積立定期預金（たくわえ）規定
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

【Ⅰ．共通規定】
１．（積立定期預金共通規定）
たくわえ（以下「 この預 金」と いいます 。）の 各取引に ついて は 、この規 定の定め による ほか、当行の積 立定期 預金共 通規
定により 取扱いま す。

２．（預入形態）
この預金 の預入形 態は、 通帳式 とします 。

３．（口座振替による預入れ）
(1)

この 預金は、毎月１ 回口座 振替 の 方法に より預入 れがで きます 。
この場合 、引落預 金口座 、振替 日、振替 金額等 は別に 提出さ れ た口座振 替依頼書 に記載 のとお りとしま す 。

(2)

指定 された 振替日に 、次の いずれ かに該 当する場 合は特 に通知す ることな くその 日の口 座振替を 中止し ます。
①引落預 金口座 の 預金残 高（当 座貸越を 利用す ること を 選択さ れている 場合は、当座貸 越を利 用できる 範囲内 の金額
を含みま す。）が 振替金額 に満た ないと き
②振替に よりこの 預金の 非課税 貯蓄の最 高限度 額 を超 過する と き

(3)

引落 預金口 座、振替日 等を変 更する場 合 、ならび に 、口座 振替契約 を解約す る場合 は、あらか じめ書 面によっ て口座

(4)

満期 指定型 について は 、指 定され た振替 日が銀行 休業日 の場合は 、翌営業 日に口 座振替 を行いま す。

開設店に 届出てく ださい 。

４．（預金の解約）
(1)

この 預金は、当行が 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)

この 預金を解約する ときは 、当行 所定の 払戻請求 書に届 出の印章 により記 名押印 して、通帳とと もに 口 座開設 店に提
出してく 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 。

(3)

この 預金の残高の一 部に相 当する 金額の 払戻請求 があっ たときは 、解約元 金が払 戻請求 書記載 の 金額に達する までこ
の預金を １口毎に 順次解 約しま す。

５．（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 。

【Ⅱ．満期自由型の場合】
１．（預金の預入れ等）
(1)

この 預金へ の預入れ は１回 につき １，０ ００円以 上とし 、預入れの つど各々 独立し た自動 継続扱 い の期日 指定定 期預

(2)

預入 れた各 々の定期 預金は 、その 満期日 に利息を 組入れ たうえ自 動継続し ます。

(3)

この 預金に預入れの 際は通 帳を持 参して ください 。

金としま す。

なお、口 座振替の 預入分 につい ては預入 日以降 通帳 に 記載し ま す。
(4)この預 金への ２回目以 降の預 入れは 、口座 開設店の ほか当 行国内本 支店 でも 預入れ できま す 。

２．（期日指定定期預金）
(1)

期日 指定定 期預金 は 特に申 し出の ないか ぎり、そ の満期 日を預入 日から３ 年後の 応当日 とし、前 条１.の(2)に したが

(2)

継続 を停止 する場合 は、満 期日（ 継続さ れたとき はその 満期日） までに申 し出て くださ い。

って継続 します。

この申出 があった ときは 、この 預金は満 期日以 後 に支 払いま す 。
(3)

期日 指定定 期預金 の 満期日 は預入 れの日 から１年 経過し た後は変 更するこ とがで きます 。

この場合 、口座開 設店に 対し、 その１か 月前ま でに通 知を必 要 とします 。
この通知 があった 場合、 その預 金は変更 後の満 期日以 後に支 払 います。
なお 、変 更 後の 満期 日 から １か 月経 過 して も解 約 され なか っ た 場 合（ 解 約さ れな い まま その 預金 の 預入 日か ら ３年
後の応当 日が到来 した場 合も含 みます。）は、 満期日の 変更は なかった ものとし ます 。

３．（利息）
(1)

この 預金の利息は 、預入 日（ 継続し たとき は 継続 日）か ら満期日 の前日ま での期 間に応 じ、預入日（継続 したと きは
継続日） 現在にお ける店 頭掲示 の期日指 定定期 預金 の 次の利 率 を用いて １年複利 の方法 により 計算しま す。
①

預入 日（また は継続 日）か ら１年以 上２年 未満の 期間
・・・・ ・ 店頭掲 示の「 ２年未 満」利率

②

預入 日（また は継続 日）か ら２年以 上の期 間
・・・・ ・ 店頭掲 示の「 ２年以 上」利率

(2)

継続 を停止 した場合 におけ る利息 は、満 期日以降 に該当 の元金と ともに支 払いま す。
なお 、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 る普通預 金の利 率によ って計算 します 。

(3)

この 預金を【Ｉ．共 通規定 】第４ 条第１ 項により 満期日 前に解約 する場合 および 積立定 期預金共 通規定 第 10 条の規
定に より 解 約す る場 合 、そ の利 息は 、 預入 日（ 継 続し たと き は最 後の 継 続日 ）現 在 にお ける 当行 所 定の 期日 指 定定
期預金の 期限前解 約利率 によっ て計算し 、この 預金と ともに 支 払います 。

(4)

この 預金の付利単位 は１円 とし、 １年を ３６５日 として 日割で計 算します 。

【Ⅲ．満期指定型（個人用）の場合】
１．（預金の預入れ等）
(1)

この 預金は ６か月以 上５年 までの 期間内 で受取日 を指定 し（以 下「 受取指 定日 」とい います。）、通帳記 載の受 取指定

(2)

この 預金へ の預入れ は１回 につき １，０ ００円以 上３百 万円未満 とし、預 入れの つど各 々独立し た自動 継続扱 いの期

(3)

この 預金に預入れの 際は通 帳を持 参して ください 。

(4)

この 預金へ の２回目 以降の 預入れ は、口 座開設店 のほか 当行国内 本支店 で も預入 れでき ます 。

日の１か 月前（通 帳記載 の最終 預入日） まで自 由に預 入れが で きます 。

日指定定 期預金 ま たは自 由金利 型定期預 金 （Ｍ 型）と します 。

２．（預入れ預金の種類・期間・継続の方法等）
(1)

おは じめの 日から最 終預入 日まで に預入 れの定期 預金は 、預入れの つど預入 日から 受取指 定日まで の期間 に応じ 次に
より取扱 います。
ア．受取 指定日ま での期 間が１ 年未満の 場合
受取指定 日を満期 日とす る自由 金利型定 期預金 （Ｍ型 ）とし ま す。
イ．受取 指定日ま での期 間が１ 年以上３ 年以下 の場合
受取指定 日を満期 日とす る期日 指定定期 預金 と します 。
ウ．受取 指定日ま での期 間が３ 年を超え ３年３ か月未 満の場 合
最初の１ 年間は自 由金利 型定期 預金（Ｍ 型）と し、そ の満期 日 に受取指 定日を満 期日と する期 日指定定 期預金 に
継続しま す。
エ．受取 指定日ま での期 間が３ 年３か月 以上５ 年以下 の場合
最初の３ 年間は期 日指定 定期預 金 とし、その満 期日に 残り期 間 に応じた 前記ア．または イ．の いずれか の定期 預
金に継続 します。

(2)

期日 指定定 期預金 の 満期日 は預入 の日か ら１年経 過した 後は変更 すること ができ ます 。こ の場合 、口座開 設店に 対し、
その １か 月 前ま でに 通 知を 必要 とし ま す 。 この 通 知が あっ た 場合 、そ の 預金 は変 更 後の 満期 日以 後 に支 払い ま す。
なお 、変 更 後の 満期 日 から １か 月経 過 して も解 約 され なか っ た 場 合（ 解 約さ れな い まま その 預金 の 預入 日か ら ３年
後の応当 日が到来 した場 合も含 みます） は、満 期日の 変更は な かったも のとしま す 。

３．（利息）
(1)

この 預金の利息は 、預入 日（ 継続し たとき は 継続 日）か ら満期日 の前日ま での日 数に応 じ、預入日（継続 したと きは
継続 日） 現 在に おけ る 店頭 掲示 の期 日 指定 定期 預 金利 率 ま た は当 行所 定 の自 由金 利 型定 期預 金 （ Ｍ 型） 利率 に よっ
て計算し ます。

(2)

期日 指定定 期預金 と して預 入れら れた預 金につい ては次 の利率を 用いて１ 年複利 の方法 により計 算しま す。

ア．預入 日（また は継続 日）か ら１年以 上２年 未満の 期間
店頭掲示 の「２年 未満」 利率
イ．預入 日（また は継続 日）か ら２年以 上の期 間
店頭掲示 の「２年 以上」 利率
(3)

この 預金の受取指定 日以後 の利息 は、受 取指定日 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

(4)

この 預金を【Ｉ．共 通規定 】第４ 条第１ 項により 受取指 定日前 に 解約する 場合お よび積 立定期預 金共通 規定第 10 条

たは書替 継続日 に おける 普通預 金の利率 によっ て計算 します 。

の規 定に よ り解 約す る 場合 の利 息は 、 預入 日（ 継 続を した と きは 最後 の 継続 日） 現 在に おけ る 当 行 所定 の期 日 指定
定期預金 または自 由金利 型定期 預金 （Ｍ 型）の 期限前 解約利 率 によって 計算し、 この預 金とと もに支払 います 。
(5)

この 預金の付利単位 は１円 とし、 １年を ３６５日 として 日割で計 算します 。

【Ⅳ．満期指定型（法人用）の場合】
１．（預金の預入れ等）
(1)

この 預金は ６か月以 上５年 までの 期間内 で受取日 を指定 し（以 下「 受取指 定日 」とい います。）、通帳記 載の受 取指定

(2)

この 預金へ の預入 れは１回 につき １，０ ００円 以上とし 、預入れ のつど各 々独立 した自 動継続 扱 いの定 期預金 とし、

日の１か 月前（通 帳記載 の最終 預入日） まで自 由に預 入れが で きます 。

預入れ金 額が１千 万円未 満 の場 合は自由 金利型 定期預 金（Ｍ 型 ）、預入 れ金額が １千万 円以上 の場合は 自由金 利型定
期預金と します。
(3)

この 預金に預入れの 際は通 帳を持 参して ください 。

(4)

この 預金へ の２回目 以降の 預入れ は、口 座開設店 のほか 当行国内 本支店 で も預入 れでき ます 。

２．（預入れ預金の種類・期間・継続の方法等）
(1)

おは じめの 日から最 終預入 日まで に預入 れの定期 預金は 、預入れの つど預入 日から 受取指 定日まで の期間 に応じ 次に
より取扱 います。
ア．受取 指定日ま での期 間が２ 年以下の 場合
受取指定 日を満期 日とす る自由 金利型定 期預金 （Ｍ型 ）また は 自由金利 型定期預 金 とし ます。
イ．受取 指定日ま での期 間が２ 年を超え ２年３ か月未 満の場 合
最初の１ 年間は自 由金利 型定期 預金 (Ｍ 型)また は自由 金利型 定 期預金 と し、その 満期日 に受取 指定日 を 満期日 と
する自由 金利型定 期預金 （Ｍ型 ）または 自由金 利型定 期預金 に 継続しま す。
ウ．受取 指定日ま での期 間が２ 年３か月 以上４ 年以下 の場合
最初の２ 年間は自 由金利 型 ２年 定期預金 (Ｍ型)または 自由金 利 型 ２年定 期預金 と し、そ の満期 日に受取 指定日 を
満期日と する自由 金利型 定期預 金 （Ｍ型 ）また は自由 金利型 定 期預金 に 継続しま す。
エ．受取 指定日ま での期 間が４ 年を超え ５年以 下の場 合
最初の２ 年間は自 由金利 型 ２年 定期預金 (Ｍ型)または 自由金 利 型 ２年定 期預金 と し、そ の満期 日に残り 期間に 応
じた前記 イ．また はウ． の方法 により取 扱いま す。

３．（利息）
(1)

この 預金の利息は 、預入 日（ 継続し たとき は 継続 日）か ら満期日 の前日ま での日 数に応 じ、預入日（継続 したと きは

(2)

自由 金利型 ２年定期 預金(Ｍ型)ま たは自 由金利型 ２年定 期預金 と して預入 れられ た預金 について は預入 日（ま たは継

継続日）現 在におけ る当行 所定 の 自由金利 型定期 預金（Ｍ 型）または自 由金利型 定期預 金利率 によって 計算し ます。

続日）か ら１年 後の応 当日に 当行所定 の中間 利払利 率 による 中 間利払額 （以下「中 間払利息 」と いいま す 。）を前記
２．の方 法により 該当の 自由金 利型定期 預金 （ Ｍ型） または 自 由金利型 定期預金 として 預入れ ます。
中間 払利 息 を差 引い た 利息 の残 額（ 満 期払 利息 ） は、 その 預 金の 満期 日 に元 金に 組 込み 、前 記２ ． の方 法に よ り取
扱います 。
(3)

この 預金の受取指定 日以後 の利息 は、受 取指定日 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

(4)

この 預金を【Ｉ．共 通規定 】第４ 条第１ 項により 受取指 定日前 に 解約する 場合お よび積 立定期預 金共通 規定第 10 条

たは書替 継続日 に おける 普通預 金の利率 によっ て計算 します 。

の規 定に よ り解 約す る 場合 の利 息は 、 預入 日（ 継 続を した と きは 最後 の 継続 日） 現 在に おけ る 当 行 所定 の自 由 金利
型定期預 金（Ｍ型 ）また は自由 金利型定 期預金 の期限 前解約 利 率 によっ て計算し 、この 預金と ともに支 払いま す。
(5)

この 預金の付利単位 は、自由金 利型定 期預金（Ｍ 型）は １円、自由金 利型定期 預金 は １００ 円とし 、１年 を３６ ５日
として日 割で計算 します 。
以

上

