代金取立規定
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（取扱証券類）
手形、小切手 のうち 、預金 口座へ 直ちに 受入れ ができな いもの（以下「証 券類 」とい います。）は 、代 金取立 として 取扱い
ます。

２．（要件の補充等）
(1)

手形 要件、小切手要 件 の白 地はあ らかじ め 補充し てくだ さい 。当 行は白地 を補充 する義 務を負い ません 。

(2)

証券 類のう ち裏書等 の必要 がある ものは その 手続 を済ま せてくだ さい 。

(3)

手形 、小切 手の取立 にあた っては 、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 。

３．（手数料等）
(1)

代金 取立の受託にあ たって は、店 頭掲示 の代金取 立手数 料 をいた だきます 。証券 類の組 戻し、不 渡返却 があっ た場合
または店 頭呈示を 要した 場合に は、その 手数料 を別途 いただ き ます。

(2)

特別 な依頼 により要 した費 用は、 別途に いただき ます 。

４．（発送）
証券類の 取立を当 行の他 の本支 店また は他の金 融機関 に委託 し て行なう 場合には 、当行 が適当 と認め る時期、 方法に より
発送しま す。

５．（引受けのない手形等の取扱い）
(1)

引受 けのな い為替手 形につ いては 、支払 人に取立 受託の 旨の通知 を発信す るにと どめ、引受けお よび 支 払いの ための
呈示をす る義務を 負いま せん。

(2)

手形 交換に よる呈示 ができ ない 証 券類に ついても 同様と します。

６．（取立代金の入金）
(1)

手形 のうち 支払期 日までに 当行所 定の余 裕日数 があり、 かつ、支 払期日に 手形交 換等に よって 取立ので きるも ので 、
当行 が「 期 日入 金手 形 」と して 取扱 っ たも のに つ いて は 、 そ の手 形金 額 を支 払期 日 に預 金元 帳 へ 入 金記 帳し ま す。
この 場合 、 当該 金額 は 、支 払期 日 の 翌 営業 日の 銀 行間 にお け る不 渡通 知 時限 経過 後 に当 店で その 決 済を 確認 し たう
えでなけ れば支払 資金と いたし ません 。

(2) 「期 日入金 手形」以 外の証 券類に ついて は 、銀行 間にお け る 入金報 告により その決 済を確 認のうえ 預金元 帳へ入 金記
帳し、支 払資金と します 。

７．（証券類の不渡り）
(1)

証券 類が不 渡りと なったと きは 、 直ちに その通 知を届出 の住所宛 に発信す るとと もに、「期日入 金手形 」につい ては

(2)

不渡 りとな った証券 類は当 店で返 却しま すから、当行所 定 の受取書 に預金取 引の届 出印を 押印して 提出し てくだ さい。

(3)

前項 の証券 類につい ては、 あらか じめ書 面による 依頼を 受けたも のにかぎ り 、権 利保全 の手続を します 。

その金額 を預金元 帳から 引落し ます。

なお 、ご 依 頼が あっ た 場合 でも 、地 理 的な 事情 、 その 他の 理 由に よっ て 、上 記の お 取扱 いが でき な い 場 合も あ りま
す。

８．（証券類の組戻し）
(1)

証券 類の組 戻しを依 頼する 場合に は、支払 期日の 前日ま で に当行所 定の組戻 依頼書 に預金 取引の届 出印を 押印し て提
出してく ださい 。

(2)

組戻 しをし た証券類 は当店 で返却 します から、当 行所定 の受取書 に預金取 引の届 出印を 押印して 提出し てくだ さい。

９．（証券類の喪失、通信の遅延等）
証券類が 事変、災 害、輸 送途中 の事故 等やむを えない 事由に よ って紛失 、滅失、 損傷ま たは延 着した ために生 じた損 害に
ついては 、当行は 責任を 負いま せん。 やむをえ ない 事 由によ る 通信機器 、回線の 障害等 によっ て通信 が遅延し たため に 生
じた損害 について も同様 としま す。

１０．(譲渡、質入れの禁止)
代金取立 の委託に もとづ く 依頼 人の権利 は、譲 渡、質 入れす る ことはで きません 。

１１．（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 。
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