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１ 承認手続きの概要 

外国間接口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律（以下「法」という。）第４４条第１項第

１３号に規定される口座管理機関をいいます。以下同じ。）の承認手続きの概要は次の通りです。 

① 外国間接口座管理機関承認申請者から機構への間接口座管理機関としての承認申請

の事前連絡（※１）

② 外国間接口座管理機関承認申請者から機構への承認申請書類一式（ドラフト）の提出

③ 外国間接口座管理機関承認申請者から機構への承認申請書類一式（正式版）の提出

④ 機構から外国間接口座管理機関承認申請者及びその上位機関に対する通知

⑤ 他の機構加入者及び間接口座管理機関に対する承認の機構報等への掲載

⑥ 機構による外国間接口座管理機関としての承認（※２）

（※１）外国間接口座管理機関としての承認申請手続きにあたっては、日本国内に住所を有

する方を連絡先（「制度参加に係る共通事項届出書」に記載）として選任してください。

また、同様に日本国内に住所を有する方を代表者代理人・業務取扱責任者・業務担当

者として選任する必要もあります。承認申請手続に関する当機構と外国間接口座管理

機関（承認申請者）との間の連絡は、当該連絡先との間で行います。 

（※２）承認申請者が、法第４４条第１項第１３号の指定を受けていない場合には、承認時ま

でに当該指定を受ける必要があります。 

2. 届出書類について

（1） 届出書類一覧

外国間接口座管理機関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 間接口座管理機関承認申請書 FIAMI_A-1 M 

2 制度参加に係る共通事項届出書 FIAMI_A-2 M 

3 約諾書 FIAMI_A-3 M 

4 外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料 FIAMI_A-4 BC F 

5 申請者の事務処理に関する事項の説明書 FIAMI_A-5 BC F/S 

6 間接口座管理機関についての届出書（上位口座管理機関用） FIAMI_A-6 M U 

7 株式等振替制度に関する届出書 FIAMI_B BC U/S/R 

8 業務責任者及び業務担当者等届出書 FIAMI_C M U/R 

9 加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書（外国間接口座

管理機関上位機関用） 

FIAMI_P BC U/P 

No. 添付書類 要否 留意点 

10 法第 44 条 1 項 13 号に掲げる者であることを証する書類 BC E 

11 本国の本店等に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面 BC D 

12 代表者の資格及び署名を証する公正証明書又はこれに準ずる書面 BC D 
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（2） ご提出期限

随時受け付けておりますが、原本の受領後、参加の承認まで３～４週間ほどお時間をいた

だいております。具体的な承認日については都度ご相談ください。また、原本の提出前にド

ラフト版の提出をお願いします。

（3） 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 

（4） お問い合わせ先

担当部署 ： 振替業務部

電話番号 ： 03-3661-7193 / 03-3661-0190

＜要否＞ 
M：必須書類。 
BC：申請者によって要否が異なる書類（要否は留意点を御確認ください）。 

＜留意点＞ 
F：既に株式等振替制度、一般債振替制度又は短期社債振替制度に、外国間接口座管理機関 

として制度参加するために同資料を提出している場合には、提出不要。複数の直近上位機
関から口座の開設を受ける場合にも、重複しての提出は不要。 

S：株式等振替制度に参加する場合に提出が必要（他の条件に該当し提出が不要となった場合
には、提出は不要。）。 

Ｕ：上位機関である口座管理機関より、Target にてご提出ください。 
R：代表者名義で提出する場合、郵送で提出してください。 
P：今回承認申請をする外国間接口座管理機関の上位機関となる直接口座管理機関が、過去

に本届出書を提出したことがある場合には、提出は不要。 
E：既に法第４４条第１項第１３号の指定を受けているものである場合には、指定書（又は官報）

の写し、それ以外の場合には、「外国の法令に規定」に該当する具体的な法令名及び条文
番号を記載した機構所定の書面（該当条文については、所管の監督当局等が作成した英
語訳を添付してください。当該英語訳の入手が困難な場合には、申請者等において当該箇
所の英語訳又は日本語訳を作成してください。） 

Ｄ：後述の「４．届出書類における留意点等について」をご参照ください。 

注１：Target システム利用申込書のご提出は不要です。 
注２：上記の承認申請書類の他に、必要に応じて別途の書面（例えば、「株式数比例配分方式

を取り扱う場合において、配当金の受領を他のものに再委託する場合には、その委任
の事実を証する書面」等）をご提出いただくことがあります。 
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3.　届出書類毎の記入方法及び記入例について

　以下の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、
「4.届出書類における留意点等について」を併せてご確認ください。

（1）-1間接口座管理機関承認申請書

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。

代表者（申請書の署名

者）の役職名、氏名及

び代表者のサインをご

記入ください。

代表者（申請書の署名
者）が２名の場合はご
記入ください（1名の場
合は記入不要）。

承認申請する振替制度

に「○」をご記入ください。

（複数選択可）
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（1）-2間接口座管理機関承認申請書

直近上位機関の商号・

名称をご記入ください。

直近上位機関の他に上
位機関がある場合には、
階層構造の下位機関
（直近上位機関に近い
方）から順にご記入くだ
さい。

手数料請求先に関する

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。

直近上位機関から顧客

口の開設を受ける日を

ご記入ください。

直近上位機関の機構

加入者口座コード等を

ご記入ください。
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（2）-1制度参加に係る共通事項届出書

機構への提出日（郵送

の場合は発送日）をご

記入ください。

登記上の商号又は名

称をご記入ください。

代表者（申請書の署名
者）の役職名、氏名及
び代表者（申請書の署
名者）のサインをご記入
ください。

代表者（申請書の署名

者）が２名の場合はご

記入ください。（1名の場
合は記入不要）

本欄は記入不要です

本手続きに関する連絡
先をご記入ください（連
絡可能な国内の連絡先
をご記入ください）。

新規を選択してください。

本欄は記入不要です
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（2）-2制度参加に係る共通事項届出書

本欄は記入不要です

本欄は記入不要です

本欄は記入不要です

本欄は記入不要です

全ての項目をご記入く

ださい。

代表者（申請書の署名

者）が２名の場合はご

記入ください（１名の場

合は記入不要）。

○代表者代理人とは、代表者に代わって機構との間の手続きを行う代理人です。

※外国間接口座管理機関の承認申請者は、必ずその上位機関（上位口座管理機関が外国間接口座管理機関の場合、そ

の者の代表者代理人である国内の口座管理機関）を代表者代理人として選任するものとする。

○代表者代理人は、機構との連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職の方、もしくはその上席の方とします。

○商号、本店所在地（又は在日支店所在地）又は代表者は、株式等振替制度、一般債振替制度又は短期社債振替制度

のいずれかの振替制度に、何らかの参加形態で参加済みの場合であって、届出事項に変更がなければ記載は不要。
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（3）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（申請書の署名

者）の役職名、氏名及

び代表者のサインをご

記入ください。

代表者（申請書の署名

者）が２名の場合はご

記入ください（1名の場
合は記入不要）。

承認申請する振替制度

に「○」をご記入ください

（複数選択可）。
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（4）-1外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料

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（申請書の署名

者）の役職名、氏名及

び代表者のサインをご

記入ください。

代表者（申請書の署名

者）が２名の場合はご

記入ください（1名の場
合は記入不要）。

該当するものに「○」を

してください。

8



（4）-2外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料

該当するものに「○」を

してください。
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（4）-3外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料

該当する期をご記入く

ださい。

初回の決算を行ってい

ない場合のみ、３年間

分の見込み計数をご記

入ください。

該当するものに「○」を

してください。
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（4）-4外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料

該当する期をご記入く

ださい。

初回の決算を行ってい

ない場合のみ、３年間

分の見込み計数をご記

入ください。

該当するものに「○」を

してください。
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（4）-5外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料
申請者の母国における

「免許又は登録その他

これに類する処分（社

債、株式等の振替に関

する法律第44条第1項
第13号に規定するも
の）に関して適用される

財務の健全性基準が確

認できる法令名及び条

文番号をご記入くださ

い。」

※該当条文を添付して

ください（日本語訳又は

英語訳）。

上記（a）の法令・規制で
対象となる財務項目を

ご記入ください。

上記（a）の法令・規制で
対象となる（ｂ）で掲げた

財務項目の具体的な基

準値をご記入ください。

該当するものに「○」を

してください。

直前の決算期末におけ

る対象となる財務項目

及び計数をご記入くださ

い。

初回の決算を行ってい

ない場合のみ、３年間

分の見込み計数をご記

入ください。
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（5）-1申請者の事務処理に関する説明書

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（申請書の署名

者）の役職名、氏名及

び代表者のサインをご

記入ください。

代表者（申請書の署名

者）が２名の場合はご

記入ください（1名の場
合は記入不要）。
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（5）-2申請者の事務処理に関する説明書

該当するものに「○」を

してください。
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（6）-1間接口座管理機関についての届出書（上位口座管理機関用）

機構への提出日をご記

入ください。

上位口座管理機関の商

号・名称をご記入くださ

い。

※上位口座管理機関ご

とにご提出ください。

※Targetでご提出をお
願いします。

上位口座管理機関が代

表者（申請書の署名者）

の代理人を選任してい

る場合は、代表者（申請

書の署名者）の代理人

の商号・名称をご記入く

ださい。

本手続きに関する連絡

先をご記入ください（連

絡可能な国内の連絡先

をご記入ください）。

承認申請する振替制度

に「○」をご記入ください。

（複数選択可）
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（6）-1間接口座管理機関についての届出書（上位口座管理機関用）

承認申請者の登記上の

商号・名称をご記入くだ

さい。

直近上位機関の他に上

位機関がある場合には

階層構造の下位機関

（直近上位機関に近い

方）から順にご記入くだ

さい。
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（7）-1株式等振替制度に関する届出書

機構への提出日（郵送

の場合は発送日）をご

記入ください。

○代表者（申請書の署

名者）の代理人名義で

提出する場合は、承認

申請者の登記上の商

号・名称、代表者（申請

書の署名者）の代理人

の商号・名称、役職・氏

名をご記入ください。

※Target保振サイトでの
ご提出をお願いします。

○承認申請者名義で提

出する場合は、承認申

請者の登記上の商号・

名称、代表者（申請書

の署名者）の役職名・氏

名及び代表者（申請書

の署名者）のサインをご

記入ください。

※郵送でご提出お願い

します。

本欄は記入不要です

新規を選択してください。

顧客口所在コードをご

記入いただき、「あり」

「なし」のいずれかを選

択してください。

※「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。

①～⑧の記入欄に必要

事項をご記入ください。

⑧にて「再委託名義」を

選択された場合には、

⑨～⑪もご記入ください。
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（7）-2株式等振替制度に関する届出書

本欄は記入不要です

全ての項目をご記入く

ださい。

○株式等振替制度にて、

既に情報提供料率をお

届出いただいていてい

る場合には、当該料率

が適用されますので、

本欄は記入不要です。

なお、料率に変更が生

じた場合は、ご記入くだ

さい。

○ご記入をいただく際

には、枠内の指示に

従ってください。

左欄の内、該当する箇

所に「○」をご記入くださ

い。

情報提供料を請求する

場合には、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

ついてもご記入お願い

します。

※上位機関である直接

口座管理機関に確認の

上記入してください。
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（8）業務責任者及び業務担当者等届出書

本欄は記入不要です

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（サイ

ンは不要です。）。

本欄は記入不要です

代表者（申請書の署名

者）の代理人の商号又

は名称をご記入ください。

本手続きに関する連絡

先をご記入ください（連

絡可能な国内の連絡先

をご記入ください。

新規を選択してください。

全ての項目をご記入く

ださい。

株式等振替制度におい

て、業務担当者とは別

に担保の差入れ、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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（9）加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書（外国間接口座管理機関上位機関用）

本欄は記入不要です

機構への提出日をご記

入ください。

この届出書を提出する

直接口座管理機関の登

記上の商号又は名称を

ご記入ください。

本欄は記入不要です

この届出書を提出する

直接口座管理機関の代

表者又は担当部署の責

任者の役職名及び氏名

をご記入ください。

新規を選択してください。

全ての項目をご記入く

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。

本届出書は、今回承認申請を行う外国間接口座管理機関の上位機関である直接口座管理機関が、過去に本届出書を

提出していない場合にのみご提出ください。

また、必要な場合には当社よりご提出をお願いしますので、特段の指示がない場合には、本届出書のご提出は不要で

す。
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４．届出書類における留意点等について 
 

書類 項番 留意点等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（1）「間接口座管理
機関承認申請書」
（FIAMI_Ａ-1） 
 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「本国の本店等に
係る登記事項証明又はこれに順ずる書面」、「代表者
の資格及び署名を証する公正証明書又はこれに順ず
る書面」等（以下、「証明書類」という。）と同じ内容のも
のをご記入ください。また、「Signature」は、代表者本人
が記入してください。 

 

2.上位機関名 ※ 「直近上位機関」とは、申請者の口座が開設される口
座管理機関のことをいいます。また、「上位機関」とは、
①直近上位機関、②直近上位機関の直近上位機関、
③前①又は前②の上位機関に該当するものの直近上
位機関のいずれかに該当するものをいいます。 

 
○ 「直近上位機関」の記載が必須となります。また、「上

位機関」の記載については、「直近上位機関」が機構
加入者（直接口座管理機関）でない場合に必要となり
ます。（直近上位機関に近い方から順にご記入くださ
い） 

 
○ 上位口座管理機関は、「間接口座管理機関について

の届出書（上位口座管理機関用）」（FIAMI_Ａ-6）に必
要事項を記載し提出してください。 

 

3.直近上位機
関から顧客口
の開設を受け
る日 

○ 「直近上位機関」から顧客口の開設を受ける日をご記
入ください。 

4.間接口座管
理機関定額負
担金請求先 

○ 手数料請求書送付先については国内の請求先を記載
ください。なお、部署名は全角 20 文字までとなります。 

5.「直近上位機
関 」 の 機 構 加
入者コード等 
※株式等振替
制度のみ 

○ 「直近上位機関」の機構加入者コード（口座管理機関
コード（5 桁）及び顧客口に係る区分口座コード（2 桁））
をご記入ください。なお、直近上位機関が間接口座管
理機関である場合、口座管理機関コード（5 桁）及び顧
客口所在コード（2 桁）をご記入ください。 

 

 
 
 
 
（2）「制度参加に係
る共通事項届出書」
（FIAMI_Ａ-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、証明書類と同じ内
容のものをご記入ください。また、「Signature」は、代表
者本人が記入してください。 

 

1.新規又は変
更の別 

○ （1）「新規又は変更の別」において、「新規」を選択して
ください（記入不要欄がグレーに着色されます。）。 

 
○ （2）「変更対象」は、記入不要です。 
 

2.登記上の商
号・名称 
 
3.登記上の本
店所在地及び
在日支店所在
地 

○ 「登記上の商号・名称」及び「登記上の本店所在地」に
は、証明書類に記載されている商号・名称、本店所在
地を正確にご記入ください。 

 
○ 「官報に掲載された際のカナ名称」には、官報に掲載

されたものと同じ内容を正確にご記入ください。 
 
○ 本店所在地が官報の内容と異なるときは、理由を確認

させていただきます。 
※ 本店所在地の変更があった場合は、金融庁に届出が

必要です。 
※ 過去に金融庁に届け出た所在地が本社等で、届出済

の場合は、当該届出書の写しを提出してください。 
 

21



書類 項番 留意点等 

4. 代表者（申
請 書 の 署 名
者）の役職名・
氏名

○ 証明書類と同じ内容のものをご記入ください。

○ 「代表者」は署名権限を有している申請書の署名者と
します。

5.代表者代理
人の選任

○ 「代表者代理人」とは、代表者に代わって機構との間
の手続きを行う代理人です。

※ 外国間接口座管理機関の承認申請者は、必ずその上
位機関（上位口座管理機関が外国間接口座管理機関
の場合、その者の代表者代理人である国内の口座管
理機関）を代表者代理人として選任するものとする。

○ 「代表者代理人」は、機構との連絡窓口となる部署等
の部長又はそれに準ずる役職の方又はその上席の方
とします。「代表者代理人」は、「業務責任者」と同一の
方を選任することも可能です。

（3）「約諾書」
（FIAMI_A-3）

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、証明書類と同じ内
容のものをご記入ください。また、「Signature」は、代表
者本人が記入してください。

（4）「外国間接口座
管理機関の承認に
おける財務審査資
料」
（FIAMI_A-4）

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、証明書類と同じ内
容のものをご記入ください。また、「Signature」は、代表
者本人が記入してください。

（5）「申請者の事務
処理に関する説明
書」
（FIAMI_A-5）

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、証明書類と同じ内
容のものをご記入ください。また、「Signature」は、代表
者本人が記入してください。

（6）「間接口座管理
機関についての届
出書（上位口座管
理機関用）」
（FIAMI_A-6）

2.間接口座管
理機関承認申
請者

○ 証明書類に記載されている承認申請者の商号・名称
を正確にご記入ください。

3.間接口座管
理機関承認申
請者の上位機
関名

○ 「直近上位機関」の記載が必須となります。また、「上
位機関」についての届出については、「直近上位機関」
が機構加入者（直接口座管理機関）でない場合に必要
となります。（直近上位機関に近い方から順にご記入く
ださい）

（7）「株式等振替制
度に関する届出書」
（FIAMI_B）

－ ○ 「会社名」欄は承認申請者の登記上の商号又は名称
をご記入ください。「代表者又は代表者代理人の役職・
氏名」欄は証明書類と同じ内容、若しくは「制度参加に
係る共通事項届出書」項番４、５と同じ内容をご記入く
ださい。

※ 承認申請者名義で提出する場合は、代表者のサイン
をご記入ください。

（8）「業務責任者及
び業務担当者等届
出書」
（FIAMI_C）

－ ○ サインは不要です。

2.業務責任者
及び業務担当
者の連絡先

○ 株式等振替制度においては、「担保に係る業務」につ
いて、別途、専門の担当者を設置することも可能です。
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書類 項番 留意点等 

（9）「加入者情報関
係事務の連絡先担
当者届出書（外国
間接口座管理機関
上 位 機 関 用 ） 」
（FIAMI_P）

－ ○ 今回承認申請をする外国間接口座管理機関の上位機
関となる直接口座管理機関が、過去に本届出書を提
出したことがある場合には、提出は不要です。

○ 外国間接口座管理機関の上位機関である直接口座
管理機関が、株式等振替制度の階層構造における傘
下の外国間接口座管理機関に係る加入者情報関係事
務の連絡先担当者を追加又は変更する場合には、当
該直接口座管理機関から、加入者情報関係事務の連
絡先担当者の変更のお届出をください。

（10）本国の本店等
に係る登記事項証
明書又はこれに準
ずる書面

－ ○ ３ヶ月以内に発行されたものをご提出してください。な
お、日本語訳文書も添付してください。

○ 発行日から３ヶ月を経過した場合は、記載内容に変更
がない旨の証明（①記載内容に変更がない旨、②取
締役若しくは会社秘書役（カンパニーセクレタリー）又
はこれらに準ずるものの署名、③日付などを記載した
証明）を付すことで、提出可能な添付書類として取り扱
うことも可能と考えられます。

○ 法４４条第１項１３号の指定を受けるための手続にお
いて当局に提出した原本と相違ない真正な写しである
旨の証明（取締役若しくは会社秘書役（カンパニーセ
クレタリー）又はこれらに準ずるものの証明）を付すこ
とで、提出可能な添付書類として取り扱うことも可能と
考えられます。

○ 登記事項証明書の原本が電磁的記録である場合、印
刷した書類に、原本の内容に相違ない旨の証明（公
証人による証明又はこれに準ずるもの）を付すことで、
提出可能な添付書類として取り扱うことも可能と考え
られます。

（11）代表者の資格
及び署名を証する
公正証明書又はこ
れに準ずる書面

－ ○ ３ヶ月以内に発行されたものをご提出してください。な
お、日本語訳文書も添付してください。

○ 発行日から３ヶ月を経過した場合は、記載内容に変更
がない旨の証明（①記載内容に変更がない旨、②取
締役若しくは会社秘書役（カンパニーセクレタリー）又
はこれらに準ずるものの署名、③日付などを記載した
証明）を付すことで、提出可能な添付書類として取り扱
うことも可能と考えられます。

○ 具体的な書類としては、署名権限を記載したサインリ
ストに、①原本と相違ない真正な写しである旨、②取
締役若しくは会社秘書役（カンパニーセクレタリー）又
はこれらに準ずるものの署名、③日付などを記載した
証明、を付すことで、提出可能な添付書類として取り
扱うことも可能と考えられます。

以 上 
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