状」 とい う。） を請 求する 場合 におい ては 、犯則 事件が 存在 すると 認め
られる 資料 を提供 しな ければ なら ない。

前項 の請 求があ つた 場合に おい ては、 地方 裁判所 又は 簡易裁 判所の 裁判 官は、 臨検 すべき 場所、 捜索 すべき 場所 、身体 若し くは 物件又 は差 し

押さ えるべ き物 件並び に請 求者の 官職及 び氏 名、有 効期 間、そ の期 間経過 後は 執行に 着手 する ことが でき ずこれ を返 還しな けれ ばなら ない 旨、

交 付の 年月日 並び に裁判 所名 を記載 し、 自己の 記名 押印 した許 可状を 委員 会職員 に交 付しな ければ なら ない。 この 場合に おい て、犯 則嫌 疑者の
氏名 又は 犯則の 事実 が明ら かで あると きは 、これ らの 事項を も記 載しな けれ ばなら ない 。
委 員会 職員は 、許 可状を 他の 委員会 職員 に交付 して 、臨検 、捜 索又は 差押 えをさ せる ことが でき る。

委員 会職員 は、 犯則事 件を 調査 するた め必 要があ ると きは、 許可 状の交 付を 受けて 、犯則 嫌疑 者から 発し 、又は 犯則嫌 疑者 に対し て発

委 員会 職員は 、前 二項の 規定 による 処分 をした 場合 におい ては 、そ の旨を 発信 人又は 受信 人に通 知し なけれ ばな らない 。ただ し、 通知に よつ

が できる 。

は所持 する ものに つい ては、 犯則 事件に 関係 がある と認 めるに 足りる 状況 がある もの に限り 、許 可状の 交付 を受け て、 これを 差し 押さえ るこ と

委員会 職員 は、前 項の 規定に 該当 しない 郵便 物、信 書便 物又は 電信 につい ての 書類で 法令 の規定 に基 づき通 信事 務を取 り扱う 者が 保管し 、又

で きる。

した 郵便物 、信 書便物 又は 電信に ついて の書 類で法 令の 規定に 基づき 通信 事務を 取り 扱う者 が保 管し、 又は 所持す るも のを 差し押 さえ ること が

第百 三条

②

③

て 犯則 事件の 調査 が妨げ られ るお それが ある 場合は 、こ の限り でない 。

臨検、 捜索 又は差 押え は、許 可状 に夜間 でも 執行す るこ とがで きる 旨の記 載が なけれ ば、 日没か ら日 の出ま での 間には 、し てはな らな

日没前 に開 始し た臨検 、捜 索又は 差押 えは、 必要 がある と認 めると きは 、日没 後ま で継続 するこ とが できる 。

い。

第百四 条

②
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第百六 条

第 百五条

委 員会 職員は 、こ の章の 規定に より 質問 、検査 、領 置、臨 検、 捜索又 は差 押えを する ときは 、そ の身分 を示 す証票 を携 帯し、 関係 者の

臨 検、捜 索又 は差押 えの 許可状 は、 これら の処 分を受 ける者 に提 示しな けれ ばなら ない 。

請求 があ つた ときは 、こ れを提 示し なけれ ばな らない 。

委 員会 職員は 、臨 検、捜 索又は 差押 えをす るた め必要 があ るとき は、 錠をは ずし 、封を 開き 、その 他必 要な処 分を するこ とが できる 。

委 員会 職員は 、こ の章の 規定に より 質問、 検査 、領置 、臨検 、捜 索又 は差押 えを する間 は、 何人に 対し ても、 許可 を受け ない でその 場

前項 の処分 は、 領置物 件又 は差押 物件 につい ても 、する こと ができ る。

第 百七 条
②

第 百八 条
所に 出入 りする ことを 禁止 するこ とが でき る。

委 員会職 員は 、人の 住居 又は人 の看 守する 邸宅 若しく は建造 物そ の他の 場所 で臨検 、捜 索又は 差押 えをす ると きは、 その 所有者 若し く

委 員会 職員は 、こ の章の 規定 により 質問 、検査 、領 置、臨 検、 捜索又 は差 押えを したと きは 、その 処分 を行つ た年月 日及 びそ の結果

委員会 職員 は、臨 検、 捜索又 は差 押えを する に際し 必要 がある とき は、警 察官 の援助 を求 めるこ とが できる 。

女 子の身 体に ついて 捜索 すると きは、 成年 の女子 を立 ち会わ せな ければ なら ない。 ただ し、急 速を 要する 場合 は、こ の限 りでな い。

公共 団体の 職員 を立ち 会わ せなけ ればな らな い。

前項 の場 合にお いて 、同項 に規 定する 者を 立ち会 わせ ること ができ ない ときは 、そ の隣人 で成年 に達 した 者又は その 地の警 察官 若しく は地 方

た者を 立ち 会わせ なけ ればな らな い。

は管 理者（ これ らの者 の代 表者、 代理 人その 他こ れらの 者に 代わる べき 者を含 む。 ）又は これ らの者 の使 用人若 しく は同居 の親 族で成 年に 達し

第 百九条

②

③

第百十 条

第百 十一条
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を記載 した 調書を 作成 し、 質問を 受けた 者又 は立会 人に 示し、 これら の者 ととも にこ れに署 名押 印しな けれ ばなら ない 。ただ し、 質問を 受け た

委員 会職員 は、 領置又 は差押 えを した ときは 、そ の目録 を作 成し、 領置 物件若 しく は差押 物件 の所有 者若 しくは 所持 者又は これ らの

者 又は立 会人 が署名 押印 せず、 又は 署名押 印す ること がで きない とき は、そ の旨 を付記 すれ ば足り る。

第百十 二条

運搬 又は保 管に 不便な 領置物 件又 は差押 物件 は、そ の所 有者又 は所 持者そ の他 委員会 職員 が適当 と認 める者 に、 その承 諾を 得て、 保

者に 代わ るべ き者に その 謄本を 交付 しなけ れば ならな い。

第 百十 三条
管証 を徴 して保 管さ せるこ とが できる 。

公正 取引委 員会 は、領 置物件 又は 差押物 件に ついて 留置の 必要 がな くなつ たと きは、 その 返還を 受け るべき 者に これを 還付 しなけ れ

前項の 公告 に係る 領置 物件又 は差 押物件 につ いて、 公告 の日か ら六 月を経 過し ても還 付の 請求が ない ときは 、こ れらの 物件は 、国 庫に帰 属す

を 還付す るこ とがで きな い場合 にお いては 、そ の旨を 公告 しなけ れば ならな い。

公 正取引 委員 会は、 前項 の領置 物件 又は差 押物 件の返 還を 受ける べき 者の住 所若 しくは 居所 がわか らな いため 、又 はそ の他の 事由 により これ

ばな らない 。

第 百十 四条

②

③
る。

公正 取引 委員会 は、 犯則事 件の 調査の 結果 、第七 十四 条第 一項の 規定 により 告発 した場 合に おいて 、領 置物件 又は差 押物 件があ ると

前 二項の 規定 により 領置 物件又 は差押 物件 が引き 継が れたと きは 、当該 物件 は、刑 事訴 訟法の 規定 によつ て押 収され たも のとみ なす 。

の旨 を同条 の保 管者に 通知 しなけ ればな らな い。

前項 の領置 物件 又は差 押物 件が第 百十 三条の 規定 による 保管 に係る もの である 場合 におい ては、 同条 の保管 証を もつて 引き 継ぐと とも に、そ

き は、 これを 領置 目録又 は差 押目 録とと もに 引き継 がな ければ なら ない。

第百十 六条

②

③
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第百十 七条

則

この 章の規 定に 基づい て公 正取引 委員 会又は 委員 会職員 がす る処分 及び 行政指 導に ついて は、 行政手 続法 第二章 から 第四章 まで の規

（ 平成十 七年 法律第 三十 五号）

この 章の規 定に よる公 正取引 委員 会又 は委員 会職 員の処 分又 はその 不作 為につ いて は、審 査請 求をす るこ とがで きな い。

定 は、適 用し ない。

第百十 八条

附
（ 審決 及び納 付命 令に関 する 経過措 置）

旧法第 四十 八条第 四項 、第五 十三 条の三 又は 第五十 四条 第一項 若し くは第 二項 の規定 による 審決 （旧法 第八 条の四 第一 項に規 定す る措置

旧法第 四十 八条第 四項 、第五 十三 条の三 又は 第五十 四条 第一項 若し くは第 二項 の規定 によ る審決 （旧 法第八 条の 四第一 項に規 定す る措置 を命

る ときは 、当 該審決 を新 法の規 定に より確 定し た納付 命令 とみな して 、新法 第二 十六 条の規 定を適 用す る。

た事 業者団 体の 構成事 業者 に対す るもの を除 く。） が確 定した 場合に おい て、当 該審 決を受 けた 者に対 して 施行日 以後 に損 害賠償 の請 求がさ れ

前項に 規定 する審 決が されず 、旧 法第 五十四 条の 二第一 項の 規定に よる 審決（ 旧法 第八条 第一項 第一 号又は 第二 号の規 定に違 反す る行為 をし

の 規定 により 確定 した排 除措 置命令 とみ なして 、新 法第二 十六 条の規 定を 適用す る。

を命 ずるも のを 除く。 ）が 確定し た場合 にお いて、 当該 審決を 受け た者に 対し て施行 日以 後に損 害賠 償の請 求が される とき は、当 該審 決を新 法

第七 条

２

３

ずるも のを 除く。 ）が 確定し た場 合にお いて 、当該 審決 を受け た者が 平成 十八年 一月 四日以 後に おいて これ に従わ ない ときは 、当 該審決 を新 私

的 独占禁 止法 の規定 によ り確定 した 排除措 置命 令とみ なし て、新 私的 独占禁 止法 第九十 条第 三号、 第九 十二条 、第 九十五 条第一 項第 二号及 び第

三号 （新私 的独 占禁止 法第 九十条 第三号 に係 る部分 に限 る。） 、第 二項 第二号 及び 第三号 （新 私的独 占禁 止法第 九十 条第三 号に 係る部 分に 限る

旧 法第四 十八 条第四 項、 第五十 三条 の三又 は第 五十四 条第 一項若 しく は第二 項の 規定に よる 審決（ 旧法 第八条 の四 第一項 に規 定する 措置

。 ）並 びに第 五項 、第九 十五 条の 二並び に第 九十五 条の 三の規 定を適 用す る。

第八条

を 命ず るもの を除 く。） を受 けた者 が平 成十八 年一 月四日 以後 におい てこ れに違 反し ている ときは 、当 該審決 を新 私的独 占禁 止法の 規定 による
排除 措置命 令と みな して、 新私 的独占 禁止 法第九 十七 条の規 定を 適用す る。
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○

会社 法（ 平成十 七年 法律第 八十 六号） （抄 ）

（特別 清算 事件の 管轄 ）

第 八百 六十八 条第 一項の 規定 にかか わら ず、法 人が株 式会 社の総 株主 （株主 総会に おい て決議 をす ること がで きる 事項の 全部 に

前 項に規 定す る株式 会社 又は親 法人及 び同 項に規 定す る株式 会社が 他の 株式 会社の 総株 主の議 決権 の過半 数を 有する 場合 には、 当該 他の株 式

る。

てい ると きにお ける 当該株 式会 社につ いて の特別 清算 開始の 申立 ては、 親法 人の特 別清 算事件 等が 係属し てい る地方 裁判 所にも する ことが でき

「 親法 人」と いう 。）に つい て特別 清算 事件、 破産 事件 、再生 事件又 は更 生事件 （以 下この 条にお いて 「特別 清算 事件等 」と いう。 ）が 係属し

つき 議決権 を行 使する こと ができ ない株 主を 除く。 次項 におい て同 じ。） の議 決権の 過半 数を 有する 場合 には、 当該 法人（ 以下 この条 にお いて

第八 百七 十九 条

２

前 二項の 規定 の適用 につ いては 、第 三百八 条第 一項の 法務 省令で 定め る株主 は、 その有 する 株式に つい て、議 決権 を有 するも のと みなす 。

会社 につい ての 特別清 算開 始の申 立て は、 親法人 の特 別清算 事件 等が係 属し ている 地方 裁判所 にも するこ とが できる 。
３

第八 百六 十八条 第一 項の規 定に かかわ らず 、株式 会社 が最終 事業年 度に ついて 第四 百四十 四条 の規定 によ り当該 株式 会社及 び他 の株式 会社 に

社 債、株 式等 の振替 に関 する法 律（平 成十 三年法 律第 七十五 号） （抄）

所 にもす るこ とがで きる 。

等が係 属し ている とき におけ る当 該他の 株式 会社に つい ての特 別清算 開始 の申立 ては 、当該 株式 会社の 特別 清算事 件等 が係属 して いる地 方裁 判

係る 連結計 算書 類を作 成し 、かつ 、当 該株式 会社 の定時 株主 総会に おい てその 内容 が報告 され た場合 には 、当該 株式 会社に つい て特別 清算 事件

４

○

第 百四十 五条 第一項 に規定 する 場合に おい て、同 項に 規定す る振 替機関 が同 項及び 同条 第三項 の義 務の全 部を 履行す るま での間 は

（振 替機関 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 ）
第 百四 十七条

、各 株主は 、当 該株 主の有 する 当該銘 柄の 振替株 式の うち第 一号 の数が 第二 号の総 数に 占める 割合 を同条 第一 項に規 定す る超過 数（ 同条第 三項
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の義務 の一 部が履 行さ れた ときは 、当該 履行 に係る 数を 控除し た数） に乗 じた数 に関 する部 分に ついて 、発 行者に 対抗 するこ とが できな い。
（略 ）

（ 略）

一 ・二
２～ ４

第 百四 十六条 第一 項に規 定す る場合 にお いて、 同項 に規定 する 口座管 理機 関が 同項及 び同 条第三 項の 義務の 全部を 履行 するま での

（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）
第百四 十八 条

間 は、 株主（ 当該 口座管 理機 関又は その 下位機 関が 開設 した口 座に記 載又 は記録 がさ れた振 替株式 につ いての 株主 に限る 。） は、そ の有 する当

該銘 柄の 振替株 式の うち第 一号 の数が 第二 号の総 数に 占める 割合 を同条 第一 項に規 定す る超過 数（ 同項の 義務 の一部 が履 行され たと きは、 当該

履行 に係る 数を 控除し た数 ）に乗 じた数 （以 下この 条に おいて 「口 座管理 機関 分制限 数」 という 。） に関す る部 分につ いて 、発行 者に 対抗す る

（ 略）

こ とが できな い。
一・ 二
（略 ）

私的独 占の 禁止及 び公 正取引 の確 保に関 する 法律（ 昭和 二十二 年法 律第五 十四 号）（ 抄）

２～４

○

事業 者が 、不当 な取 引制限 又は 不当な 取引 制限に 該当 する 事項を 内容 とする 国際 的協定 若し くは国 際的 契約で 、商品 若し くは役 務の

［私的 独占 の禁止 及び 公正取 引の 確保に 関す る法律 の一 部を改 正す る法律 （平成 十七 年法律 第三 十五号 ）の 施行前 ］

第七条 の二

対 価に 係るも の又 は実質 的に 商品 若しく は役 務の供 給量 を制限 するこ とに よりそ の対 価に影 響があ るも のをし たと きは、 公正 取引委 員会 は、第

八章 第二 節に規 定す る手続 に従 い、事 業者 に対し 、当 該行為 の実 行とし ての 事業活 動を 行つた 日か ら当該 行為 の実 行とし ての事 業活 動がな くな

る日 までの 期間 （当該 期間 が三年 を超え ると きは、 当該 行為の 実行 として の事 業活動 がな くなる 日か らさか のぼ つて三 年間 とする 。以 下「実 行

期 間」 という 。） におけ る当 該商品 又は 役務の 政令 で定め る方 法によ り算 定した 売上 額に百 分の六 （小 売業に つい ては百 分の 二、卸 売業 につい

ては 百分の 一と する 。）を 乗じ て得た 額に 相当す る額 の課徴 金を 国庫に 納付 するこ とを 命じな けれ ばなら ない 。ただ し、 その額 が五 十万円 未満
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公正 取引 委員会 は、 第三条 、第 六条、 第八 条、第 九条 第一項 、第 二項、 第五 項若 しくは 第六 項、第 十条 、第十 一条第 一項 、第十 三条

事 業者 は、不 公正 な取引 方法を 用い ては ならな い。

（略 ）

である とき は、そ の納 付を 命ずる ことが でき ない。
② ～⑥

第十九 条

第四十 八条

、 第十 四条、 第十 五条第 一項 、第十 五条 の二第 一項 、第 十六条 第一項 、第 十七条 又は 第十九 条の規 定に 違反す る行 為があ ると 認める 場合 には、

当該 違反 行為を して いるも の（ 当該違 反行 為が第 八条 に係る もの である とき は、当 該事 業者団 体の 役員及 び管 理人並 びに その構 成事 業者を 含む 。
）に 対し、 適当 な措置 をと るべき ことを 勧告 するこ とが できる 。

公 正取引 委員 会は、 第三 条、第 六条、 第八 条第一 項又 は第十 九条の 規定 に違 反する 行為 が既に なく なつて いる と認め る場 合にお いて 、特に 必

（略 ）

②

要が あると 認め るとき は、 当該違 反行 為を 行つた もの （当該 違反 行為が 第八 条第一 項に 係るも ので あると きは 、当該 事業 者団体 の役 員及び 管理

③

第一項 又は 第二項 の規 定によ る勧 告を受 けた ものが 当該 勧告を 応諾 したと きは 、公正 取引 委員会 は、 審判手 続を 経ない で当該 勧告 と同趣 旨の

人並 びにそ の構 成事業 者を 含む。 ）に対 し、 適当な 措置 をとる べきこ とを 勧告す るこ とがで きる 。

④

公正 取引委 員会 は、第 七条 の二第 一項 （第八 条の 三に おいて 準用 する場 合を 含む。 以下 この条 にお いて同 じ。） に規 定する 事実

審決を する ことが でき る。

第四十 八条 の二

が ある と認め る場 合には 、事 業者 又は事 業者 団体の 構成 事業者 （構成 事業 者が他 の事 業者の 利益の ため にする 行為 を行う もの である 場合 には、

その 事業 者。以 下こ の条に おい て同じ 。） に対し 、第 七条の 二第 一項又 は第 二項に 定め る課徴 金を 国庫に 納付 する ことを 命じな けれ ばなら ない

。た だし、 当該 違反行 為に ついて 審判手 続が 開始さ れた 場合に は、 審判手 続が 終了し た後 でなけ れば 命ずる こと ができ ない 。
（略 ）

納付命 令に 不服 がある もの は、公 正取 引委員 会規 則で定 める ところ によ り、課 徴金 納付命 令書の 謄本 の送達 があ つた日 から三 十日 以内 に、公

② ～④
⑤
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⑥

公正取 引委 員会は 、審判 開始 決定 をした 後、 被審人 が、 審判開 始決 定書記 載の 事実及 び法 律の適 用を 認めて 、公 正取引 委員 会に

正取引 委員 会に対 し、 当該 事件に ついて 、審 判手続 の開 始を請 求する こと ができ る。
（略 ）

第五十 三条の 三

対し 、そ の後 の審判 手続 を経な いで 審決を 受け る旨を 文書 をもつ て申 し出て 、か つ、当 該違 反行為 を排 除し、 若し くは当 該違反 行為 が排除 され

たこ とを確 保し 、又は 独占 的状態 に係る 商品 若しく は役 務につ いて 競争を 回復 させる ため に自 らとる べき 具体的 措置 に関す る計 画書を 提出 した

場 合に おいて 、適 当と認 めた ときは 、そ の後の 審判 手続 を経な いで当 該計 画書記 載の 具体的 措置と 同趣 旨の審 決を するこ とが できる 。

公正 取引 委員会 は、 審判手 続を 経た後 、第 三条、 第六 条、第 八条 、第九 条第 一項、 第二 項、第 五項 若しく は第 六項、 第十 条、第 十一

公正 取引 委員会 は、 審判手 続を 経た後 、審 判開始 決定 の時ま でに第 一項 に規定 する 行為又 は独占 的状 態に 該当す る事 実がな かつ たと認 める 場

用する 場合 を含む 。） に規定 する 措置を 命じ なけれ ばな らない 。

合に おいて 、特 に必要 があ ると認 める ときは 、審 決をも つて 、被審 人に 対し、 第七 条第二 項（ 第八条 の二 第二項 及び 第二十 条第 二項に おい て準

公正 取引 委員会 は、 審判手 続を 経た後 、第 三条、 第六 条、第 八条第 一項 又は第 十九 条の規 定に 違反す る行 為が既 にな くなつ てい ると認 める 場

第十 七条の 二若 しくは 第二 十条第 一項又 は第 八条の 四第 一項に 規定す る措 置を命 じな ければ なら ない。

ある と認め る場 合又は 独占 的状態 があ ると 認める 場合 には、 審決 をもつ て、 被審人 に対 し、第 七条 第一項 、第 八条の 二第 一項若 しく は第三 項、

条 第一 項、第 十三 条、第 十四 条、第 十五 条第一 項、 第十五 条の 二第一 項、 第十六 条第 一項、 第十七 条若 しくは 第十 九条の 規定 に違反 する 行為が

第五十 四条

②

③

合、 審判開 始決 定の時 まで に同項 に規定 する 行為又 は独 占的状 態に 該当 する事 実が あり、 かつ 、既に 当該 行為若 しく は独占 的状 態に該 当す る事

実 がな くなつ てい ると認 める 場合 （前項 の規 定によ り審 決をす る場合 を除 く。） 又は 独占的 状態に 該当 する事 実が あつて 第八 条の四 第一 項ただ

公正取 引委 員会は 、審判 手続 を経た 後、 第七条 の二 第一項 （第 八条の 三に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）に 規定す る事 実があ る

し書 に該 当する と認 める場 合に は、審 決を もつて 、そ の旨を 明ら かにし なけ ればな らな い。

第 五十 四条の 二

と認 めると きは 、審 決をも つて 、被審 人に 対し、 当該 違反行 為に 係る課 徴金 を国庫 に納 付する こと を命じ なけ ればな らな い。
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○

②

私的独 占の 禁止及 び公 正取引 の確 保に関 する 法律（ 昭和 二十二 年法 律第五 十四 号）（ 抄）

（ 略）

［私的 独占 の禁止 及び 公正取 引の 確保に 関す る法律 の一 部を改 正す る法律 （平成 二十 一年法 律第 五十一 号） の施行 前］

事業 者が 、不当 な取 引制限 又は 不当な 取引 制限に 該当 する事 項を 内容と する 国際 的協定 若し くは国 際的 契約で 次の各 号の いずれ かに

商品 又は 役務の 対価 に係る もの

供 給量 又は購 入量

一

イ
市場 占有 率

商品又 は役 務につ いて 次のい ずれ かを実 質的 に制限 する ことに より その対 価に 影響す るこ ととな るも の

ロ
取引 の相手 方

前 項の規 定は 、事業 者が 、私的 独占（ 他の 事業者 の事 業活動 を支 配する こと による もの に限る 。） で、当 該他 の事業 者（ 以下こ の項 におい て

ハ

二

けれ ばなら ない 。ただ し、 その額 が百万 円未 満であ ると きは、 その納 付を 命ずる こと ができ ない 。

の十 （小売 業に ついて は百 分の三 、卸 売業 につい ては 百分の 二と する。 ）を 乗じて 得た 額に相 当す る額の 課徴 金を国 庫に 納付す るこ とを命 じな

（ 当該 行為が 商品 又は役 務の 供給を 受け ること に係 るもの であ る場合 は、 当該商 品又 は役務 の政令 で定 める方 法に より算 定し た購入 額） に百分

なく なる日 から さかの ぼつ て三年 間とす る。 以下「 実行 期間」 とい う。） にお ける当 該商 品又は 役務 の政令 で定 める方 法に より算 定し た売上 額

行つ た日 から当 該行 為の実 行と しての 事業 活動が なく なる日 まで の期間 （当 該期間 が三 年を超 える ときは 、当 該行為 の実 行とし ての 事業活 動が

該 当す るもの をし たとき は、 公正取 引委 員会は 、第 八章 第二節 に規定 する 手続に 従い 、当該 事業者 に対 し、当 該行 為の実 行と しての 事業 活動を

第七条 の二

②

「被 支配 事業者 」と いう。 ）が 供給す る商 品又は 役務 につい て、 次の各 号の いずれ かに 該当す るも のをし た場 合に 準用す る。こ の場 合にお いて

、前 項中「 当該 商品又 は役 務の政 令で定 める 方法に より 算定し た売 上額（ 当該 行為が 商品 又は役 務の 供給を 受け ること に係 るもの であ る場合 は

、 当該 商品又 は役 務の政 令で 定める 方法 により 算定 した購 入額 ）」と ある のは「 当該 事業者 が被支 配事 業者に 供給 した当 該商 品又は 役務 （当該

被支 配事業 者が 当該 行為に 係る 一定の 取引 分野に おい て当該 商品 又は役 務を 供給す るた めに必 要な 商品又 は役 務を含 む。 ）及び 当該 一定の 取引
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分野に おい て当該 事業 者が 供給し た当該 商品 又は役 務（ 当該被 支配事 業者 に供給 した ものを 除く 。）の 政令 で定め る方 法によ り算 定した 売上 額

」 と、「 （小 売業に つい ては百 分の 三、卸 売業 につい ては 百分の 二と する。 ）」 とある のは 「（当 該事 業者が 小売 業を営 む場合 は百 分の三 、卸
売業 を営む 場合 は百分 の二 とする 。） 」と読 み替 えるも のと する。
そ の対 価に係 るも の

供給 量

一

イ
市 場占有 率

次の いず れかを 実質 的に制 限す ること によ りその 対価 に影響 する ことと なる もの

ロ
取引 の相 手方

二

ハ
（ 略）

第 一項（ 第二 項にお いて 読み替 えて準 用す る場合 を含 む。以 下この 項に おい て同じ 。） の規定 によ り課徴 金の 納付を 命ず る場合 にお いて、 当

③～⑤
⑥

該事 業者が 次の 各号の いず れかに 該当 する 者であ ると きは、 第一 項中「 百分 の十」 とあ るのは 「百 分の十 五」 と、「 百分 の三」 とあ るのは 「百

分の 四・五 」と 、「百 分の 二」と あるの は「 百分の 三」 と、第 四項中 「百 分の四 」と あるの は「 百分の 六」 と、「 百分 の一 ・二」 とあ るのは 「

第四 十七 条第一 項第 四号に 掲げ る処分 又は 第百二 条第 一項に 規定 する処 分が 行われ なか つた場 合に おいて 、当 該事業 者が当 該違 反行為 につ

て同じ 。） 又は第 十三 項若し くは 第十六 項の 規定に よる 通知若 しく は第五 十一 条第二 項の 規定に よる 審決を 受け たこと がある 者

調査開 始日 からさ かの ぼり十 年以 内に、 第一 項の規 定に よる命 令を 受けた こと がある 者（ 当該命 令が 確定し てい る場合 に限 る。次 号に おい

百 分の一 ・八 」と、 「百 分の一 」と あるの は「 百分の 一・ 五」と する 。
一

二

いて 事前 通知を 受け た日か らさ かのぼ り十 年以内 に、 第一項 の規定 によ る命令 を受 けたこ とが ある者 又は 第十三 項若 しくは 第十 六項の 規定 に

事 業者 は、不 公正 な取引 方法を 用い てはな らな い。

（略）

よ る通 知若し くは 第五十 一条 第二 項の規 定に よる審 決を 受けた こと がある 者
⑦～ ㉑

第 十九 条
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前 条の 規定に 違反 する行 為が あると きは 、公正 取引 委員会 は、 第八章 第二 節に規 定す る手続 に従 い、当 該行 為の差 止め 、契約 条項 の削

第七条 第二 項の規 定は 、前条 の規 定に違 反す る行為 に準 用する 。

除 その他 当該 行為を 排除 するた めに 必要な 措置 を命ず るこ とがで きる 。

第二十 条

②

（ 略）

（略）

②

審 判請求 が理 由があ ると きは、 公正取 引委 員会は 、審 判手続 を経 た後、 審決 で、原 処分 の全部 又は 一部を 取り 消し、 又は これを 変更 する。

第六 十六 条

③

公正 取引委 員会 は、前 項の 規定に より 原処分 の全 部又は 一部 を取り 消す 場合に おい て、当 該原処 分の 時まで に第 三条、 第六 条、第 八条 第一項

私的 独占 の禁止 及び 公正取 引の 確保に 関す る法律 （昭 和二十 二年法 律第 五十四 号） （抄）

で、 その旨 を明 らかに しな ければ なら ない 。

項 、第 十七条 又は 第十九 条の 規定に 違反 する行 為が あり、 かつ 、当該 原処 分の時 にお いて既 に当該 行為 がなく なつ ている と認 めると きは 、審決

、第 九条第 一項 若しく は第 二項、 第十条 第一 項、第 十一 条第一 項、 第十三 条、 第十四 条、 第十五 条第 一項、 第十 五条の 二第 一項、 第十 六条第 一

④

○

第七 条の二 第一 項（同 条第二 項に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む。 次項 及び第 三項 におい て同 じ。） 又は 第四項 の規 定によ り

事 業者は 、不 公正な 取引 方法を 用い てはな らな い。

［私 的独 占の禁 止及び 公正 取引の 確保 に関す る法 律の一 部を 改正す る法 律（平 成二 十五年 法律 第百号 ）の 施行前 ］

第 十九条

第 五十 一条

公正 取引 委員会 が納 付命令 を行 つた後 、同 一事件 につ いて、 当該 納付命 令を 受けた 者に 対し、 罰金 の刑に 処す る確 定裁判 があつ たと きは、 公正

取引 委員会 は、 審決で 、当 該納付 命令に 係る 課徴金 の額 を、そ の額 から当 該裁 判にお いて 命じら れた 罰金額 の二 分の一 に相 当する 金額 を控除 し

た 額に 変更し なけ ればな らな い。た だし 、当該 納付 命令に 係る 課徴金 の額 が当該 罰金 額の二 分の一 に相 当する 金額 を超え ない とき、 又は 当該変
更後 の額が 百万 円未 満とな ると きは、 この 限りで ない 。
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②

③

④

前 項ただ し書 の場合 にお いては 、公 正取引 委員 会は、 審決 で、当 該第 七条の 二第 一項又 は第 四項の 規定 による 納付 命令を 取り 消さな けれ ばな
ら ない。

第一項 本文 の場合 にお いて、 当該 第七条 の二 第一項 又は 第四項 の規 定によ る納 付命令 に係 る審判 手続 が終了 して いない ときは 、公 正取引 委員

会は、 第一 項本文 の規 定にか かわ らず、 当該 同条第 一項 又は第 四項の 規定 による 納付 命令に 係る 審判の 請求 に対す る審 決にお いて 、当該 同条 第

一項 又は 第四 項の規 定に よる納 付命 令に係 る課 徴金の 額を 当該審 判手 続を経 て決 定され た額 から第 一項 本文に 規定 する罰 金額の 二分 の一に 相当
する 金額を 控除 した額 に変 更する ものと する 。

公 正取引 委員 会は、 前三 項の場 合にお いて 、変更 又は 取消し 前の 納付命 令に 基づき 既に 納付さ れた 金額（ 第七 十条の 九第 三項に 規定 する延 滞
金を 除く 。）で 、還 付すべ きも のがあ ると きは、 遅滞 なく、 金銭 で還付 しな ければ なら ない。

②

審 判請求 が理 由があ ると きは、 公正 取引委 員会 は、審 判手 続を経 た後 、審決 で、 原処分 の全 部又は 一部 を取り 消し 、又 はこれ を変 更する 。

（略）

（略 ）

③

公正 取引 委員会 は、 前項の 規定 により 原処 分の全 部又 は一部 を取り 消す 場合に おい て、当 該原 処分の 時ま でに第 三条 、第六 条、 第八条 、第 九

第 六十 六条

④

条第 一項若 しく は第二 項、 第十条 第一 項、第 十一 条第一 項、 第十三 条、 第十四 条、 第十五 条第 一項、 第十 五条の 二第 一項、 第十 五条の 三第 一項

、第十 六条 第一項 、第 十七条 又は 第十九 条の 規定に 違反 する行 為があ り、 かつ、 当該 原処分 の時 におい て既 に当該 行為 がなく なつ ている と認 め
る ときは 、審 決で、 その 旨を明 らか にしな けれ ばなら ない 。
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