
- 1 - 

外貨定期預金規定集 新旧対照表 

改正後 改正前 

2020年 4月 1日現在 

【外貨定期預金】 

Ⅰ．共 通 規 定 

 

１から６まで省略 

 

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。 

預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・

補佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

（２） 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合

には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を

届出てください。 

（３） すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任

意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)(2)と同様

に、直ちに書面によって届出てください。 

（４） 前記(1)(2)(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも

同様に、直ちに書面によって届出てください。 

（５） 前記(1)(2)(3)(4)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から９まで省略 

2019年 10月 1日現在 

【外貨定期預金】 

Ⅰ．共 通 規 定 

 

１から６まで省略 

 

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。 

 

 

（２） 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合

には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を

届出てください。 

（３） すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任

意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)(2)と同様

に、直ちに書面によって届出てください。 

（４） 前記(1)(2)(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも

同様に、直ちに書面によって届出てください。 

（５） 前記(1)(2)(3)(4)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から９まで省略 
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１０．（反社会勢力との取引拒絶） 

この預金口座は、第１２条第２項①から⑤号、第３項②号ＡからＧ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１

２条第２項①から⑤号、第３項第②号ＡからＧまたは第３項③号ＡからＥ

の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金の預入れをお断りするも

のとします。 

 

１１から１６まで省略 

 

１７．（規定の変更等） 

（１） この規定の各条項で規定する、金額、期間、手数料その他の条件

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、当金庫ウェブサイトへの掲載その他相当

の方法で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 1ヶ月以上の相当な期間を経過し

た日から適用されるものとします。 

 

Ⅱ．外貨定期預金規定 

 １．（預金の支払時期） 

この預金は、証書表面記載の満期日以後に利息とともに支払います。 

２（預入れ） 

  この預金は当金庫所定の為替相場にて換算した円貨金額をもって当該

外貨金額の預入とする他、当金庫の定める外貨普通預金からの振替によ

る預入のみとします。 

 

１０．（反社会勢力との取引拒絶） 

この預金口座は、第１２条第２項①から⑤号、第３項②号ＡからＧ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１

２条第２項①から⑤号、第３項第②号ＡからＦまたは第３項③号ＡからＥ

の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金の預入れをお断りするも

のとします。 

 

１１から１６まで省略 

 

１７．（規定の変更） 

（１） この規定の各条項で規定する、金額、期間、手数料その他の条件

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、店頭表示その他相当の方法で公表することに

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 1 ヶ月以上の相当な期間を経過

した日から適用されるものとします。 

 

Ⅱ．外貨定期預金規定 

 １．（預金の支払時期） 

この預金は、証書表面記載の満期日以後に利息とともに支払います。 

 （新設） 
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３．（満期日前の中途解約） 

（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

の解約はできません。 

（２）前項により満期日前の解約に応じる場合および共通規定第１２条第

２項及び第３項の規定により解約する場合、金融情勢によっては当

金庫所定の計算による清算金をいただきます。 

 ４．（利息） 

（１） この預金の利息は、証書表面記載の期間、利率および当金庫所定

の付利単位によって計算します。満期日以降の利息は、満期日か

ら解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日また

は書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率

によって計算し、この元金と共に支払います。 

（２） この預金を第３条第１項により満期日前に解約する場合および共

通規定第１２条第２項及び第３項の規定により解約する場合その

利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日にお

けるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、

この元金と共に支払います。 

 

 ５（外国為替予約） 

 ６（相場・手数料・払戻し等） 

この預金の証書表面記載と異なる幣種にて支払う場合には、当金庫所定

の外国為替相場により換算します。なお、外貨現金による払戻しはできま

せん。 

 

 

２．（満期日の中途解約） 

この預金は、原則として満期日前の中途解約はできません。ただし、

当金庫がやむをえないものと認めて満期日前の解約に応じる場合およ

び共通規定第１２条第２項の規定により解約する場合、金融情勢によ

っては当金庫所定の計算による清算金をいただきます。 

  

３．（利息） 

（１）  この預金の利息は、証書表面記載の期間、利率および当金庫所

定の付利単位によって計算します。満期日以降の利息は、満期

日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約

日または書替継続日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預

金の利率によって計算し、この元金と共に支払います。 

（２）  当金庫がやむをえないものと認めて満期日前の解約に応じる場

合および共通規定第１１条第２項の規定により解約する場合、

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解約

日におけるこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって

計算し、この元金と共に支払います。 

 

４（外国為替予約） 

５（相場・手数料等） 

（１） この預金の証書表面記載と異なる幣種にて支払う場合には、当金

庫所定の外国為替相場により換算します。 

（２） この預金について外貨現金による支払い請求があった場合でも、

当金庫所定の外国為替相場により換算して当該外貨現金相当の円

貨により支払うことがあります 
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Ⅲ．外貨定期預金（個人向け外貨定期預金）規定 

 

１から４省略 

 

５．（利息） 

（１） この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満

期日の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場

合は継続日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付

利単位によって計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支

払います。 

（２） この預金は満期日前の中途解約ができます。この場合、利息

は預入日（自動継続したときは最後の継続日）から解約日の

前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨

の外貨普通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払

います。 

（３） 当金庫が共通規定第１２条第２項及び第３項の規定により解

約する場合、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の

継続日）から解約日の前日までの日数について解約日におけ

るこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算

し、この元金と共に支払います。 

 ６．（相場・手数料・払戻し等） 

 この預金の払戻しは、当金庫の所定の為替相場にて換算した円貨金

額にてお支払します。 

 

Ⅲ．外貨定期預金（個人向け外貨定期預金）規定 

 

１から４省略 

 

５．（利息） 

（１） この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満期

日の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場合

は継続日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付利

単位によって計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支

払います。 

（２） この預金は満期日前の中途解約ができます。この場合、利息は

預入日（自動継続したときは最後の継続日）から解約日の前日

までの日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨

普通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払います。 

（３） 当金庫が共通規定第１２条第２項の規定により解約する場合、

その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解

約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一

通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この元金と共に支

払います。 

 

６．（相場・手数料等） 

この預金の払戻しは、当金庫の所定の為替相場にて換算した円貨金

額にてお支払します。 
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Ⅳ．外貨定期預金（自動継続型）規定 

 １．（自動継続） 

満期日までに解約の手続きが行われない場合、満期日において自動的

に同期間で継続します。 

２（預入れ） 

  この預金は当金庫所定の為替相場にて換算した円貨金額をもって当該

外貨金額の預入とする他、当金庫の定める外貨普通預金からの振替によ

る預入のみとします。 

 ３．（満期日前の中途解約） 

（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、満期日前の

解約はできません。 

（２）前項により満期日前の解約に応じる場合および共通規定第１２条第２

項及び第３項の規定により解約する場合、金融情勢によっては当金庫

所定の計算による清算金をいただきます。 

 ４．（利息） 

（１） この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満期日

の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場合は継続

日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付利単位によっ

て計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支払

います。 

（２） この預金を第３条第１項により満期日前に解約する場合および共

通規定第１２条第２項及び第３項の規定により解約する場合その

利息は、預入日から解約日の前日までの日数について解約日におけ

るこの預金と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この

Ⅳ．外貨定期預金（自動継続型）規定 

 １．（自動継続） 

満期日までに解約の手続きが行われない場合、満期日において自動的

に同期間で継続します。 

 （新設） 

 

 

 

２．（満期日の中途解約） 

  この預金は、原則として満期日前の中途解約はできません。ただし、当

金庫がやむをえないものと認めて満期日前の解約に応じる場合および

共通規定第１２条第２項の規定により解約する場合、金融情勢によって

は当金庫所定の計算による清算金をいただきます。 

  

３．（利息） 

（１）  この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満

期日の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場

合は継続日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付

利単位によって計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支

払います。 

（２）  当金庫がやむをえないものと認めて満期日前の解約に応じる場

合および共通規定第１２条第２項の規定により解約する場合、

その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解

約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一
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元金と共に支払います。 

 

５（外国為替予約）省略 

６（相場・手数料・払戻し等） 

この預金の証書表面記載と異なる幣種にて支払う場合には、当金庫所定の

外国為替相場により換算します。なお、外貨現金による払戻しはできませ

ん。 

（削除） 

 

 

Ⅴ．外貨定期預金（ＧＯ－Ｊ－ＵＳ外貨定期預金）規定 

 

１から３まで省略 

 

４．（利息） 

（１） この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満期

日の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場合

は継続日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付利

単位によって計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支

払います。 

（２） この預金は満期日前の中途解約ができます。この場合、利息は預

入日（自動継続したときは最後の継続日）から解約日の前日ま

での日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普

通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払います。 

通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この元金と共に支

払います。 

４（外国為替予約）省略 

５（相場・手数料等） 

（１） この預金の証書表面記載と異なる幣種にて支払う場合には、当金

庫所定の外国為替相場により換算します。 

（２） この預金について外貨現金による支払い請求があった場合でも、

当金庫所定の外国為替相場により換算して当該外貨現金相当の

円貨により支払うことがあります。 

 

Ⅴ．外貨定期預金（ＧＯ－Ｊ－ＵＳ外貨定期預金）規定 

 

１から３まで省略 

 

４．（利息） 

（１） この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満期

日の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場合

は継続日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付利

単位によって計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支

払います。 

（２） この預金は満期日前の中途解約ができます。この場合、利息は預

入日（自動継続したときは最後の継続日）から解約日の前日ま

での日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普

通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払います。 
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（３） 当金庫が共通規定第１２条第２項及び第３項の規定により解約す

る場合、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日）

から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金

と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この元金と

共に支払います。 

５（相場・手数料・払戻し等） 

この預金の証書表面記載と異なる幣種にて支払う場合には、当金庫所定の

外国為替相場により換算します。なお、外貨現金による払戻しはできません。 

（削除） 

 

 

 

 

Ⅵ．外貨定期預金（金利型ゴージャス外貨定期預金）規定 

 

１から３まで省略 

４．（利息） 

（１） この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満期

日の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場合

は継続日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付利

単位によって計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支

払います。 

（２） この預金は満期日前の中途解約ができます。この場合、利息は預

入日（自動継続したときは最後の継続日）から解約日の前日ま

（３） 当金庫が共通規定第１２条第２項の規定により解約する場合、そ

の利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約

日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通

貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払

います。 

５（相場・手数料等） 

（１） この預金の証書表面記載と異なる幣種にて支払う場合には、当金

庫所定の外国為替相場により換算します。 

（２） この預金について外貨現金による支払い請求があった場合でも、

当金庫所定の外国為替相場により換算して当該外貨現金相当の円

貨により支払うことがあります 

 

 

Ⅵ．外貨定期預金（金利型ゴージャス外貨定期預金）規定 

 

１から３まで省略 

４．（利息） 

（１） この預金の利息は、預入日（継続をした場合は継続日）から満期

日の前日までの日数について証書表面記載利率（継続した場合

は継続日における当金庫所定の利率）および当金庫所定の付利

単位によって計算します。 

この預金の利息はあらかじめ定められた方法により満期日に支

払います。 

（２） この預金は満期日前の中途解約ができます。この場合、利息は預

入日（自動継続したときは最後の継続日）から解約日の前日ま
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での日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普

通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払います。 

（３） 当金庫が共通規定第１２条第２項及び第３項の規定により解約す

る場合、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日）

から解約日の前日までの日数について解約日におけるこの預金

と同一通貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この元金と

共に支払います。 

５（相場・手数料・払戻し等） 

 

以下余白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

での日数について解約日におけるこの預金と同一通貨の外貨普

通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払います。 

（３） 当金庫が共通規定第１２条第２項の規定により解約する場合、そ

の利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約

日の前日までの日数について解約日におけるこの預金と同一通

貨の外貨普通預金の利率によって計算し、この元金と共に支払

います。 

５（相場・手数料等） 

 

以下余白 

 


