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1. 届出書類について

（1） 届出書類一覧

株式等振替制度へ資金決済会社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 資金決済会社登録申請書 ＳＴ50-01 ● 

2 株式等振替制度参加に係る届出書 ST99-50 ● 

3 参加形態別事項の届出書 ST20-04 ● 

4 業務責任者及び業務担当者等届出書 ST99-52 ● 

5 手数料請求先等に関する届出書 ＫＹ02 ○ ▲ 

6 Target システム利用申込書 ＫＹ04 ○ ◇ 

No. 添付書類 要否 留意点 

7 登記事項証明書 ● ■ 

8 代表者の印鑑証明書 ● ■ 

（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

登録予定日の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 ： 03-3661-0177

＜要否＞ 
●：必須書類
○：必要に応じてご提出いただく書類

(要否については、「２．届出書類毎の記入方法及び記入例について」をご参照ください。）

＜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。
◇：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。
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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、
　　P10「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) 資金決済会社登録申請書
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、資金決済会社
コードもご記入ください。

実印

該当する項目全てについて
選択してください。
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（２） 株式等振替制度参加に係る届出書
機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い。

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

「資金決済会社」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

記入不要です。
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（３）－１参加形態別事項の届出書
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

記入不要です。
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（３）－２ 参加形態別事項の届出書

資金決済会社コードをご記
入ください。なお、払込取扱
銀行を兼ねる場合は、払込
取扱銀行として利用につい
て「あり」を選択してください。

記入不要です。
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（４）－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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（４）－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

「資金決済会社」として参
加される方については記
載は不要です。
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（５）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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（６）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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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 

「資金決済会社
登録申請書」（Ｓ
Ｔ50-01） 

－ ○ 「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。

「株式等振替制
度参加に係る届
出 書 」 （ Ｓ Ｔ
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
捺印してください。

1.参加形態 ○ 「資金決済会社」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
20-04）

－ ○ 「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。

－ ○ 資金決済会社コードをご記入ください。なお、払込取扱
銀行を兼ねる場合は、「払込取扱銀行として利用」につい
て「あり」を選択してください。

「業務責任者及
び業務担当者等
届 出 書 」 （ Ｓ Ｔ
99-52）

1.参加形態ごと
の業務責任者及
び業務担当者 

○ 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。

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。

以 上 
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