投資信託総合取引約款
第１章 総合取引
第１条

約款の趣旨

この約款は、お客様と株式会社栃木銀行（以下「当行」といいます。）との間の投資信託受益権（以下「投
資信託」といいます。
）の取引等に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
第２条
１

総合取引の利用

お客様は、この約款に基づいて次に掲げる取引またはそれらを組み合わせた取引（以下、これらを総称し
て「総合取引」といいます。
）がご利用できます。

２

⑴

投資信託の購入・解約等に係る取引

⑵

第２章に定める累積投資に係る取引

⑶

投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る取引

⑷

特定口座約款に係る取引

⑸

とちぎん投資信託自動積立サービス取扱約款に係る取引

⑹

非課税上場株式等管理に関する約款に係る取引
お客様が「とちぎん投信ダイレクト利用規定」に基づき取引する場合において、
「とちぎん投信ダイレク

ト利用規定」およびこれに関連する約款・諸規定に別段の定めがない場合には、この約款および前項第３号
から第６号の取引に係る各約款の規定が適用されます。
第３条
１

申込方法等

お客様（国内に居住のお客様に限ります。）は、当行所定の取引申込書（以下「総合取引申込書」といい
ます。
）に必要な事項を記入し、記名・捺印のうえ、当行の本支店（出張所含む）または「とちぎんサポー
トセンター」等（以下「取扱店」といいます。）に提出することによって総合取引を申し込むものとします。
その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定に従い取引時確認を行います。なお、口座開設は
原則として、お一人一口座に限ります。

２

総合取引のお申込みの際には、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理約款（以下「振替決済口座約
款」といいます。
）により開設する「振替決済口座」
（以下「投資信託口座」といいます。）のお申込みを同
時にすることとします。なお、当該申込みによって自動的に投資信託口座は開設されるのではなく、当行が
承認した場合に限り投資信託口座の開設を行い、総合取引を開始することができるものとします。当行は、
相当の理由があるときには投資信託口座の開設をお断りすることがあります。

３

お客様が総合取引のお申込みをする場合には、取扱店のお客様ご本人名義の普通預金口座または当座勘定
取引口座を解約金・償還金・配当金等の入金口座（以下「指定預金口座」といいます。）として届出くださ
い。

４

投資信託口座を開設しているお客様から租税特別措置法（以下「法」といいます。）第３７条の１１の３
第３項第１号に規定する特定口座の開設または法第３７条の１４第５項第１号に規定する非課税口座の開
設のお申込みを受けた場合は、お客様の同一口座番号で、特定口座、非課税口座、それ以外の口座（以下「一
般口座」といいます。
）ごとに投資信託の残高管理を行います。

第４条

届出事項

総合取引申込書または別途当行所定の変更届に捺印された印影並びに記載された氏名または名称、住所、生
年月日、法人の場合における代表者の役職名および氏名などをもって、お届出の印鑑、氏名または名称、住所、
生年月日等とします。ただし、届出印または氏名は、前条第３項で定める指定預金口座の届出印と同一の印鑑
または氏名とし、投資信託にかかる印鑑届については、指定預金口座の印鑑届を代用します。
第５条

購入・換金の申込場所

投資信託の購入・換金のお申込みは、取扱店で受付けます。
第６条

取扱商品

お客様が当行で取引できる投資信託は、当行が定める商品（以下「取扱商品」といいます。）に限ります。
お取引の際には、当行所定の手数料がかかる場合があります。
第７条
１

購入の取扱い

投資信託の購入は、取扱商品ごとに定められた所定の時限までに購入申込書と手数料等を含む購入代金を
取扱店に提出することによりお申込みください。所定の時限までに受入れが確認できたものを、当日のお申
込みとします。なお、所定の時限以降のお申込みについては、翌営業日以降の 初の申込受付可能日のお申
込みとします。

２

当行はお申込みがあった取扱商品ごとに定められた約定日の翌営業日に購入代金等の精算を行うものと
します。なお、お申込日に受領した金銭に対しては付利しません。

３

口数単位での購入申込みのため、お申込み時に購入代金等の金額が確定していない場合には、申込受付日
の前営業日の基準価額をもとに計算した金額に当行所定の率を乗じた概算金額をお支払いください。

４

前項の場合に、当行が受領した金額に余剰金が生じたときには、約定日の翌営業日に指定預金口座に余剰
金を入金いたします。また、当行が受領した金額に不足金が生じたときは、あらかじめ購入のお申込み時に
ご指定いただいた方法で不足金をお支払いいただきます。

５

特定口座を開設しているお客様が取扱商品を購入する場合に、当該取扱商品が特定口座受入れ対象商品で
ある場合は、特段の指定がある場合を除き原則として特定口座による購入申込みとして扱います。特定口座
と非課税口座を開設しているお客様が購入する場合は、どの口座（特定口座、非課税口座または一般口座）
で購入するかをご指定いただくこととします。

第８条
１

換金（解約・買取請求）の取扱い

換金（解約・買取請求）のお申込みは、換金（解約・買取請求）申込書に必要事項を記入し、記名・捺印
のうえ、取扱店にお申込みください。取扱商品ごとに定められた時限までに、お客様からお申込みを受付け
たものを、当日のお申込みとして受付します。なお、この時限以降のお申込みは、翌営業日以降の 初の申
込受付可能日のお申込みとします。

２

クローズド期間中は、原則として換金（解約・買取請求）することはできません。ただし、取扱商品によ
っては、クローズド期間中であっても特別な事由に該当する場合に限り買取の請求ができるものもあります。

３

換金（解約・買取請求）代金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた受渡日に、指定預金口座

に入金します。
第９条

取引の制限

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の購入申込み・換金申込みを制限することがあります。

第１０条 収益分配金の取扱い
収益分配金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた日に指定預金口座に入金いたします。収益分
配金再投資の場合は、第２章「累積投資取引」の規定に従って手続します。
第１１条 償還金の取扱い
償還金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。

第２章 累積投資取引
第１２条 累積投資取引に関する本章の趣旨
本章はお客様と当行との間の投資信託の累積投資取引（自動継続投資・収益分配金再投資・定時定額投資の
総称であり、以下、本章において「累積投資取引」といいます。
）に関する取決めです。
第１３条 累積投資取引の申込方法
１

お客様は第１章の規定を承諾したうえで、本章に定める累積投資取引に関する契約（以下、本章において
「契約」といいます。
）を当行と締結するものとします。

２

累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座から引落した金銭または投
資信託口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託
の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別
する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、利子、そ
の他いかなる名目による対価も支払いません。

３

お客様は、累積投資取引を開始する場合、累積投資口座開設のお申込みを行います。その場合、お客様は
当行所定の投資信託累積投資口座開設申込書を兼ねる総合取引申込書に必要事項を記入のうえ記名・捺印し、
これを当行に提出することにより申込みを行ってください。

４

前項のお申込みを受け、当行が承諾した場合に限り、累積投資口座を開設します。

第１４条 個別の投資信託に係る累積投資取引の申込方法
１

お客様が、投資信託の個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条に規定する累積投資口座を開設し
たうえで、当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、記名・捺印し、当行にご提出することによって申
し込むものとします。また、とちぎん投信ダイレクト（インターネット）により、収益分配金再投資や「と
ちぎん投資信託自動積立サービス」のお申込みをされる場合には、当該申込等の入力をもって累積投資取引
を申し込むものとします。ただし当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みを
することはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める
「非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」に基づき、お客様が累積投資勘定（以下「つ
みたてＮＩＳＡ」といいます。
） での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行
ホームページに掲載するものとします。

２

累積投資取引のうち投資信託自動積立サービスの申込方法等については、この約款のほか「とちぎん投資
信託自動積立サービス取扱約款」によるものとし、つみたてＮＩＳＡでのお申込みをされる場合には、
「非
課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款」の規定にも従うものとします。

第１５条 金銭の払込による買付申込
１

お客様は、随時その代金（以下、本章において「払込金」といいます。
）を累積投資口座に入金すること
により、累積投資取引での買付けを行うことができます。

２

累積投資口座に入金された払込金については、当該投資信託の目論見書の記載の方法に従い買付けされま
す。

第１６条 買付方法、時期および価額
１

当行は、お客様から累積投資取引による買付の申込みがあった場合には、この約款、その他の約款の規定
および当該投資信託の目論見書の記載の方法に従い、お客様に代わって遅滞なく買付けます。ただし、目論
見書において申込不可日とされる日は、買付けの申込みはできません。この場合においては、買付けの申込
みがあった日の翌営業日以降の買付けとなります。

２

買付価額は、原則として当該投資信託の買付約定日の基準価額に所定の手数料（消費税含む）を加えた額
とします。

３

収益分配金の再投資を除くＭＭＦの買付けについては、次の各号の定めに従い買付けを行います。ただし、
当該目論見書に別途定める記載がある場合は、その記載に従い買付けを行います。
⑴

買付けの申込みがあった日の正午以前に当行が払込金の受入れを確認できたものについては当日に、正

午を過ぎて当行が払込金の受入れを確認できたものについては申込日の翌営業日にお客様に代わって買
付けます。ただし、払込金を申込日の正午以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価
額が当初設定時の一口の元本価額（一口＝１円）を下回っているときは、買付けの申込みに応じないもの
とします。なお、上記の「当行が払込金の受入れを確認できたもの」とは、取扱店において確認できたも
のに限ります。
⑵

買付価額は、買付日の前日の基準価額とします。

⑶

申込日の正午を過ぎて払込金を受入れた場合、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の一口

の元本価額（一口＝１円）を下回ったときは、第１号にかかわらず、翌営業日以降 初に買付けに係る基
準価額（営業日の前日の基準価額）が当初設定時の一口の元本価額（一口＝１円）に回復した計算日の基
準価額により、当該計算日の翌営業日にお客様に代わって買付けます。
４

取得された投資信託の所有権およびその収益分配金、または元本に対する請求権は、当該取得のあった日
からお客様に帰属するものとします。

第１７条 投資信託の管理
１

この契約によって取得された投資信託は、振替決済口座約款に基づき、当行が、振替法に基づく口座管理
機関として据え置く振替口座簿に記載または記録する方法により管理します。

２

当行は、当該口座管理に係る管理料を申し受けることがあります。

第１８条 収益分配金の再投資
１

前条の振替口座簿に記載または記録されている投資信託の累積投資取引に係る収益分配金は、お客様に代
わって当行が受領のうえ、所定の税金等を差し引いた金額を当該累積投資口座に繰り入れ、原則として決算
日の基準価額により、同一の投資信託を買付けます。なお、この場合の買付ける手数料は無料とします。な
お、収益分配金による再投資は、原則として当該収益分配金に係る投資信託が管理される口座での再投資と
して取扱います。ただし、非課税口座において管理される投資信託の収益分配金の再投資については、非課

税上場株式等管理に関する約款の規定に従うものとします。
２

ＭＭＦについては、次の各号の定めに従い収益分配金の再投資を行います。ただし、目論見書に別途定め
る記載がある場合は、その記載に従い買付けを行います。
⑴

ＭＭＦは、前月の 終営業日から当月の 終営業日の前日までの収益分配金を当行がお客様に代わって受

領のうえ、所定の税金等を差し引いた金額を当該累積投資口座に繰り入れ、当月の 終営業日に当月 終営
業日の前日の基準価額で買付けます。
⑵

前号にかかわらず、当月の 終営業日の前日の基準価額が当初設定日の一口の元本価額（一口＝１円）

を下回ったときは、 終営業日以降、 初の買付けに係る基準価額（営業日の前日の基準価額）が当初設定
時の一口の元本価額（一口＝１円）を回復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日に前号に
基づく金額をもって買付けます。
第１９条 換金方法、時期および価額等
１

当行は、この契約に基づき取得した投資信託については、お客様からその換金を請求され次第、この約款、
その他の約款・規定等の定めるところに従い、換金を行ったうえ、その代金をお客様の指定預金口座に入金
します。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日は、換金の請求ができません。

２

前項の換金請求は、当行所定の請求申込書によって行うものとし、取扱店においてお客様の指定預金口座
に入金します。この場合の換金代金は、当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた
金額から、換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料、それに伴う消費税および諸費用（換金に伴い源泉
徴収等がされる場合の当該税金等）を差し引いた額とします。

３

この契約に基づき取得した投資信託の他の口座管理機関への振替は振替決済口座約款第７条により取扱
うものとします。

４

ＭＭＦについては、次の各号の定めに従い換金を行います。ただし、目論見書に別途定める記載がある場
合は、その記載に従い換金を行います。
⑴

お客様から換金の請求を受けたときは、翌営業日以降を受渡日として換金のうえ、その代金をお客様の

指定預金口座に入金します。また、受渡日が買付日から 30 日以内の場合には、１万円あたり 10 円の信
託財産留保額を控除します。
⑵

全解約の際には、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金を併せてお支

払いします。
⑶

第１号の換金請求に係る換金価額は、受渡日の前日の基準価額とします。

第２０条 契約の解約
累積投資取引の解約については、第４章「雑則」第 26 条「解約等」を準用するほか、次の各号のいずれか
に該当したときは、解約されるものとします。
⑴

当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき

⑵

この契約に係る投資信託がすべて償還されたとき

第３章 振込先指定方式
第２１条 振込先指定方式
総合取引における振込先指定方式とは、お客様の当行における投資信託の取引において、当行がお客様に支
払うこととなった金銭をお客様が振込先として指定した預金口座（第３条第３項に定める指定預金口座）に振

り込む方式をいいます。
第２２条 指定預金口座の変更
１

指定預金口座を変更される場合は、当行所定の書面によって届け出てください。ただし、変更後の指定預
金口座は取扱店にある本人名義の普通預金口座または当座預金口座と同一の印鑑、氏名または名称によって
届け出ている預金口座に限ります。

２

変更申込み受付後１週間程度は、振込請求を受けましても指定預金口座への金銭の払込ができないことが
あります。

３

指定預金口座の届出印のみを変更される場合は、この約款第 29 条に定める「届出事項の変更」として取
扱いいたしますので、同条に従い、お手続きください。

第２３条 受入書類等
第 21 条「振込先指定方式」に基づき振込みをする場合は、その都度の受領書等の授受は不要とします。
第２４条 指定預金口座の振込額の確認
当行は、お客様の受取金額（配当金、償還金および買取代金等）をお客様の指定預金口座へ振込みますので、
別途ご通知する「分配金・償還金ご案内書」
「取引報告書」および「取引残高報告書」等で振り込まれた金額
等の内容をご確認ください。なお、記載内容をご確認のうえご不明な点等につきましては金融サービス部まで
直接ご連絡ください。
第２５条 振込手数料
振込みに係る手数料は当行所定の額がお客様の負担となる場合があります。

第４章 雑則
第２６条 解約等
１

第２条に定める各取引に係る契約（以下「当該契約」といいます。）について、以下の各号のいずれかに
該当する場合には、当行はいつでも当該契約のすべてを、あるいは各契約の１つ以上を解約することができ
るものとします。
⑴

お客様が当行に対して、当行所定の方法で当該契約の解約を申出たとき。

⑵

お客様が当該契約に係る投資信託口座の管理料を支払わないとき。

⑶

お客様が当該契約の条項の一つでも違反したとき。

⑷

当該契約の契約期間満了に際し契約が更新されないとき、または、契約期間満了日に口座残高がないと

き。
⑸

お客様に相続の開始があったとき。

⑹

お客様、
（またはお客様の代理人等）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」という）などの反社会的勢力に該当すると当
行が認めたときまたは次のアからオのいずれかに該当したとき。
ア 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。
イ 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。

ウ 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。
エ 暴力団員等に対して資金を提供し、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。
オ

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。

⑺

お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、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、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、などを行い、当行が当該契約について継続しがたいと認めたとき。
⑻

投資信託口座開設店にあるお客様の指定預金口座（普通預金または当座預金）が解約された場合。この

場合は、投資信託口座および当該口座を利用した投資信託取引も解約される場合があります。
⑼

やむを得ない事由により、当行がお客様に対し解約を申出たとき。

２

前項にかかわらず、当行所定の期間においては当該契約の解約はできません。

３

当該契約を解約するに際し、当該契約に基づいた投資信託の残高がある場合は、この「投資信託取引約款
集」掲載の各約款に定める所により、当該投資信託等を他の金融商品取引業者等の投資信託口座にお振替く
ださい。なお、振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、金銭によりお返しすることがあります。こ
の場合、当行の定める手続により、お客様の指示によって解約を行います。

４

当行とお客様との第２条に掲げる取引を継続するうえで、お客様と信頼関係を維持することが困難である
と当行が判断した場合、当行はいつでも当該契約を解約できるものとします。なお、投資信託口座に残高が
ある場合は、前項の規定に従い、他の金融商品取引業者等の投資信託口座に振替等してください。

５

第 27 条「債務不履行の場合の措置」による換金に伴ってお客様の口座残高がなくなった場合、または当
該契約条項「契約期間等」の期間満了日に口座残高がないときは、当行はいつでも当該契約を解約すること
ができるものとします。

第２７条 債務不履行の場合の措置
１

お客様が、この約款またはその他の約款・規定等に基づく取引等によって生じた債務を弁済しないときは、
当行は、これを回収するために、お客様の計算において任意に投資信託の購入または解約を行うことができ
るものとします。

２

前項の場合、当行は占有するお客様の投資信託を一般に適当と認められる方法、時期、価額等により換金
し、当該債務の弁済に充当できるものとします。

３

前項の方法により充当後、なお不足があるときは、直ちに不足額をお支払いください。

第２８条 免責事項
当行は、次に掲げる損害については、その責任を負いません。
⑴

申込書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を、届出印または署名と相当の注意を

もって照合し、相違ないものと認めて、お客様の投資信託を振替または金銭を返還したことにより生じた
損害。
⑵

申込書、依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名が届出印または署名と相違するため、

または当行所定の手続きによるお申出がなかったため、お客様の投資信託を振替または金銭を返還しなか
ったことにより生じた損害。
⑶

天災地変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、お申込みの取扱

いに直ちに応じられないことにより生じた損害。
⑷

前号の事由による、紛失、滅失、毀損等または第 11 条および投資信託受益権振替決済口座約款第 10 条

の規定による償還金等の指定預金口座への入金の遅延により生じた損害。
⑸

投資信託受益権振替決済口座約款第 19 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害

⑹

お客様が第 29 条の届出を遅滞なく行わなかったことにより生じた損害。

⑺

その他、お客様がこの約款の規定に従わなかったことにより生じた損害。

第２９条 届出事項の変更
１

届出印章等を紛失したとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職名、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お手続きください。この届出の以前
に生じた損害については、当行は責任を負いません。

２

お客様の指定預金口座の届出印を変更する場合には、この約款に基づく投資信託の総合取引に係る届出印
についても、第４条第１項の定めにより変更となりますので、ご注意ください。

３

第１項の届出があったとき、当行は戸籍抄本、印鑑登録証明書その他当行が必要と認める書類等をご提出
いただくことがあります。この場合、印鑑登録証明書等のご提出ができないときは、当行が認める保証人の
印鑑登録証明書をご提出ください。

４

お届出の住所・宛名に当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合
でも通常到着すべき時に到達したものとみなします。

第３０条 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、ただちに成年後見人等の氏名その他
必要な事項を書面によって取引店に届け出てください。お客様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任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必
要な事項を書面によって取引店に届け出てください。

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されている場合に
も、第１項または前項と同様に届け出てください。

４

第１項ないし前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出てください。

５

第１項ないし前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

第３１条 お客様情報等の取扱い
米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客様が米国の外国口座税務コンプライアンス法（Ｆ
ＡＴＣＡ）上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当行が判断
する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報（氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、
口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報）を米国税務当局に提供
することがありますが、この約款の交付をもって、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび
提供に必要なお客様の情報（米国納税者番号等）をお客様が開示することについて同意していただいたものと
して取扱います。
①

米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織

②

米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織

③

ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融機関（米国内国歳入法第 1471 条および第 1472 条の適用上、

適用外受益者として扱われる者を除きます。
）
第３２条 約款の変更
１

この規定の各条項は、法令の変更、監督官庁の指示、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、民法 584 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。

２

前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期
を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。

３

前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第３３条 合意管轄
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所の
うちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。

附則
第１条

平成１２年１２月１日投資信託取扱開始に伴い制定

第２条

平成１３年６月１１日とちぎん投資信託自動積立サービス取扱開始に伴い改定

第３条

平成１４年１月１日投資信託保護預り約款制定に伴い改定

第４条

平成１７年１月４日特定口座取扱開始に伴う改定

第５条

平成１８年７月 28 日振替制度開始に伴う制度移行手続き等に関する同意等を得るため、第１７
条、第１８条を改定

第６条

平成１９年１月４日投資信託振替制度開始に伴う改定

第７条

平成１９年９月３０日金融商品取引法施行に伴う改定

第８条

平成２１年１月５日社債、株式等の振替に関する法律施行に伴う改定

第９条

平成２１年６月３０日２０年度税制改正に伴う改定

第１０条 平成２２年１月１日源泉徴収口座の特例扱いに伴う改定
第１１条 平成２５年６月３日とちぎん投信ダイレクト(インターネット投資信託)取扱開始に伴う改定
第１２条 平成２６年１月１日少額投資非課税制度開始に伴う改定
第１３条 平成２７年１月１日少額投資非課税制度の改正等に伴う改定
第１４条 平成３０年１月１日つみたてＮＩＳＡ開始に伴う改定
第１５条 令和２年４月１日民法改正に伴う改定

