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定期預金規定集 （新旧対照表） 

改定後 改定前 

定期預金共通規定 
２．（反社会的勢力との取引謝絶） 

この預金口座は、第４条第６項第１号、第２号

ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第４条第６項第

１号、第２号ＡからＦまたは第３号ＡからＥの一に

でも該当する場合には、当金庫はこの預金口座

の開設や利用をお断りするものとします。 

（反社会的勢力との取引謝絶） 

この預金口座は、第２条第３項第１号、第２号

ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第２条第３項第

１号、第２号ＡからＦまたは第３号ＡからＥの一に

でも該当する場合には、当金庫はこの預金口座

の開設をお断りするものとします。 

３． （取引の制限等） 

(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取

引の内容等を適切に把握するため、提出期限

を指定して各種確認や資料の提出を求めること

があります。預金者から正当な理由なく指定し

た期限までに回答いただけない場合には、本規

定にもとづく取引の一部を制限する場合があり

ます。 

(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対す

る預金者の回答、具体的な取引の内容、預金

者の説明内容およびその他の事情を考慮して、

当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与

もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取

引または法令や公序良俗に反する行為に利用

されるおそれがあると判断した場合には、本規

定にもとづく取引の一部を制限することがありま

す。 

(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している

預金者は、在留資格および在留期間その他必

要な事項を当金庫の指定する方法によって取

引店に届出てください。この場合において、届出

のあった在留期間が経過したときは、本規定に

もとづく取引の一部を制限することがあります。 

(4)前３項に定めるいずれの取引等の制限につい

ても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・

ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁

関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消

されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該

取引の制限を解除します。 

新設 

4.（預金の解約、書替継続） 

(1)この預金は、当金庫がやむを得ないと認める

場合を除き、満期日前に解約することはできま

せん。 

(2)(3)略 

(4)前項の解約手続きに加え、当該預金等の払

戻しを受けることについて正当な権限を有する

ことを確認するための本人確認書類の提示等

の手続きを求めることがあります。この場合、当

金庫が必要と認めるときは、この確認ができるま

では解約を行いません。 

(5)次の各号の一にでも該当した場合には、当金

２．（預金の解約、書替継続） 

新設 

 

 

(1) (2)略 

新設 
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庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通

知することによりこの預金口座を解約することが

できるものとします。なお、通知により解約する

場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解

約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発

信した時に解約されたものとします。 

① この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金

供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引

に利用され、またはそのおそれがあると合理

的に認められる場合 

② 当金庫が法令で定める本人確認等の確認

を行うにあたって預金者について確認した事

項または前条第１項もしくは第３項の定めにも

とづき預金者が回答または届出た事項につい

て、預金者の回答または届出が虚偽であるこ

とが明らかになった場合 

③ 前条第１項から第３項までに定める取引等

の制限が１年以上に渡って解消されない場合

(6)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預

金者との取引を継続することが不適切である場

合には、当金庫はこの預金取引を停止し、また

は預金者に通知することによりこの預金口座を

解約することができるものとします。 

①～③略 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)次の各号の一にでも該当し、預金者との取引

を継続することが不適切である場合には、当金

庫はこの預金取引を停止し、または通知するこ

とによりこの預金口座を解約することができるも

のとします。 

①～③略 

５．（通知等） 

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通

知または送付書類を発送した場合には、延着し

または到着しなかったときでも通常到達すべきと

きに到達したものとみなします。 

新設 

６． （届出事項の変更、証書（通帳）の再発行

等） 

(1)証書（通帳）や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに書面によって取引店に届出

てください。 

 

 

(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項

の変更の届出を行わなかったことにより生じた

損害については、当金庫は責任を負いません。

(2) 略 

(4) 証書（通帳）を再発行（汚損等による再発行

を含みます。）する場合には、当金庫ウェブサイ

トに掲示の手数料をいただきます。 

３．（届出事項の変更、証書（通帳）の再発行等）

(1) 証書（通帳）や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更が

あったときは、直ちに書面によって当店に届

出てください。この届出の前に生じた損害に

ついては、当金庫は責任を負いません。 

新設 

 

 

 

(2) 略 

(3) 証書（通帳）を再発行（汚損等による再発行

を含みます。）する場合には、当金庫所定の手数

料をいただきます。 

 

７． （成年後見人等の届出） 

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見

が開始された場合には、直ちに書面によって成

年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て

ください。また、預金者の補助人・保佐人・後見

４． （成年後見人等の届出） 

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見

が開始された場合には、直ちに書面によって成

年後見人等の氏名その他必要な事項を届出て

ください。 
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人について、家庭裁判所の審判により補助・保

佐・後見が開始された場合にも、同様に届出て

ください。 

(2)～(4)略 

(5)前４項の届出を行わなかったことにより生じた

損害については、当金庫は責任を負いませ

ん。 

 

新設 

 

 

(2)～(4)略 

(5)前４項の届出の前に生じた損害については、

当金庫は責任を負いません。 

８．（印鑑照合） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印

影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、

相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その

ために生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。 

 

（以下条項番号を変更） 

 

５．（印鑑照合） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された

印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合

し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、そ

れらの書類につき偽造、変造その他の事故があ

ってもそのために生じた損害については、当金庫

は責任を負いません。 

１１.（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

 略 

（別冊より移行） 

1２.（休眠預金等活用法に係る 終異動日等) 

 略 

（別冊より移行） 

１３.（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

 略 

（別冊より移行） 

１４.通帳の記載が当金庫所定の機械記入でな

いものは無効とします。 

新設 

１５．（規定の変更） 

(1)この規定およびこの規定が適用される各預金

規定の各条項その他の条件は、金融情勢その

他諸般の状況の変化その他相当の事由がある

と認められる場合には、店頭表示、当金庫ウェ

ブサイトへの掲示その他相当の方法で変更内

容および変更日を公表することにより変更でき

るものとします。 

(2)前項の変更は、公表の際に定める相当の期

間を経過した日から適用されるものとします。 

新設 

期日指定定期預金規定 

２．（利息） 

(1) (2) 略 

(3)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

は、その利息は預入日から解約日の前日まで

の日数について次の預入期間に応じた利率（小

数点第４位以下は切捨てます。）によって１年

複利の方法により計算し、この預金とともに支払

います。 

（以下、略） 

２．（利息） 

(1) (2) 略 

(3)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合および定期預金共

通規定第２条第３の規定によりこの預金を解約

した場合には、その利息は預入日から解約日の

前日までの日数について次の預入期間に応じ

た利率（小数点第４位以下は切捨てます。）に

よって１年複利の方法により計算し、この預金と

ともに支払います。 

（以下、略） 

自動継続期日指定定期預金規定 

３．（利息） 

(1)～(4) （略） 

(5)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

３．（利息） 

(1)～(4) （略） 

(5)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合および定期預金共
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は、その利息は預入日（継続をしたときは 後

の継続日）から解約日の前日までの日数につい

て次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以

下は切捨てます。）によって１年複利の方法によ

り計算し、この預金とともに支払います。 

（以下、略） 

通規定第２条第３の規定によりこの預金を解約

した場合には、その利息は預入日（継続をしたと

きは 後の継続日）から解約日の前日までの日

数について次の預入期間に応じた利率（小数点

第４位以下は切捨てます。）によって１年複利の

方法により計算し、この預金とともに支払いま

す。 

（以下、略） 

自由金利型定定期預金（Ｍ型）規定 （スーパー定期） 

２．（利息） 

(1)（2）（略） 

(3)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいま

す。）は、預入日から解約日の前日までの日数

および次の預入期間に応じた利率（小数点第４

位以下は切捨てます。）によって計算（預入日

の３年後の応当日から預入日の５年後の応当

日までの日を満期日としたこの預金を複利型と

した場合のこの預金については６か月複利の方

法）し、この預金とともに支払います。 

（以下、略） 

２．（利息） 

(1) （2）（略） 

(3)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合および定期預金共

通規定第２条第３の規定によりこの預金を解約

した場合には、その利息（以下「期限前解約利

息」といいます。）は、預入日から解約日の前日

までの日数について次の預入期間に応じた利

率（小数点第４位以下は切捨てます。）によって

計算（預入日の３年後の応当日から預入日の５

年後の応当日までの日を満期日としたこの預金

を複利型とした場合のこの預金については６か

月複利の方法）し、この預金とともに支払いま

す。 

（以下、略） 

自動継続自由金利型定定期預金（Ｍ型）規定 （スーパー定期） 

２．（利息） 

(1)～(3) 略 

(4)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいま

す。）は、預入日（継続をしたときは 後の継続

日。以下同じです。）から解約日の前日までの

日数および次の預入期間に応じた利率（小数

点第４位以下は切捨てます。）によって計算（預

入日の３年後の応当日から預入日の５年後の

応当日までの日を満期日としたこの預金を複利

型とした場合のこの預金については６か月複利

の方法）し、この預金とともに支払います。 

（以下、略） 

２．（利息） 

(1)～(3) 略 

(4)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合、および定期預金

共通規定第２条第３項の規定によりこの預金を

解約した場合には、その利息（以下「期限前解

約利息」といいます。）は、預入日（継続をしたと

きは 後の継続日。以下同じです。）から解約

日の前日までの日数について次の預入期間に

応じた利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。）によって計算（預入日の３年後の応当日か

ら預入日の５年後の応当日までの日を満期日と

したこの預金を複利型とした場合のこの預金に

ついては６か月複利の方法）し、この預金ととも

に支払います。 

（以下、略） 

自由金利型定期預金規定 （大口定期預金） 
２．（利息） 

(1)～(2) （略） 

(3)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいま

す。）は、預入日から解約日の前日までの日数

および次の預入期間に応じた利率（小数点第４

位以下は切捨てます。）によって計算し、この預

金とともに支払います。 

（以下、略） 

２．（利息） 

(1)～(2) （略） 

(3)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合、および定期預金

共通規定第２条第３項の規定により解約した場

合には、その利息（以下「期限前解約利息」とい

います。）は、預入日から解約日の前日までの

日数について次の利率によって計算し、この預

金とともに支払います。 

（以下、略） 
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自動継続自由金利型定期預金規定 （大口定期預金） 
２．（利息） 

(1)～(3) （略） 

(4)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

は、その利息（以下「期限前解約利息」といいま

す。）は、預入日（継続をしたときは 後の継続

日）から解約日の前日までの日数および次の預

入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切

捨てます。）によって計算し、この預金とともに支

払います。 

（以下、略） 

２．（利息） 

(1)～(3) （略） 

(4)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合には、および定期

預金共通規定第２条第３項の規定によりこの預

金を解約した場合には、その利息（以下「期限

前解約利息」といいます。）は、預入日（継続を

したときは 後の継続日）から解約日の前日ま

での日数について次の利率によって計算し、こ

の預金とともに支払います。 

（以下、略） 

変動金利型定期預金規定  

３．（利息） 

(1)～(2) （略） 

(3)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

は、その利息は次のとおり支払います。 

（以下、略） 

３．（利息） 

(1)～(2) （略） 

(3)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合、および定期預金

共通規定第２条第３項の規定によりこの預金を

解約した場合には、その利息は次のとおり支払

います。 

（以下、略） 

自動継続変動金利型定期預金規定  

３．（利息） 

(1)～(2) （略） 

(3)この預金を定期預金共通規定第４条第１項

および第６項により満期日前に解約する場合に

は、その利息は次のとおり支払います。 

（以下、略） 

３．（利息） 

(1)～(2) （略） 

(3)当金庫がやむを得ないものと認めてこの預金

を満期日前に解約する場合、および定期預金

共通規定第２条第３項の規定によりこの預金を

解約した場合には、その利息は次のとおり支払

います。 

（以下、略） 

 


