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1. 届出書類について

（1） 届出書類一覧

株式等振替制度へ機構加入者として参加される皆様は、以下の書類をご提出ください。 

No. 書類名 要否 留意点 

1 口座開設申請書 ＳＴ20-01 ● 

2 「自己口」の属性区分毎の詳細情報 ＳＴ20-01-01 ○ 

3 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報 ＳＴ20-01-02 ○ 

4 約諾書 ＳＴ99-53 ● 

5 株式等振替制度参加に係る届出書 ＳＴ99-50 ● 

6 参加形態別事項の届出書 ＳＴ99-51 ● 

7 業務責任者及び業務担当者等届出書 ＳＴ99-52 ● 

8 加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書 ＳＴ99-54 ● □ 

9 間接外国人に係る届出書 ＳＴ20-05 ○ 

10 手数料請求先等に関する届出書 ＫＹ02 ○ ▲ 

11 Target システム利用申込書 ＫＹ04 ○ ◇ 

12 実質的支配者に係る届出書 ＨＳ01 ○ ☆ 

13 特定取引を行う者の届出書 ＣＲ01 ○ ☆ 

14 特定個人情報の安全を確保するための措置に関す

る確認書 

ＳＴ80-61 ○ ◆ 

15 特定個人情報の取扱いに係る確認書 ＳＴ80-62 ○ ◆ 

No. 添付書類 要否 留意点 

16 登記事項証明書 ● ■ 

17 代表者の印鑑証明書 ● ■ 

18 口座開設の任にあたっている担当者の本人確認書類 ○ ★☆

19 財務局への金融商品取引業登録申請書等の写し ○ ▼ 

20 標準コードの設定について、その事実を証する書面 ○ ▽ 

21 法人番号通知書の写し又は法人番号印刷書面 ○ 

＜要否＞ 
●：必須書類
○：必要に応じてご提出いただく書類
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（2） ご提出方法

簡易書留を利用し、下記宛先までご郵送ください。 

（3） ご提出期限

 口座開設予定日の１ヶ月前までにご提出ください。（原本の提出前にドラフト版の確認も承りま

す。） 

（4） ご提出先

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

 株式会社証券保管振替機構 振替業務部 

（5） お問い合わせ先

・ 担当部署 ： 振替業務部

・ 電話番号 ： 03-3661-0190

・ ＦＡＸ番号 ： 03-3661-7120

＜留意点＞ 
▲：既に当機構の運営する制度に参加し、手数料請求先を届け出ている場合、提出は不要とな

ります。
■：３ヶ月以内に発行された現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書及び印鑑証明書を

提出してください。
□：Target の ID が付与された後、Target にてご提出ください。
★：運転免許証又は健康保険証の写し等になります。
☆：既に短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制度において当該書類を提出し

ている場合には、重複しての提出は不要となります。（株式等振替制度、短期社債振替制
度、一般債振替制度、投資信託振替制度で１通の提出で結構です。）ただし、実質的支配
者に係る届出書については、２０１６年１０月１日以後に当機構の運営する制度に参加し、
実質的支配者を届け出ている場合、又は犯罪による収益の移転防止に関する法律第４条
第５項に規定される国等に該当する場合、提出は不要となります。

▼：財務局のホームページに登録がある場合、提出は不要です。登録が未済の場合、財務局
への登録申請書の写しを提出してください。登録完了後、その登録を証明する書面を提出
してください。

▽：証券コード協議会から今回新たに標準コードの設定を受けた場合には必要となります。
◇：既に当機構の運営する制度に参加し、Ｔａｒｇｅｔを利用している場合、提出は不要となりま

す。
◆：「顧客口」を開設する場合には、特定個人情報の取り扱い状況に基づき、ST80-61、

ST80-62 のどちらか一方の提出が必要となります。
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２．　届出書類毎の記入方法及び記入例について

　　以下に提出書類の記載方法及び記入例について記載します。なお、記載に当たっては、P28「３．届出書類のご記入に
　あたっての留意点等について」を併せてご確認ください。

（１） 口座開設申請書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

登記上の代表者の役職名及
び氏名をご記入のうえ、会社
の実印（商業登記法第20条1
項の規定により登記所に提
出された印鑑）を捺印してく
ださい。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください。

開設する区分口座の数を属
性区分ごとに「区分口座数」
欄にご記入ください。

実印

（参考）
口座管理機関コードは、金融・
証券区分コード(1 桁)及び固有
名コード(4 桁)の計5 桁の数字
となります。
※金融・証券区分コード・・・統
一金融機関コードを使用する機
構加入者及び間接口座管理機
関については「0」、証券会社等
標準コードを使用する機構加入
者及び間接口座管理機関につ
いては「1」となります。
※固有名コード・・・証券会社・
取引所等は「証券会社等標準
コード」、銀行・その他金融機関
（証券金融会社、短資会社、保
険会社等）は「統一金融機関
コード」となります。
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（２）-１ 「自己口」の属性区分毎の詳細情報（１）

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

区分口座コードの数は口座
開設申請書の「保有口」の
「区分口座数」と同じ数だけ
ご記入いただく必要がありま
す。
また、「担保専用口への振
替」及び「利用目的」は必ず
ご記入ください。

なお、「利用目的」は様式中

又は別添「区分口座におけ

る利用目的の記載例」をご参

照のうえ、ご記入ください。

区分口座コードの数は口座
開設申請書の「担保専用口」
の「区分口座数」と同じ数だ
けご記入いただく必要があり
ます。
また、「特別株主管理事務委
託状況報告データの通知の
他の機構加入者への委託の
有無」、「振替株式等の全て
について信託財産の表示」
及び「利用目的」は必ずご記
入ください。

なお、「利用目的」は様式中

又は別添「区分口座におけ

る利用目的の記載例」をご参

照のうえ、ご記入ください。

区分口座コードの数は口座
開設申請書の「質権口」の
「区分口座数」と同じ数だけ
ご記入いただく必要がありま
す。
また、「利用目的」は必ずご
記入ください。
なお、「利用目的」は様式中
又は別添の「区分口座にお
ける利用目的の記載例」をご
参照のうえ、ご記入ください。

実印

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

登記上の代表者の役職名及
び氏名をご記入のうえ、会社
の実印（商業登記法第20条1
項の規定により登記所に提
出された印鑑）を捺印してく
ださい。

また、口座管理機関コードも

ご記入ください。

「自己口」を開設しない場合には、提出は不要です。
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（２）-２ 「自己口」の属性区分毎の詳細情報（２）

区分口座コードの数は口座
開設申請書の「信託口」の
「区分口座数」と同じ数だけ
ご記入いただく必要がありま
す。
また、「担保専用口への振
替」、「信託財産名義の取扱
い」及び「利用目的」は必ず
ご記入ください。
「利用目的」は様式中又は別
添「区分口座における利用
目的の記載例」をご参照のう
え、ご記入ください。
「信託財産名義の取扱い」で
「する」を選択した場合、「個
別」、「包括」又は「1つの名
義」のいずれかを選択してく
ださい。

「個別」、「包括」又は「1つの

名義」の選択内容に応じて、

信託財産名義に係る加入者

情報を登録する必要があり

ますので、事前にご相談くだ

さい。

区分口座コードの数は口座
開設申請書の「質権信託口」
の「区分口座数」と同じ数だ
けご記入いただく必要があり
ます。
また、「利用目的」は必ずご
記入ください。
なお、「利用目的」は様式中
又は別添「区分口座におけ
る利用目的の記載例」をご参
照のうえ、ご記入ください。
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（３）－１ 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報

「顧客口」を開設しない場合には、提出は不要です。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

実印

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた顧客口と同じ数だけご
記入いただく必要があります。
また、「株式数比例配分方式
の取扱い」及び「利用目的」
は必ずご記入ください。
なお、「利用目的」は様式中
又は別添「区分口座におけ
る利用目的の記載例」をご参
照のうえ、ご記入ください。

※「株式数比例配分方式の
取扱い」について、「なし」を
選択した場合、その理由も必
ずご記入ください。理由に関
する機構が定める基準につ
いては、「株式等の振替制度
に係る業務処理要領」第２
章・第１４節・１（２）ａ（ａ）ウを
参照。

区分口座コードの数は口座

開設申請書にご記入いただ

いた外国人株式記録口と同

じ数だけご記入いただく必要

があります。

また、「株式数比例配分方式

の取扱い」及び「利用目的」

は必ずご記入ください。

なお、「利用目的」は様式中

又は別添「区分口座におけ

る利用目的の記載例」をご参

照のうえ、ご記入ください。

※「株式数比例配分方式の

取扱い」について、「なし」を

選択した場合、その理由も必

ずご記入ください。理由に関

する機構が定める基準につ

いては、「株式等の振替制度

に係る業務処理要領」第２

章・第１４節・１（２）（ａ）ウを参

照。

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。
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（３）－２ 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報

＜区分口座ごとに受領口座を設定する場合の記載方法＞

株式数比例配分方式を複数
の区分口座で設定する場合
（顧客口又は外国人株式記
録口の「株式数比例配分方
式の取扱い」で「あり」に設定
した区分口座が複数の場
合）において、それらの区分
口座に記録された数につい
て配当金の受領口座を全て
同一口座とする場合、選択し
てください。この場合、「区分
口座コード欄」の記入は不要
となります。

実印

①～⑦の記入欄に必要事項
をご記入ください。
⑦にて「再委託先名義」を選
択された場合には、⑧～⑩
もご記入ください。

区分口座ごとに配当金の受
領口座を設定する場合、「全
て同一口座とする」にチェッ
クをいれずに、「区分口座
コード」欄に、同一の受領口
座となる区分口座コードを列
挙してください。
２つ目以降の口座の記入に
際しては、当書類を必要な枚
数ご作成のうえ、ご提出くだ
さい。
２枚目以降の提出につきまし
ては、書面右上の会社名等
の記入及び実印の押印は１
枚目と同様に必要となります
が、「１．顧客口（外国人株式
記録口を除く。）の詳細情報」
及び「２．「外国人株式記録
口」の詳細情報」の記入は不
要です。
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（３）－３ 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報

提出会社にて決定した料率
又は算式を記入してください。
※日本円以外の料率等の場
合は、請求時点で適用する
換算レートについても記載し
てください。
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（４）約諾書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください。

実印
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（５） 株式等振替制度参加に係る届出書

　　　　　＜代表者氏名に振替制度外字が含まれる場合の記載例＞

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、実印（商業登
記法第20条1項の規定により
登記所に提出された印鑑）を
捺印してください。

登記事項証明書に記載され
ている商号又は名称を正確
に記入してください。
また、フリガナ及び英文商号
もご記入ください。

登記事項証明書に記載され
ている本店所在地又は主た
る事務所の所在地を正確に
ご記入ください。
なお、政令指定都市等に本
店所在地がある場合には、
証明書類にて都道府県名が
省略されていることがありま
す。その場合には、証明書類
上の記載とは異なりますが、
都道府県名を含めた所在地
をご記入ください。

実印

「機構加入者」に「○」をご記
入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入ください。また、フリガ
ナもご記入ください。

なお、代表者が外国人の場

合、登記上の氏名を以下の

順序でご記入ください。
①姓 ②名 ③ミドル

機構の定める振替制度内字
に該当しない文字（振替制度
外字）がある場合、振替制度
内字への置換えに関する情
報をご記入ください。
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（６）参加形態別事項の届出書

※「２．間接口座管理機関」及び「３．資金決済会社」の項目の記載は不要です。

登録配当金受領口座方式の
指定を行う場合、「指定する」
にチェックしてください。

「登録配当金受領口座方式」
を指定する場合には、「指定
する」を選択の上、①～⑦の
記載欄に必要事項を記入し
てください。

指定しない場合は、「指定し
ない」を選択していただき、
①～⑦の項目の記入は不要
です。

元利金の受領を行う資金決
済会社の情報をご記入くださ
い。
自社が資金決済会社の場合、
自社の内容をご記入ください。

自社が資金決済会社で無い

場合、資金決済会社とご契

約の上、内容をご記入くださ

い。
なお、新株予約権付社債の
お取扱いがない場合でも必
ずご記入ください。

「⑥口座名義人の氏名又は
名称」に、機構の定める振替
制度内字に該当しない文字
（振替制度外字）がある場合、
振替制度内字への置換えに
関する情報をご記入ください。

自社が外国人保有制限銘柄
の外国人等である場合、そ
の該当する法令をご記入くだ
さい。

実印

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

登記上の商号又は名称をご

記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、実印（商業登
記法第20条1項の規定により
登記所に提出された印鑑）を
捺印してください。

自社が共通番号（法人番号）
の指定を受けている場合、
当該番号をご記入ください。
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（７）－１業務責任者及び業務担当者等届出書

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、実印（商業登
記法第20条1項の規定により
登記所に提出された印鑑）を
捺印してください。

業務責任者及び業務担当者
の連絡先をご記入ください。

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くだ
さい。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。実印
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（７）－２業務責任者及び業務担当者等届出書

（５）発行代理人及び支払代理人

（６）受託会社

（７）発行者（振替投資信託受益権、振替受益権）

（８）その他

※上記の業務担当者とは別に専門の担当者を設置する場合には、ご記入ください。
　（機構加入者の場合は、「担保業務担当者」または「新株予約権付社債等業務担当者」、間接口座管理機関の場合は「担保業務担当者」）

以　上

住所

※機構に対する通知等を他の会社に委託する場合は、委託先会社について、通知書式「情報取扱責任者選任届出書兼機構との連絡担当部署に係る届出書（機構に対
する通知等を他の会社に委託する場合）」（ST99-08-01）もご提出ください。

FAX番号

郵便番号

電話番号

役職名

氏名

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から認可された業務など、当機構の業務を円滑に遂行する
  ため、また、本届出に基づく責任者及び担当者と当機構との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載され
  ておりますので、適宜御参照ください。

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

役職名

住所

郵便番号

FAX番号

氏名

役職名

電話番号

e-mail

所属部署

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

担保/ＣＢ 担保業務担当者 新株予約権付社債等業務担当者

所属部署

役職名

氏名

郵便番号

電話番号

e-mail

※ご記入いただいた業務担当者、担保業務担当者、新株予約権付社債等業務担当者の所属部署、住所、電話番号及びFAX番号については、各社の連絡先として
Target保振サイトにて公表させていただきますので、あらかじめご了承ください。

住所

FAX番号

業務担当者とは別に、新株
予約権付社債の元利金支払
い等、新株予約権付社債に
係る業務について専門の担
当者を設置する場合、担当
者の連絡先をご記入ください。

業務担当者とは別に、株式
等の担保の差入れ、受入れ
等、担保に係る業務につい
て専門の担当者を設置する
場合、担当者の連絡先をご
記入ください。
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（８）加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書

業務担当者と同一の場合も必ずご提出ください。
ＴａｒｇｅｔＩＤが付与された後、Ｔａｒｇｅｔにてご提出いただく書類です。

口座開設日以降にＴａｒｇｅｔ経
由でご提出いただく日をご記
入ください。

登記上の商号又は名称をご

記入ください。

口座管理機関コードをご記
入ください。
捺印は不要です。

口座開設日以降、Ｔａｒｇｅｔの

「書類を提出する」－「株式

等振替制度」－「機構加入者

等」－「業務関連書類（株主

通知業務等）」へご提出をお

願いいたします。

正担当者の連絡先をご記入
ください。

副担当者の連絡先をご記入
ください。

必要に応じて、副担当者の
連絡先をご記入ください。

該当する欄に「○」をご記入く
ださい。
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（９）間接外国人に係る届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入ください。
実印（商業登記法第20条1項
の規定により登記所に提出
された印鑑）を捺印してくださ
い。

また、口座管理機関コードも

ご記入ください。

間接外国人に該当する場合のみ、ご提出ください。

間接外国人に該当すること
になる場合、その日付を１に
ご記入ください。

該当する銘柄及びその銘柄
を記録する機構加入者コー
ドをご記入ください。

実印

担当者の連絡先部署、氏名、
電話番号及びメールアドレス
をご記入ください。

15



（１０）手数料請求先等に関する届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

手数料請求先に関する届出
事項をご記入ください。
ただし、部署名は全角２０文
字までとなります。

「新規」に「○」をご記入くださ
い。また、「変更月」の記入は
不要です。

実印

登記上の商号又は名称、代

表者役職及び代表者氏名を

ご記入ください。
会社の実印（商業登記法第
20条1項の規定により登記所
に提出された印鑑）捺印をお
願いします。

記入は不要です。

担当者の連絡先部署、氏名、
電話番号及びメールアドレス
をご記入ください。
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（１１）Targetシステム利用申込書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

実印

本店所在地、代表者の役職
名・氏名をご記入のうえ、会
社の実印（商業登記法第20
条1項の規定により登記所に
提出された印鑑）を捺印して
ください。

ユーザグループ管理者の氏
名、部署、ユーザＩＤ、ＩＤ・パ
スワード送付先住所、連絡先
（電話番号・e-mail）を２名必
ず記入してください。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。
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（１２）実質的支配者に係る届出書

機構への提出日をご記入ください。

登記上の商号又は名称並びに代
表者の役職名及び氏名をご記入
のうえ、
実印（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出された印
鑑）を捺印してください。

届出者の所属部署及び役職名並

びに氏名をご記入のうえ、届出者

の印（シャチハタを除く）を捺印して

ください。

注１～５を参考に実質的支配者を

ご記入ください。
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（１２）－２実質的支配者に係る届出書
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（１２）－３実質的支配者に係る届出書
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（１３）特定取引を行う者の届出書

機構への提出日をご記入ください。

登記上の商号又は名称並びに代
表者の役職名及び氏名をご記入
のうえ、実印（商業登記法第20条1
項の規定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。

申請者の居住地国等をご記入
ください。
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（１３）－２特定取引を行う者の届出書

申請者が特定法人に該当する
場合、実質的支配者について
ご記入ください。
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（１３）－３特定取引を行う者の届出書
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（１３）－４特定取引を行う者の届出書
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（１３）－５特定取引を行う者の届出書

申請者の実質的支配者の居住
地国が日本以外の場合（申請者
が特定法人である場合に限る。）、
申請者の日本における法人番号
をご記入ください。

申請者又は申請者の実質的支配
者の居住地国が日本以外の場合、
申請者の法人名称等の英語表記
をご記入ください。
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（１４）特定個人情報の安全を確保するための措置に関する確認書

機構への提出日（郵送の場合は発
送日）をご記入ください。

代表者の役職名及び氏名をご記

入のうえ、実印（商業登記法第20

条1項の規定により登記所に提出

された印鑑）を捺印してください。

実印

登記上の商号又は名称をご記入
ください。
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（１５）特定個人情報の取扱いに係る確認書

機構への提出日（郵送の場合は発
送日）をご記入ください。

登記上の商号又は名称をご記入
ください。

代表者の役職名及び氏名をご記
入のうえ、実印（商業登記法第20
条1項の規定により登記所に提出
された印鑑）を捺印してください。

実印
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3. 届出書類のご記入にあたっての留意点等について 
 

書類 項番 留意点等 

「 口 座 開 設 申
請 書 」 （ Ｓ Ｔ
20-01） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印（商業登記法第 20
条第 1 項の規定により登記所に提出された印鑑。以下同じ。）を捺
印してください。 

 

  ○ 口座開設申請書の中の用語については、以下を参照してくださ
い。 
① 「口座種別」とは、機構が機構加入者の口座開設の申請に基

づき開設するすべての株式等の振替を行うための口座（機構加
入者口座）における自己口又は顧客口の別をいいます。 

② 「属性区分」とは、機構加入者口座において、機構加入者が質
権者であるときの質権の目的である株式等その他の機構が定
める株式等を、それ以外の株式等と区別するための区分をいい
ます。 

③ 「区分口座」とは、口座種別、属性区分及び番号の組み合わ
せで識別される機構加入者口座の内訳区分をいいます。 

④ 「自己口」とは、振替口座簿中の加入者の口座のうち、当該加
入者が株式等についての権利を有するものを記録する口座を
いいます。 

⑤ 「顧客口」とは、振替口座簿中の口座管理機関の口座のうち、
当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が株式等につ
いての権利を有するものを記録する口座をいいます。 

⑥ 「保有口」とは、機構加入者口座の自己口に記録をすべき株
式等（質権の目的であるものを除く。）を記録する欄（⑦及び⑧
に規定する欄を除く。）の属性区分をいいます。 

⑦ 「担保専用口」とは、機構加入者口座の自己口（質権口又は質
権信託口を除く。）に記録をすべき株式等（株式、投資口又は優
先出資については、特別株主、特別投資主又は特別優先出資
者の申出があったものとして取り扱うものに限る。）に限り記録
する欄の属性区分をいいます。 

⑧ 「信託口」とは、機構加入者が信託の受託者であるときに、機
構加入者口座の自己口に記録をすべき株式等（質権の目的で
あるものを除く。) のうち信託財産であるものに限り記録する欄
の属性区分をいいます。 

⑨ 「質権口」とは、機構加入者が質権者であるときに、機構加入
者口座の自己口に記録をすべき株式等（質権の目的であるもの
に限る。）を記録する欄（⑩に規定する欄を除く。）の属性区分を
いいます。 

⑩ 「質権信託口」とは、機構加入者が質権者であり、かつ信託の
受託者であるときに、機構加入者口座の自己口に記録をすべき
株式等（質権の目的であるものに限る。）のうち信託財産である
ものに限り記録する欄の属性区分をいいます。 

⑪ 「顧客口」（属性区分）とは、機構加入者口座の顧客口に記録
をすべき株式等を記録する欄（⑫に規定する欄を除く。）の属性
区分をいいます。 

⑫ 「外国人株式記録口」とは、機構加入者口座の顧客口に記録
をすべき株式等のうち、株主が外国人保有制限銘柄の直接外
国人（外国人保有制限銘柄の外国人等に該当する内国法人以
外の外国人等のことをいう。）であるものに限り記録する欄の属
性区分をいいます。 

 

『「自己口」の
属性区分毎の
詳細情報』（Ｓ
Ｔ20-01-01） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 

 

 1.「保有口」
の詳細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座コード」
は、原則、「00」～「19」をご記入ください。 
 また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入ください。なお、
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書類 項番 留意点等 

例えば「00口座」を開設する場合には、1つ目の箱に「0」、2つ目の
箱に「0」といった記載となります（1 つの箱に 1 つの数字を記載しま
す。）。 

 
○ 「担保専用口への振替」については、開設した保有口から、口座

管理機関の担保専用口（自社の担保専用口も含む。）へ振替を行
う場合には「する」を、振替を行わない場合には「しない」を選択し
てください。なお、「する」「しない」の選択により、当該保有口に関
する個別株主通知・情報提供請求が行われた場合の対応が以下
のとおりとなります。また、外国人保有制限銘柄の外国人等である
場合の外国人直接保有株式数の報告についても、同様の取扱い
となります。 
① 当該保有口において担保専用口へ振替を行わない場合（「し

ない」を選択）、機構が当該保有口の記録に基づいて個別株主
報告等の自動作成を行います（この場合、届出の内容に反して
当該保有口から担保専用口へ振り替えられている数量がある
場合に、当該数量は個別株主報告等の対象となりません。）。  

② 当該保有口において担保専用口へ振替を行う場合（「する」を
選択）、機構からの報告依頼等により、機構加入者が当該保有
口から担保専用口へ振り替えられている数量に係る個別株主
報告等を作成し、機構へ報告していただくことになります。 

 

 2. 「 担 保 専
用口」の詳
細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座コード」
は、原則、「40」～「49」をご記入ください。 
 また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入ください。なお、
例えば「40口座」を開設する場合には、1つ目の箱に「4」、2つ目の
箱に「0」といった記載となります（1 つの箱に 1 つの数字を記載しま
す。）。 

 
○ 「特別株主管理事務委託状況報告データの通知の他の機構加

入者への委託の有無」の「する」「しない」の記載にあたっては、報
告データの作成について、通常は、担保専用口を開設された機構
加入者が作成・通知するものと想定されていますので、当該機構
加入者が報告データに関する事務を行うのであれば「しない」を選
択する必要があります。区分口座に係る業務について計算会社
等へ委託するという意味ではないので、ご留意ください。 

 
○ 「振替株式等の全てについて信託財産の表示」について、「する」

と選択した場合には、担保専用口に記録されている株式等の全て
について信託財産の表示がされるということになります。つまり、
当該区分口座の機能としては、「担保専用口兼信託口」ということ
になります。ただし、この場合、『4.「信託口」の詳細情報』に、当該
担保専用口に係る区分口座コード等の記載をする必要はありませ
ん。 

 

 3.「質権口」
の詳細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座コード」
は、原則、「98」をご記入ください。 
 また、複数口座の開設を希望される場合には当機構にご相談い
ただいた上で、昇順及び連番でご記入ください。なお、例えば「98
口座」を開設する場合には、1 つ目の箱に「9」、2 つ目の箱に「8」と
いった記載となります（1 つの箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 

 4.「信託口」
の詳細情報 
 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座コード」
は、原則、「20」～「39」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入ください。なお、
例えば「20口座」を開設する場合には、1つ目の箱に「2」、2つ目の
箱に「0」といった記載となります（1 つの箱に 1 つの数字を記載しま
す。）。 

 
○ 「担保専用口への振替」については、開設した信託口から、口座
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書類 項番 留意点等 

管理機関の担保専用口（自社の担保専用口も含む。）へ振替を行
う場合には「する」を、振替を行わない場合には「しない」を選択し
てください。なお、「する」「しない」の選択により、当該信託口に関
する個別株主通知・情報提供請求が行われた場合の対応が以下
のとおりとなります。また、外国人保有制限銘柄の外国人等である
場合の外国人直接保有株式数の報告についても、同様の取扱い
となります。 
① 当該信託口において担保専用口へ振替を行わない場合（「し

ない」を選択）、機構が当該信託口の記録に基づいて個別株主
報告等の自動作成を行います（この場合、届出の内容に反して
当該信託口から担保専用口へ振り替えられている数量がある
場合に、当該数量は個別株主報告等の対象となりません。）。 

② 当該信託口において担保専用口へ振替を行う場合（「する」を
選択）、機構からの報告依頼等により、機構加入者が当該信託
口から担保専用口へ振り替えられている数量に係る個別株主
報告等を作成し、機構へ報告していただくことになります。 
 

○ 「信託財産名義の取扱い」のご記入にあたっては、以下の点に
留意してください。 
① 機構加入者は、機構に対し、信託口に記録された株式等の全

部又は一部につき、機構加入者口座の名義以外の名称（信託
財産名義）を総株主通知、個別株主通知又は発行者による情
報提供請求に際して発行者に通知する取扱いの申出（「信託財
産名義の取扱いの個別の申出」）をすることができます。 

② 信託財産名義の取扱いの「信託財産名義の取扱いの個別の
申出」に代えて、信託口に記録された株式等について、当該機
構加入者が信託財産名義管理簿を備えて信託財産名義ごとの
数及びその増減等を管理し、当該信託口に記録された株式等
についての総株主通知、個別株主通知及び情報提供請求に係
る必要な情報を機構に対して報告するための事務を行うことの
申出（「信託財産名義の取扱いの包括的な申出」）を申請するこ
とができます。 

③ また、信託口に記録された株式等の全部について、同一かつ
固定の信託財産名義を総株主通知、個別株主通知又は発行者
による情報提供請求に際して発行者に通知する取扱いの申出
（「1 つの信託財産名義の申出」）をすることができます。なお、こ
の場合、信託口に係る加入者口座番号については、機構にて
発番を行います。 

④ 信託財産名義の取扱いの申出（上記①～③）を行う場合に
は、「する」を選択してください。また、信託財産名義の取扱いの
申出をしない場合には「しない」を選択してください。 

⑤ 当該申出を「する」と選択した場合、「個別」、「包括」又は「1 つ
の名義」のいずれかを選択する必要があります。 

「信託財産名義の取扱いの個別の申出」をする場合には「個
別」を、「信託財産名義の取扱いの包括的な申出」をする場合に
は「包括」を、「1 つの信託財産名義の申出」をする場合には「1
つの名義」を選択してください。 

⑥ 「個別」、「包括」又は「1 つの名義」の選択内容に応じて、信託
財産名義に係る加入者情報を登録する必要がありますので、事
前にご相談ください。    

 

 5. 「 質 権 信
託口」の詳
細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座コード」
は、原則、「99」をご記入ください。 
 また、複数口座の開設を希望される場合には当機構にご相談い
ただいた上で、昇順及び連番でご記入ください。なお、例えば「99
口座」を開設する場合には、1 つ目の箱に「9」、2 つ目の箱に「9」と
いった記載となります（1 つの箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 

『「顧客口」の
属性区分毎の

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
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詳細情報』（Ｓ
Ｔ20-01-02） 

い。 
 

 1.「顧客口」
（外国人株
式記録口を
除く。）の詳
細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座コード」
は、原則、「60」～「89」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入ください。なお、
例えば「60口座」を開設する場合には、1つ目の箱に「6」、2つ目の
箱に「0」といった記載となります（1 つの箱に 1 つの数字を記載しま
す。）。 

 
○ 「株式数比例配分方式」とは、加入者が、その直近上位機関に

対し、配当に係る基準日において当該直近上位機関が当該加入
者のために開設する口座に記録された数に応じて、当該加入者の
保有するすべての銘柄の配当金の受領を委任する方式をいいま
す。 

 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、「あり」又

は「なし」を選択してください。「あり」を選択した場合、「3. 株式数
比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の
届出」に必要事項をご記入ください。また、「なし」と選択した場合、
その理由もご記入ください。 

 

 2. 「 外 国 人
株 式 記 録
口」の詳細
情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座コード」
は、原則、「60」～「89」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入ください。なお、
例えば「80口座」を開設する場合には、1つ目の箱に「8」、2つ目の
箱に「0」といった記載となります（1 つの箱に 1 つの数字を記載しま
す。）。 

 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、「あり」又

は「なし」を選択してください。「あり」を選択した場合、「3. 株式数
比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の
届出」に必要事項をご記入ください。また、「なし」と選択した場合、
その理由もご記入ください。 

 

 3.株式数比
例配分方式
を 取 り 扱 う
場合の口座
管理機関配
当金受領口
座の届出 

○ 顧客口及び外国人株式記録口を複数開設する場合において、
「配当金の受領口座」を複数の区分口座について同一とする場合
には、「全て同一口座とする」を選択して、その下の金融機関の名
称等①～⑦の記載欄に必要事項をご記入ください。 

 
○ 複数の区分口座について異なる「配当金の受領口座」を設定す

る場合には、「区分口座コード」の欄に該当する顧客口等の区分
口座コード（60 等）をご記入のうえ、①～⑦の記載欄に必要事項を
ご記入ください。 

 
○ 区分口座ごとに「配当金の受領口座」を設定する場合は、「全て

同一口座とする」にチェックを入れずに、「区分口座コード」欄に該
当する顧客口等の区分口座コード（60 等）をご記入のうえ、①～⑦
の記載欄に必要事項をご記入いただき、２つ目以降の口座の記
入に際しては、当書類を必要な枚数ご作成ください。なお、２枚目
以降の提出につきましては、書面右上の会社名等の記入及び実
印の押印は１枚目と同様に必要となりますが、「１．顧客口（外国
人株式記録口を除く。）の詳細情報」及び「２．「外国人株式記録
口」の詳細情報」の記入は不要です。 

 
○ ⑤については、金融機関預金口座の名義の表記に基づいて、30

文字以内で記載してください。なお、濁点及び、半濁点は 1 文字と
して扱いください。 

 

「約諾書」（ＳＴ
99-53） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
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い。 
 

「 株 式 等 振 替
制度参加に係
る届出書」（ＳＴ
99-50） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 

 1.参加形態 ○ 「機構加入者」に「○」をご記入ください。 
 

 2.登記上の
商号・名称 
3.登記上の
本 店 ・ 主 た
る事務所の
所在地 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所在地等を
正確にご記入ください。 

 
○ 「郵便番号」について、当該所在地において事業所の個別郵便

番号の届出をされている場合には、当該個別郵便番号をご記入く
ださい。 

 

「 参 加 形 態 別
事 項 の 届 出
書 」 （ Ｓ Ｔ
99-51） 

－ ○ 「１．機構加入者」の項目についてのみご記入ください。 
 

 １ ． （ １ ） 登
録配当金受
領口座方式
の指定 

○ 「登録配当金受領口座方式」とは、加入者が保有する全ての銘
柄の配当金を当該加入者が指定する一つの預金口座で受け取る
方式のことをいいます。 

 
○ 「登録配当金受領口座方式」を指定する場合には、「指定する」

を選択の上、①～⑦の記載欄に必要事項を記入してください。 
また、「指定しない」を選択した場合には、①～⑦のご記入の必

要はありません。 
 
○ ⑤については、金融機関預金口座の名義の表記に基づいて、30

文字以内で記載してください。なお、濁点及び、半濁点は 1 文字と
して扱いください。 

 

 １ ． （ ２ ） 元
利金受領時
の資金決済
会社の名称
等 

○ 新株予約権付社債のお取り扱いがない場合でも必ずご記入くだ
さい。 

 

 １ ． （ ３ ） 外
国人保有制
限銘柄の外
国人等であ
る旨の申請 

○ 外国人保有制限銘柄の外国人等（外国人制限銘柄に係る直接
外国人）に該当する場合には、その根拠法令について「○」をご記
入ください。 

 
（参考）外国人保有制限を規定している放送法、航空法及び日本電

信電話株式会社等に関する法律（以下「ＮＴＴ法」という。）における
外国人等である者 
 
（1） 放送法第 116 条 1 項に規定する外国人等 

① 日本の国籍を有しない人 
② 外国政府又はその代表者 
③ 外国の法人又は団体 
④ 前①～③に掲げる者により直接に占められる議決権の割合

が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 
 

（2） 航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等（航空法第
4 条第 1 項第 1 号から第 3 号に掲げる者） 
① 日本の国籍を有しない人 
② 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 
③ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 

 
（3） ＮＴＴ法第 6 条第 1 項各号に掲げる者 

① 日本の国籍を有しない人 
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② 外国政府又はその代表者 
③ 外国の法人又は団体 
④ 前①～③に掲げる者により直接に占められる議決権の割

合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 
 

 １ ． （ ４ ） 共
通番号 

○共通番号（法人番号）の指定を受けている場合には、当該番号を
ご記入ください。 

 

「 業 務 責 任 者
及び業務担当
者 等 届 出 書 」
（ＳＴ99-52） 

1.参加形態
ごとの業務
責任者及び
業務担当者 

○ 「業務担当者」において、「担保に係る業務」「新株予約権付社債
等に係る業務」について、別途、専門の担当者を設置することも可
能です。 

 
○ なお、振替制度の実務を円滑に運営するため、これらの「業務担

当者」の所属部署や連絡先（住所及び電話番号）の情報を Target
保振サイトに掲載して、周知を図ることになりますので、あらかじめ
ご了承ください。 

 

「加入者情報
関係事務の連
絡先担当者届
出書」
（ST20-04-01） 

－ ○ 会社名は登記上の商号又は名称をご記入ください。代表者の役
職名及び氏名は印鑑証明書と同じ内容をご記入ください。 

「 間 接 外 国 人
に係る届出書」
（ST20-05） 

－ ○ 間接外国人とは 
間接保有関係により外国人保有制限銘柄の外国人等として取り
扱われる内国法人をいいます。 

 

「手数料請求
先等に関する
届出書」
（KY02） 

－ ○  既に短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制
度、株式等振替制度のいずれかに制度参加されている場合、又
は決済照合システムの利用者である場合には、提出が不要となり
ます。 

 
○  「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも

のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 

 
○  「１．手数料請求先」の「(1)手数料請求先（(2)及び(3)を除く）」の

項目についてのみご記入ください。 
 

「Target システ
ム利用申込
書」（KY04） 

－ ○  「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 

 

実質的支配者
に係る届出書 
（HS01） 

 ○  「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 

 

特定取引を行
う者の届出書 
（CR01） 

－ ○  「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 

特定個人情報

の安全を確保

するための措

置に関する確

認書 

（ST80-61） 

－ ○  「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 
 

○  「責任者」は役職名のみご記入ください。 
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特定個人情報

の取扱いに係

る確認書 

（ST80-62） 

－ ○  「会社名・代表者役職名・氏名」は、印鑑証明書と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「印」は、会社の実印を捺印してくださ
い。 
 

 
 

以 上 
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（別添） 

 

区分口座における利用目的の記載例 

 

 

口座種別 属性区分 利用目的（例） 

自己口 

保有口 

・ 決済分 

・ 自己保有分 

・ 決済分又は自己保有分 

・ 担保分 

担保専用口 ・ 担保分 

信託口 ・ 信託財産分 

質権口 ・ 担保分（質権） 

質権信託口 ・ 担保分（質権信託） 

顧客口 

顧客口 

・ 顧客預り分 

・ 顧客預り分（常任代理人分） 

 

外国人株式記録口 

・ 顧客（外国人等）預り分 

・ 顧客（外国人等）預り分（常任代理

人分） 

 

以 上 
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