CHARTER OF ASIAN CREDIT SUPPLEMENTATION INSTITUTION CONFEDERATION
Article 1 (Name)
This confederation shall be named Asian Credit Supplementation Institution Confederation (hereinafter referred
to as “ACSIC”)
Article 2 (Objective)
The objective of ACSIC is to promote the sound development of the credit supplementation system for small
business in the countries including regions (hereinafter referred to as “countries”) of Asia excluding areas to the
west and north of Pakistan (hereinafter referred to as “Asia”) through exchange of information, discussions and
interchange of personnel among small business credit supplementation institutions (hereinafter referred to as
“institution(s)”) in Asia.
Article 3 (Activities)
To achieve the objectives set forth in the preceding article, ACSIC shall conduct the following activities:
(1) Holding meetings for information exchange and discussions for the benefit of institutions.
(2) Other activities necessary to achieve the objectives set forth in the preceding article.
Article 4 (Eligibility for Participation)
Institutions in Asia shall be eligible for participation in ACSIC.
Article 5 (Meetings)
1.

Meeting referred to in Article 3 Item 1 (hereinafter referred to simply as “meeting(s)”) shall be held at regular
intervals at venues rotating among the countries to which institutions belong, unless otherwise decided.

2.

The institution sponsoring each meeting (hereinafter referred to as “sponsor”) shall convene, preside over and
make all necessary preparations for the meeting.

3.

The sponsor may allow any persons deemed appropriate to participate in the meeting as observers and speakers

4.

The country of venue, sponsor, and time of the next meeting shall be decided upon at each meeting.

Article 6 (Meeting Procedures)
1.

The official language of each meeting shall be English and any other language deemed appropriate by the
sponsor.

2.

The chairman of each meeting shall be appointed from among the representatives of the sponsor.

3.

Resolutions at each meeting shall be made by a majority vote of the institutions present, with the chairman
casting the deciding vote in the event of a tie.

4.

Voting shall be made by a show of hands or balloting as the chairman deems appropriate.

5.

In voting upon resolutions, as described in the preceding paragraph, if one country should be represented by
more than one institution, such institutions shall cast one vote jointly among them.

6.

After each meeting is closed, the sponsor shall prepare the minutes thereof and distribute them to the
institutions which took part in the meeting and which are deemed to be interested in ACSIC activities.

Article 7 (Expenses)
A sponsor may ask the prospective participants of the meeting to share the necessary costs of holding the
meeting.
Article 8 (Amendment to the charter)
The charter shall be amended by a two-thirds majority at the meeting attended by at least half of the countries
to which the institutions eligible for participating belong.

【和訳】アジア中小企業信用補完制度実施機関連合憲章
【和訳】アジア中小企業信用補完制度実施機関連合憲章
第１条（
第１条（名称）
名称）
本連合は、アジア中小企業信用補完制度実施機関連合（英語表記：「Asian Credit Supplementation
Institution Confederation」（以下、「ACSIC」という。））と称する。
第２条（
第２条（目的）
目的）
ACSIC は、パキスタンの西及び北の地域を除くアジア（以下、「アジア」という。
）における
中小企業信用補完制度実施機関（以下、
「制度実施機関」という。
）による情報交換等、相互交流を
図ることにより、地域を含むそれぞれの国（以下、
「国」という。）の中小企業信用補完制度の健全な
発展に資することを目的とする。
第３条（
第３条（活動）
活動）
ACSIC は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1.

制度実施機関のための情報交換（討議を含む。）会議の開催

2.

その他前条の目的を達成するために必要な活動

第４条（
第４条（参加資格）
参加資格）
アジアにおける制度実施機関は、ACSIC への参加資格を有する。
第５条（
第５条（会議）
会議）
1.

会議（第 3 条第 1 号の会議をいう。以下、同じ。）は、別途の方法により決まらない場合は、
制度実施機関の所属する国間の持ち回りで定期的に開催するものとする。

2.

会議の主催機関（以下、
「主催機関」という。）は、会議を主催するほかその準備、その他必要な事項
を行うものとする。

3.

主催機関は、適当と認める者をオブザーバー及び又はスピーカーとして会議に参加させることが
できる。

4.

次回会議の開催国、主催機関及び時期は、当該会議において決定する。

第６条（
第６条（会議の運営）
会議の運営）
1.

会議の公用語は、英語及び主催機関が適当と認めた言語とする。

2.

会議の議長は、主催機関の代表の中から選任する。

3.

議事の決定は、出席機関の過半数の賛成により行う。但し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

4.

表決は議長の決するところにより、挙手または投票により行う。

5.

前項の場合において、1 か国から複数の機関が出席している場合は、その複数の機関が共同で 1 票を
行使する。

6.

主催機関は、当該会議終了後議事録を作成し、出席機関及び ACSIC の活動に関心があると認められる
機関に配布するものとする。

第７条（
第７条（費用）
費用）
主催機関は、会議開催に係る費用を出席予定機関に分担させることができる。
第８条（
第８条（憲章の改正）
憲章の改正）
この憲章の改正は、参加資格を有する制度実施機関の属する国の最小限半数の国の出席がある場合
に、会議において 2／3 の賛成により行うことができる。

