リーフ口普通預金規定
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（明細表の保管）
この預金 について は、通 帳の発 行を省 略し、取 引明細 は、当 行 が定期的 に作成す る普通 預金取 引明細 表 に記載 して交 付し
ますので 、別に交 付した 「普通 預金取引 明細表 」にと じ込ん で 保管して ください 。

２．（取扱店の範囲）
この預金 は口座開 設店の みで取 扱います 。当行 の他の 店舗で の 預入れ、 払戻しは できま せん 。

３．（証券類の受入れ）
(1)

この 預金口 座には、現金の ほか、手形、小切手、配当金 領 収証 その 他の証券 で直ち に取立 のできる もの（ 以下「 証券
類」とい います 。）を 受入れ ます。ただし 、こ の預金が 法令や 公序良俗 に反する 行為に 利用さ れ、ま たはそ のおそ れ
があると 認められ るとき には 、 受入れを お断り する場 合があ り ます 。

(2)

手形 要件（とくに 振出日、 受取人 ）、小切 手要件 （とく に 振出日） の白地は あらか じめ補 充して ください 。当行 は白

(3)

証券 類のう ち裏書、 受取文 言等 の 必要が あるもの はその 手続を済 ませてく ださい 。

(4)

手形 、小切 手を受入 れると きは 、 複記の いかんに かかわ らず 、所 定の金額 欄記載 の金額 によって 取扱い ます。

(5)

証券 類の取 立のため とくに 費用を 要する 場合には 、店頭 掲 示 の代金 取立手数 料 に準 じてそ の取立手 数料を いただ きま

地を補充 する義務 を負い ません 。

す。

４．（振込金の受入れ）
(1)

この 預金口 座には 、為 替によ る振込金 を受入 れます 。た だし、次に該 当する 場合には 受入れ をお断 りするか 、翌営業
日に受入 する場合 があり ます。
①この預 金が法令 や公序 良俗に 反する行 為に利 用され 、また は そのおそ れがある と 認め られる とき。
②預金口 座の状態 等によ り受入 諾否の判 断が必 要なと き。なお 、これによ り生じ た損害 につい ては、当 行は責 任を負
いません 。

(2)

この 預金口 座への振 込につ いて、振込通知 の発信 金融機 関 から重複 発信等 の 誤発信 による 取消通知 があっ た場合 には、
振込金の 入金記帳 を取消 します 。

５．（受入証券類の決済、不渡り）
(1)

証券 類は、口座開設 店で取 立て、不渡返 還時限 の 経過後 そ の決済を 確認した うえで なけれ ば 、受入 れた証 券類の 金額
にかかる 預金の払 戻しは できま せん。

(2)

受入 れた証 券類が不 渡りと なった ときは 預金にな りませ ん。この場 合は、直ちに その通 知を届出 の住所 宛に発 信する
とともに 、その金 額を普 通預金 元帳から 引落し 、その 証券類 は 口座開設 店 で返却 します 。

(3)

前項 の場合 には、あ らかじ め書面 による 依頼を受 けたも のにかぎ り 、その 証券類 につい て権利保 全の手 続をし ます。

６．（預金の払戻し）
(1)

この 預金を払戻すと きは、 当行所 定の払 戻請求書 に届出 の印章に より記名 押印し て提出 してくだ さい 。

(2)

この 預金口 座から各 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)

同日 に数件 の支払い をする 場合に その総 額が預金 残高を 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 。

７．（利息）
この預金 の利息は 、毎日の最 終残高（受 入れた 証券類 の金額は 決済され るまでこ の 残高 から除 きます。）１ ，０００円 以上
について 付利単位 を１０ ０円と して、 毎年２月 と８月 の当行 所 定 の日に 、その前 日まで の利息 を店頭 に表示す る毎日 の利
率によっ て計算の うえこ の 預金 に組入れ ます。 ただし 、利率 は金融情勢 に応じて 変更し ます。

８．（届出事項の変更等）
(1)

印章 を失っ たとき 、または 、印章 、氏名 （また は名称）、住所その 他の届出 事項に 変更が あった ときは、 直ちに 当行
所定の方 法により 口座開 設店に 届出てく ださい 。この 届出の 前 に生じた 損害につ いては 、当行 は責任 を負いま せん。

(2)

前記 (1)の印 章 、氏名（ま たは名称 ）、住所そ の他の 届出事 項の変更 の届出前 に生じ た損害 について は 、当行に 過失が

ある場合 を除き、 当行は 責任を 負いませ ん。
(3)

印章 を失っ た場合の この預 金の払 戻し 、解約 は、当行所定 の手続を した後に 行いま す。この場 合、相当の期間をお き、

(4)

預金 口座の開設等の 際には 、当行 は、法 令で定め る税務 上 の居住地 国や本人 確認等 の確認 を行いま す。こ の際に 行う

また、保 証人を求 めるこ とがあ ります 。

確認事項 に変更が あった ときは 、直ちに 当行所 定の方 法によ り 届出てく ださい 。

９．（印鑑照合等）
払戻請求 書、証書 、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、 当行
は責任を 負いませ ん。

１０．（譲渡、質入れの禁止）
この預金 は、当行 の承諾 なしに 譲渡、質 入れは できま せん 。

１１．（反社会的勢力との取引拒絶）
この預金 口座は、 第 13 条第３項 各号の いずれ にも該 当しない 場合に利 用するこ とがで き 、第 13 条第 ３項各 号の一 にでも
該当する 場合には 、当行 はこの 預金口座 の開設 をお断 りする も のとしま す 。

１２．（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。

１３．（解約等）
(1)

この 預金口 座を解約 する場 合には 、届出 印章を持 参のう え、口座 開設店に 申出て くださ い 。

(2)

次の 各号の一にでも 該当し た場合 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 。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 行が
解約の通 知を届出 のあっ た氏名 （または 名称）、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 口 座の 名 義人 が 存在 し ない こ とが 明 らか に なっ た 場合 ま たは 預 金口 座 の名 義 人の 意 思に よ らず 開 設さ れ
たことが 明らかに なった 場合
②この預 金の預金 者が第 10 条に 違反し た場合
③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
④この預 金が法令 や公序 良俗に 反する行 為に利 用され 、また は そのおそ れがある と 認め られる 場合

(3)

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 。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
(4)

この 預金が、当行が 別途表 示する 一定の 期間預金 者によ る利用が ない場合 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 。ま た、 法令 に 基づ く場 合 にも
同様にで きるもの としま す 。

(5)

前３ 項によ り、この 預金口 座が解 約され残 高があ る場合、またはこ の預金取 引が停 止され その解除 を求め る場合 には、
口座 開設 店 に申 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。

１４．（成年後見人等の届け出）
(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 成年後 見人等 の氏名そ の他必 要な事 項を当
行所 定の 方 法に より 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 ・保 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 の選出 がなさ れた場合 には、直 ちに任 意後見 人 の氏名 その他 必要な 事項を

(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 出がさ れている 場合に も、前２項

(4)

前３ 項の届 出事項に 取消ま たは変 更等が 生じた場 合にも 同様にお 届けくだ さい。

(5)

前４ 項の届け出の前 に生じ た損害 につい ては、当 行は責 任を負い ません。

当行所定 の方法に より届 出てく ださい。

と同様に お届けく ださい 。

１５．（手数料）
(1)

預金 に当行 所定の枚 数を超 える硬 貨を預 入れされ る場合 、当行所 定の硬貨 精査手 数料に より手数 料をい ただき ます 。

(2)

預金 から当 行所定の 枚数を 超える 金種指 定による 払戻し をされる 場合、当 行所定 の両替 手数料に より手 数料を いただ
きます。

１６．（通知等）
届出のあ った氏名（また は名称）、住所 にあて て当行が 通知ま た は送付書 類を発送 した場 合には 、延着し または 到達し なか
ったとき でも通常 到達す べき時 に到達し たもの とみな します 。

１７．（保険事故発生時における預金者からの相殺）
(1)

この 預金は、当行に 預金保 険法 の 定める保 険事故 が生じ た 場合には、本条各 項の定 めにより 相殺す ること ができ ます 。
なお 、こ の 預金 に、 預 金者 の当 行に 対 する 債務 を 担保 する た め、 もし く は第 三者 の 当行 に対 する 債 務で 預金 者 が保
証人とな っている ものを 担保す るために 質権等 の担保 権が設 定 されてい る 場合に も同様 の取扱 とします 。

(2)

相殺 する場 合の手続 きにつ いては 、次に 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、直ちに 当行に提 出してく ださい 。ただし 、この 預金で担 保され る債
務がある 場合には 、当該 債務ま たは当該 債務が 第三者 の当行に 対する債 務である 場合に は、預 金者の保 証債務 から
相殺され るものと 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)

相殺 する場 合の借入 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 、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)

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)

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 。

１８．（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 。

１９．（休眠預金等活用法に係る異動事由）
当行は、 この預金 につい て、以 下の事 由を民間 公益活 動を促 進 するため の 休眠預 金等に 係る資 金の活 用に関す る法律 （以
下「休眠 預金等活 用法 」 といい ます 。）にもと づく異動 事由と して取り 扱います 。
(1)

引出 し、預入れ 、振 込の受入 れ、振込み による 払出し 、口 座振替そ の他の事 由によ り預金 額に異動 があっ たこと（当

(2)

手形 または 小切手の 提示そ の他の 第三者 による支 払の請 求があっ たこと（ 当行が 当該支 払の請求 を把握 するこ とがで

行からの 利子の支 払に係 るもの を除きま す。）

きる場合 に限りま す。）。
(3)

預金 者等か ら、この 預金に ついて 次に掲 げる情報 の提供 の求めが あったこ と（こ の預金 が休眠預 金等活 用法第 ３条第
１項にも とづく 公 告（以 下、本 項におい て「公 告」と いいま す 。）の対象 となっ ている 場 合に限 ります。）
①公告の 対象とな る預金 である かの該当 性
②預金者 等が公告 前の休 眠預金 等活用法 にもと づく通 知を受 け 取る住所 地

(4)

預金 者等か らの申し 出にも とづく 預貯金 通帳の発 行、記 帳もしく は繰越が あった こと

(5)

預金 者等か らの残高 の確認 があっ たこと （当行が 残高の 確認を把 握できる 場合に 限りま す。）

(6)

預金 者等か らの申し 出にも とづく 契約内 容または 顧客情 報の変更 があった こと（ 当行が 契約内容 または 顧客情 報の変

(7)

預金 者等か らこの預 金につ いて借 入金の 返済に利 用する 旨の申し 出があっ たこと

(8)

預金 者等が次に掲げ る情報 の全部 または 一部を受 領した こと （当 行が情報 の受領 を把握 できる場 合に限 ります。）

更を把握 できる場 合に限 ります。）

①当行名 称および この 預 金を取 扱う店舗 の名称
②この預 金の種別
③口座番 号その他 預金等 の特定 に必要な 事項
④この預 金の名義 人の氏 名また は名称
⑤この預 金の元本 の額

２０．（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）
(1)

この 預金に ついて、休眠預 金等活 用法 に おける最 終異動 日等とは、次に掲 げる日 のうち 最も遅い 日をい うもの としま
す。
①前記第 19 条の 異動が最 後にあ った日
②将来に おける預 金に係 る債権 の行使が 期待さ れる事 由とし て 次項で定 めるもの につい ては 、預 金に係 る債権 の行使
が期待さ れる日と して次 項にお いて定め る日
③当行が 預金者等 に対し て休眠 預金等活 用法第 ３条第 ２項に 定 める事項 の通知を 発した 日。た だし、当 該通知 が預金
者に到達 した場合 または 当該通 知を発し た日か ら１か 月を経 過 した場合（ １か月 を経過 する日 または当 行があ らか
じめ 預 金保 険 機構 に 通知 し た日 の う ちい ず れか 遅 い日 ま でに 通知 が 預金 者 の意 思 によ ら ない で 返送 さ れ たと きを
除く。）に 限りま す。
④この預 金が休眠 預金等 活用法 第 ２条第 ２項に 定める 預金等 に 該当する こととな った 日

(2)

第１ 項第２号におい て、将 来にお ける預 金に係る 債権の 行使が期 待される 事由と は、次 の各号に 掲げる事由の みをい
うも のと し 、預 金に 係 る債 権の 行使 が 期待 され る 日と は、 当 該各 号に 掲 げる 事由 に 応じ 、当 該各 号 に定 める 日 とし
ます。
①預入期 間、計算 期間ま たは償 還期間の 末日（ 自動継 続扱い の 預金にあ っては、 初回満 期日）
②法令、法 令にも とづく 命令も しくは措 置また は契約 により、この預金 について 支払が 停止さ れた場合 は、当 該支払
停止が解 除された 日
③この預 金につい て、強 制執行 、仮差押 えまた は国税 滞納処 分 （その例 による処 分を含 みます。）の対 象とな った場
合は、当 該手続が 終了し た日
④法令ま たは契約 にもと づく振 込の受入 れ、口 座振替そ の他の 入出金が 予定され ている ことま たは 予定 されて いた 場
合（ただ し、当行 が入出 金の予 定を把 握するこ とがで きるも の に 限りま す。）は 、当該 入出金 が 行われ た日ま たは
入出金が行われな いこと が確定 した日

２１．（休眠預金等代替金に関する取扱い）
(1)

この 預金に ついて長 期間お 取引が ない場 合、休眠 預金等 活 用法 にも とづきこ の 預金 に係る 債権は消 滅し、預金者 等は、
預金保険 機構に対 する休 眠預金 等代替金 債権 を 有する ことに な ります 。 ただし、 マル優 預金は 対象外と します 。

(2)

前項 の場合 、預金者 等は、当行を 通じて この預金 に係る 休 眠預金等 代替金債 権 の支 払を請 求するこ とがで きます 。こ
の場 合に お いて 、当 行 が承 諾し たと き は、 預金 者 は、 当行 に 対し て有 し てい た預 金 債権 を取 得す る 方法 によ っ て、
休眠預金 等代替金 債権 の 支払を 受けるこ とがで きます 。

(3)

預金 者等は、第１項 の場合 におい て、次 に掲げる 事由が 生 じたとき は、休眠 預金等 活用法 第 ７条第 ２項に よる申 出お
よび支払 の請求を するこ とにつ いて 、あ らかじ め 当行 に委任 し ます。
①この預 金につい て、振 込み、口 座振替 その他 の方法 により、第三者か らの入金 または 当行か らの入金 であっ て法令
または契 約に定め る義務 にもと づくもの （利子 の支払 に係る も のを除き ます。）が生じた こと
②この預 金につい て、手 形また は小切手 の提示 その他 の第三者 による債 権の支払 の請求 が生じ たこと（当行が 当該支
払の請求 を把握す ること ができ る 場合に 限りま す。）
③この預 金に係る 休眠預 金等代 替金 の支 払を債 権の目 的とす る 強制執行、仮差押 えまた は国税 滞納処分（その 例によ
る処分を含みます 。）が行 われた こと
④この預 金に係る 休眠預 金等代 替金 の一 部の支 払が行 われた こ と

(4)

当行 は、次 の各号に 掲げる 事由を 満たす 場合に限 り、預 金 者等に代 わって第 ３項に よる休 眠預金等 代替金 の支払 を請
求するこ とを約し ます。
①当行が この預金 に係る 休眠預 金等代替 金 につ いて、 預金保 険 機構 から 支払等業 務の委 託を受 けている こと
②この預 金につい て、第 ３項第 ２号に掲 げる事 由が生 じた場合 には、当該 支払へ の請求 に応じ ることを 目的と して預
金保険機 構 に対し て休眠 預金等 代替金 の 支払を 請求す ること
③前項に もとづく 取扱い を行う 場合には 、預金 者等が当 行に対 して有し ていた預 金債権 を取得 する方法 によっ て支払
うこと

２２．（通知方法）
この預金 について 、前記 第 20 条 の最終 異動日 等から９ 年以上 経過した 場合、お 届けい ただい た住所ま たは電 子メー ルアド
レス宛て に、ご連 絡させ ていた だきます 。
以

上

