総合口座取引規定
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（総合口座取引）
(1)

次の 各取引 は、紀陽 総合口 座とし て利用 すること （以下 「この取 引」とい います。）がで きます 。
①普通預 金
②期日指 定定期預 金 、自由 金利型 定期預 金（Ｍ型）、自由金 利型 定期預金 および変 動金利 定期預 金（以下 これらを「 定
期預金」といいま す 。）
③第２号 の定期預 金を担 保とす る当座貸 越

(2)

普通 預金に ついては 、単独 で利用 するこ とができ ます 。

(3)

第１ 項第１号から第 ３号ま での各 取引に ついては 、この 規定の定 めによる ほか 、当行の 普通預金 等共通 規定 お よび当
該各取引 の規定に より取 扱いま す。

２．（取扱店の範囲）
(1)

普通 預金は、口座開 設店 の ほか当 行国内 本支店 で も預入 れまたは 払戻し（ 当座貸 越を利 用した普 通預金 の払戻 しを含
みます。）ができ ます。

(2)

期日 指定定 期預金 、自 由金利 型定期預 金（Ｍ型 ）お よび変 動金利定 期預金 の 預入れ は一口 １万円以 上 、自由金 利型定
期預 金の 預 入れ は当 行 所定 の金 額以 上 とし 、定 期 預金 の預 入 れ、 解約 ま たは 書替 継 続は 口座 開設 店 で取 扱い ま す。
なお、当 行が認め た場合 は、口 座開設店 以外 の 当行国 内本支 店 でも取扱 できます 。

３．（定期預金の自動継続）
(1)

定期 預金は、満 期日に 前回と 同一の期 間の預 金に自 動的 に継続し ます 。ただ し、期日指 定定期預 金 は 、通帳 の定期 預
金・担保 明細欄記 載 の最 長預入 期限に期 日指定 定期預 金 に自 動 的に継続 します。

(2)

継続 区分と して次の ３通り を指定 できま す。
①元利継 続
②元金継 続
③振替入 金（自動 解約）

(3)

継続 された 預金につ いても 前項と 同様と します。

４．（預金の払戻し等）
(1)

普通 預金の払戻しま たは定 期預金 の解約 、書替継 続をす るときは 、当行所 定の払 戻請求 書 に届出 の印章 により 記名押

(2)

普通 預金か ら各種料 金等の 自動支 払いを するとき は、あ らかじめ 当行所定 の手続 をして ください 。

(3)

普通 預金か ら同日に 数件の 支払い をする 場合に、その総 額が払戻 すことが できる 金額（ 当座貸越 を利用 できる 範囲内

印して、 通帳とと もに提 出して ください 。

の金額を 含みます 。）をこ えると きは 、 そのい ずれを支 払うか は当行の 任意とし ます 。

５．（預金利息の支払い）
(1)

普通 預金の利息は、 毎年２ 月と８ 月の当 行所定の 日に、 普通預金 に組入れ ます。

(2)

定期 預金の利息は、元金に 組入れ る場合 および中 間払利 息を中間 利息定期 預金 と する場 合を除き、その 利払日 に普通
預金に入 金します 。現金 で受取 ることは できま せん 。

６．（当座貸越）
(1)

普通 預金に ついて、その残 高をこ えて払 戻しの請 求また は各種料 金等 の自 動支払 いの請 求があっ た場合 には、当行は
この 取引 の 定期 預金 を 担保 に不 足額 を 当座 貸越 と して 自動 的 に貸 出し 、 普通 預金 へ 入金 のう え払 戻 しま たは 自 動支
払いしま す。

(2)

前項 による 当座貸 越の限度 額（以 下「極 度額」 といいま す。）は、 この取 引の定 期預金の 合計額 の９０ ％（千円 未満
は切捨て ます。）または２ ００ 万 円のう ちいず れか 少な い金額 とします 。

(3)

第１ 項によ る貸越金 の残高 がある 場合に は、普通 預金に 受入れま たは振込 まれた 資金（ 受入れた 証券類 の金額 は決済
されるま でこの 資 金から 除きま す。）は貸 越金残 高に達 するま で自動的 に返済に あてま す。なお、貸越金 の利率 に差
異がある 場合には 、後記 第８条 第１項第 １号の 貸越利 率高 い 順 にその返 済にあて ます。

７．（貸越金の担保）
(1)

この 取引に定期預金 がある とき は 、第２ 項に従い 、次に より貸越 金の担保 としま す。
この取引 の定期預 金には､その合 計額に ついて ２２３万 円を限 度に貸越 金の担保 として 質権を 設定しま す。

(2)

この 取引に定期預金 がある ときは 、後記 第８条第 １項第 １号の貸 越利率 の 低いも のから 順次担保 としま す。な お、貸
越利 率が 同 一と なる 定 期預 金 が 数口 あ る場 合に は 、預 入日 （ 継続 をし た とき はそ の 継続 日） の早 い 順序 に従 い 担保
とします 。

(3)①貸越 金の担 保となっ ている 定期預 金につ いて解約 または（仮）差押 があっ た場合 には、前条第２ 項によ り算出 される
金額 につ い ては 、解 約 され た預 金の 金 額ま たは （ 仮） 差押 に かか る預 金 の全 額を 除 外す るこ とと し 、前 各項 と 同様
の方法に より貸越 金の担 保とし ます。
②前号の 場合、貸 越金が 新極度 額をこえ ること となる ときは 、 直ちに新 極度額を こえる 金額を 支払って くださ い。

８．（貸越金利息等）
(1)①貸越 金の利 息は、付 利単位 を１０ ０円と し、毎年 ２月と ８ 月の当行 所定の日 に、１ 年を３ ６５日と して日 割計算 のう
え普通預 金から引 落しま たは貸 越元金に 組入れ ます。 この場 合 の貸越利 率は、次 のとお りとし ます 。
Ａ．期日 指定定期 預金 を 貸越金 の担保と する場 合
その期日 指定定期 預金 ご とにそ の「２年 以上」 の利率 に年０ ．５０％を 加えた利 率
Ｂ．自由 金利型定 期預金 （Ｍ型 ）を貸越 金の担 保とす る場合
その自由 金利型定 期預金 （Ｍ型 ）ごとに その約 定利率 に年０ ．５０％を 加えた利 率
Ｃ．自由 金利型定 期預金 を貸越 金の担保 とする 場合
その自由 金利型定 期預金 ごとに その 約定 利率に 年０． ５０％ を加えた利 率
Ｄ．変動 金利定期 預金 を 貸越金 の担保と する場 合
その変動 金利定期 預金 ご とにそ の 約定利 率に年 ０．５ ０％を 加えた利率
②前 号の 組入 れ によ り極 度額 を こえ る 場 合に は 、当 行か らの 請求 があ りし だ い 直 ちに 極度 額 をこ える 金額 を 支払 って
ください 。
③こ の取 引の 定 期預 金の 解約 に より 、定 期預 金 の残 高が 零と なっ た 場 合に は 、第 １号 にか か わら ず貸 越金 の 利息 を同
時に支払 ってくだ さい。
(2)

当行 に対す る債務を 履行し なかっ た 場合 の損害金 の割合 は、年１ ４％（年 ３６５ 日の日 割計算） としま す。

９．（即時支払）
(1)

次の 各号の一つにで も該当 した場 合に貸 越元利金 等があ るときは 、当行か らの請 求がな くても 、それら を支払 ってく
ださい。
①支払い の停止ま たは破 産、民 事再生手 続開始 の申立 があっ た とき
②相続の 開始があ ったと き
③第８条 第１項第 ２号に より極 度額をこ えたま ま６か 月を経 過 したとき
④住所変 更の届出 を怠る などに より、当 行にお いて所 在が明 ら かでなく なったと き

(2)

次の 各場合 に貸越元 利金等 がある ときは 、当行か らの請 求があり しだい 、 それら を支払 ってくだ さい 。
①当行に 対する債 務の一 つでも 返済が遅 れてい るとき
②その他 債権の保 全を必 要とす る相当の 事由が 生じた とき

１０．（取引の制限等）
(1)

当行 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 、入 金 、払
戻し等の 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 行 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 触の お それ
があると 判断した 場合に は、入 金、払戻 し等の 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 。

(3)

前２ 項に定めるいず れの 取 引の制 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 行 が認 める 場合 、 当行 は当 該 取引
の制限を 解除しま す。

１１．（解約等）
(1)

普通 預金口 座を解約 する場 合には 、通帳と 届出印 章（キャ ッシュカ ードの 発 行を受 けてい る場合は キャッ シュカ ード ）

を持 参の う え、 口座 開 設店 に申 出て く ださ い。 こ の場 合、 こ の取 引は 終 了す るも の とし 、貸 越元 利 金等 があ る とき
はそ れら を 支払 って く ださ い 。 なお 、 当行 が認 め た場 合は 、 口座 開設 店 以外 の当 行 国内 本支 店 で も 解約 でき ま す。
なお、通 帳に定期 預金の 残高が あるとき は、別 途に定 期預金 の 通帳（証 書）を発 行しま す。
(2)

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、当行 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 。こ の取 引 を解 約し た 場合
において、貸越元利 金等 が あると きはそれ らを 支 払って くださ い 。なお、こ の解約に よって 生じた 損害に ついては 、
当行は責 任を負い ません 。また 、この解 約によ り当行 に損害 が 生じたと きは、そ の損害 額を支 払ってく ださい 。
①預金者 が口座開 設申込 時 にし た表明・ 確約に 関して 虚偽の 申 告をした ことが 判 明した 場合
②預金者 が、暴力団 、暴力 団員 、暴力 団員で なくなっ た時か ら ５年を経 過しない 者、暴力団 準構成 員、暴力団関 係企
業、総 会屋等 、社 会運動等 標ぼう ゴロま たは 特殊 知能暴 力集団 等 、そ の他こ れらに準 ずる者（以 下これ らを「暴力
団員等」といいま す 。）に 該当し 、また は次の いずれか に該当 すること が 判明し た場合
Ａ．暴力 団員等 が 経営を 支配し ていると 認めら れる関 係を有 す ること
Ｂ．暴力 団員等 が 経営に 実質的 に関与し ている と認め られる 関 係を有す ること
Ｃ．自己、自社も しくは 第三者 の不正の 利益を 図る目 的または 第三者に 損害を加 える目 的をも ってする など 、不当
に暴力団 員等を利 用して いると 認められ る関係 を有す ること
Ｄ．暴力団 員等に 対して 資金等 を提供し 、また は便宜 を供与す るなどの 関与をし ている と認め られる関 係を有 する
こと
Ｅ．役員 または経 営に実 質的に 関与して いる者 が暴力 団員等 と 社会的に 非難され るべき 関係を 有するこ と
③預金者 が、自ら または 第三者 を利用し て次の いずれ か 一に で も該当す る行為を した場 合
Ａ．暴力 的な要求 行為
Ｂ．法的 な責任を 超えた 不当な 要求行為
Ｃ．取引 に関して 、脅迫 的な言 動をし、 または 暴力を 用いる 行 為
Ｄ．風説 を流布し 、偽計 を用い または威 力を用 いて当 行の信 用 を毀損し 、または 当行の 業務を 妨害する 行為
Ｅ．その 他Ａから Ｄに準 ずる行 為

(3)

前項 に基づ く解約を した場 合に、 第 12 条 の差引 計算等 に より、な お普通預 金の残 高があ るときに は 、通 帳を持 参の
うえ 、口 座 開設 店に 申 し出 てく ださ い 。こ の場 合 、当 行は 相 当の 期間 を おき 、必 要 な書 類等 の提 出 また は保 証 人を
求めるこ とがあり ます 。

(4)

第９ 条各項 の事由が あると きは､当 行はい つでも 貸越を 中 止し､また は貸越 取引を解 約でき るもの としま す 。

１２．（差引計算等）
(1)

この 取引に よる債務 を履行 しなけ ればな らない 場 合には 、当行は 、次のと おり取 扱うこ とができ るもの としま す 。
①この取 引の定期 預金に ついて は 、その 満期日 前でも 貸越元利 金等 と相 殺できる ものと します 。また、相殺で きる場
合は事前 の通知お よび所 定の手 続を省略 し、こ の取引 の定期預 金 を払戻 し、貸越 元利金 等の弁 済にあて ること もで
きるもの とします 。
②前号に より、な お残り の債務 がある場 合には 直ちに 支払っ て ください 。

(2)

前項 によっ て差引計 算等を する場 合、債 権債務の 利息お よび損害 金の計算 につい ては、その期間 を計算 実行の 日まで
とし、定 期預金の 利率は その約 定利率と します 。

１３．（保険事故発生時における預金者からの相殺）
(1)

定期 預金は、満期日 が未到 来であ っても 、当行に 預金保 険 法 の定め る保険事 故が生 じた場 合には、当行に 対する 借入
金等の債 務と相殺 する場 合に限 り当該相 殺額 に ついて 期限が 到 来したも のとして 、相殺 するこ とがで きます 。なお、
この預金 が第７条 第１項 により 貸越金の 担保と なって いる場 合 にも同様 の取扱と します 。

(2)

前項 により 相殺する 場合に は、次 の手続 きによる ものと します 。
①相殺通 知は書面 による ものと し 、複数 の借入 金等の 債務があ る場合に は充当の 順序方 法を指 定のうえ 、当行 所定の
払戻請求 書 に届出 の印章 により 記名押印 して、通帳と ともに直 ちに当行 に提出し てくだ さい。ただし、相殺に より
貸越金が新極度額 をこえ ること となると きは 、 新極度 額をこ え る 金額を 優先して 貸越金 に充当 すること としま す 。
②前号の 充当の指 定のな い場合 には、当 行の指 定する 順序方 法 により充 当いたし ます 。
③第１号 による指 定によ り、債権保 全上支 障が生じ るおそ れが ある 場合 には 、当行 は遅滞な く異議 を述べ 、担 保・保
証の状況 等を考慮 して、 順序方 法を指定 するこ とがで きるも の とします 。

(3)

第１ 項によ り相殺す る場合 の利息 等につ いては、 次のと おりとし ます 。
①定期預 金の利息 の計算 につい ては、そ の期間 を相殺 通知が当 行に到達 した日の 前日ま でとし て 、利率 は約定 利率を
適用する ものとし ます 。

②借入金 等の債務 の利息 、割引 料、遅延 損害金 等の計 算につい ては、その 期間を 相殺通 知が当 行に到達 した日 までと
して、利率 、料率 は当行 の定め によるも のとし ます 。また 、借 入金等を 期限前弁 済する ことに より 発生 する損 害金
等の取扱 いについ ては 当 行の定 めによる ものと します 。
(4)

第１ 項によ り相殺す る場合 の外国 為替相 場 につい ては、 当行の計 算実行時 の相場 を適用 するもの としま す 。

(5)

第１ 項によ り相殺す る場合 におい て借入 金の期限 前弁済 等の手続 きについ て別の 定めが あるとき には 、その定 めによ
るも のと し ます 。た だ し、 借入 金の 期 限前 弁済 等 につ いて 当 行の 承諾 を 要す る等 の 制限 があ る場 合 にお いて も 相殺
すること ができる ものと します 。

１４．（規定の変更）
(1)

この 規定は、法令の 変更、社会情 勢・金 融情勢の 変更、そ の他、当 行が相当 の事由 がある と認めら れる 場 合には 、店
頭表示、 ホームペ ージで の 告知 その他の 相当の 方法で 公表す る ことによ り 、変更 するこ とがで きるもの としま す 。

(2)

前項 の変更 は、公表 等の際 に定め る適用 開始日か ら適用 されるも のと しま す。
以

上

