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届出書面一覧 

 

種類 書面名称 様式番号 

株式等振替制度参加手続き書面 

（株式用） 

取扱開始事前連絡票 ST01-10 

同意書（取締役会決議用） ST01-01-01 

同意書（執行役決定用） ST01-01-02 

同意しようとする株式の内容に係る届出書 ST01-02 

種類株式の内容について ST01-02-01 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST01-03 

新規記録情報に係る届出書 ST01-04 

総株主通知請求に係る届出書（四半期会計期間の末日用） ST01-05 

外国人等の名義書換制限に係る届出書 ST01-06 

手数料請求先等に関する届出書 ST99-01 

Target システム利用申込書（東証上場用） KY05 

Target システム利用申込書（東証以外上場用） KY06 

情報取扱責任者選任届出書 ST99-08 

情報取扱責任者選任届出書（委託先） ST99-08-01 

取扱開始日における株主等の数に係る届出書 ST99-28 

株式等振替制度参加手続き書面 

（新株予約権用） 

同意書 ST02-01 

非上場新株予約権取扱申請書 ST02-02 

非上場新株予約権の割当予定先に係る宣誓書 ST02-03 

株式等振替制度参加手続き書面 

（新株予約権付社債用） 

同意書(振替ＣＢ用） ST03-01 

同意書(特例ＣＢ用） ST03-02 

発行代理人及び支払代理人の選任に係る届出書 ST03-03 

非上場新株予約権付社債取扱申請書 ST03-04 

非上場新株予約権付社債の割当予定先に係る宣誓書 ST03-05 

株式等振替制度参加手続き書面 

（新株予約権付社債用（変更）） 
発行代理人及び支払代理人選任届出書（変更用） H03-03 

株式等振替制度参加手続き書面 

（投資口用） 

取扱開始事前連絡票 ST04-10 

同意書 ST04-01 

同意しようとする投資口の内容 ST04-02 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST04-03 

新規記録情報に係る届出書 ST04-04 
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種類 書面名称 様式番号 

手数料請求先等に関する届出書 ST99-01 

Target システム利用申込書（東証上場用） KY05 

Target システム利用申込書（東証以外上場用） KY06 

情報取扱責任者選任届出書 ST99-08 

情報取扱責任者選任届出書（委託先） ST99-08-01 

取扱開始日における株主等の数に係る届出書 ST99-28 

株式等振替制度参加手続き書面 

（優先出資用） 

取扱開始事前連絡票 ST05-10 

同意書 ST05-01 

同意しようとする優先出資の内容 ST05-02 

優先出資の内容 ST05-02-01 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST05-03 

新規記録情報に係る届出書 ST05-04 

総優先出資者通知請求に係る届出書（四半期会計期間の末日用） ST05-05 

手数料請求先等に関する届出書 ST99-01 

Target システム利用申込書（東証上場用） KY05 

Target システム利用申込書（東証以外上場用） KY06 

情報取扱責任者選任届出書 ST99-08 

情報取扱責任者選任届出書（委託先） ST99-08-01 

取扱開始日における株主等の数に係る届出書 ST99-28 

株式等振替制度参加手続き書面 

（投資信託受益権用） 

同意書 ST06-01 

銘柄情報通知フォーマット ST06-02 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST06-03 

手数料請求先等に関する届出書 KY02 

Target システム利用申込書（東証上場用） KY05 

Target システム利用申込書（東証以外上場用） KY06 

情報取扱責任者選任届出書 ST99-08 

情報取扱責任者選任届出書（委託先） ST99-08-01 

 

株式等振替制度参加手続き書面 

（受益証券発行信託の受益権用） 

同意書 ST07-01 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST07-02 

銘柄情報通知フォーマット ST07-03 

手数料請求先等に関する届出書 KY02 

Target システム利用申込書（東証上場用） KY05 
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種類 書面名称 様式番号 

Target システム利用申込書（東証以外上場用） KY06 

情報取扱責任者選任届書 ST99-08 

情報取扱責任者選任届出書（委託先） ST99-08-01 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 ST80-60 

株式等振替制度参加手続き書面 

（新投資口予約権用） 
同意書 ST08-01 

株式等振替制度参加手続き書面 

（機構加入者用） 

口座開設申請書 ST20-01 

「自己口」の属性区分毎の詳細情報 ST20-01-01 

「顧客口」の属性区分毎の詳細情報 ST20-01-02 

約諾書 ST99-53 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST99-50 

参加形態別事項の届出書 ST99-51 

業務責任者及び業務担当者等届出書 ST99-52 

加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書 ST20-04-01 

間接外国人に係る届出書 ST20-05 

手数料請求先等に関する届出書 KY02 

Target システム利用申込書 KY04 

米国外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓書兼報告同意書 FA01 

実質的支配者に係る届出書 HS01 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 ST80-61 

特定個人情報の取扱いに係る確認書 ST80-62 

特定取引を行う者の届出書 CR01 

株式等振替制度参加手続き書面 

（機構加入者用（変更）） 

区分口座の追加開設・一部廃止申請書 H20-01 

「自己口」の属性区分毎の詳細情報（変更用） H20-01-01 

「顧客口」の属性区分毎の詳細情報（変更用） H20-01-02 

参加形態別事項の届出書（変更用） H99-51 

共通事項に係る変更届出書 KY01 

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用） KY07 

米国外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓書兼報告同意書 FA01 

実質的支配者に係る届出書（変更用） HS02 

特定取引を行う者の異動届出書 CR02 

株式等振替制度参加手続き書面 間接口座管理機関承認申請書 ST30-01 



 4

種類 書面名称 様式番号 

（間接口座管理機関用） 約諾書 ST99-53 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST99-50 

参加形態別事項の届出書 ST99-51 

業務責任者及び業務担当者等届出書 ST99-52 

加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書 ST30-04-01 

間接口座管理機関についての届出書（上位機関用） ST30-01-01 

Target システム利用申込書 KY04 

株式等振替制度参加手続き書面 

（間接口座管理機関用（変更）） 

参加形態別事項の届出書（変更用） H99-51 

共通事項に係る変更届出書 KY01 

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用） KY07 

株式等振替制度参加手続き書面 

（発行支払代理人及び支払代理人用） 

発行代理人及び支払代理人指定申請書 ST40-01 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST99-50 

業務責任者及び業務担当者等届出書 ST99-52 

手数料請求先等に関する届出書 KY02 

Target システム利用申込書 KY04 

株式等振替制度参加手続き書面 

（発行支払代理人及び支払代理人用（変更）） 

共通事項に係る変更届出書 KY01 

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用） KY07 

株式等振替制度参加手続き書面 

（資金決済会社用） 

資金決済会社登録申請書 ST50-01 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST99-50 

参加形態別事項の届出書 ST99-51 

業務責任者及び業務担当者等届出書 ST99-52 

手数料請求先等に関する届出書 KY02 

Target システム利用申込書 KY04 

株式等振替制度参加手続き書面 

（資金決済会社用（変更）） 

参加形態別事項の届出書（変更用） H99-51 

共通事項に係る変更届出書 KY01 

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用） KY07 

株式等振替制度参加手続き書面 

（指定株主名簿管理人等用） 

指定株主名簿管理人等指定申請書 ST60-01 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST99-50 

業務責任者及び業務担当者等届出書 ST99-52 

手数料請求先等に関する届出書 KY02 

Target システム利用申込書 KY04 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 ST80-60 
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種類 書面名称 様式番号 

株式等振替制度参加手続き書面 

（指定株主名簿管理人等用（変更）） 

共通事項に係る変更届出書 KY01 

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用） KY07 

株式等振替制度参加手続き書面 

(受託会社用) 

受託会社指定申請書 ST61-01 

株式等振替制度参加に係る届出書 ST99-50 

業務責任者及び業務担当者等届出書 ST99-52 

手数料請求先等に関する届出書 KY02 

Target システム利用申込書 KY04 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 ST80-60 

株式等振替制度参加手続き書面 

(受託会社用(変更)) 

共通事項に係る変更届出書 KY01 

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用） KY07 

株式等振替制度参加手続き書面 

（外国間接口座管理機関用） 

間接口座管理機関承認申請書 FIAMI_S10-01 

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_S10-02 

約諾書 FIAMI_S10-03 

制度参加に係る共通事項届出書 FIAMI_S10-04 

業務責任者及び業務担当者等届出書 FIAMI_S10-05 

外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料 FIAMI_S10-06 

申請者の事務処理に関する説明書  FIAMI_S10-07 

加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書 ST30-04-01 

情報提供料率等届出書 ST80-51 

株式数比例配分方式の取扱いに関する届出書 FIAMI_S10-08 

株式等振替制度参加手続き書面 

（外国間接口座管理機関用（変更）） 

共通事項に係る変更届出書 FIAMI_H10-01 

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用） FIAMI_H10-02 

情報提供料率等届出書 ST80-51 

株式数比例配分方式の取扱いに関する届出書（変更用） FIAMI_H10-03 

その他届出書 

リコンサイル不一致連絡票（TA 用） ST01-14 

リコンサイル不一致連絡票（口座管理機関用） ST01-15 

移管先口座指定書 ST01-16 

制度脱退に係る申請書 KY03 

加入者の口座廃止に関する確認報告書 ST01-18 

新株予約権証券発行請求取次依頼書 ST02-03 

社債権者集会用証明書交付請求書 ST03-05 
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種類 書面名称 様式番号 

社債権者集会用証明書受領書 ST03-06 

証明書の交付又は返還に関する通知書 ST03-07 

振替受益権行使用証明書交付請求書 ST07-04 

振替受益権行使用証明書受領書 ST07-05 

証明書の交付又は返還に関する通知書 ST07-06 

新株予約権付社債券発行請求取次依頼書 ST03-08 

元利金請求内容情報及び決済予定額情報確認書等請求書 ST03-15 

リコンサイル不一致連絡票（発行者用） ST06-10 

総株主通知等請求書 ST80-01 

総新株予約権付社債権者通知請求書 ST80-02 

総新株予約権者通知請求書 ST80-03 

総株主報告書（登録株式質権者情報） ST80-04 

名義書換完了等通知書 ST80-05 

総株主通知等請求書（会社法第 277 条に基づく新株予約権の無償割当て等用） ST80-06 

総受益者通知請求書（振替投資信託受益権（ＥＴＦ）の発行者用） ST80-07 

総受益者通知請求書（振替受益権の発行者用） ST80-08 

個別株主通知申出予定日通知書 ST80-11 

振替口座簿情報提供請求書（発行者用） ST80-21 

振替口座簿情報提供請求書（振替受益権の発行者用） ST80-21-2 

振替口座簿情報提供請求書（その他の利害関係人用） ST80-24 

株式数比例配分方式除外株主通知書 ST80-32 

加入者情報通知書（間接外国人） ST90-01 

加入者情報通知書（氏名・名称・住所） ST90-02 

加入者情報通知書（共有者情報） ST90-04 

担保設定者に係る加入者情報請求書 ST90-10 

「株主等照会コード照会データ」提出書 ST80-54 

「住所コード化エラー」発生に関するエラー原因問合せ票 ST90-09 

登録済加入者情報の開示請求の取次ぎに係る加入者情報一覧 ST90-11 

加入者情報請求書 ST90-13 

参考様式 
振替受益権に係る転換請求書（転換申請人用） 参考様式１ 

振替受益権に係る転換請求書（指定転換請求者用） 参考様式２ 

以 上 



ST01-10 
（平成 27年 2月 2日版） 

・当機構は、本連絡票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を円滑に遂行するため、また、本連絡票に基づく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、適宜参照して

ください。 

機構使用欄 
  

 

取扱開始事前連絡票 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会 社 名                
代 表 者 の 役 職 ・ 氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 

 
 取扱開始に係る内容について、下記のとおり連絡いたします。 
 

記 

 

（注１）TOKYO PRO Market に係る発行者については、東京証券取引所による上場申請の公表予定日を記載してください。 
（注２）既発行の株式数に、公募により発行する株式数を加えて記載してください。 
（注３）公募・売出しにより増加することが見込まれる株主数は含まず、既存の株主数を記載してください。 
（注４）「公募の予定の有無」については、該当するものを選択してください。 
（注５）公募の予定がある場合のみ、発行時 DVP 方式の利用の有無について、該当するものを選択してください。 
 
※ 振替法第 131 条第 1 項の規定に基づく株主への通知案を添付してください。 

以 上 

銘柄名称  

上場承認予定日（注１） 平成   年   月   日 

上場予定日 平成   年   月   日 

口座通知取次ぎ受付開始日 
（振替法第 131 条第 1 項の通知日） 平成   年   月   日 

事務上の口座通知取次ぎ受付締切日 
（取扱開始日） 平成   年   月   日 

一定の日 
（振替法第 131 条第 1 項第 1 号の一定の日） 平成   年   月   日 

新規記録日 平成   年   月   日 

新規記録予定株式数（注２） 株 

単元株式数 株 

株主数（注３） 人 

公募の予定の有無（注４）  有  無 

発行時 DVP 方式の利用の有無（注５） 
（公募の予定がある場合のみ選択）  有  無 

株券喪失登録されている株式数 株 



ST01-01-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名 

代表者役職名 

氏 名 

 

 

 

 

同 意 書 
（株式等振替制度＜株式＞用） 

 

 

 

当社は、平成  年  月  日開催の当社取締役会における決議に基づき、当社が発行する普通株

式（当社の定款に規定する普通株式又は株式の内容について定款で特別の定めを設けていない株式のこ

とをいう。）について、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が社債、株式等の振替に関

する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 13 条第 1 項の規定に基づき、機構の定める日から取り扱うこと

について同意するとともに、下記の事項について約諾いたします。 

 

 

 

 

記 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 

    0 銘柄コード： 

印 



ST01-01-02 
（平成 27年 2月 2日版） 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

              

会社名 

代表者役職名 

氏 名                   印 

 

 

 

同 意 書 
（株式等振替制度＜株式＞用） 

 

 

 

 

 

当社は、当社取締役会の委任を受けた当社執行役による平成  年  月  日の決定に基づき、当

社が発行する普通株式（当社の定款に規定する普通株式又は株式の内容について定款で特別の定めを設

けていない株式のことをいう。）について、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が社債、

株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 13 条第 1 項の規定に基づき、機構の定める日

から取り扱うことについて同意するとともに、下記の事項について約諾いたします。 

 

 

記 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 

    0 銘柄コード： 



ST01-02 
（平成 27年 2月 2日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
 
会社名 
代表者役職名 

氏 名 
 
 
 
 
 
 
 

同意しようとする株式の内容に係る届出書 
（株式等振替制度＜株式＞用） 

 
 
 
 
同意しようとする株式の内容について、下記のとおり届け出いたします。 
 
 
 

記 
 
 
 

銘柄コード     ０  

銘柄名称  

単元株式数 100 株 

株式の種類（注） 普通株式 

新規記録予定株式数 株 

（注）「株式の種類」について、普通株式（定款で特別の定めを設けていない株式）以外の場合には、「種類株

式」と記載してください。なお、この場合には、本届出書のほか、「種類株式の内容（銘柄公示用）」を

ＰＤＦにて機構へ提出いただく必要があります。（提出の時期等については、別途、連絡いたします。） 

 
 

以 上 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

印 



ST01-02-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

項目 内容 
銘柄コード     0  

銘柄名称  

単元株式数 株 

新規記録数 株 

配当に関する事項 

 

残余財産の分配に
関する事項 

 

議決権に関する事
項 

 

種類株主総会の決
議に関する事項 

 

取得条項に関する
事項 

 

取得請求に関する
事項 

 

その他 

 

 



提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
会社名     
代表者役職名  

氏 名  
 

 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度＜株式＞用） 

 
 
 株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 
 １．登記上の商号 

（フリガナ） 

 

２．登記上の本店所在地 
（フリガナ） 

 

３．代表者名 

役職名 氏名 
（フリガナ） （フリガナ） 

  
 
４．口座情報（注１） 

 加入者口座コード 
単元未満株式の買取請求に係る振替先

口座                      

取得請求権付株式の取得請求に係る振

替先口座                      

調整株式数（発行者分）の記録先口座 
                     

新株予約権付社債に付された新株予約

権が行使された場合に、自己株式を移

転するときの振替元口座 
                     

新株予約権が行使された場合に自己株

式を移転するときの振替元口座                      

 （注１）記載いただく５つの口座は、すべて同一の口座でも構いません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    0 銘柄コード： 

印 

 
５．会社情報 

（注２）「決算期」については、②に中間決算期日（月日）を記載してください。 
（注３）「上場する金融商品取引所」については、該当する金融商品取引所をすべて選択してください。 
（注４）「ゆうちょ銀行口座への配当金振込指定の可否」については、該当するものを選択してください。 
（注５）「単元未満株式の売渡制度」については、定款上の売渡制度の採用有無について、該当するものを選択してください。 
（注６）「上場直後からの売渡請求の受付可否」については、「不可」を選択した場合には、売渡請求の受付を始めるにあたって、 

別途届出が必要となります。 
以 上 

 

決算期（注２） ①   月   日  ②   月   日 

定時株主総会に係る基準日 月   日 

定款に定める剰余金の配当の基準日 
※四半期配当制度を採用している場合には①～④を記載 

① 期末配当 
（第４四半期） 

② 中間配当 
（第２四半期） 

①   月   日 ②   月   日 

③ 第１四半期 ④ 第３四半期 ③   月   日 ④   月   日 

上記以外で定款に定める基準日及び基準日株主が行使できる権利 

①-１ 基準日 月   日 

①-２ 行使できる権利  

株主名簿管理人  

特別口座を開設する口座管理機関  

上場する金融商品取引所（注３） 

 東京証券取引所 
 名古屋証券取引所 
 福岡証券取引所 
 札幌証券取引所 

ゆうちょ銀行口座への配当金振込指定の可否

（注４）  可  不可 

単元未満株式の売渡制度の有無（注５）  有  無 

単元未満株式の売渡制度の有無について「有」を選択した場合のみ、以下の事項を記載してください。 

上場直後からの売渡請求の受付可否（注６）  可  不可 

売渡代金の 
払込口座番号 

銀行名  

金融機関等コード      

支店名  

支店コード     

預金種別  

口座番号        
口座名義  
口座名義カナ  

振替元会社 
口座情報 

口座管理機関コード      

顧客口（所在）コード    

加入者口座番号               

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

ST01‐03 
（平成 27 年 2 月 2 日版） 



ST01-04 
（平成 27年 2月 2日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
会社名     
代表者役職名  

氏 名  
 

銘柄コード： 
 

新規記録情報に係る届出書 
（株式等振替制度＜株式＞用） 

 
 
 新規記録情報について、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 
 
１．既発行情報 
 
一定の日 
（振替法第131条第1項第1号の一定の日） 平成    年    月    日 

新規記録予定日 平成    年    月    日 

既発行の株式数 株 

株主数（注１） 人 

株券喪失登録されている株式数 株 

 
２．公募情報（公募を行う場合は記載してください。） 
 

（注１）公募・売出しにより増加することが見込まれる株主数は含まず、既存の株主数を記載してください。また、取扱開始日から手数料計
算の対象月の月末までに株主確定日が到来していない場合には、当機構は、届出された株主数により、振替制度利用料の算定を行い

ます（テクニカル上場を除く。）。 
（注２）「発行時 DVP 方式の利用の有無」については、該当するものを選択してください。 
（注３）「払込金額」については、公募に際して引受証券会社から発行者に対して実際に払込まれる１株あたりの金額を記載してください。 
（注４）「払込取扱銀行」については、支店名の記載は不要です。 
 

以 上 

 

    0 

発行時 DVP 方式の利用の有無
（注２）  有  無 

申込期日（申込期間） 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

払込期日 平成   年   月   日 

発行新株式数 株 

払込金額（注３） 1 株につき金                    円 

引受主幹事証券会社  
払込取扱銀行（注４） 
（発行時 DVP 方式を利用する場合のみ

記載） 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

印 



ST01-05 
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※ 当機構は、本通知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

を円滑に遂行するため、また、本通知書に基づく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、適宜参照してください。 
 

 

総株主通知請求に係る届出書（四半期会計期間の末日用） 
（株式等振替制度＜株式＞用） 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

会社名                               

代表者の役職・氏名             ㊞ 

担当者の役職・氏名               

連絡先の電話番号  （   ）   ‐     

                 

 当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 151 条第 8 項及び株式等の振替に関

する業務規程（以下「業務規程」という。）第 151 条第 1 項の規定に基づき、四半期会計期間の末日（業務規程第

144 条各号に掲げる日のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。）を株主確定日とする総株主通知の請求を当

該四半期会計期間の末日が到来する都度行うことといたしましたので、業務規程第 151 条第 1 項及び同施行規則

第 195 条第 2 項の規定に基づき、下記 1.のとおり届け出いたします。 

 なお、この届出に基づく請求にあたっては、下記 2.に掲げる場合のいずれにも該当する事実がないことを確約い

たします。また、当社が別に本届出の取下げに関する届出を行うまでの間に開始した事業年度において、貴社が

本届出を有効なものとして取り扱うことに同意いたします。 

 

記 

 
１．総株主通知に係る請求の内容 

（１）銘柄コード     0  

（２）銘柄名  

（３）四半期会計期間の末日 
①  月  日 

②  月  日 

（４）請求理由 
金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 24 条の 4 の 7 第

1 項の規定により提出する四半期報告書において、議決権の状況
等の株主に関する情報を適切に開示するため。 

 
２．正当な理由が認められない場合 

  （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 

  （２）犯罪目的を有するとき。 

  （３）公序良俗に反するとき。 

  （４）第三者への漏えいを目的とするとき。 

  （５）株主に対する営業行為を行う目的であるとき。 

  （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 
 

機構使用欄 
  



ST01-05 
平成 27 年 2 月 2 日版 

 
 

○取扱開始後における記載及び提出に係る注意事項 
 

（記載上の注意） 

「（1）銘柄コード」 

 普通株式の場合には、銘柄コード（4 桁）の最後に「0」を加えて 5 桁で記載してください。 

「（2）銘柄名」 

 「株式会社」も省略せずに記載してください。 

「（3）四半期会計期間の末日」 

 総株主通知請求を行う四半期会計期間の末日（第 1 四半期及び第 3 四半期）を記載してください。 

 

（提出時期） 

決定後速やかに、本通知書を提出してください。なお、当該通知を適用する事業年度開始日の前営業日の 17

時までに提出してください 

 

（提出方法） 

Target ほふりサイト（https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome）に提出してください。 

本通知書を提出する場合には、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリッ

ク、通知事項１は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「総株主通知請求に係る届出書（四半期会計期間の

末日用）」と入力してください。 

なお、Target ほふりサイトに本通知書を提出する場合には、押印は不要です。 



ST01-06 
（平成 27年 2月 2日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
会社名     
代表者役職名  

氏 名  
 

 
 

外国人保有制限銘柄に係る届出書 
（株式等振替制度＜株式＞用） 

 
 
外国人等の名義書換の制限について、下記のとおり届け出いたします（注１）。 

 
 

記 
 

会社名（英字表記）  

制限の内容（注２） 

 

制限を行う根拠法令（注３） 

 

（注１）外国人等の保有制限がある会社に限り、届け出が必要となります。 

  （注２）「制限の内容」については、「外国人等の議決権が当社の議決権の総数の５分の１以上を占める場合に

は株主名簿に記載することを拒む」等の制限に係る具体的内容を記載してください。 

  （注３）「制限を行う根拠法令」については、「航空法第○○条」、「放送法第○○条」等の制限の根拠となる法

令を記載してください。 
以 上 

 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

    0 銘柄コード： 

印 



ＳＴ99-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

 

手数料請求先等に関する届出書（発行者用） 
（株式等振替制度用） 

 
 

提出日 平成  年  月  日 
 
 
株式会社証券保管振替機構 御中 
                                            

会社名     
代表者役職名  

氏 名  
 

  
手数料請求先等について、下記のとおり届け出いたします。 

 
記 

 

会社名  

部署名  ※部署名は 20 文字以内で

記載してください。 

郵便番号  －   

住 所  

電話番号 （    ）   －           

ＦＡＸ番号 （    ）   －           

 
以 上 

 

    0 

・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

認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機 構 使 用 欄 

  

銘柄コード： 

印 



KY05 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構

が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ  

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  
 

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証上場）用】 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target 東証サイト利用申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
 当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target
システム及び Target 東証サイト並びに株式会社証券保管振替機構（以下「機構」とい
う。）が管理する Target ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規
程」※１及び次の事項を遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理
者の登録並びに Target 東証サイト及び Target ほふりサイト（以下総称して「両サイ
ト」という。）の利用を申し込みます。 
 
（１）東証又は機構に対する通知及び届出等の提出は、東証及び機構から下記グルー

プ管理者が受領するグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユ
ーザ ID 又は TDnet（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ
ID」という。）によりログインする両サイトを通じて行うこと（ただし、東証
又は機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）両サイトを通じた東証又は機構から当社に対する通知等について、速やかにそ   
の内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、両サイト利用開始後、両サイト上から変更いただけます。 

 
以  上 



KY06 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構が

行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
 

Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証以外上場）用】 
（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target
ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を
遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふ
りサイトの利用を申し込みます。 

 
（１）機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記グループ管理者が受領す

るグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID又は TDnet
（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ ID」という。）によ
りログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと（ただし、機構より他の
方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 
記 

 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイト上か

ら変更いただけます。 

 
以  上 



ST99-08 
（平成 27年 2月 2日版） 

                              提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 
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 

 

会社名 

代表者役職名 

      氏名 

 

 

 

情報取扱責任者及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との連絡担当部署について、 

下記のとおり届け出いたします。 

 

記 
１. 情報取扱責任者（注１） 

役職  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

２. 機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

 

（注１）「情報取扱責任者」については、機構との連絡担当部署の部長又はそれに準じる役職の方を選任してくだ

さい。なお、選任いただいた情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注２）「機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署について記載

してください。なお、機構との連絡担当部署を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

    0 

機構使用欄 
   

銘柄コード： 
印 



ST99-08-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

   提出日 平成  年  月  日 

 
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） 

                           

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名         

代表者役職名   

氏  名   

 

 

 

 当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対する通知又は機構が行う照会に対する報告その他

機構との間の連絡を他の会社に委託しますので、下記のとおり届け出いたします。 

 

記 

 
１. 委託先会社 

会社名  

住所 
〒     - 

 

代表者役職名  

代表者氏名  

 
２. 委託先会社における情報取扱責任者（注１） 

役職名  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

３. 委託先会社における機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

（注 1）情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注 2）「委託会社における機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署につ

いて記載してください。なお、連絡担当部署を変更する場合は、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく担当者と当機構

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、適宜参照して

ください。 

機構使用欄 

   

 

    0 銘柄コード： 

印 



ST99-28 
（平成 27年 2月 2日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
 
会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 
 
 
 
 

取扱開始日における株主等の数に係る届出書 
 
 
 
 
平成○○年○月○日に取扱開始となった下記の銘柄について、取扱開始日における株主等の数が確定

しましたので、下記のとおり届け出いたします（注１）。 
 
 

記 
 

 

銘柄コード     0  

銘柄名称  

取扱開始日における株主等の数（注２） 人   

  （注１）取扱開始日における株主等の数が確定した場合には、速やかに提出してください。 
  （注２）取扱開始日から手数料計算の対象月の月末までに株主確定日、投資主確定日及び優先出資者確定日が到来していな

い場合には、機構は、お届けいただきました株主等の数により、振替制度利用料の算定を行います。 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 
 



ST99-28 
（平成 27年 2月 2日版） 

 
 
（提出方法） 

Target ほふりサイト（https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome）に提出してください。 

本通知書を提出する場合には、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリック、

通知事項１は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「取扱開始日における株主等の数に係る届出書」と入力して

ください。 

なお、Target ほふりサイトに本通知書を提出する場合には、押印は不要です。 



ST02-01 
（平成 25年 11月 1日版 

 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

会社名 

代表者役職名 

氏 名                   印 

（銘柄コード：        ） 

 

 

同 意 書 

（株式等振替制度＜新株予約権＞用） 

 

 

当社は、「社債、株式等の振替に関する法律」（平成１３年法律第７５号。以下「法」という。）第２

条第１項第１３号に掲げるもの（以下「新株予約権」という。）（当該新株予約権の発行の決定において、

当該決定に基づき発行する新株予約権の全部について法の規定の適用を受けることとする旨を定めた

ものに限る。）すべてについて、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が法第１３条第１

項の規定に基づき、機構の定める日から取り扱うことについて同意するとともに、下記の事項について

約諾いたします。 

 

 

記 

 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 
 
３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ 

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 



ST02-02 
（平成 25年 10月 1日版） 

 

平成   年   月   日 

 

株式会社 証券保管振替機構  御中 

 

会社名                  

担当者の役職・氏名            

連絡先の電話番号             

 

 

非上場新株予約権取扱申請書 

（株式等振替制度用） 

 

 当社は、発行を予定している非上場新株予約権（業務規程第 6 条第４号ロに規定する新株予約

権をいう。）について、株式会社証券保管振替機構の取扱いを申請いたします。 

 

 

 

１．銘柄名称                                 

 

２．発行決議日                                

 

３．新規記録予定日                              

 

４．添付書類 

 発行要項 

 発行目論見書 

 非上場新株予約権の割当予定先に係る宣誓書 

 その他（                    ） 

※ 添付書類に○をつけてください。 

以上 

 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   

 



ST02-03 
（平成 25年 2月 25日版） 

 

 

 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名                  

担当者の役職・氏名            

連絡先の電話番号             

                                

非上場新株予約権の割当予定先に係る宣誓書 

 

 

当社は、その発行する                                                

について株式会社証券保管振替機構での取扱いを申請するにあたり、下記の事項を宣誓いたし

ます。 

 

 

記 

 
１． 当該非上場新株予約権の割当予定先は、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪

行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人・法人その他の団体ではありません。 

 

２． 当該非上場新株予約権の割当予定先は、第三者割当に対する払い込みに要する資金又は

財産を保有しております。 

 

 

以 上 

 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   



ST03-01 
（平成 25年 11月 1日版） 

 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

会社名 

代表者役職名 

氏 名                   印 

（銘柄コード：        ） 

 

 

同 意 書 

（株式等振替制度＜振替新株予約権付社債＞用） 

 

 

当社は、「社債、株式等の振替に関する法律」（平成１３年法律第７５号。以下「法」という。）第２

条第１項第１４号に掲げるもの（以下「新株予約権付社債」という。）（当該新株予約権付社債の発行の

決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債の全部について法の規定の適用を受けるこ

ととする旨を定めたものに限る。）すべてについて、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）

が法第１３条第１項の規定に基づき、機構の定める日から取り扱うことについて同意するとともに、下

記の事項について約諾いたします。 

 

 

記 

 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 
 
３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ 

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 



ST03-02 
（平成 26年 12月 1日版） 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

会社名 

代表者役職名 

氏 名                   印 

（銘柄コード：        ） 

 

 

同 意 書 

（株式等振替制度＜特例新株予約権付社債＞用） 

 

 

当社は、「社債、株式等の振替に関する法律」（平成１３年法律第７５号。以下「法」という。）第２

条第１項第１４号に掲げるもの（以下「新株予約権付社債」という。）（当該新株予約権付社債の発行の

決定において、当該決定に基づき発行する新株予約権付社債の全部について法の規定の適用を受けるこ

ととする旨を定めたものに限る。）、法附則第５０条第１項に規定される特例新株予約権付社債、法附則

第５１条第１項に規定される特例転換社債のうち当社が発行するものすべてについて、株式会社証券保

管振替機構（以下「機構」という。）が法第１３条第１項の規定に基づき、機構の定める日から取り扱

うことについて同意するとともに、下記の事項について約諾いたします。 

 

 

記 

 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 
 
３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ 

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 



 ST03-03 
（平成 25年 2月 25日版 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
 
会社名 
代表者役職名 

氏 名                      印 
（銘柄コード：        ） 

 
 

発行代理人及び支払代理人の選任に係る届出書 
 
 当社は、株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり発行代理人及び支払代理人について選

任をいたします。 
 

記 
 
 

発行代理人及び支払代理人名称 
 
※発行代理人と支払代理人は同一のもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
以 上 

 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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。 

機構使用欄 
   

 



ST03-04 
 （平成 25 年 2 月 25 日版） 

 

 

平成  年  月  日 

 

株式会社 証券保管振替機構  御中 

 

会社名                  

担当者の役職・氏名            

連絡先の電話番号             

 

 

非上場新株予約権付社債取扱申請書 

（株式等振替制度用） 

 

 当社は、発行を予定している非上場新株予約権付社債（業務規程第 6 条第 6 号ロに規定する新

株予約権付社債をいう。）について、株式会社証券保管振替機構の取扱いを申請いたします。 

 

 

１．銘柄名称                                    

 

２．発行決議日                                   

 

３．発行日（新規記録予定日）                            

 

４．添付書類 

 発行要項 

 発行目論見書 

 新株予約権付社債の割当予定先に係る宣誓書 

 その他（                      ） 

※ 添付書類に○をつけてください。 

   以上 

 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   

 



ST03-05 
（平成 25年 2月 25日版） 

 

  平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名                  

担当者の役職・氏名            

連絡先の電話番号             

                                

非上場新株予約権付社債の割当予定先に係る宣誓書 

 

 

当社は、その発行する                                                

について株式会社証券保管振替機構での取扱いを申請するにあたり、下記の事項を宣誓いたし

ます。 

 

 

記 

 
１． 当該非上場新株予約権付社債の割当予定先は、暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他

の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人・法人その他の団体ではありま

せん。 

 

２． 当該非上場新株予約権付社債の割当予定先は、第三者割当に対する払い込みに要する資

金又は財産を保有しております。 

 

 
以 上 

 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   



H03-03 
（平成 25年 2月 25日版 

 
 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  
 

会 社 名                
担 当 者 の 役 職 ・ 氏 名                

連絡先の電話番号  （   ）   －      
 

発行代理人及び支払代理人の選任に係る届出書（変更用） 
 
 当社は、現在、選任している発行代理人及び支払代理人について、下記のとおり、変更いたします。 
 

記 
 
 

現在の届出内容※１ 
変更内容 

（いずれかに○を

してください。） 
変更後の届出内容※２ 

 

 
変更日 

 

発行代理人及び支
払代理人名称 

 
※発行代理人と支払代理

人は同一のものとします。 

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

 追加・削除 
変更なし   

※１ 現在、機構に届出ている発行代理人及び支払代理人（最大１０社）をご記入ください。 
※２ 発行代理人及び支払代理人を追加する場合には、追加する発行代理人及び支払代理人を記載し、削除する場合には、「―」をご記入く

ださい。発行代理人及び支払代理人を変更しない場合についてもご記入ください。 
以 上 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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。 

機構使用欄 
   

 



ST04-10 
（平成 27年 2月 2日版） 

・当機構は、本連絡票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を円滑に遂行するため、また、本連絡票に基づく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、適宜参照してく

ださい。 

機構使用欄 
  

 

取扱開始事前連絡票 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会 社 名                
代 表 者 の 役 職 ・ 氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 

 
 取扱開始に係る内容について、下記のとおり連絡いたします。 
 

記 
 

 

銘柄名称  

上場承認予定日（注１） 平成   年   月   日 

上場予定日 平成   年   月   日 

口座通知取次ぎ受付開始日 （振替法第 228 条第

1 項において準用する第 131 条第 1 項の通知日） 
平成   年   月   日 

事務上の口座通知取次ぎ受付締切日 
（取扱開始日） 平成   年   月   日 

一定の日 （振替法第 228 条第 1 項において準用する第

131 条第 1 項第 1 号の一定の日） 
平成   年   月   日 

新規記録日 平成   年   月   日 

新規記録予定投資口数（注２） 口 

取引所における売買単位 口 

投資主数（注３） 人 

公募の予定の有無（注４）  有  無 

発行時 DVP 方式の利用の有無（注５） 
（公募の予定がある場合のみ選択）  有  無 

公示催告手続が行われている投資証券の口数 口 

（注１）TOKYO PRO Market に係る発行者については、東京証券取引所による上場申請の公表予定日を記載してください。 
（注２）既発行の投資口の口数に、公募により発行する投資口の口数を加えて記載してください。 
（注３）公募・売出しにより増加することが見込まれる投資主数は含まず、既存の投資主数を記載してください。 
（注４）「公募の予定の有無」については、該当するものを選択してください。 
（注５）公募の予定がある場合のみ、発行時 DVP 方式の利用の有無について、該当するものを選択してください。 
 
※ 振替法第 228 条第 1 項において準用する第 131 条第１項の規定に基づく投資主への通知案を添付し

てください。 
以 上 



ST04-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名  

代表者役職名  

氏 名  

 

 

 

 

 

同 意 書 
（株式等振替制度＜投資口＞用） 

 

 

 

当社は、平成  年  月  日開催の当社役員会における当社執行役員による決定についての承認

に基づき、当社が発行する投資口について、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が社

債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 13 条第 1 項の規定に基づき、機構の定め

る日から取り扱うことについて同意するとともに、下記の事項について約諾いたします。 

 

 

 

 

記 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 

    0 銘柄コード： 

印 



ST04-02 
（平成 27年 2月 2日版） 

 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
 
会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 
 
 
 
 

同意しようとする投資口の内容に係る届出書 
 
 
 
 
同意しようとする投資口の内容について、下記のとおり届け出いたします。 
 
 
 

記 
 
 
 

銘柄コード     0  

投資法人の商号（銘柄名称）  

金融商品取引所における 
売買単位 口 

新規記録予定投資口数 口 

 
 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

印 



提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度＜投資口＞用） 

 
 

 株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 
 

記 
 
 １．登記上の商号 

（フリガナ） 

 

 

２．登記上の本店所在地 
（フリガナ） 

 

 

３．代表者名 

役職名 氏名 
（フリガナ） （フリガナ） 

  

 

４．調整投資口数（発行者分）の記録先口座 

加入者口座コード 

                     

 
 

    0 銘柄コード： 

印 

５．会社情報 

決算期（注１） ①   月   日 ②   月   日 

投資主総会に係る基準日 月   日 

規約に定める分配金の基準日 
①   月   日 ②   月   日 

③   月   日 ④   月   日 

投資主名簿等管理人  

特別口座を開設する口座管理機関  

上場する金融商品取引所（注２） 

 東京証券取引所 
 名古屋証券取引所 
 福岡証券取引所 
 札幌証券取引所 

ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の可否

（注３）  可  不可 

（注１）「決算期」については、年 1 回の場合、②に中間決算期日（月日）を記載してください。 
（注２）「上場する金融商品取引所」については、該当する金融商品取引所をすべて選択してください。 
（注３）「ゆうちょ銀行口座への分配金振込指定の可否」については、該当するものを選択してください。 

 
 

     以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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

認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

ST04‐03 
（平成 27 年 2 月 2 日版） 



ST04-04 
（平成 27年 2月 2日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 
    銘柄コード： 
 

新規記録情報に係る届出書 
（株式等振替制度＜投資口＞用） 

 
 新規記録情報について、下記のとおり届け出いたします。 

 
記 

 
１．既発行情報 
一定の日 
（振替法第 228 条第 1 項において準用す

る第 131 条第 1 項第 1 号の一定の日） 
平成    年    月   日 

新規記録予定日 平成    年    月   日 

既発行の投資口数 口 

投資主数（注１） 人 

公示催告手続きが行われている
投資証券の口数 口 

 
２．公募情報（公募を行う場合は記載してください。） 

（注１）公募・売出しにより増加することが見込まれる投資主数は含まず、既存の投資主数を記載してください。また、取扱開始日から手数

料計算の対象月の月末までに投資主確定日が到来していない場合には、当機構は、届出された投資主数により、振替制度利用料の算
定を行います（テクニカル上場を除く。）。 

（注２）「発行時 DVP 方式の利用の有無」については、該当するものを選択してください。 
（注３）「払込金額」については、公募に際して引受証券会社から発行者に対して実際に払込まれる１口あたりの金額を記載してください。 
（注４）「払込取扱銀行」については、支店名の記載は不要です。 
 

以 上 

    0 

発行時 DVP 方式の利用の有無
（注２）  有  無 

申込期日（申込期間） 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

払込期日 平成   年   月   日 

発行新投資口数 口 

払込金額（注３）   1 口につき金                 円 

引受主幹事証券会社  
払込取扱銀行（注４） 
（発行時 DVP 方式を利用する場合のみ

記載） 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

印 



ＳＴ99-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

 

手数料請求先等に関する届出書（発行者用） 
（株式等振替制度用） 

 
 

提出日 平成  年  月  日 
 
 
株式会社証券保管振替機構 御中 
                                            

会社名     
代表者役職名  

氏 名  
 

  
手数料請求先等について、下記のとおり届け出いたします。 

 
記 

 

会社名  

部署名  ※部署名は 20 文字以内で

記載してください。 

郵便番号  －   

住 所  

電話番号 （    ）   －           

ＦＡＸ番号 （    ）   －           

 
以 上 

 

    0 

・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

認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機 構 使 用 欄 

  

銘柄コード： 

印 



KY05 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構

が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ  

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  
 

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証上場）用】 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target 東証サイト利用申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
 当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target
システム及び Target 東証サイト並びに株式会社証券保管振替機構（以下「機構」とい
う。）が管理する Target ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規
程」※１及び次の事項を遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理
者の登録並びに Target 東証サイト及び Target ほふりサイト（以下総称して「両サイ
ト」という。）の利用を申し込みます。 
 
（１）東証又は機構に対する通知及び届出等の提出は、東証及び機構から下記グルー

プ管理者が受領するグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユ
ーザ ID 又は TDnet（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ
ID」という。）によりログインする両サイトを通じて行うこと（ただし、東証
又は機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）両サイトを通じた東証又は機構から当社に対する通知等について、速やかにそ   
の内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、両サイト利用開始後、両サイト上から変更いただけます。 

 
以  上 



KY06 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構が

行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
 

Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証以外上場）用】 
（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target
ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を
遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふ
りサイトの利用を申し込みます。 

 
（１）機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記グループ管理者が受領す

るグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID又は TDnet
（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ ID」という。）によ
りログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと（ただし、機構より他の
方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 
記 

 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイト上か

ら変更いただけます。 

 
以  上 



ST99-08 
（平成 27年 2月 2日版） 

                              提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 
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 

 

会社名 

代表者役職名 

      氏名 

 

 

 

情報取扱責任者及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との連絡担当部署について、 

下記のとおり届け出いたします。 

 

記 
１. 情報取扱責任者（注１） 

役職  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

２. 機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

 

（注１）「情報取扱責任者」については、機構との連絡担当部署の部長又はそれに準じる役職の方を選任してくだ

さい。なお、選任いただいた情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注２）「機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署について記載

してください。なお、機構との連絡担当部署を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

    0 

機構使用欄 
   

銘柄コード： 
印 



ST99-08-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

   提出日 平成  年  月  日 

 
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） 

                           

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名         

代表者役職名   

氏  名   

 

 

 

 当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対する通知又は機構が行う照会に対する報告その他

機構との間の連絡を他の会社に委託しますので、下記のとおり届け出いたします。 

 

記 

 
１. 委託先会社 

会社名  

住所 
〒     - 

 

代表者役職名  

代表者氏名  

 
２. 委託先会社における情報取扱責任者（注１） 

役職名  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

３. 委託先会社における機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

（注 1）情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注 2）「委託会社における機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署につ

いて記載してください。なお、連絡担当部署を変更する場合は、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく担当者と当機構

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、適宜参照して

ください。 

機構使用欄 

   

 

    0 銘柄コード： 

印 



ST99-28 
（平成 27年 2月 2日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
 
会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 
 
 
 
 

取扱開始日における株主等の数に係る届出書 
 
 
 
 
平成○○年○月○日に取扱開始となった下記の銘柄について、取扱開始日における株主等の数が確定

しましたので、下記のとおり届け出いたします（注１）。 
 
 

記 
 

 

銘柄コード     0  

銘柄名称  

取扱開始日における株主等の数（注２） 人   

  （注１）取扱開始日における株主等の数が確定した場合には、速やかに提出してください。 
  （注２）取扱開始日から手数料計算の対象月の月末までに株主確定日、投資主確定日及び優先出資者確定日が到来していな

い場合には、機構は、お届けいただきました株主等の数により、振替制度利用料の算定を行います。 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 
 



ST99-28 
（平成 27年 2月 2日版） 

 
 
（提出方法） 

Target ほふりサイト（https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome）に提出してください。 

本通知書を提出する場合には、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリック、

通知事項１は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「取扱開始日における株主等の数に係る届出書」と入力して

ください。 

なお、Target ほふりサイトに本通知書を提出する場合には、押印は不要です。 



ST05-10 
（平成 27年 2月 2日版） 

・当機構は、本連絡票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を円滑に遂行するため、また、本連絡票に基づく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、適宜参照し

てください。 

機構使用欄 
  

 

取扱開始事前連絡票 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会 社 名                
代 表 者 の 役 職 ・ 氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 

 
 取扱開始に係る内容について、下記のとおり連絡いたします。 
 

記 
 

（注１）TOKYO PRO Market に係る発行者については、東京証券取引所による上場申請の公表予定日を記載してください。 
（注２）既発行の優先出資の口数に、公募により発行する優先出資の口数を加えて記載してください。 
（注３）公募・売出しにより増加することが見込まれる優先出資者数は含まず、既存の優先出資者数を記載してください。 
（注４）「公募の予定の有無」については、該当するものを選択してください。 
（注５）公募の予定がある場合のみ、発行時 DVP 方式の利用の有無について、該当するものを選択してください。 
 
※ 振替法第 235 条第 1 項において準用する第 131 条第 1 項の規定に基づく優先出資者への通知案を添

付してください。 
以 上 

銘柄名称  

上場承認予定日（注１） 平成   年   月   日 

上場予定日 平成   年   月   日 

口座通知取次ぎ受付開始日 （振替法第 235 条第

1 項において準用する第 131 条第 1 項の通知日） 
平成   年   月   日 

事務上の口座通知取次ぎ受付締切日 
（取扱開始日） 平成   年   月   日 

一定の日 （振替法第 235 条第 1 項において準用する第

131 条第 1 項第 1 号の一定の日） 
平成   年   月   日 

新規記録日 平成   年   月   日 

新規記録予定優先出資口数（注２） 口 

取引所における売買単位 口 

優先出資者数（注３） 人 

公募の予定の有無（注４）  有  無 

発行時 DVP 方式の利用の有無（注５） 
（公募の予定がある場合のみ選択）  有  無 

優先出資証券喪失登録されている優先出資口

数 口 



ST05-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名  

代表者役職名  

氏 名  

 

 

 

 

同 意 書 
（株式等振替制度＜優先出資＞用） 

 

 

 

当社は、当社理事による平成  年  月  日の決定に基づき、当社が発行する優先出資（当社の

定款に規定する優先出資をいう。）について、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が社

債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 13 条第 1 項の規定に基づき、機構の定め

る日から取り扱うことについて同意するとともに、下記の事項について約諾いたします。 

 

 

 

 

記 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 

    0 銘柄コード： 

印 



ST05-02 
（平成 27年 2月 2日版） 

 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
 
会社名  
代表者役職名  

氏  名  
 
 
 
 
 
 
 

同意しようとする優先出資の内容に係る届出書 
（株式等振替制度＜優先出資＞用） 

 
 
  
 
 
同意しようとする優先出資の内容について、下記のとおり届け出いたします。 
 

 
 
記 

 
 
 

銘柄コード     ０  

協同組織金融機関名 
（銘柄名称）  

優先出資の額面金額 円 

優先出資の口数 口 

新規記録予定優先出資口数 口 

（注）「優先出資の内容」については、「優先出資の内容（銘柄公示用）」をＰＤＦにて機構へ提出いただく必

要があります。（提出の時期等については、別途、連絡いたします。） 

 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 

印 



ST05-02-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

 
項目 内容 

銘柄コード       

協同組織金融機関の
名称（銘柄名称）  

優先出資の額面金額 円 

優先出資の口数 口 

新規記録口数 口 

優先出資の総口数の
最高限度に関する事

項 

 

優先出資及び優先
配当の額の額面金
額に対する率（優先
配当率）に関する事

項 

 

参加配当及び配当
率の上限に関する

事項 

 

優先配当の額の非
累積に関する事項 

 

残余財産の分配に
関する事項 

 

その他 

 

 



提出日 平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度＜優先出資＞用） 

 
 
 株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 
 

記 
 
 １．登記上の名称 

（フリガナ） 

 

 

２．登記上の主たる事務所の所在地 
（フリガナ） 
 

 

３．代表者名 

役職名 氏名 
（フリガナ） （フリガナ） 

  

 

４．調整優先出資数（発行者分）の記録先口座 

加入者口座コード 

                     

    0 銘柄コード： 
印 

５．会社情報 

決算期（注１） ①   月   日 ②   月   日 

定時優先出資者総会に係る基準日 月   日 

優先出資者名簿管理人  

特別口座を開設する口座管理機関  

上場する金融商品取引所（注２） 

 東京証券取引所 
 名古屋証券取引所 
 福岡証券取引所 
 札幌証券取引所 

ゆうちょ銀行口座への配当金振込指定の可否

（注３）  可  不可 

（注１）「決算期」については、年１回の場合、②に中間決算期日（月日）を記載してください。 
（注２）「上場する金融商品取引所」については、該当する金融商品取引所をすべて選択してください。 
（注３）「ゆうちょ銀行口座への配当金振込指定の可否」については、該当するものを選択してください。 

 
 

 
     以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

ST05‐03 
（平成 27 年 2 月 2 日版） 



ST05-04 
（平成 27年 2月 2日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中  
 

会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 

銘柄コード： 
 

新規記録情報に係る届出書 
（株式等振替制度＜優先出資＞用） 

 
新規記録情報について、下記のとおり届け出いたします。 

 
記 

 
１．既発行情報 
一定の日 
（振替法第 235 条第 1 項において準用す

る第 131 条第 1 項第 1 号の一定の日） 
平成    年    月    日 

新規記録予定日 平成    年    月    日 

既発行の優先出資口数 口 

優先出資者数（注１） 人 

優先出資証券喪失登録されて
いる数 口 

 
２．公募情報（公募を行う場合は記載してください。） 

（注１）公募・売出しにより増加することが見込まれる優先出資者数は含まず、既存の優先出資者数を記載してください。また、取

扱開始日から手数料計算の対象月の月末までに優先出資者確定日が到来していない場合には、当機構は、届出された優先出資者数

により、振替制度利用料の算定を行います（テクニカル上場を除く。）。 
（注２）「発行時 DVP 方式の利用の有無」については、該当するものを選択してください。 
（注３）「払込金額」については、公募に際して引受証券会社から発行者に対して実際に払込まれる１口あたりの金額を記載してください。 
（注４）「払込取扱銀行」については、支店名の記載は不要です。 

以 上 

    0 

発行時 DVP 方式の利用の有無 
（注２）  有  無 

申込期間（申込期日） 平成   年   月   日 ～ 平成   年   月   日 

払込期日 平成   年   月   日 

発行新優先出資口数 口 

払込金額（注３）   1 口につき金                 円 

引受主幹事証券会社  
払込取扱銀行（注４） 
（発行時 DVP 方式を利用する場合の

み記載） 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

印 



ST05-05 
平成 27 年 2 月 2 日版 

※ 当機構は、本通知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

を円滑に遂行するため、また、本通知書に基づく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、適宜参照してください。 
 

 

総優先出資者通知請求に係る届出書（四半期会計期間の末日用） 
（株式等振替制度＜優先出資＞用） 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

協同組織金融機関名                      

代表者の役職・氏名             ㊞ 

担当者の役職・氏名               

連絡先の電話番号  （   ）   ‐     

                 

  当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 235 条で準用する第 151 条第 8 項及

び株式等の振替に関する業務規程（以下「業務規程」という。）第 279 条で準用する第 153 条第 1 項の規定に基づ

き、四半期会計期間の末日（業務規程第 279 条で準用する第 146 条各号に該当する日を除く。以下同じ。）を優先

出資者確定日とする総優先出資者通知の請求を当該四半期会計期間の末日が到来する都度行うことといたしまし

たので、業務規程第 279 条で準用する第 153 条第 1 項及び同施行規則第 336 条で準用する第 186 条第 2 項の

規定に基づき、下記１．のとおり届出いたします。 

 なお、この届出に基づく請求にあたっては、下記２．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がないことを確約い

たします。また、当社が別に本届出の取下げに関する届出を行うまでの間に到来する事業年度において、貴社が

本届出を有効なものとして取り扱うことに同意いたします。 

 

記 

 
１．総優先出資者通知に係る請求の内容 

（１）銘柄コード     0  

（２）銘柄名  

（３）四半期会計期間の末日 
①  月  日 

②  月  日 

（４）請求理由 
金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 24 条の 4 の 7

第 1 項の規定により提出する四半期報告書において、議決権
の状況等の優先出資者に関する情報を適切に開示するため。 

 
２．正当な理由が認められない場合 

  （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 

  （２）犯罪目的を有するとき。 

  （３）公序良俗に反するとき。 

  （４）第三者への漏えいを目的とするとき。 

  （５）株主に対する営業行為を行う目的であるとき。 

  （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 
 

機構使用欄 
  



ST05-05 
平成 27 年 2 月 2 日版 

 
 

○取扱開始後における記載及び提出に係る注意事項 
 

（記載上の注意） 

「（1）銘柄コード」 

 銘柄コード（4 桁）の最後に「0」を加えて 5 桁で記載してください。 

「（3）四半期会計期間の末日」 

 総優先出資者通知請求を行う四半期会計期間の末日（第 1 四半期及び第 3 四半期）を記載してください。 

 

（提出時期） 

決定後速やかに、本通知書を提出してください。なお、当該通知を適用する事業年度開始日の前営業日の 17

時までに提出してください 

 

（提出方法） 

Target ほふりサイト（https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome）に提出してください。 

本通知書を提出する場合には、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリッ

ク、通知事項１は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「総優先出資者通知請求に係る届出書（四半期会計

期間の末日用）」と入力してください。 

なお、Target ほふりサイトに本通知書を提出する場合には、押印は不要です。 



ＳＴ99-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

 

手数料請求先等に関する届出書（発行者用） 
（株式等振替制度用） 

 
 

提出日 平成  年  月  日 
 
 
株式会社証券保管振替機構 御中 
                                            

会社名     
代表者役職名  

氏 名  
 

  
手数料請求先等について、下記のとおり届け出いたします。 

 
記 

 

会社名  

部署名  ※部署名は 20 文字以内で

記載してください。 

郵便番号  －   

住 所  

電話番号 （    ）   －           

ＦＡＸ番号 （    ）   －           

 
以 上 

 

    0 

・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

認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機 構 使 用 欄 

  

銘柄コード： 

印 



KY05 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構

が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ  

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  
 

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証上場）用】 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target 東証サイト利用申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
 当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target
システム及び Target 東証サイト並びに株式会社証券保管振替機構（以下「機構」とい
う。）が管理する Target ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規
程」※１及び次の事項を遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理
者の登録並びに Target 東証サイト及び Target ほふりサイト（以下総称して「両サイ
ト」という。）の利用を申し込みます。 
 
（１）東証又は機構に対する通知及び届出等の提出は、東証及び機構から下記グルー

プ管理者が受領するグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユ
ーザ ID 又は TDnet（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ
ID」という。）によりログインする両サイトを通じて行うこと（ただし、東証
又は機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）両サイトを通じた東証又は機構から当社に対する通知等について、速やかにそ   
の内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、両サイト利用開始後、両サイト上から変更いただけます。 

 
以  上 



KY06 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構が

行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
 

Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証以外上場）用】 
（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target
ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を
遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふ
りサイトの利用を申し込みます。 

 
（１）機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記グループ管理者が受領す

るグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID又は TDnet
（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ ID」という。）によ
りログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと（ただし、機構より他の
方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 
記 

 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイト上か

ら変更いただけます。 

 
以  上 



ST99-08 
（平成 27年 2月 2日版） 

                              提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 
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 

 

会社名 

代表者役職名 

      氏名 

 

 

 

情報取扱責任者及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との連絡担当部署について、 

下記のとおり届け出いたします。 

 

記 
１. 情報取扱責任者（注１） 

役職  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

２. 機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

 

（注１）「情報取扱責任者」については、機構との連絡担当部署の部長又はそれに準じる役職の方を選任してくだ

さい。なお、選任いただいた情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注２）「機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署について記載

してください。なお、機構との連絡担当部署を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

    0 

機構使用欄 
   

銘柄コード： 
印 



ST99-08-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

   提出日 平成  年  月  日 

 
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） 

                           

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名         

代表者役職名   

氏  名   

 

 

 

 当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対する通知又は機構が行う照会に対する報告その他

機構との間の連絡を他の会社に委託しますので、下記のとおり届け出いたします。 

 

記 

 
１. 委託先会社 

会社名  

住所 
〒     - 

 

代表者役職名  

代表者氏名  

 
２. 委託先会社における情報取扱責任者（注１） 

役職名  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

３. 委託先会社における機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

（注 1）情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注 2）「委託会社における機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署につ

いて記載してください。なお、連絡担当部署を変更する場合は、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく担当者と当機構

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、適宜参照して

ください。 

機構使用欄 

   

 

    0 銘柄コード： 

印 



ST99-28 
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提出日 平成  年  月  日 

 
 
株式会社証券保管振替機構 御中  

 
 
会社名  
代表者役職名  

氏 名  
 
 
 
 
 

取扱開始日における株主等の数に係る届出書 
 
 
 
 
平成○○年○月○日に取扱開始となった下記の銘柄について、取扱開始日における株主等の数が確定

しましたので、下記のとおり届け出いたします（注１）。 
 
 

記 
 

 

銘柄コード     0  

銘柄名称  

取扱開始日における株主等の数（注２） 人   

  （注１）取扱開始日における株主等の数が確定した場合には、速やかに提出してください。 
  （注２）取扱開始日から手数料計算の対象月の月末までに株主確定日、投資主確定日及び優先出資者確定日が到来していな

い場合には、機構は、お届けいただきました株主等の数により、振替制度利用料の算定を行います。 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

機構使用欄 
   

 
 



ST99-28 
（平成 27年 2月 2日版） 

 
 
（提出方法） 

Target ほふりサイト（https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome）に提出してください。 

本通知書を提出する場合には、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリック、

通知事項１は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「取扱開始日における株主等の数に係る届出書」と入力して

ください。 

なお、Target ほふりサイトに本通知書を提出する場合には、押印は不要です。 
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・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を円滑に遂行するため、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。

機構使用欄 
   

 
 

          提出日 平成  年 月  日 
 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

会社名      

本店所在地    

代表者役職名   

氏 名                   印 

 

 

同 意 書 

（株式等振替制度＜振替投資信託受益権＞用） 

 

 

当社は、当社が発行する投資信託受益権（当該投資信託受益権の投資信託約款（投資信託及び投資法

人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号）第４条第１項に規定する投資信託約款をいう。）において、

当該投資信託受益権の全部について、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。以下

「法」という。）の規定の適用を受けることとする旨を定めたものに限る。））のすべてについて、株式

会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が法第 13 条第１項の規定に基づき、取り扱うことにつ

いて同意するとともに、下記の事項について約諾いたします。 

 

                                        

 

記 

 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に

従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入すること 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

 

以 上 



ST06-02
（平成25年3月15日版）

提出日　　　　：　　　　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

株式会社　証券保管振替機構　御中

発行者名

銘柄名

銘柄コード（５桁）

連絡部署

連絡者の役職・氏名

電話番号

　当社は、当社が発行する振替投資信託受益権（ＥＴＦ）の銘柄情報につきまして、次のとおり御通知します。

※　「変更」を選択した場合にのみ、次の項目に御記入ください。

  （変更日　　：　　 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　）

１ 振替投資信託受益権の銘柄

２ 銘柄コード

信託の元本の額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

振替投資信託受益権の総口数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口

４ 受託会社の商号

５

委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権
にあっては、委託者の商号（当該委託者が適格
投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商
品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引
業者であるときは、その旨を含む。）

６
委託者非指図型投資信託にあっては、合同して
運用する元本の総額及びこれに相当する口数

７ 信託契約期間

８ 信託の元本の償還の時期

９ 信託の収益の分配の時期

10 信託の元本の償還及び収益の分配の場所

11
受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他
の手数料の計算方法並びにその支払の方法及
び時期

12
公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又
は一般投資家私募の別

13
元本の追加信託をすることができる委託者指図
型投資信託の振替投資信託受益権については、
追加信託をすることができる元本の限度額

14

委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合
においては、当該委託者がその運用の指図に係
る権限を委託する者の商号又は名称（当該者が
適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金
融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品
取引業者であるときは、その旨を含む。）及び所
在の場所

※本フォーマットは、ＰＤＦファイルではなく、エクセルファイルで御提出ください。

銘柄情報通知フォーマット

Ⅰ　届出種別※１

Ⅱ　銘柄情報※２～※６

投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び
振替投資信託受益権の総口数

３
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受託会社が運用に係る権限を委託する場合にお
いては、当該受託会社がその運用に係る権限を
委託する者の商号又は名称（当該者が適格投資
家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取
引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者
であるときは、その旨を含む。）及び所在の場所

16 14又は15の場合における委託に係る費用

17
委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合
又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合
におけるその委託の内容

証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外につ
いては、投資信託約款に定める買取り又は償還
の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場
合においても当該価額を超える価額によって買
取り又は償還を行うことはない旨の表示

（１）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号イに規定する公社債投資信託

（２）投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第13条第２号ロに規定する親投資信託

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、その設定
当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

19 振替投資信託受益権の総口数 （機構入力項目） 口

※１　「Ⅰ　届出種別」欄は、新規に発行する振替投資信託受益権（ＥＴＦ）の銘柄情報の通知を行う場合には、「新規」を、振替投資信託受益権（ＥＴＦ）を新規に発行する際に御提出
       いただいた銘柄情報（変更が行われた場合には、変更後の内容を含みます。）の変更に係る通知を行う場合には、「変更」を選択してください。
※２　「Ⅰ　届出種別」欄で「新規」を選択した場合には、「Ⅱ　銘柄情報」欄のすべての項目へ御記入ください。
※３　「Ⅰ　届出種別」欄で「変更」を選択した場合には、変更がある項目にのみ、記入を行ってください（変更がない項目については、記入を行わないでください。）。
※４　「Ⅱ　銘柄情報」の「２　銘柄コード」欄には、５桁で御記入ください。
※５　「Ⅱ　銘柄情報」の「３　投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数」欄には、単位（円、口等）を付して御記入ください。
※６　機構は、「Ⅱ　銘柄情報」に御記入いただいた内容を機構のホームページに掲載することにより、公示を行います。

18

・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
可された業務を円滑に遂行するため、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。

機構使用欄



 
 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
発行者名 
代表者役職名 

氏 名                      印  
             銘柄名 

（証券コード：        ） 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度＜振替投資信託受益権＞用） 

  
 株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 
 

記 

 
 １．発行者の登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品

取引法第 29条の登録を受けた金融商品取引業者である

か否かの別 
登録あり  登録なし 

 

２．発行者の登記上の本店所在地 
（フリガナ） 
〒   － 

 

３．代表者名 

役職名 氏名 
（フリガナ） （フリガナ） 

  

 

４．口座情報 

加入者口座コード 
調整投資信託受益権口数
（発行者分）の記録先口座                   

 

（注）口座情報については、お届けに際して当該銘柄に係る受託会社（原受託）、受託会社（再信託受託）及び受益者名簿管理人と 

の間でいずれの口座を届け出るか調整の上、記載してください。 

 

 

 

ST06-03 
（平成 25 年 2 月 25 日版）  

 

５．銘柄情報 

 

  
（注１）「計算期間終了日」は、計算期間終了日が複数ある場合には、すべて記載してください。 
（注２）「受託会社（原受託）」及び「受託会社（再信託受託）」については、機構から指定を受けた受託会社を記載してください。

「受託会社（再信託受託）」については、「受託会社（再信託受託）」が「受託会社（原受託）」に代わって振替投資信託受益

権に係る手続を行う場合のみ、記載してください。 
（注３）「受益者名簿管理人」については、機構から指定を受けた指定株主名簿管理人等を記載してください。 

（注４）「受託会社（再信託受託）」（選任する場合に限る。）及び「受益者名簿管理人」については、あらかじめ「受託会社（原受

託）」に対しいずれの会社を届け出るのかについて確認を行った上で、記載してください。 
（注５）「株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座への振込指定の可否」は、どちらか一方を○で囲んでください。 
 

以 上 
 

月   日 月   日 月   日

月   日 月   日 月   日

月   日 月   日 月   日

月   日 月   日 月   日

計算期間終了日 

（第１計算期間終了日：平成  年  月  日）

受託会社（原受託）  

受託会社（再信託受託）  

受益者名簿管理人  

上場する金融商品取引所  

売買単位 口     

当初設定日 平成     年     月     日 

販売会社  

株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた

口座への振込指定の可否 
可     不可 

機構使用欄 ・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を円滑に遂行するため、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。
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・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

手数料請求先等に関する届出書 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

商 号 又 は 名 称  

代表者役職・氏名＊  

（連絡先） 部署名／担当者    ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  

手数料請求先等について下記のとおり届出いたします。 

記 

1.手数料請求先 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(1)手数料請求先

((2)及び (3)を

除く） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(2)株式等振替制

度の発行者に係

る手数料請求先 

請 求 先 
※変更の場合、右欄の
いずれかに○を記入 

 (1)と同一の請求先（以下は記入不要） 

 (1)と異なる請求先（以下に記入） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※2)分から 

(3) 決済照合システ

ムのみに係る手数

料請求先を選択す

る場合（決済代行

又は業務代行を委

託している利用者

のみ記入可能） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 
 

 

2.決済照合システムに係る手数料の料率に係る届出  

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月利用(※3)分から 

手数料の料率 
 料率 A（通常料率） 

 料率 B（特別料率） 

※1変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

※2変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前々月 25 日までに御提出ください。 

※3変更後の料率による計算の開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

 

以 上 

印＊ 

＊ Target ほふりサイト 
又はメールによる 
御提出の場合には、 
記入・押印は不要です。
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・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構

が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ  

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  
 

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証上場）用】 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target 東証サイト利用申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
 当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target
システム及び Target 東証サイト並びに株式会社証券保管振替機構（以下「機構」とい
う。）が管理する Target ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規
程」※１及び次の事項を遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理
者の登録並びに Target 東証サイト及び Target ほふりサイト（以下総称して「両サイ
ト」という。）の利用を申し込みます。 
 
（１）東証又は機構に対する通知及び届出等の提出は、東証及び機構から下記グルー

プ管理者が受領するグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユ
ーザ ID 又は TDnet（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ
ID」という。）によりログインする両サイトを通じて行うこと（ただし、東証
又は機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）両サイトを通じた東証又は機構から当社に対する通知等について、速やかにそ   
の内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、両サイト利用開始後、両サイト上から変更いただけます。 

 
以  上 



KY06 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構が

行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
 

Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証以外上場）用】 
（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target
ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を
遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふ
りサイトの利用を申し込みます。 

 
（１）機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記グループ管理者が受領す

るグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID又は TDnet
（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ ID」という。）によ
りログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと（ただし、機構より他の
方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 
記 

 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイト上か

ら変更いただけます。 

 
以  上 



ST99-08 
（平成 27年 2月 2日版） 

                              提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 
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 

 

会社名 

代表者役職名 

      氏名 

 

 

 

情報取扱責任者及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との連絡担当部署について、 

下記のとおり届け出いたします。 

 

記 
１. 情報取扱責任者（注１） 

役職  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

２. 機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

 

（注１）「情報取扱責任者」については、機構との連絡担当部署の部長又はそれに準じる役職の方を選任してくだ

さい。なお、選任いただいた情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注２）「機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署について記載

してください。なお、機構との連絡担当部署を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

    0 

機構使用欄 
   

銘柄コード： 
印 



ST99-08-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

   提出日 平成  年  月  日 

 
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） 

                           

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名         

代表者役職名   

氏  名   

 

 

 

 当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対する通知又は機構が行う照会に対する報告その他

機構との間の連絡を他の会社に委託しますので、下記のとおり届け出いたします。 

 

記 

 
１. 委託先会社 

会社名  

住所 
〒     - 

 

代表者役職名  

代表者氏名  

 
２. 委託先会社における情報取扱責任者（注１） 

役職名  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

３. 委託先会社における機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

（注 1）情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注 2）「委託会社における機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署につ

いて記載してください。なお、連絡担当部署を変更する場合は、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく担当者と当機構

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、適宜参照して

ください。 

機構使用欄 

   

 

    0 銘柄コード： 

印 



ST07-01 

 

・当機構は、本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

ら認可された業務を円滑に遂行するため、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。

機構使用欄 

   

 

          提出日 平成     年     月     日 

 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

発行者名         

本店所在地        

代表者役職名       

氏 名       

 

同 意 書 
（株式等振替制度＜振替受益権＞用） 

 

当社は、当社が発行する受益証券発行信託の受益権（社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法

律第 75 号。以下「法」という。）第２条第１項第 10 号の２に規定する受益証券発行信託の受益権をいう。）

のすべてについて、受益証券発行信託に係る契約に基づき、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」と

いう。）が法第 13 条第１項の規定に基づき、取り扱うことについて同意するとともに、下記の事項につい

て約諾いたします。 

 

記 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に

従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入すること 

 

４．受益証券発行信託について、当社以外の受託者（以下「共同発行者」という。）がいる場合、前三

項に定める事項のほか、次の各号に定める事項 

 

（１）機構が取扱いを開始した日以降、当社は、発行者が機構に納入すべき手数料及び遅延損害金に

ついて、当該共同発行者と連帯してこれを納入すること 

 

（２）当社は、当該共同発行者が提出した同意書（以下「共同発行者に係る同意書」という。）に定

める事項のうち発行者に関する事項に当該共同発行者が違反したことにより機構に損害が生じ

た場合、当該損害について、当該共同発行者と連帯してこれを賠償すること 

 

（３）この同意書を提出した日以降、当社は、第一号に掲げるもののほか、法又は共同発行者に係る

同意書に基づき当該共同発行者が機構に対し負担する義務のうち発行者として負担する義務に

ついて、当該共同発行者と連帯してこれを履行すること 

印 



ST07-01 

 

・当機構は、本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

ら認可された業務を円滑に遂行するため、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。

機構使用欄 

   

 

 

（４）この同意書を提出した日以降、当社は、当該共同発行者について信託の受託者の任務の終了事

由が生じた場合であっても、前三号に定める義務について、これを履行すること 

 

（５）この同意書を提出した日以降、法、機構が定める業務規程その他の規則、この同意書又は共同

発行者に係る同意書に基づき機構が発行者に対して講ずる措置は、当社又は当該共同発行者のい

ずれかに対して講ずれば足りること 

 

５．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

 

以 上 



提出日 平成  年  月  日 

 

株式会社 証券保管振替機構 御中  

 

発行者名    

代表者役職名  

氏 名  

             銘柄名     

（証券コード：     ） 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度＜振替受益権＞用） 

 

 株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 

 

 １．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

 

２．登記上の本店所在地 

〒    － 

 

 

３．代表者名 

役職名 氏名 

（フリガナ） （フリガナ） 

  

 

４．口座情報 

加入者口座コード 
調整受益権数（発行者分）
の記録先口座                      

  

５．銘柄情報 

発行者兼受託者  

受益者名簿管理人  

印 

ST07-02 
（平成 25年 7月 16日版） 

 

（注１）発行者兼受託者が複数いる場合には、次の点に留意して御記入ください。 

・他の発行者兼受託者が「４．口座情報」及び「５．銘柄情報」へ記載する事項について届出又は通知を行う場合には、当該項目

への記載を行わないでください。 

・「発行者兼受託者」には、すべての発行者兼受託者を記載してください。 

（注２）「受益者名簿管理人」欄には、機構から指定を受けた指定株主名簿管理人等を御記入ください。 

（注３）当初設定日に新規記録が行われない場合には、「当初設定日」欄に新規記録日を追記してください。 

（注４）「株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座への振込指定の可否」は、どちらか一方を○で囲んでください。 

 

以 上 
 

当初設定日 平成  年  月  日 

①  月  日 ②  月  日 ③  月  日 

④  月  日 ⑤  月  日 ⑥  月  日 

⑦  月  日 ⑧  月  日 ⑨  月  日 

⑩  月  日 ⑪  月  日 ⑫  月  日 

計算期日 

（第１計算期日：平成  年  月  日 ） 

受益証券発行信託に係る契約の期間  

売買単位  

指定転換請求者  

上場する金融商品取引所  

株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた

口座への振込指定の可否 
可     不可 

発行する振替受益権の数  

機構使用欄 ・当機構は、本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

ら認可された業務を円滑に遂行するため、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。 

   



提出日 平成     年     月     日 

 

株式会社 証券保管振替機構 御中  

 

発行者名        

銘柄名       

銘柄コード※           

連絡部署       

連絡者の役職・氏名       

電話番号       

※ 証券コード（４桁）の 後に「０」を加えた５桁で記載してください。 

 

銘柄情報通知フォーマット 

※本フォーマットは、ＰＤＦファイルではなく、ワードファイルで御提出ください。 

 

当社は、当社が発行する振替受益権の銘柄情報につきまして、次のとおり御通知します※１。 

 新規 

１．届出種別※２ 

 変更 （ 変更日 ： 平成     年     月     日） 

２．銘柄情報※３・４ 別紙参照 

 

以 上 

 

※１ 機構は、本書により御届出又は御通知いただいた内容を機構のホームページに掲載することにより、公示を行います。 

※２ 「１．届出種別」欄は、新規に発行する振替受益権の銘柄情報の通知を行う場合には、「新規」を、振替受益権を新規に発行する際に御提出いた

だいた銘柄情報（変更が行われた場合には、変更後の内容を含みます。）の変更に係る通知を行う場合には、「変更」にチェックを入れてください。 

※３ 「１．届出種別」欄で「新規」を選択した場合には、「２．銘柄情報」の別紙のすべての項目へ御記入ください。 

※４ 「１．届出種別」欄で「変更」を選択した場合には、「２．銘柄情報」の別紙の項目のうち、変更がある項目にのみ、記入を行ってください（変更がな

い項目については、記入を行わないでください。）。 

機構使用欄 ・当機構は、本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

された業務を円滑に遂行するため、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。 

   

ST07-03 
（平成 25 年７月 16 日版） 



 

 

① 銘柄名称       

② 当初の委託者の氏名又は名称及び住所       

③ 
受益証券発行信託の受託者の氏名又は名

称及び住所 
      

④ 

各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁

済期（弁済期の定めがないときは、その旨）

その他の受益債権の内容 

      

⑤ 
受益権について譲渡の制限があるときは、そ

の旨及びその内容 
      

⑥ 

当該受益証券発行信託において、受益債権

の内容が同一の二以上の受益権がある場

合において、それらの受益権について、受益

者として有する権利の行使に関して内容の

異なる信託行為の定めがあるときは、当該

定めの要旨 

      

⑦ 

受益証券発行信託の受託者に対する費用等

の償還及び損害の賠償に関する信託行為の

定め 

      

⑧ 
信託報酬の計算方法並びにその支払の方

法及び時期 
      

⑨ 

受益者の権利の行使に関する信託行為の定

め（信託監督人及び受益者代理人に係る事

項を含む。） 

      

⑩ 

限定責任信託の名称及び事務処理地（当該

受益証券発行信託が限定責任信託である場

合に限る。） 

      

 

別紙 



KY02 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

手数料請求先等に関する届出書 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

商 号 又 は 名 称  

代表者役職・氏名＊  

（連絡先） 部署名／担当者    ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  

手数料請求先等について下記のとおり届出いたします。 

記 

1.手数料請求先 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(1)手数料請求先

((2)及び (3)を

除く） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(2)株式等振替制

度の発行者に係

る手数料請求先 

請 求 先 
※変更の場合、右欄の
いずれかに○を記入 

 (1)と同一の請求先（以下は記入不要） 

 (1)と異なる請求先（以下に記入） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※2)分から 

(3) 決済照合システ

ムのみに係る手数

料請求先を選択す

る場合（決済代行

又は業務代行を委

託している利用者

のみ記入可能） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 
 

 

2.決済照合システムに係る手数料の料率に係る届出  

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月利用(※3)分から 

手数料の料率 
 料率 A（通常料率） 

 料率 B（特別料率） 

※1変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

※2変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前々月 25 日までに御提出ください。 

※3変更後の料率による計算の開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

 

以 上 

印＊ 

＊ Target ほふりサイト 
又はメールによる 
御提出の場合には、 
記入・押印は不要です。

 



KY05 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構

が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ  

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  
 

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証上場）用】 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target 東証サイト利用申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
 当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target
システム及び Target 東証サイト並びに株式会社証券保管振替機構（以下「機構」とい
う。）が管理する Target ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規
程」※１及び次の事項を遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理
者の登録並びに Target 東証サイト及び Target ほふりサイト（以下総称して「両サイ
ト」という。）の利用を申し込みます。 
 
（１）東証又は機構に対する通知及び届出等の提出は、東証及び機構から下記グルー

プ管理者が受領するグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユ
ーザ ID 又は TDnet（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ
ID」という。）によりログインする両サイトを通じて行うこと（ただし、東証
又は機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）両サイトを通じた東証又は機構から当社に対する通知等について、速やかにそ   
の内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、両サイト利用開始後、両サイト上から変更いただけます。 

 
以  上 



KY06 

・東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機構が

行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ (http://www.tse.or.jp/)及び機構ホームページ

（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。 

 
提出日：平成  年  月  日 

株式会社東京証券取引所 御中 
株式会社証券保管振替機構 御中 
  

会 社 名  

印 
代表者役職名  
  氏 名  
銘柄コード：     0 

 
 

Target システム利用申込書【株式等振替制度発行者（東証以外上場）用】 
（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 

 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target
ほふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を
遵守することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふ
りサイトの利用を申し込みます。 

 
（１）機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記グループ管理者が受領す

るグループ管理者 ID若しくは同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID又は TDnet
（適時開示情報伝達システム）ID（以下総称して「ユーザ ID」という。）によ
りログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと（ただし、機構より他の
方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２）Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３）不正な使用を防ぐため、ユーザ ID及びパスワードを適切に管理すること。 
 
記 

 
  グループ管理者１ ※２ グループ管理者２ ※２ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ名、 

メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイト上か

ら変更いただけます。 

 
以  上 



ST99-08 
（平成 27年 2月 2日版） 

                              提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 
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 

 

会社名 

代表者役職名 

      氏名 

 

 

 

情報取扱責任者及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との連絡担当部署について、 

下記のとおり届け出いたします。 

 

記 
１. 情報取扱責任者（注１） 

役職  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

２. 機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

 

（注１）「情報取扱責任者」については、機構との連絡担当部署の部長又はそれに準じる役職の方を選任してくだ

さい。なお、選任いただいた情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注２）「機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署について記載

してください。なお、機構との連絡担当部署を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく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、適宜参照してください。 

    0 

機構使用欄 
   

銘柄コード： 
印 



ST99-08-01 
（平成 27年 2月 2日版） 

   提出日 平成  年  月  日 

 
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） 

                           

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

 

会社名         

代表者役職名   

氏  名   

 

 

 

 当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対する通知又は機構が行う照会に対する報告その他

機構との間の連絡を他の会社に委託しますので、下記のとおり届け出いたします。 

 

記 

 
１. 委託先会社 

会社名  

住所 
〒     - 

 

代表者役職名  

代表者氏名  

 
２. 委託先会社における情報取扱責任者（注１） 

役職名  

氏名  

電話番号 (       )        - 

 

３. 委託先会社における機構との連絡担当部署（注２） 

部署名  

住所 
〒     - 

 

電話番号 (       )        - 

ＦＡＸ番号 (       )        - 

（注 1）情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となります。 

（注 2）「委託会社における機構との連絡担当部署」については、機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署につ

いて記載してください。なお、連絡担当部署を変更する場合は、別途届出が必要となります。 

 

以上 
 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出書に基づく担当者と当機構

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、適宜参照して

ください。 

機構使用欄 

   

 

    0 銘柄コード： 

印 



ST80-60 
（平成 28年 1月１日版） 

平成 年 月 日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

会社名  

代表者役職名 

氏 名                      印 

 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 
  （株式等振替制度 発行者、受託会社、指定株主名簿管理人等用） 

 

当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行

令」第 25 条第２号に規定される体制の整備として、情報漏えい事案等の発生又は兆候を把

握した場合に、適切かつ迅速に次の対応を行う体制を構築しております。特に、「特定個人

情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」

第２条に規定される特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態又はそのおそれのある事

態が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会（以下「委員会」といいます。）

に報告することとしております。 

 

・責任者（            ）への情報連絡 

  括弧内には責任者の役職名を記入してください。 

・事実関係の調査及び原因の究明 

・影響を受ける可能性のある本人への連絡 

・監督当局及び委員会への報告 

・再発防止策の検討及び決定 

・事案に応じた事実関係及び再発防止策の公表 

      

以 上 
 
 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   



ST08-01 
(平成 26年 12月 1日版) 

 

・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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。 

機構使用欄 
   

 

          提出日 平成  年  月  日 
 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

会社名 

代表者役職名 

氏 名                   印 

（銘柄コード：        ） 

 

 

同 意 書 

（株式等振替制度＜新投資口予約権＞用） 

 

 

当社は、「社債、株式等の振替に関する法律」（平成１３年法律第７５号。以下「法」という。）第２

条第１項第１７号の２に掲げるもの（以下「新投資口予約権」という。）（当該新投資口予約権の発行の

決定において、当該決定に基づき発行する新投資口予約権の全部について法の規定の適用を受けること

とする旨を定めたものに限る。）すべてについて、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）

が法第１３条第１項の規定に基づき、機構の定める日から取り扱うことについて同意するとともに、下

記の事項について約諾いたします。 

 

 

記 

 

 

１．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置

に従うこと 

 

２．この同意書を提出した日以降、機構が定める業務処理の方法に従うこと 
 
３．機構が取扱いを開始した日以降、機構が定めるところにより、機構が定める手数料を納入するこ 

と 

 

４．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
 

以 上 



ST20-01 
（平成 25年 2月 25日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名                     印 
（口座管理機関コード（5 桁）：            ） 
 

 
口座開設申請書 

（株式等振替制度用） 
 
当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）第１２条第１項及び株式等の

振替に関する業務規程（以下「業務規程」という。）第１８条第１項の規定により、業務規程第２条第

２号で規定される株式等を記録する口座として、下記のとおり口座の開設を申請いたします。 
 

記 

 

口座種別 属性区分 区分口座数 

自己口 

保有口  

担保専用口  

信託口  

質権口  

質権信託口  

顧客口 
顧客口  

外国人株式記録口  

 （注）開設申請をする区分口座については、①「自己口」を開設する場合には（ST20-1-1）『「自己口」の属性区分毎の詳細情報』

を、②「顧客口」を開設する場合には（ST20-1-2）『「顧客口」の属性区分毎の詳細情報』をご記入のうえ、本申請書と一緒に

ご提出ください。 

以 上 
 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   



ST20-01-01 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 

会社名 
代表者役職名 
氏 名               印 

（口座管理機関コード（5 桁）：        ） 
 
 

「自己口」の属性区分毎の詳細情報 
（株式等振替制度用） 

 

１．「保有口」の詳細情報（利用目的記載例：「決済分」、「自己保有分」、「決済分又は自己保有分」、「担保分」） 

区分口座
コード 

担保専用口への振替 利用目的 

  □ する □ しない  

  □ する □ しない  

 
２．「担保専用口」の詳細情報（利用目的記載例：「担保分」） 

区分口座
コード 

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 

利用目的 

  □ する □ しない □ する □ しない  

  □ する □ しない □ する □ しない  

 
３．「質権口」の詳細情報（利用目的記載例：「担保分（質権）」） 
区分口座
コード 

利用目的 

   

   

 
４．「信託口」の詳細情報（利用目的記載例：「信託財産分」） 
区分口座
コード 

担保専用口への
振替 

信託財産名義の取扱い 利用目的 

  □する □しない 
□ する 

（□個別   □包括   □1 つの名義） 
□ しない  

  □する □しない 
□ する 

（□個別   □包括   □1 つの名義） 
□ しない  

 
５．「質権信託口」の詳細情報（利用目的記載例：「担保分（質権信託）」） 
区分口座
コード 利用目的 

   

   

 

（注）各項目において記入欄が足りない場合には、追加のうえご記入ください。 



提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 

会社名  
代表者役職名  
氏 名    

（口座管理機関コード（5 桁）：         ） 
 
 

「顧客口」の属性区分毎の詳細情報 
（株式等振替制度用） 

 
１．「顧客口（外国人株式記録口を除く。）」の詳細情報 

（利用目的記載例：「顧客預り分」「顧客預り分（常任代理人分）」） 

区分口座
コード 

株式数比例配分方式の取扱い 利用目的 

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

 
 
２．「外国人株式記録口」の詳細情報（利用目的記載例：「顧客(外国人等)預り分」「顧客(外国人等)預り分(常任代理人分)」） 

区分口座
コード 

株式数比例配分方式の取扱い 利用目的 

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

 

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 
※ １．及び２．において、「株式数比例配分方式の取扱い」欄で、「あり」を選択した場合には、以下に必要事項を記載し

てください。  

[ □ 全て同一口座とする ] 
区分口座コード           

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他   

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は
名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は
名称 

 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注１）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 
（注２）各項目において記入欄が足りない場合には、追加のうえご記入ください。 
 
 
 
 

印 

 
 
 

４．情報提供料率等届出書の届出 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考 
 

 

 
 

以 上 

機構使用欄 ・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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、適宜ご参照ください。 

ST20-01-02 
 （平成 29 年 5 月 30 日版） 



ST99-53 
  （平成 25年 11月 1日版） 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 
             会社名 

代表者役職名 
氏 名                     印 

（口座管理機関コード（5 桁）：            ） 
 
 

約 諾 書 
（株式等振替制度用） 

 
 
当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に、下記の事項を約諾いたします。 

 
 
 

記 
 
 
１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

 

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

 
 
 

以 上 



ST99-50 
（平成 25年 2月 25日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度用） 

 
  株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 

 

 １．参加形態（希望する参加形態に「○」を記入してください。） 

 機構加入者  資金決済会社 

 間接口座管理機関  指定株主名簿管理人等 

 発行・支払代理人  受託会社 

 ２．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

（英文） 

３．登記上の本店・主たる事務所の所在地（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店・主たる事務所の所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

４．代表者氏名（機構加入者・間接口座管理機関の場合は、「届出印に係る届出書」を併せてご提出ください。） 

代表者の役職名 代表者の氏名 

（フリガナ） （フリガナ） 

  

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、本届出

書にご記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下に振

替制度内字への置換えに関する情報をご記載ください（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、

該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 

該当箇所 振替制度外字 
（本届出書のご記載内容） 

振替制度内字 
（置換え後） 

□ 商号・名称 
□ 本店、主たる事務所の所在地 
□ 代表者の役職名・氏名 

  

以 上 
 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   



ST99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  
 

会社名 
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

参加形態別事項の届出書 
（株式等振替制度） 

 

株式等振替制度の参加形態毎に固有な事項について、下記のとおり届け出いたします。 
 
１．機構加入者 
（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の指定 □ 指定する □ 指定しない 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名
称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名
称  

⑦⑥の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

（注）「登録配当金受領口座方式の指定」の欄で「指定する」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、登録配当金受領口座の「口座名義人の氏名又

は名称」に、当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）が含まれる場合には、以下に振替制度内字への置換えに関する情報をご記載くだ

さい（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 
 

振替制度外字（本届出書のご記載内容） 振替制度内字（置換え後） 

  
 

（２）元利金受領時の資金決済会社の名称等 

①資金決済会社名称  

②金融機関番号      

③店番号     

 

（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に該当する場合には、該当する法令に「○」をご記入ください。 

 放送法（放送法第 116 条第 1 項に規定する外国人等である場合） 

 航空法（航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等である場合） 

 ＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲げる者である場合） 

 
（４）共通番号 

共通番号              

 （注）共通番号の指定を受けている場合にご記入ください。 

 

 

ST99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

２．間接口座管理機関 
（１）株式数比例配分方式を取扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の届出  

顧客口所在コード 株式数比例配分方式の取扱い 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は
名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は
名称  

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注１）「株式数比例配分方式の取扱い」の欄で「あり」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

（注２）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

 

（２）情報提供料率等 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

（注）備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）をご記入ください。 
 
３．資金決済会社 
（１）資金決済会社コード 

金融機関番号 店番号 店名 払込取扱銀行として利用 

        □ あり □ なし 

    □ あり □ なし 

（注）日本銀行金融ネットワークシステムの金融機関番号（4桁）及び同店番号（3桁）の計 7桁の数字とします。 

以 上 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   





年 月 日

所属部署名

〒 －

電話番号 － － － －

E-MAIL

所属部署名

電話番号 － － － －

E-MAIL

所属部署名

電話番号 － － － －

E-MAIL

（フリガナ） （フリガナ）

ＦＡＸ番号

（注１）　区分口座ごとに加入者情報関係事務の連絡先担当者を届け出るときに本欄を使用します。本欄には対象とする区分
口座に係る区分口座コード（２桁）を１枡に御記入ください。複数の連続する区分口座コードを記入するときは、コードとコード
の間に「～」を御使用ください（例「２０～３０」）。
　なお、本欄を選択した場合は、全ての区分口座を網羅するために、必ず本届出書を複数枚御提出いただくことになります。

記

（注２）　加入者情報関係事務の連絡先担当者は、各社２名以上（正担当者１名、副担当者１名以上）を届け出ください。なお、
３名以上の副担当者を届け出いただく場合には、「正担当者」欄を空欄とした本届出書を別途御提出ください。

機構使用欄

役職名

１．届出の対象となる区分口座（該当する欄に○をしてください。）

平成

２．加入者情報関係事務の連絡先担当者（注２）

役職名 氏名

代表者 又は 代表者
代理人の役職・氏名

ST20-04-01

　当社は、下記のとおり、加入者情報関係事務の連絡先担当者を届け出いたします。

株式会社証券保管振替機構

株式業務部株主通知業務室　御中

加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書
（株式等振替制度＜機構加入者＞用）

（平成25年2月25日版）

会　　　　社　　　　名

口座管理機関コード
（５桁）

ＦＡＸ番号

・当機構は、本書面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
れた業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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。

副
担
当
者

役職名・氏名

ＦＡＸ番号

副
担
当
者

役職名・氏名
（フリガナ）

正
担
当
者

（フリガナ）

氏名
役職名・氏名

住所

（フリガナ）

役職名

全ての区分口座

右記の区分口座（注１）

氏名

（フリガナ）



ST20-05 
（平成 25年 2月 25日版） 

当機構は、本書面にご記載いただいた個人情報を、法令に基づいて主務大臣からの認可を受けた業

務の実施及び本書面のご記載内容に関するご担当者と当機構との間の事務連絡を目的に利用いたし

ます。 

機構使用欄 
  

 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 
氏 名                 印 

（口座管理機関コード（5 桁）：         ） 
 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

間接外国人に係る届出書 
 
下記の銘柄について、間接外国人に係る届出を行います。 

 
記 

 
１．以下の銘柄について、新たに間接外国人になる 

（   年   月   日） 
 

２．以下の銘柄について、間接外国人ではなくなる 
（   年   月   日） 

銘柄コード 銘柄名称 

      

機構加入者コード 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

（注１）上記１又は２のあてはまる方を○で囲んでください。また、間接外国人になる又は間接外国 
人ではなくなる日付をご記入ください。 

（注２）当該銘柄の記録先である機構加入者コードをご記入ください（複数口座に記録している場

合は、該当する機構加入者コードを複数ご記入ください。）。 
（注３）該当する銘柄が複数ある場合は、別途、当該届出書をご提出ください。 

以 上 
 



KY02 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

手数料請求先等に関する届出書 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

商 号 又 は 名 称  

代表者役職・氏名＊  

（連絡先） 部署名／担当者    ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  

手数料請求先等について下記のとおり届出いたします。 

記 

1.手数料請求先 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(1)手数料請求先

((2)及び (3)を

除く） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(2)株式等振替制

度の発行者に係

る手数料請求先 

請 求 先 
※変更の場合、右欄の
いずれかに○を記入 

 (1)と同一の請求先（以下は記入不要） 

 (1)と異なる請求先（以下に記入） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※2)分から 

(3) 決済照合システ

ムのみに係る手数

料請求先を選択す

る場合（決済代行

又は業務代行を委

託している利用者

のみ記入可能） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 
 

 

2.決済照合システムに係る手数料の料率に係る届出  

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月利用(※3)分から 

手数料の料率 
 料率 A（通常料率） 

 料率 B（特別料率） 

※1変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

※2変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前々月 25 日までに御提出ください。 

※3変更後の料率による計算の開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

 

以 上 

印＊ 

＊ Target ほふりサイト 
又はメールによる 
御提出の場合には、 
記入・押印は不要です。

 



KY04 

・ 東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機

構が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・ また、株式会社ほふりクリアリングは、一般振替ＤＶＰ制度への制度参加に伴い本申込書を提出い

ただく場合に限り、本申込書に記載された個人情報を株式会社ほふりクリアリングが行う業務を円滑

に遂行するため、利用させていただきます。 

・ 個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ(http://www.tse.or.jp/)並びに機構及び株式会社     

ほふりクリアリングホームページ（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。 

                                          提出日：平成  年  月  日 
 

株式会社 東京証券取引所 御中 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 

会 社 名  

印 
会 社 住 所  
代表者役職名  
  氏 名  

 
Target システム利用申込書 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 
 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target ほ
ふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を遵守
することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふりサイ
トの利用を申し込みます※２。 
 

（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理者が受
領するグループ管理者 ID又は同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID（以下総称して
「ユーザ ID」という。）によりログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと
（ただし、機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２） Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３） 不正な使用を防ぐため、ユーザ ID 及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 

  グループ管理者１ ※３ グループ管理者２ ※３ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

ID・パスワード送
付先住所 

〒（  －  ） 
 

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ 同時に複数の参加形態で制度参加する場合であっても、本申込書は１通のみ御提出ください。既 

に Target ほふりサイトを利用している場合には、新たな参加形態による制度参加に際して本申込

書の提出は不要です。 

※３ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ

名、メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイ

ト上から変更いただけます。 
 

以  上 



FA-01 
(平成２６年７月１日版) 

 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   

 提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名                  印 
（口座管理機関コード（5 桁）：            ） 

 

 

米国外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓書兼報告同意書 
 

 

当社は、下記内容について宣誓します。 

また、下記１.から３.までのいずれかを選択した場合には、米国外国口座税務コンプライアンス

法（以下「FATCA」という。）上の報告対象として、米国税務当局における課税執行のため、当社の

情報（名称、所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高その他米国税務当局が指定する情報）

が米国税務当局へ提供されることがあることについて同意します。 

 

記 

 

 １．当社は FATCA における特定米国人が実質支配する受動的 NFFE に該当する。 

 ２．当社は FATCA における不参加 FFI に該当する。 

 ３．当社は FATCA における特定米国人に該当する。 

 ４．当社は上記いずれにも該当しない。 

(該当しない理由（能動的 NFFE に該当する等）：                    ) 

 

当社は、本書類記載の情報を確認したこと並びに知るかつ信じる限りにおいて、記載された情報

が真実、正確及び完全であることを宣誓します。また、本書類記載の情報が正しくなくなった場合、

30 日以内に記載事項を更新した新しい書類を貴社に提出することに同意します。 

 

 

 

※FATCA における特定米国人が実質支配する受動的 NFFE、不参加 FFI 及び特定米国人の定義は「FATCA 及び国際的な税務コンプ

ライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」等でご確認

ください。 

※上記 1.又は３．を選択された場合は、実質支配する米国人に係る米国税務当局の定める様式 W-9 および同意書を当機構に御

提出ください。 

※本書類は当機構から提出をお願いする場合のみ提出が必要となります。FATCA における報告日本国内金融機関又は事業実態が

あると当機構が判断できる法人等の場合には、本書類の提出は不要です。 

  

 

以  上 

 



HS01 
( 8 10 1 ) 
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ST80-61 
（平成 28年 1月１日版） 

平成 年 月 日 
株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会社名  
代表者役職名 
氏 名                      印 
（口座管理機関コード（5桁）：           ） 

 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 
（株式等振替制度 直接口座管理機関用） 

 

当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行

令」第 25 条第２号に規定される体制の整備として、情報漏えい事案等の発生又は兆候を把

握した場合に、適切かつ迅速に次の対応を行う体制を構築しております。特に、「特定個人

情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」

第２条に規定される特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態又はそのおそれのある事

態が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会（以下「委員会」といいます。）

に報告することとしております。 

 

・責任者（            ）への情報連絡 

  括弧内には責任者の役職名を記入してください。 

・事実関係の調査及び原因の究明 

・影響を受ける可能性のある本人への連絡 

・監督当局及び委員会への報告 

・再発防止策の検討及び決定 

・事案に応じた事実関係及び再発防止策の公表 

 

また、当社から株式会社証券保管振替機構に対する特定個人情報の提供について、「行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」第 21 条第

２号に基づき、その使用に係る電子計算機に提供する当社の名称、提供の日時及び提供を

受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当

該記録を７年間保存することを求めます。 
 

以 上 
 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   



ST80-62 
（平成 28年 1月１日版） 

平成 年 月 日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

会社名   

代表者役職名 

氏 名                      印 

（口座管理機関コード（5桁）：           ） 

 

 

特定個人情報の取扱いに係る確認書 
  （株式等振替制度 直接口座管理機関用） 

 

 

当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第

２条第５項に規定される個人番号が指定される加入者のために、振替株式等の振替を行う

ための口座を開設することは一切ないことから、株式等振替制度において株式会社証券保

管振替機構に対して特定個人情報を提供しない旨を届け出いたします。 

なお、当社が、個人番号が指定される加入者のために、振替株式等の振替を行うための

口座を開設する場合には、事前に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律施行令」第 25 条第２号に規定される体制の整備として、情報漏えい等

の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に必要な対応を行う体制を構築し、

その旨を届け出ることとします。 

 

 

以 上 
 
 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   



CR01 
( 29 1 1 ) 
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H20-01 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 

会社名 
             （口座管理機関コード（５桁）：         ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

区分口座の追加開設・一部廃止申請書 
（株式等振替制度用） 

下記のとおり、区分口座の追加開設又は一部廃止を申請いたします。 
 

記 

１．追加 

口座種別 属性区分 追加区分口座数 開設日 

自己口 

保有口  平成  年  月  日 

担保専用口  平成  年  月  日 

信託口  平成  年  月  日 

質権口  平成  年  月  日 

質権信託口  平成  年  月  日 

顧客口 
顧客口  平成  年  月  日 

外国人株式記録口  平成  年  月  日 

 （注）追加する区分口座について、①「自己口」を追加する場合には（H20-1-1）『「自己口」の属性区分毎の詳細情報（変更用）』

を、②「顧客口」を追加する場合には（H20-1-2）『「顧客口」の属性区分毎の詳細情報（変更用）』をご記入のうえ、本申請書

と一緒にご提出ください。 

 
２．廃止 

口座種別 属性区分 廃止区分口座コード 廃止日 

自己口 

保有口  平成  年  月  日 

担保専用口  平成  年  月  日 

信託口  平成  年  月  日 

質権口  平成  年  月  日 

質権信託口  平成  年  月  日 

顧客口 
顧客口  平成  年  月  日 

外国人株式記録口  平成  年  月  日 

（注）全ての区分口座を廃止する場合には、「制度脱退に係る届出書」をご提出ください。 

 

以 上 

 

・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を円滑に遂行するため、

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、適宜ご参照ください。 



H20-01-01 
（平成 25年 2月 25日版） 

 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 

会社名               
（口座管理機関コード（5 桁）：         ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 
「自己口」の属性区分毎の詳細情報（変更用） 

（株式等振替制度用） 
 

１．「保有口」の詳細情報                （開設日 平成  年  月  日） 
 （利用目的記載例：「決済分」、「自己保有分」、「決済分又は自己保有分」、「担保分」） 

区分口座
コード 

担保専用口への振替 利用目的 

  □ する □ しない  

  □ する □ しない  

 
２．「担保専用口」の詳細情報（利用目的記載例：「担保分」）     （開設日 平成  年  月  日） 

区分口座
コード 

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 

利用目的 

  □ する □ しない □ する □ しない  

  □ する □ しない □ する □ しない  

 
３．「質権口」の詳細情報（利用目的記載例：「担保分（質権）」）  （開設日 平成  年  月  日） 
区分口座
コード 

利用目的 

   

   

 
４．「信託口」の詳細情報（利用目的記載例：「信託財産分」）   （開設日 平成  年  月  日） 
区分口座
コード 

担保専用口への
振替 

信託財産名義の取扱い 利用目的 

  □する □しない 
□ する 

（□個別   □包括   □1 つの名義） 
□ しない  

  □する □しない 
□ する 

（□個別   □包括   □1 つの名義） 
□ しない  

 
５．「質権信託口」の詳細情報（利用目的記載例：「担保分（質権信託）」） （開設日 平成  年  月  日） 
区分口座
コード 利用目的 

   

 
（注）各項目において記入欄が足りない場合には、追加のうえご記入ください。 

以 上 



H20-01-02 
（平成 27 年 2 月 2 日版） 

 
機構使用欄 ・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を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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、適宜ご参照ください。 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 

会社名               
（口座管理機関コード（5 桁）：          ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 
「顧客口」の属性区分毎の詳細情報（変更用） 

（株式等振替制度用） 
 

（開設日 平成  年  月  日） 
１．「顧客口（外国人株式記録口を除く。）」の詳細情報（利用目的記載例：「顧客預り分」「顧客預り分（常任代理人分）」） 

区分口座
コード 

株式数比例配分方式の取扱い 利用目的 

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

 
 （開設日 平成  年  月  日） 

２．「外国人株式記録口」の詳細情報（利用目的記載例：「顧客(外国人等)預り分」「顧客(外国人等)預り分(常任代理人分)」） 
区分口座
コード 

株式数比例配分方式の取扱い 利用目的 

  □あり □なし（理由：                 ）  

  □あり □なし（理由：                 ）  

 

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 
※ １．及び２．において、「株式数比例配分方式の取扱い」欄で、「あり」を選択した場合には、以下に必要事項を記

載してください。  

[ □ 全て同一口座とする ] 
区分口座コード           

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他   

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は
名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は
名称 

 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  
（注１）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 
（注２）各項目において記入欄が足りない場合には、追加のうえご記入ください。 

以 上 



H99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
（口座管理機関コードまたは資金決済会社コード：          ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

参加形態別事項の届出書（変更用） 
（株式等振替制度） 

 

株式等振替制度の参加形態毎に届け出た固有事項について、下記のとおり変更内容を届け出いたします。 
 
１．機構加入者 
（１）登録配当金受領口座方式の指定                       （変更日 平成  年  月  日） 

登録配当金受領口座方式の指定 □ 指定する □ 指定しない 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名

称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名

称 
 

⑦⑥の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

（注）「登録配当金受領口座方式の指定」の欄で「指定する」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、登録配当金受領口座の「口座名義人の氏名又

は名称」に、当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）が含まれる場合には、以下に振替制度内字への置換えに関する情報をご記載くだ

さい（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 
 

振替制度外字（本届出書のご記載内容） 振替制度内字（置換え後） 

  
 

（２）開設済み顧客口の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 

[ □ 全て同一口座とする ]               （変更日 平成  年  月  日） 
  (※区分口座ごとに異なる口座を指定する場合、以下のフォーマットをコピーの上で、ご記入ください。) 

↓変更する顧客口（区分口座）を記入してください。 

区分口座コード           

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名

称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名

称 
 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

 
 
 
 
 
 

H99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

（３）元利金受領時の資金決済会社の名称等                 （変更日 平成  年  月  日） 

①資金決済会社名称  

②金融機関番号      

③店番号     

 

（４）外国人保有制限銘柄の外国人等である旨の申請             （変更日 平成  年  月  日） 

追加 取下げ 
←新たに該当することとなった場合は「追加」に、該当しなくなった場合は「取下げ」に○

を付してください。変更がない場合、入力しないでください。 

  放送法（放送法第 116 条第 1 項に規定する外国人等である場合） 

  航空法（航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等である場合） 

  ＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲げる者である場合） 
 

（５）共通番号 

共通番号              

 （注）共通番号の指定を受けている場合にご記入ください。 

 
（６）情報提供料率等                            （変更日 平成  年  月  日） 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

 
２．間接口座管理機関 
（１）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 （変更日 平成  年  月  日） 

顧客口所在コード           

比例配分方式の取扱い □ あり □ なし（理由 ：                       ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は

名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は

名称 
 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

 
（２）情報提供料率等                            （変更日 平成  年  月  日） 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

（注）備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）をご記入ください。 
 
 
 
 



３．資金決済会社 
（１）業務内容                              （変更日 平成  年  月  日） 

変更後 変更前 業務内容 

□ □ 
機構加入者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式（業務規程第１６条第３項で定義される方式

をいう。以下同じ。）により株式又は新株予約権付社債の払込金の支払いを行う。 

□ □ 
機構加入者となり、発行時ＤＶＰ方式により自ら株式又は新株予約権付社債の払込金の支払い

を行う。 

□ □ 機構加入者からの委託を受けて新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ □ 機構加入者となり、自ら自社に係る新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ □ 
発行者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式による新株予約権付社債の払込金の受領及び元

利金の支払いを行う。 

□ □ 払込取扱銀行として発行時ＤＶＰ方式による株式の払込金の受領を行う。 

（注）変更前、変更後の業務内容にチェックを記入してください。 

 

（２）資金決済会社コード                         （変更日 平成  年  月  日） 

金融機関番号 店番号 店名 払込取扱銀行として利用 

        □ あり □ なし 

    □ あり □ なし 

（注）日本銀行金融ネットワークシステムの金融機関番号（4桁）及び同店番号（3桁）の計 7桁の数字とします。 

以 上 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   



KY01 

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用

させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用

させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

共通事項に係る変更届出書 

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中  

株式会社ほふりクリアリング 御中 

 

商 号 又 は 名 称  

（連絡先） 
部署名／担当者   ／ 

電話番号 -   - 

E-Mail @ 

【参加制度】 

株式等振替制度   投資信託振替制度   一般振替 DVP 制度（※）  

一般債振替制度   外国株券等保管振替決済制度     
短期社債振替制度   決済照合システム     

※当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）は、本届出書及び本届出書の添付書

類に記載された個人情報その他の情報を共有いたします。 

 

貴社に届け出ている事項のうち、以下の記載項目について変更を届け出いたします。 

※添付書類：登記事項証明書（発行日から３か月以内）（代表者役職名のみの変更の場合を除く。）。 

 

記 

 
1.登記上の商号又は名称の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

商号又は名称  

英文  

2.登記上の本店・主たる事務所

の所在地の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

本店・主たる 

事務所の所在地 

〒    －   

 

在日支店所在地

（外国法人のみ） 

〒    －   

 

3.代表者の役職名・氏名の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

代表者の役職名  

（フリガナ）  

代表者の氏名  

 

●株式等振替制度の機構加入者口座に関する情報 
※ 当機構では、本届出書に御記載の内容に基づき、株式等振替制度の機構加入者口座に係る加入者情報の登録を

行います。本届出書の上記（１～３）記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下の欄に振替制度内字への置換えに関する情報を御記載ください（振替制度内字

への置換えに関する情報の御記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄に御記載の内容により加入者情報の登

録を行わせていただきます）。 

（変更日 平成  年  月  日） 

該当箇所 
振替制度外字 

（本届出書の御記載内容） 

振替制度内字 

（置換え後） 

□ 商号又は名称 

□ 本店・主たる事務所の所在地 

□ 代表者の役職名・氏名 
  

以 上 



株式会社　証券保管振替機構　御中

株式会社  ほふりクリアリング　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

（複数の制度で届出事項の変更を行う場合には、まとめて御提出ください。）

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ（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。

記入いただいた制度の参加形態等が表示されます。

電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用）

株式等振替制度

会社名

一般振替DVP制度

株式等振替制度

短期社債振替制度

・株式会社証券保管振替機構（以下、「当機構」という。）及び株式会社ほふりクリアリング（以下、「当社」という。）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、当機構及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

一般債振替制度

投資信託振替制度

株式等振替制度（加入者情報関係）

ＫＹ０７

株式等振替制度（加入者情報関係）

変更を行う制度を選択してください。

連絡先部署/担当者

外国株券等保管振替決済制度

一般振替ＤＶＰ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

外国株券等保管振替決済制度



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

役職名

電話番号

氏名

住所

所属部署

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

表紙へ戻る

所属部署

役職名

氏名

電話番号

e-mail

株式等振替制度

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



（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している場合で、当該担当者の変更をする場合には、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」）

追加 変更 取消

以　上

0 0 0 0 0 0 0 0 0

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

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

※該当するものに○を
記入してください。→

機構加入者 間接口座管理機関

追加

役職名

氏名

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

郵便番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

変更 取消

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

電話番号

役職名

氏名

住所

※機構に対する通知等を他の会社に委託している場合において、当該委託先会社に係る変更をするときには、振替投資信託受益権については、通知書式
「届出事項変更（情報取扱責任者変更届出書）」（ST97-61-09）を、振替受益権については、通知書式「発行者の決定事項等の通知（情報取扱責任者等変
更用）」（ST96-02）を御提出ください。

FAX番号

郵便番号



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

加入者情報関係事務の連絡先担当者      　

　該当する欄に○をしてください。

１．開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合（注１）

２．区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合（注１）（注２）（注３）

（注１）

（注２）

（注３）

0 0 0 0

表紙へ戻る

担当者は、正担当者１名及び副担当者１名以上を届け出てください（変更がない担当者を含めて全員分を記入し
てください。）。３名以上の副担当者を届け出る場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、全ての区分口座又は顧客口所在コードに対応す
る担当者の届出が改めて必要となりますので、ｂ．欄以降を必要に応じて記入してください。記入欄が足りない
場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

本欄では対象とする区分口座又は顧客口所在コード（２桁）を１枡に記入してください。複数の連続するコード
を記入するときは、コードとコードの間に「～」を使用していただいても結構です（例「２０～３０」）。

・当機構及び当社は、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
及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただ
きます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社
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。

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードc．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードb．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コード

住所

a．

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

所属部署

株式等振替制度（加入者情報関係）

機構加入者

間接口座管理機関

　開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合は、１．のみを記入してください。区分
口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、２．のみを記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

業務責任者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

e-mail

業務担当者

電話番号

氏名

住所

役職名

業務責任者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

氏名

業務責任者

FAX番号

郵便番号

e-mail

責任者/担当者

電話番号

e-mail

責任者/担当者

業務担当者

役職名

役職名

責任者/担当者

住所

電話番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務責任者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

一般債振替制度

所属部署

氏名

FAX番号

郵便番号



（５）資金決済会社（※短期社債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】短期社債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

住所

責任者/担当者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者

所属部署

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

住所

業務責任者 業務担当者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

電話番号

郵便番号

e-mail

FAX番号

役職名

郵便番号

住所

業務責任者

e-mail

FAX番号

FAX番号

電話番号

氏名

責任者/担当者 業務責任者（※システム接続していない場合には記入不要です。）

所属部署

役職名

郵便番号

業務責任者責任者/担当者

所属部署

住所

e-mail

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

役職名

氏名

氏名

責任者/担当者

電話番号

短期社債振替制度
表紙へ戻る

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

業務担当者



（５）資金決済会社（※一般債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】一般債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

業務担当者業務責任者

所属部署

責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

役職名

責任者/担当者 業務担当者業務責任者



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）機構加入者

（３）受託会社

（４）日銀ネット資金決済会社

FAX番号

郵便番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

氏名

役職名

郵便番号

FAX番号

e-mail

電話番号

郵便番号

業務担当者

所属部署

電話番号

FAX番号

所属部署

役職名

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

責任者/担当者

役職名

責任者/担当者

投資信託振替制度

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

業務責任者 業務担当者

所属部署

業務責任者

責任者/担当者

所属部署

住所

役職名

業務責任者

表紙へ戻る

住所

e-mail

電話番号

住所

氏名

責任者/担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

業務責任者 業務担当者



（５）間接口座管理機関

２．機構加入者及び間接口座管理機関の販売会社移管等に係る連絡
制度参加者からの「販売会社移管等の際の振替先販売会社の連絡窓口を機構から公表してもらいたい。」との御要望から、任意で届出いただくものです。
届出事項は「販売会社移管等に係る連絡先一覧」として、Targetほふりサイト([ほふりからの連絡を見る])にて公表いたします。

※販売会社移管等に係る連絡先部署名及び連絡先電話番号はそれぞれ1箇所のみ御記入ください。
※連絡先部署が複数ある場合は、各部署への取次ぎが可能な連絡先部署名とその連絡先電話番号を御記入ください。

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

業務担当者責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

電話番号

部署名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．業務責任者及び各業務における業務担当者

変更項目にチェックの上、変更内容をご記入下さい。

（１）業務責任者

（２）業務担当者

①預託・交付・振替業務

②実質株主業務

③担保業務

以　上

0

外国株券等保管振替決済制度

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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。

なお、（２）①～③の担当者が同一の場合は、①～③にチェックの上、①にのみ変更内容を記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

所属部署

役職名

所属部署

郵便番号

住所

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

e-mail

役職名

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

表紙へ戻る

所属部署

氏名

変更 

変更 

変更 

変更 



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

Ⅰ．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

     1．ＤＶＰ参加者

       （1）ＤＶＰ決済業務責任者

       （2）連絡先担当者

          ①証券振替、担保指定証券関係業務

          ②資金決済、決済促進送金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

一般振替ＤＶＰ制度

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

担当者 業務担当者

所属部署

所属部署

役職名

住所

e-mail

FAX番号

担当者

郵便番号

責任者責任者 業務責任者

役職名

電話番号

氏名

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

氏名



          ③参加者基金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

     2．決済銀行（※決済銀行指定参加者は記入不要です。）

       （1）決済銀行業務責任者

       （2）決済銀行業務連絡先担当者

以　上

0 0

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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

郵便番号

電話番号

e-mail

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

役職名

氏名

担当者

所属部署

役職名

責任者 業務責任者

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

担当者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



FA-01 
(平成２６年７月１日版) 

 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   

 提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名                  印 
（口座管理機関コード（5 桁）：            ） 

 

 

米国外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓書兼報告同意書 
 

 

当社は、下記内容について宣誓します。 

また、下記１.から３.までのいずれかを選択した場合には、米国外国口座税務コンプライアンス

法（以下「FATCA」という。）上の報告対象として、米国税務当局における課税執行のため、当社の

情報（名称、所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高その他米国税務当局が指定する情報）

が米国税務当局へ提供されることがあることについて同意します。 

 

記 

 

 １．当社は FATCA における特定米国人が実質支配する受動的 NFFE に該当する。 

 ２．当社は FATCA における不参加 FFI に該当する。 

 ３．当社は FATCA における特定米国人に該当する。 

 ４．当社は上記いずれにも該当しない。 

(該当しない理由（能動的 NFFE に該当する等）：                    ) 

 

当社は、本書類記載の情報を確認したこと並びに知るかつ信じる限りにおいて、記載された情報

が真実、正確及び完全であることを宣誓します。また、本書類記載の情報が正しくなくなった場合、

30 日以内に記載事項を更新した新しい書類を貴社に提出することに同意します。 

 

 

 

※FATCA における特定米国人が実質支配する受動的 NFFE、不参加 FFI 及び特定米国人の定義は「FATCA 及び国際的な税務コンプ

ライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」等でご確認

ください。 

※上記 1.又は３．を選択された場合は、実質支配する米国人に係る米国税務当局の定める様式 W-9 および同意書を当機構に御

提出ください。 

※本書類は当機構から提出をお願いする場合のみ提出が必要となります。FATCA における報告日本国内金融機関又は事業実態が

あると当機構が判断できる法人等の場合には、本書類の提出は不要です。 

  

 

以  上 
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ST30-01 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 

代表者役職名 

氏 名                      印 

（口座管理機関コード（５桁）：             ） 
 

間接口座管理機関承認申請書 
（株式等振替制度用） 

 

当社は、株式等の振替に関する業務規程第２６条第１項の規定により、間接口座管理機関としての承

認を得るため、下記のとおり申請いたします。また、各上位機関から別途、「間接口座管理機関につい

ての届出書（上位機関用）」を提出いたします。 
 

記 
 
１．上位機関名 

 直近上位機関等の会社名等 

直近上位機関 会社名  

上位機関① 会社名  

上位機関② 会社名  

上位機関③ 会社名  

 
 ※上位機関が複数階層存在する場合には、上位機関①が直近上位機関の上位機関、上位機関②は上位機関①の上位機関、上位機関③ 

が上位機関②の上位機関となるようご記入ください。 

 

２．直近上位機関の機構加入者コード等 

       

※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(直近上位機関が間接口座管理機関であれば顧客口所在コード)（2桁）
の合計 7桁の数字をご記入ください。 

 

３．直近上位機関から顧客口の開設を受ける日 

平成  年  月  日 

４．間接口座管理機関定額負担金請求先 

会 社 名  

部 署 名  

郵 便 番 号    －      

住 所  

電 話 番 号 （    ）    － 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （    ）    － 

以 上 



ST99-53 
  （平成 25年 11月 1日版） 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 
             会社名 

代表者役職名 
氏 名                     印 

（口座管理機関コード（5 桁）：            ） 
 
 

約 諾 書 
（株式等振替制度用） 

 
 
当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に、下記の事項を約諾いたします。 

 
 
 

記 
 
 
１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

 

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

３．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

 
 
 

以 上 



ST99-50 
（平成 25年 2月 25日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度用） 

 
  株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 

 

 １．参加形態（希望する参加形態に「○」を記入してください。） 

 機構加入者  資金決済会社 

 間接口座管理機関  指定株主名簿管理人等 

 発行・支払代理人  受託会社 

 ２．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

（英文） 

３．登記上の本店・主たる事務所の所在地（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店・主たる事務所の所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

４．代表者氏名（機構加入者・間接口座管理機関の場合は、「届出印に係る届出書」を併せてご提出ください。） 

代表者の役職名 代表者の氏名 

（フリガナ） （フリガナ） 

  

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、本届出

書にご記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下に振

替制度内字への置換えに関する情報をご記載ください（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、

該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 

該当箇所 振替制度外字 
（本届出書のご記載内容） 

振替制度内字 
（置換え後） 

□ 商号・名称 
□ 本店、主たる事務所の所在地 
□ 代表者の役職名・氏名 

  

以 上 
 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   



ST99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  
 

会社名 
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

参加形態別事項の届出書 
（株式等振替制度） 

 

株式等振替制度の参加形態毎に固有な事項について、下記のとおり届け出いたします。 
 
１．機構加入者 
（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の指定 □ 指定する □ 指定しない 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名
称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名
称  

⑦⑥の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

（注）「登録配当金受領口座方式の指定」の欄で「指定する」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、登録配当金受領口座の「口座名義人の氏名又

は名称」に、当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）が含まれる場合には、以下に振替制度内字への置換えに関する情報をご記載くだ

さい（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 
 

振替制度外字（本届出書のご記載内容） 振替制度内字（置換え後） 

  
 

（２）元利金受領時の資金決済会社の名称等 

①資金決済会社名称  

②金融機関番号      

③店番号     

 

（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に該当する場合には、該当する法令に「○」をご記入ください。 

 放送法（放送法第 116 条第 1 項に規定する外国人等である場合） 

 航空法（航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等である場合） 

 ＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲げる者である場合） 

 
（４）共通番号 

共通番号              

 （注）共通番号の指定を受けている場合にご記入ください。 

 

 

ST99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

２．間接口座管理機関 
（１）株式数比例配分方式を取扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の届出  

顧客口所在コード 株式数比例配分方式の取扱い 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は
名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は
名称  

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注１）「株式数比例配分方式の取扱い」の欄で「あり」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

（注２）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

 

（２）情報提供料率等 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

（注）備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）をご記入ください。 
 
３．資金決済会社 
（１）資金決済会社コード 

金融機関番号 店番号 店名 払込取扱銀行として利用 

        □ あり □ なし 

    □ あり □ なし 

（注）日本銀行金融ネットワークシステムの金融機関番号（4桁）及び同店番号（3桁）の計 7桁の数字とします。 

以 上 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   





年 月 日

所属部署名

〒 －

電話番号 － － － －

E-MAIL

所属部署名

電話番号 － － － －

E-MAIL

所属部署名

電話番号 － － － －

E-MAIL

（フリガナ） （フリガナ）

ＦＡＸ番号

（注１）　顧客口所在コードごとに加入者情報関係事務の連絡先担当者を届け出るときに本欄を使用します。本欄には対象と
する顧客口所在コード（２桁）を１枡に御記入ください。複数の連続する顧客口所在コードを記入するときは、コードとコードの
間に「～」を御使用ください（例「２０～３０」）。
　なお、本欄を選択した場合は、全ての顧客口所在コードを網羅するために、必ず本届出書を複数枚御提出いただくことにな
ります。

記

（注２）　加入者情報関係事務の連絡先担当者は、各社２名以上（正担当者１名、副担当者１名以上）を届け出ください。なお、
３名以上の副担当者を届け出いただく場合には、「正担当者」欄を空欄とした本届出書を別途御提出ください。

機構使用欄

役職名

１．届出の対象となる顧客口所在コード（該当する欄に○をしてください。）

平成

２．加入者情報関係事務の連絡先担当者（注２）

役職名 氏名

代表者 又は 代表者
代理人の役職・氏名

ST30-04-01

　当社は、下記のとおり、加入者情報関係事務の連絡先担当者を届け出いたします。

株式会社証券保管振替機構

株式業務部株主通知業務室　御中

加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書
（株式等振替制度＜間接口座管理機関＞用）

（平成25年2月25日版）

会　　　　社　　　　名

口座管理機関コード
（５桁）

ＦＡＸ番号

・当機構は、本書面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
れた業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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。

副
担
当
者

役職名・氏名

ＦＡＸ番号

副
担
当
者

役職名・氏名
（フリガナ）

正
担
当
者

（フリガナ）

氏名
役職名・氏名

住所

（フリガナ）

役職名

全ての顧客口所在コード

右記の顧客口所在コード（注１）

氏名

（フリガナ）



ST30-01-01 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

会社名 

（口座管理機関コード（５桁）：             ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

間接口座管理機関についての届出書（上位機関用） 

（株式等振替制度用） 

 
 

当社は、下記のとおり、間接口座管理機関承認申請者が、当社の下位の間接口座管理機関としての承

認申請を行うことについて届出いたします。 
 

 

記 

 
 
１．間接口座管理機関承認申請者 

会社名  
 
２．間接口座管理機関承認申請者の上位機関名 

 会社名 

直近上位機関  

上位機関①  

上位機関②  

上位機関③  

  ※上位機関が複数階層存在する場合には、上位機関①が直近上位機関の上位機関、上位機関②は上位機関①の上位機関、上位機関

③が上位機関②の上位機関となるようご記入ください。 

 
 

 

 

 

以 上 



KY04 

・ 東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機

構が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・ また、株式会社ほふりクリアリングは、一般振替ＤＶＰ制度への制度参加に伴い本申込書を提出い

ただく場合に限り、本申込書に記載された個人情報を株式会社ほふりクリアリングが行う業務を円滑

に遂行するため、利用させていただきます。 

・ 個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ(http://www.tse.or.jp/)並びに機構及び株式会社     

ほふりクリアリングホームページ（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。 

                                          提出日：平成  年  月  日 
 

株式会社 東京証券取引所 御中 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 

会 社 名  

印 
会 社 住 所  
代表者役職名  
  氏 名  

 
Target システム利用申込書 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 
 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target ほ
ふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を遵守
することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふりサイ
トの利用を申し込みます※２。 
 

（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理者が受
領するグループ管理者 ID又は同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID（以下総称して
「ユーザ ID」という。）によりログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと
（ただし、機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２） Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３） 不正な使用を防ぐため、ユーザ ID 及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 

  グループ管理者１ ※３ グループ管理者２ ※３ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

ID・パスワード送
付先住所 

〒（  －  ） 
 

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ 同時に複数の参加形態で制度参加する場合であっても、本申込書は１通のみ御提出ください。既 

に Target ほふりサイトを利用している場合には、新たな参加形態による制度参加に際して本申込

書の提出は不要です。 

※３ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ

名、メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイ

ト上から変更いただけます。 
 

以  上 
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提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
（口座管理機関コードまたは資金決済会社コード：          ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

参加形態別事項の届出書（変更用） 
（株式等振替制度） 

 

株式等振替制度の参加形態毎に届け出た固有事項について、下記のとおり変更内容を届け出いたします。 
 
１．機構加入者 
（１）登録配当金受領口座方式の指定                       （変更日 平成  年  月  日） 

登録配当金受領口座方式の指定 □ 指定する □ 指定しない 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名

称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名

称 
 

⑦⑥の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

（注）「登録配当金受領口座方式の指定」の欄で「指定する」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、登録配当金受領口座の「口座名義人の氏名又

は名称」に、当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）が含まれる場合には、以下に振替制度内字への置換えに関する情報をご記載くだ

さい（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 
 

振替制度外字（本届出書のご記載内容） 振替制度内字（置換え後） 

  
 

（２）開設済み顧客口の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 

[ □ 全て同一口座とする ]               （変更日 平成  年  月  日） 
  (※区分口座ごとに異なる口座を指定する場合、以下のフォーマットをコピーの上で、ご記入ください。) 

↓変更する顧客口（区分口座）を記入してください。 

区分口座コード           

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名

称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名

称 
 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 
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（３）元利金受領時の資金決済会社の名称等                 （変更日 平成  年  月  日） 

①資金決済会社名称  

②金融機関番号      

③店番号     

 

（４）外国人保有制限銘柄の外国人等である旨の申請             （変更日 平成  年  月  日） 

追加 取下げ 
←新たに該当することとなった場合は「追加」に、該当しなくなった場合は「取下げ」に○

を付してください。変更がない場合、入力しないでください。 

  放送法（放送法第 116 条第 1 項に規定する外国人等である場合） 

  航空法（航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等である場合） 

  ＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲げる者である場合） 
 

（５）共通番号 

共通番号              

 （注）共通番号の指定を受けている場合にご記入ください。 

 
（６）情報提供料率等                            （変更日 平成  年  月  日） 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

 
２．間接口座管理機関 
（１）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 （変更日 平成  年  月  日） 

顧客口所在コード           

比例配分方式の取扱い □ あり □ なし（理由 ：                       ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は

名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は

名称 
 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

 
（２）情報提供料率等                            （変更日 平成  年  月  日） 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

（注）備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）をご記入ください。 
 
 
 
 



３．資金決済会社 
（１）業務内容                              （変更日 平成  年  月  日） 

変更後 変更前 業務内容 

□ □ 
機構加入者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式（業務規程第１６条第３項で定義される方式

をいう。以下同じ。）により株式又は新株予約権付社債の払込金の支払いを行う。 

□ □ 
機構加入者となり、発行時ＤＶＰ方式により自ら株式又は新株予約権付社債の払込金の支払い

を行う。 

□ □ 機構加入者からの委託を受けて新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ □ 機構加入者となり、自ら自社に係る新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ □ 
発行者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式による新株予約権付社債の払込金の受領及び元

利金の支払いを行う。 

□ □ 払込取扱銀行として発行時ＤＶＰ方式による株式の払込金の受領を行う。 

（注）変更前、変更後の業務内容にチェックを記入してください。 

 

（２）資金決済会社コード                         （変更日 平成  年  月  日） 

金融機関番号 店番号 店名 払込取扱銀行として利用 

        □ あり □ なし 

    □ あり □ なし 

（注）日本銀行金融ネットワークシステムの金融機関番号（4桁）及び同店番号（3桁）の計 7桁の数字とします。 

以 上 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
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・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用

させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用

させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

共通事項に係る変更届出書 

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中  

株式会社ほふりクリアリング 御中 

 

商 号 又 は 名 称  

（連絡先） 
部署名／担当者   ／ 

電話番号 -   - 

E-Mail @ 

【参加制度】 

株式等振替制度   投資信託振替制度   一般振替 DVP 制度（※）  

一般債振替制度   外国株券等保管振替決済制度     
短期社債振替制度   決済照合システム     

※当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）は、本届出書及び本届出書の添付書

類に記載された個人情報その他の情報を共有いたします。 

 

貴社に届け出ている事項のうち、以下の記載項目について変更を届け出いたします。 

※添付書類：登記事項証明書（発行日から３か月以内）（代表者役職名のみの変更の場合を除く。）。 

 

記 

 
1.登記上の商号又は名称の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

商号又は名称  

英文  

2.登記上の本店・主たる事務所

の所在地の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

本店・主たる 

事務所の所在地 

〒    －   

 

在日支店所在地

（外国法人のみ） 

〒    －   

 

3.代表者の役職名・氏名の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

代表者の役職名  

（フリガナ）  

代表者の氏名  

 

●株式等振替制度の機構加入者口座に関する情報 
※ 当機構では、本届出書に御記載の内容に基づき、株式等振替制度の機構加入者口座に係る加入者情報の登録を

行います。本届出書の上記（１～３）記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下の欄に振替制度内字への置換えに関する情報を御記載ください（振替制度内字

への置換えに関する情報の御記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄に御記載の内容により加入者情報の登

録を行わせていただきます）。 

（変更日 平成  年  月  日） 

該当箇所 
振替制度外字 

（本届出書の御記載内容） 

振替制度内字 

（置換え後） 

□ 商号又は名称 

□ 本店・主たる事務所の所在地 

□ 代表者の役職名・氏名 
  

以 上 



株式会社　証券保管振替機構　御中

株式会社  ほふりクリアリング　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

（複数の制度で届出事項の変更を行う場合には、まとめて御提出ください。）

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ（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。

記入いただいた制度の参加形態等が表示されます。

電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用）

株式等振替制度

会社名

一般振替DVP制度

株式等振替制度

短期社債振替制度

・株式会社証券保管振替機構（以下、「当機構」という。）及び株式会社ほふりクリアリング（以下、「当社」という。）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、当機構及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

一般債振替制度

投資信託振替制度

株式等振替制度（加入者情報関係）

ＫＹ０７

株式等振替制度（加入者情報関係）

変更を行う制度を選択してください。

連絡先部署/担当者

外国株券等保管振替決済制度

一般振替ＤＶＰ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

外国株券等保管振替決済制度



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

役職名

電話番号

氏名

住所

所属部署

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

表紙へ戻る

所属部署

役職名

氏名

電話番号

e-mail

株式等振替制度

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



（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している場合で、当該担当者の変更をする場合には、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」）

追加 変更 取消

以　上

0 0 0 0 0 0 0 0 0

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

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

※該当するものに○を
記入してください。→

機構加入者 間接口座管理機関

追加

役職名

氏名

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

郵便番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

変更 取消

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

電話番号

役職名

氏名

住所

※機構に対する通知等を他の会社に委託している場合において、当該委託先会社に係る変更をするときには、振替投資信託受益権については、通知書式
「届出事項変更（情報取扱責任者変更届出書）」（ST97-61-09）を、振替受益権については、通知書式「発行者の決定事項等の通知（情報取扱責任者等変
更用）」（ST96-02）を御提出ください。

FAX番号

郵便番号



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

加入者情報関係事務の連絡先担当者      　

　該当する欄に○をしてください。

１．開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合（注１）

２．区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合（注１）（注２）（注３）

（注１）

（注２）

（注３）

0 0 0 0

表紙へ戻る

担当者は、正担当者１名及び副担当者１名以上を届け出てください（変更がない担当者を含めて全員分を記入し
てください。）。３名以上の副担当者を届け出る場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、全ての区分口座又は顧客口所在コードに対応す
る担当者の届出が改めて必要となりますので、ｂ．欄以降を必要に応じて記入してください。記入欄が足りない
場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

本欄では対象とする区分口座又は顧客口所在コード（２桁）を１枡に記入してください。複数の連続するコード
を記入するときは、コードとコードの間に「～」を使用していただいても結構です（例「２０～３０」）。

・当機構及び当社は、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
及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただ
きます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社
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。

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードc．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードb．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コード

住所

a．

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

所属部署

株式等振替制度（加入者情報関係）

機構加入者

間接口座管理機関

　開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合は、１．のみを記入してください。区分
口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、２．のみを記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

業務責任者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

e-mail

業務担当者

電話番号

氏名

住所

役職名

業務責任者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

氏名

業務責任者

FAX番号

郵便番号

e-mail

責任者/担当者

電話番号

e-mail

責任者/担当者

業務担当者

役職名

役職名

責任者/担当者

住所

電話番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務責任者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

一般債振替制度

所属部署

氏名

FAX番号

郵便番号



（５）資金決済会社（※短期社債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】短期社債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

住所

責任者/担当者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者

所属部署

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

住所

業務責任者 業務担当者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

電話番号

郵便番号

e-mail

FAX番号

役職名

郵便番号

住所

業務責任者

e-mail

FAX番号

FAX番号

電話番号

氏名

責任者/担当者 業務責任者（※システム接続していない場合には記入不要です。）

所属部署

役職名

郵便番号

業務責任者責任者/担当者

所属部署

住所

e-mail

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

役職名

氏名

氏名

責任者/担当者

電話番号

短期社債振替制度
表紙へ戻る

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

業務担当者



（５）資金決済会社（※一般債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】一般債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

業務担当者業務責任者

所属部署

責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

役職名

責任者/担当者 業務担当者業務責任者



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）機構加入者

（３）受託会社

（４）日銀ネット資金決済会社

FAX番号

郵便番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

氏名

役職名

郵便番号

FAX番号

e-mail

電話番号

郵便番号

業務担当者

所属部署

電話番号

FAX番号

所属部署

役職名

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

責任者/担当者

役職名

責任者/担当者

投資信託振替制度

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

業務責任者 業務担当者

所属部署

業務責任者

責任者/担当者

所属部署

住所

役職名

業務責任者

表紙へ戻る

住所

e-mail

電話番号

住所

氏名

責任者/担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

業務責任者 業務担当者



（５）間接口座管理機関

２．機構加入者及び間接口座管理機関の販売会社移管等に係る連絡
制度参加者からの「販売会社移管等の際の振替先販売会社の連絡窓口を機構から公表してもらいたい。」との御要望から、任意で届出いただくものです。
届出事項は「販売会社移管等に係る連絡先一覧」として、Targetほふりサイト([ほふりからの連絡を見る])にて公表いたします。

※販売会社移管等に係る連絡先部署名及び連絡先電話番号はそれぞれ1箇所のみ御記入ください。
※連絡先部署が複数ある場合は、各部署への取次ぎが可能な連絡先部署名とその連絡先電話番号を御記入ください。

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

業務担当者責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

電話番号

部署名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．業務責任者及び各業務における業務担当者

変更項目にチェックの上、変更内容をご記入下さい。

（１）業務責任者

（２）業務担当者

①預託・交付・振替業務

②実質株主業務

③担保業務

以　上

0

外国株券等保管振替決済制度

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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。

なお、（２）①～③の担当者が同一の場合は、①～③にチェックの上、①にのみ変更内容を記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

所属部署

役職名

所属部署

郵便番号

住所

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

e-mail

役職名

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

表紙へ戻る

所属部署

氏名

変更 

変更 

変更 

変更 



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

Ⅰ．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

     1．ＤＶＰ参加者

       （1）ＤＶＰ決済業務責任者

       （2）連絡先担当者

          ①証券振替、担保指定証券関係業務

          ②資金決済、決済促進送金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

一般振替ＤＶＰ制度

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

担当者 業務担当者

所属部署

所属部署

役職名

住所

e-mail

FAX番号

担当者

郵便番号

責任者責任者 業務責任者

役職名

電話番号

氏名

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

氏名



          ③参加者基金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

     2．決済銀行（※決済銀行指定参加者は記入不要です。）

       （1）決済銀行業務責任者

       （2）決済銀行業務連絡先担当者

以　上

0 0

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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

郵便番号

電話番号

e-mail

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

役職名

氏名

担当者

所属部署

役職名

責任者 業務責任者

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

担当者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



ST40-01 
（平成 25 年 11 月 1 日版） 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名  
代表者役職名  

氏 名                  印 
（代理人コード（5 桁）：              ） 
 

発行代理人及び支払代理人指定申請書 
（株式等振替制度用） 

 
 
当社は、新株予約権付社債（株式等の振替に関する業務規程第２条第５号で定義される

ものをいう。）に係る新規記録手続及び払込後から抹消までの手続について、発行者に代わ

って株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との間の手続を行う発行代理人及

び支払代理人としての指定を申請いたします。また、本申請にあたり、下記の事項を約諾

いたします。 
 
 

記 
 
１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

 

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 
 
３．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

 

以 上 



ST99-50 
（平成 25年 2月 25日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度用） 

 
  株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 

 

 １．参加形態（希望する参加形態に「○」を記入してください。） 

 機構加入者  資金決済会社 

 間接口座管理機関  指定株主名簿管理人等 

 発行・支払代理人  受託会社 

 ２．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

（英文） 

３．登記上の本店・主たる事務所の所在地（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店・主たる事務所の所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

４．代表者氏名（機構加入者・間接口座管理機関の場合は、「届出印に係る届出書」を併せてご提出ください。） 

代表者の役職名 代表者の氏名 

（フリガナ） （フリガナ） 

  

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、本届出

書にご記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下に振

替制度内字への置換えに関する情報をご記載ください（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、

該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 

該当箇所 振替制度外字 
（本届出書のご記載内容） 

振替制度内字 
（置換え後） 

□ 商号・名称 
□ 本店、主たる事務所の所在地 
□ 代表者の役職名・氏名 

  

以 上 
 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   



ST99-52
(平成27年2月2日版)

株式会社　証券保管振替機構　御中

会社名

代表者役職名

代表者氏名 印

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

株式等振替制度

責任者/担当者

氏名

電話番号

e-mail

所属部署

役職名

業務責任者 業務担当者

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

住所

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

氏名

役職名

電話番号

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

業務責任者及び業務担当者等届出書

提出日　平成　　年　　月　　日



ST99-52
(平成27年2月2日版)

（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

※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

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

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

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

電話番号

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

住所

郵便番号

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

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

・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

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

役職名

氏名

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



KY02 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

手数料請求先等に関する届出書 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

商 号 又 は 名 称  

代表者役職・氏名＊  

（連絡先） 部署名／担当者    ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  

手数料請求先等について下記のとおり届出いたします。 

記 

1.手数料請求先 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(1)手数料請求先

((2)及び (3)を

除く） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(2)株式等振替制

度の発行者に係

る手数料請求先 

請 求 先 
※変更の場合、右欄の
いずれかに○を記入 

 (1)と同一の請求先（以下は記入不要） 

 (1)と異なる請求先（以下に記入） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※2)分から 

(3) 決済照合システ

ムのみに係る手数

料請求先を選択す

る場合（決済代行

又は業務代行を委

託している利用者

のみ記入可能） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 
 

 

2.決済照合システムに係る手数料の料率に係る届出  

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月利用(※3)分から 

手数料の料率 
 料率 A（通常料率） 

 料率 B（特別料率） 

※1変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

※2変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前々月 25 日までに御提出ください。 

※3変更後の料率による計算の開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

 

以 上 

印＊ 

＊ Target ほふりサイト 
又はメールによる 
御提出の場合には、 
記入・押印は不要です。

 



KY04 

・ 東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機

構が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・ また、株式会社ほふりクリアリングは、一般振替ＤＶＰ制度への制度参加に伴い本申込書を提出い

ただく場合に限り、本申込書に記載された個人情報を株式会社ほふりクリアリングが行う業務を円滑

に遂行するため、利用させていただきます。 

・ 個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ(http://www.tse.or.jp/)並びに機構及び株式会社     

ほふりクリアリングホームページ（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。 

                                          提出日：平成  年  月  日 
 

株式会社 東京証券取引所 御中 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 

会 社 名  

印 
会 社 住 所  
代表者役職名  
  氏 名  

 
Target システム利用申込書 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 
 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target ほ
ふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を遵守
することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふりサイ
トの利用を申し込みます※２。 
 

（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理者が受
領するグループ管理者 ID又は同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID（以下総称して
「ユーザ ID」という。）によりログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと
（ただし、機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２） Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３） 不正な使用を防ぐため、ユーザ ID 及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 

  グループ管理者１ ※３ グループ管理者２ ※３ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

ID・パスワード送
付先住所 

〒（  －  ） 
 

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ 同時に複数の参加形態で制度参加する場合であっても、本申込書は１通のみ御提出ください。既 

に Target ほふりサイトを利用している場合には、新たな参加形態による制度参加に際して本申込

書の提出は不要です。なお、本申込書を提出いただくことにより、ほふりシステム情報サイトの利

用も可能となります。 

※３ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ

名、メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイ

ト上から変更いただけます。 
 

以  上 



KY01 

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用

させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用

させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

共通事項に係る変更届出書 

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中  

株式会社ほふりクリアリング 御中 

 

商 号 又 は 名 称  

（連絡先） 
部署名／担当者   ／ 

電話番号 -   - 

E-Mail @ 

【参加制度】 

株式等振替制度   投資信託振替制度   一般振替 DVP 制度（※）  

一般債振替制度   外国株券等保管振替決済制度     
短期社債振替制度   決済照合システム     

※当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）は、本届出書及び本届出書の添付書

類に記載された個人情報その他の情報を共有いたします。 

 

貴社に届け出ている事項のうち、以下の記載項目について変更を届け出いたします。 

※添付書類：登記事項証明書（発行日から３か月以内）（代表者役職名のみの変更の場合を除く。）。 

 

記 

 
1.登記上の商号又は名称の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

商号又は名称  

英文  

2.登記上の本店・主たる事務所

の所在地の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

本店・主たる 

事務所の所在地 

〒    －   

 

在日支店所在地

（外国法人のみ） 

〒    －   

 

3.代表者の役職名・氏名の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

代表者の役職名  

（フリガナ）  

代表者の氏名  

 

●株式等振替制度の機構加入者口座に関する情報 
※ 当機構では、本届出書に御記載の内容に基づき、株式等振替制度の機構加入者口座に係る加入者情報の登録を

行います。本届出書の上記（１～３）記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下の欄に振替制度内字への置換えに関する情報を御記載ください（振替制度内字

への置換えに関する情報の御記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄に御記載の内容により加入者情報の登

録を行わせていただきます）。 

（変更日 平成  年  月  日） 

該当箇所 
振替制度外字 

（本届出書の御記載内容） 

振替制度内字 

（置換え後） 

□ 商号又は名称 

□ 本店・主たる事務所の所在地 

□ 代表者の役職名・氏名 
  

以 上 



株式会社　証券保管振替機構　御中

株式会社  ほふりクリアリング　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

（複数の制度で届出事項の変更を行う場合には、まとめて御提出ください。）

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ（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。

記入いただいた制度の参加形態等が表示されます。

電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用）

株式等振替制度

会社名

一般振替DVP制度

株式等振替制度

短期社債振替制度

・株式会社証券保管振替機構（以下、「当機構」という。）及び株式会社ほふりクリアリング（以下、「当社」という。）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、当機構及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

一般債振替制度

投資信託振替制度

株式等振替制度（加入者情報関係）

ＫＹ０７

株式等振替制度（加入者情報関係）

変更を行う制度を選択してください。

連絡先部署/担当者

外国株券等保管振替決済制度

一般振替ＤＶＰ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

外国株券等保管振替決済制度



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

役職名

電話番号

氏名

住所

所属部署

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

表紙へ戻る

所属部署

役職名

氏名

電話番号

e-mail

株式等振替制度

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



（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している場合で、当該担当者の変更をする場合には、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」）

追加 変更 取消

以　上

0 0 0 0 0 0 0 0 0

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

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

※該当するものに○
を記入してくださ

い。→

機構加入者 間接口座管理機関

追加

役職名

氏名

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

郵便番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

変更 取消

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

電話番号

役職名

氏名

住所

※機構に対する通知等を他の会社に委託している場合において、当該委託先会社に係る変更をするときには、振替投資信託受益権については、通知書式
「届出事項変更（情報取扱責任者変更届出書）」（ST97-61-09）を、振替受益権については、通知書式「発行者の決定事項等の通知（情報取扱責任者等
変更用）」（ST96-02）を御提出ください。

FAX番号

郵便番号



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

加入者情報関係事務の連絡先担当者      　

　該当する欄に○をしてください。

１．開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合（注１）

２．区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合（注１）（注２）（注３）

（注１）

（注２）

（注３）

0 0 0 0

表紙へ戻る

担当者は、正担当者１名及び副担当者１名以上を届け出てください（変更がない担当者を含めて全員分を記入
してください。）。３名以上の副担当者を届け出る場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、全ての区分口座又は顧客口所在コードに対応
する担当者の届出が改めて必要となりますので、ｂ．欄以降を必要に応じて記入してください。記入欄が足り
ない場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。
本欄では対象とする区分口座又は顧客口所在コード（２桁）を１枡に記入してください。複数の連続するコー
ドを記入するときは、コードとコードの間に「～」を使用していただいても結構です（例「２０～３０」）。

・当機構及び当社は、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
及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただ
きます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社
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。

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードc．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードb．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コード

住所

a．

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

所属部署

株式等振替制度（加入者情報関係）

機構加入者

間接口座管理機関

　開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合は、１．のみを記入してください。区分
口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、２．のみを記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

業務責任者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

e-mail

業務担当者

電話番号

氏名

住所

役職名

業務責任者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

氏名

業務責任者

FAX番号

郵便番号

e-mail

責任者/担当者

電話番号

e-mail

責任者/担当者

業務担当者

役職名

役職名

責任者/担当者

住所

電話番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務責任者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

一般債振替制度

所属部署

氏名

FAX番号

郵便番号



（５）資金決済会社（※短期社債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】短期社債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

住所

責任者/担当者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者

所属部署

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

住所

業務責任者 業務担当者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

電話番号

郵便番号

e-mail

FAX番号

役職名

郵便番号

住所

業務責任者

e-mail

FAX番号

FAX番号

電話番号

氏名

責任者/担当者 業務責任者（※システム接続していない場合には記入不要です。）

所属部署

役職名

郵便番号

業務責任者責任者/担当者

所属部署

住所

e-mail

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

役職名

氏名

氏名

責任者/担当者

電話番号

短期社債振替制度
表紙へ戻る

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

業務担当者



（５）資金決済会社（※一般債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】一般債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

業務担当者業務責任者

所属部署

責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

役職名

責任者/担当者 業務担当者業務責任者



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）機構加入者

（３）受託会社

（４）日銀ネット資金決済会社

FAX番号

郵便番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

氏名

役職名

郵便番号

FAX番号

e-mail

電話番号

郵便番号

業務担当者

所属部署

電話番号

FAX番号

所属部署

役職名

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

責任者/担当者

役職名

責任者/担当者

投資信託振替制度

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

業務責任者 業務担当者

所属部署

業務責任者

責任者/担当者

所属部署

住所

役職名

業務責任者

表紙へ戻る

住所

e-mail

電話番号

住所

氏名

責任者/担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

業務責任者 業務担当者



（５）間接口座管理機関

２．機構加入者及び間接口座管理機関の販売会社移管等に係る連絡
制度参加者からの「販売会社移管等の際の振替先販売会社の連絡窓口を機構から公表してもらいたい。」との御要望から、任意で届出いただくものです。
届出事項は「販売会社移管等に係る連絡先一覧」として、Targetほふりサイト([ほふりからの連絡を見る])にて公表いたします。

※販売会社移管等に係る連絡先部署名及び連絡先電話番号はそれぞれ1箇所のみ御記入ください。
※連絡先部署が複数ある場合は、各部署への取次ぎが可能な連絡先部署名とその連絡先電話番号を御記入ください。

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

業務担当者責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

電話番号

部署名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．業務責任者及び各業務における業務担当者

変更項目にチェックの上、変更内容をご記入下さい。

（１）業務責任者

（２）業務担当者

①預託・交付・振替業務

②実質株主業務

③担保業務

以　上

0

外国株券等保管振替決済制度

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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。

なお、（２）①～③の担当者が同一の場合は、①～③にチェックの上、①にのみ変更内容を記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

所属部署

役職名

所属部署

郵便番号

住所

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

e-mail

役職名

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

表紙へ戻る

所属部署

氏名

変更

変更

変更

変更



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

Ⅰ．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

     1．ＤＶＰ参加者

       （1）ＤＶＰ決済業務責任者

       （2）連絡先担当者

          ①証券振替、担保指定証券関係業務

          ②資金決済、決済促進送金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

一般振替ＤＶＰ制度

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

担当者 業務担当者

所属部署

所属部署

役職名

住所

e-mail

FAX番号

担当者

郵便番号

責任者責任者 業務責任者

役職名

電話番号

氏名

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

氏名



          ③参加者基金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

     2．決済銀行（※決済銀行指定参加者は記入不要です。）

       （1）決済銀行業務責任者

       （2）決済銀行業務連絡先担当者

以　上

0 0

・当機構及び当社は、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、当機構及び当
社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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

郵便番号

電話番号

e-mail

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

役職名

氏名

担当者

所属部署

役職名

責任者 業務責任者

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

担当者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



ST50-01 
（平成 25 年 11 月 1 日版） 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 

会社名 

代表者役職名 

氏 名                  印 

（資金決済会社コード（7桁）：           ） 

 

資金決済会社登録申請書 
（株式等振替制度用） 

当社は、株式（株式等の振替に関する業務規程（以下「業務規程」という。）第２条第３

号で定義されるものをいう。）及び新株予約権付社債（業務規程第２条第５号で定義される

ものをいう。）について、下記の１．に掲げる事項を行う資金決済会社としての登録を申請

いたします。また、本申請にあたり、下記の２．の事項を約諾いたします。 

 

記 

 

１．業務に関する事項 

□ 
機構加入者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式（業務規程第１６条第３項で定義される方

式をいう。以下同じ。）により株式又は新株予約権付社債の払込金の支払いを行う。 

□ 
機構加入者となり、発行時ＤＶＰ方式により自ら株式又は新株予約権付社債の払込金の支払

いを行う。 

□ 機構加入者からの委託を受けて新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ 機構加入者となり、自ら自社に係る新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ 
発行者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式による新株予約権付社債の払込金の受領及び

元利金の支払いを行う。 

 

□ 払込取扱銀行として発行時ＤＶＰ方式による株式の払込金の受領を行う。 

（注）該当するものの全てにチェックを記入してください。 

２．約諾に関する事項 

（１）機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

（２）機構が定める業務処理の方法に従うこと 

（３）自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

以 上 



ST99-50 
（平成 25年 2月 25日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度用） 

 
  株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 

 

 １．参加形態（希望する参加形態に「○」を記入してください。） 

 機構加入者  資金決済会社 

 間接口座管理機関  指定株主名簿管理人等 

 発行・支払代理人  受託会社 

 ２．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

（英文） 

３．登記上の本店・主たる事務所の所在地（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店・主たる事務所の所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

４．代表者氏名（機構加入者・間接口座管理機関の場合は、「届出印に係る届出書」を併せてご提出ください。） 

代表者の役職名 代表者の氏名 

（フリガナ） （フリガナ） 

  

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、本届出

書にご記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下に振

替制度内字への置換えに関する情報をご記載ください（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、

該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 

該当箇所 振替制度外字 
（本届出書のご記載内容） 

振替制度内字 
（置換え後） 

□ 商号・名称 
□ 本店、主たる事務所の所在地 
□ 代表者の役職名・氏名 

  

以 上 
 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   



ST99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  
 

会社名 
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

参加形態別事項の届出書 
（株式等振替制度） 

 

株式等振替制度の参加形態毎に固有な事項について、下記のとおり届け出いたします。 
 
１．機構加入者 
（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の指定 □ 指定する □ 指定しない 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名
称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名
称  

⑦⑥の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

（注）「登録配当金受領口座方式の指定」の欄で「指定する」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、登録配当金受領口座の「口座名義人の氏名又

は名称」に、当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）が含まれる場合には、以下に振替制度内字への置換えに関する情報をご記載くだ

さい（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 
 

振替制度外字（本届出書のご記載内容） 振替制度内字（置換え後） 

  
 

（２）元利金受領時の資金決済会社の名称等 

①資金決済会社名称  

②金融機関番号      

③店番号     

 

（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に該当する場合には、該当する法令に「○」をご記入ください。 

 放送法（放送法第 116 条第 1 項に規定する外国人等である場合） 

 航空法（航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等である場合） 

 ＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲げる者である場合） 

 
（４）共通番号 

共通番号              

 （注）共通番号の指定を受けている場合にご記入ください。 

 

 

ST99-51 
（平成 29 年 5 月 30 日版） 

２．間接口座管理機関 
（１）株式数比例配分方式を取扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の届出  

顧客口所在コード 株式数比例配分方式の取扱い 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

  □ あり  □なし（理由：                         ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は
名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は
名称  

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注１）「株式数比例配分方式の取扱い」の欄で「あり」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

（注２）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

 

（２）情報提供料率等 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

（注）備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）をご記入ください。 
 
３．資金決済会社 
（１）資金決済会社コード 

金融機関番号 店番号 店名 払込取扱銀行として利用 

        □ あり □ なし 

    □ あり □ なし 

（注）日本銀行金融ネットワークシステムの金融機関番号（4桁）及び同店番号（3桁）の計 7桁の数字とします。 

以 上 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   



ST99-52
(平成27年2月2日版)

株式会社　証券保管振替機構　御中

会社名

代表者役職名

代表者氏名 印

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

株式等振替制度

責任者/担当者

氏名

電話番号

e-mail

所属部署

役職名

業務責任者 業務担当者

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

住所

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

氏名

役職名

電話番号

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

業務責任者及び業務担当者等届出書

提出日　平成　　年　　月　　日



ST99-52
(平成27年2月2日版)

（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

※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

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

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

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

電話番号

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

住所

郵便番号

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

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

・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

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

役職名

氏名

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



KY02 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

手数料請求先等に関する届出書 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

商 号 又 は 名 称  

代表者役職・氏名＊  

（連絡先） 部署名／担当者    ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  

手数料請求先等について下記のとおり届出いたします。 

記 

1.手数料請求先 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(1)手数料請求先

((2)及び (3)を

除く） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(2)株式等振替制

度の発行者に係

る手数料請求先 

請 求 先 
※変更の場合、右欄の
いずれかに○を記入 

 (1)と同一の請求先（以下は記入不要） 

 (1)と異なる請求先（以下に記入） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※2)分から 

(3) 決済照合システ

ムのみに係る手数

料請求先を選択す

る場合（決済代行

又は業務代行を委

託している利用者

のみ記入可能） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 
 

 

2.決済照合システムに係る手数料の料率に係る届出  

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月利用(※3)分から 

手数料の料率 
 料率 A（通常料率） 

 料率 B（特別料率） 

※1変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

※2変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前々月 25 日までに御提出ください。 

※3変更後の料率による計算の開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

 

以 上 

印＊ 

＊ Target ほふりサイト 
又はメールによる 
御提出の場合には、 
記入・押印は不要です。
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・ 東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機

構が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・ また、株式会社ほふりクリアリングは、一般振替ＤＶＰ制度への制度参加に伴い本申込書を提出い

ただく場合に限り、本申込書に記載された個人情報を株式会社ほふりクリアリングが行う業務を円滑

に遂行するため、利用させていただきます。 

・ 個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ(http://www.tse.or.jp/)並びに機構及び株式会社     

ほふりクリアリングホームページ（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。 

                                          提出日：平成  年  月  日 
 

株式会社 東京証券取引所 御中 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 

会 社 名  

印 
会 社 住 所  
代表者役職名  
  氏 名  

 
Target システム利用申込書 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 
 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target ほ
ふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を遵守
することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふりサイ
トの利用を申し込みます※２。 
 

（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理者が受
領するグループ管理者 ID又は同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID（以下総称して
「ユーザ ID」という。）によりログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと
（ただし、機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２） Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３） 不正な使用を防ぐため、ユーザ ID 及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 

  グループ管理者１ ※３ グループ管理者２ ※３ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

ID・パスワード送
付先住所 

〒（  －  ） 
 

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ 同時に複数の参加形態で制度参加する場合であっても、本申込書は１通のみ御提出ください。既 

に Target ほふりサイトを利用している場合には、新たな参加形態による制度参加に際して本申込

書の提出は不要です。なお、本申込書を提出いただくことにより、ほふりシステム情報サイトの利

用も可能となります。 

※３ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ

名、メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイ

ト上から変更いただけます。 
 

以  上 
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提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
（口座管理機関コードまたは資金決済会社コード：          ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

参加形態別事項の届出書（変更用） 
（株式等振替制度） 

 

株式等振替制度の参加形態毎に届け出た固有事項について、下記のとおり変更内容を届け出いたします。 
 
１．機構加入者 
（１）登録配当金受領口座方式の指定                       （変更日 平成  年  月  日） 

登録配当金受領口座方式の指定 □ 指定する □ 指定しない 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名

称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名

称 
 

⑦⑥の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

（注）「登録配当金受領口座方式の指定」の欄で「指定する」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、登録配当金受領口座の「口座名義人の氏名又

は名称」に、当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）が含まれる場合には、以下に振替制度内字への置換えに関する情報をご記載くだ

さい（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 
 

振替制度外字（本届出書のご記載内容） 振替制度内字（置換え後） 

  
 

（２）開設済み顧客口の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 

[ □ 全て同一口座とする ]               （変更日 平成  年  月  日） 
  (※区分口座ごとに異なる口座を指定する場合、以下のフォーマットをコピーの上で、ご記入ください。) 

↓変更する顧客口（区分口座）を記入してください。 

区分口座コード           

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は名

称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は名

称 
 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 
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（３）元利金受領時の資金決済会社の名称等                 （変更日 平成  年  月  日） 

①資金決済会社名称  

②金融機関番号      

③店番号     

 

（４）外国人保有制限銘柄の外国人等である旨の申請             （変更日 平成  年  月  日） 

追加 取下げ 
←新たに該当することとなった場合は「追加」に、該当しなくなった場合は「取下げ」に○

を付してください。変更がない場合、入力しないでください。 

  放送法（放送法第 116 条第 1 項に規定する外国人等である場合） 

  航空法（航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等である場合） 

  ＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲げる者である場合） 
 

（５）共通番号 

共通番号              

 （注）共通番号の指定を受けている場合にご記入ください。 

 
（６）情報提供料率等                            （変更日 平成  年  月  日） 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

 
２．間接口座管理機関 
（１）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 （変更日 平成  年  月  日） 

顧客口所在コード           

比例配分方式の取扱い □ あり □ なし（理由 ：                       ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他  

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は

名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は

名称 
 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

 
（２）情報提供料率等                            （変更日 平成  年  月  日） 

情報提供料の料率又は算式（税抜） 
 

備考   

（注）備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）をご記入ください。 
 
 
 
 



３．資金決済会社 
（１）業務内容                              （変更日 平成  年  月  日） 

変更後 変更前 業務内容 

□ □ 
機構加入者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式（業務規程第１６条第３項で定義される方式

をいう。以下同じ。）により株式又は新株予約権付社債の払込金の支払いを行う。 

□ □ 
機構加入者となり、発行時ＤＶＰ方式により自ら株式又は新株予約権付社債の払込金の支払い

を行う。 

□ □ 機構加入者からの委託を受けて新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ □ 機構加入者となり、自ら自社に係る新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ □ 
発行者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式による新株予約権付社債の払込金の受領及び元

利金の支払いを行う。 

□ □ 払込取扱銀行として発行時ＤＶＰ方式による株式の払込金の受領を行う。 

（注）変更前、変更後の業務内容にチェックを記入してください。 

 

（２）資金決済会社コード                         （変更日 平成  年  月  日） 

金融機関番号 店番号 店名 払込取扱銀行として利用 

        □ あり □ なし 

    □ あり □ なし 

（注）日本銀行金融ネットワークシステムの金融機関番号（4桁）及び同店番号（3桁）の計 7桁の数字とします。 

以 上 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
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・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用

させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用

させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

共通事項に係る変更届出書 

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中  

株式会社ほふりクリアリング 御中 

 

商 号 又 は 名 称  

（連絡先） 
部署名／担当者   ／ 

電話番号 -   - 

E-Mail @ 

【参加制度】 

株式等振替制度   投資信託振替制度   一般振替 DVP 制度（※）  

一般債振替制度   外国株券等保管振替決済制度     
短期社債振替制度   決済照合システム     

※当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）は、本届出書及び本届出書の添付書

類に記載された個人情報その他の情報を共有いたします。 

 

貴社に届け出ている事項のうち、以下の記載項目について変更を届け出いたします。 

※添付書類：登記事項証明書（発行日から３か月以内）（代表者役職名のみの変更の場合を除く。）。 

 

記 

 
1.登記上の商号又は名称の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

商号又は名称  

英文  

2.登記上の本店・主たる事務所

の所在地の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

本店・主たる 

事務所の所在地 

〒    －   

 

在日支店所在地

（外国法人のみ） 

〒    －   

 

3.代表者の役職名・氏名の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

代表者の役職名  

（フリガナ）  

代表者の氏名  

 

●株式等振替制度の機構加入者口座に関する情報 
※ 当機構では、本届出書に御記載の内容に基づき、株式等振替制度の機構加入者口座に係る加入者情報の登録を

行います。本届出書の上記（１～３）記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下の欄に振替制度内字への置換えに関する情報を御記載ください（振替制度内字

への置換えに関する情報の御記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄に御記載の内容により加入者情報の登

録を行わせていただきます）。 

（変更日 平成  年  月  日） 

該当箇所 
振替制度外字 

（本届出書の御記載内容） 

振替制度内字 

（置換え後） 

□ 商号又は名称 

□ 本店・主たる事務所の所在地 

□ 代表者の役職名・氏名 
  

以 上 



株式会社　証券保管振替機構　御中

株式会社  ほふりクリアリング　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

（複数の制度で届出事項の変更を行う場合には、まとめて御提出ください。）

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ（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。

記入いただいた制度の参加形態等が表示されます。

電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用）

株式等振替制度

会社名

一般振替DVP制度

株式等振替制度

短期社債振替制度

・株式会社証券保管振替機構（以下、「当機構」という。）及び株式会社ほふりクリアリング（以下、「当社」という。）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、当機構及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

一般債振替制度

投資信託振替制度

株式等振替制度（加入者情報関係）

ＫＹ０７

株式等振替制度（加入者情報関係）

変更を行う制度を選択してください。

連絡先部署/担当者

外国株券等保管振替決済制度

一般振替ＤＶＰ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

外国株券等保管振替決済制度



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

役職名

電話番号

氏名

住所

所属部署

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

表紙へ戻る

所属部署

役職名

氏名

電話番号

e-mail

株式等振替制度

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



（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している場合で、当該担当者の変更をする場合には、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」）

追加 変更 取消

以　上

0 0 0 0 0 0 0 0 0

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

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

※該当するものに○
を記入してくださ

い。→

機構加入者 間接口座管理機関

追加

役職名

氏名

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

郵便番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

変更 取消

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

電話番号

役職名

氏名

住所

※機構に対する通知等を他の会社に委託している場合において、当該委託先会社に係る変更をするときには、振替投資信託受益権については、通知書式
「届出事項変更（情報取扱責任者変更届出書）」（ST97-61-09）を、振替受益権については、通知書式「発行者の決定事項等の通知（情報取扱責任者等
変更用）」（ST96-02）を御提出ください。

FAX番号

郵便番号



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

加入者情報関係事務の連絡先担当者      　

　該当する欄に○をしてください。

１．開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合（注１）

２．区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合（注１）（注２）（注３）

（注１）

（注２）

（注３）

0 0 0 0

表紙へ戻る

担当者は、正担当者１名及び副担当者１名以上を届け出てください（変更がない担当者を含めて全員分を記入
してください。）。３名以上の副担当者を届け出る場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、全ての区分口座又は顧客口所在コードに対応
する担当者の届出が改めて必要となりますので、ｂ．欄以降を必要に応じて記入してください。記入欄が足り
ない場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。
本欄では対象とする区分口座又は顧客口所在コード（２桁）を１枡に記入してください。複数の連続するコー
ドを記入するときは、コードとコードの間に「～」を使用していただいても結構です（例「２０～３０」）。

・当機構及び当社は、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
及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただ
きます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社
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。

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードc．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードb．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コード

住所

a．

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

所属部署

株式等振替制度（加入者情報関係）

機構加入者

間接口座管理機関

　開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合は、１．のみを記入してください。区分
口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、２．のみを記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

業務責任者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

e-mail

業務担当者

電話番号

氏名

住所

役職名

業務責任者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

氏名

業務責任者

FAX番号

郵便番号

e-mail

責任者/担当者

電話番号

e-mail

責任者/担当者

業務担当者

役職名

役職名

責任者/担当者

住所

電話番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務責任者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

一般債振替制度

所属部署

氏名

FAX番号

郵便番号



（５）資金決済会社（※短期社債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】短期社債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

住所

責任者/担当者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者

所属部署

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

住所

業務責任者 業務担当者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

電話番号

郵便番号

e-mail

FAX番号

役職名

郵便番号

住所

業務責任者

e-mail

FAX番号

FAX番号

電話番号

氏名

責任者/担当者 業務責任者（※システム接続していない場合には記入不要です。）

所属部署

役職名

郵便番号

業務責任者責任者/担当者

所属部署

住所

e-mail

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

役職名

氏名

氏名

責任者/担当者

電話番号

短期社債振替制度
表紙へ戻る

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

業務担当者



（５）資金決済会社（※一般債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】一般債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

業務担当者業務責任者

所属部署

責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

役職名

責任者/担当者 業務担当者業務責任者



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）機構加入者

（３）受託会社

（４）日銀ネット資金決済会社

FAX番号

郵便番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

氏名

役職名

郵便番号

FAX番号

e-mail

電話番号

郵便番号

業務担当者

所属部署

電話番号

FAX番号

所属部署

役職名

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

責任者/担当者

役職名

責任者/担当者

投資信託振替制度

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

業務責任者 業務担当者

所属部署

業務責任者

責任者/担当者

所属部署

住所

役職名

業務責任者

表紙へ戻る

住所

e-mail

電話番号

住所

氏名

責任者/担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

業務責任者 業務担当者



（５）間接口座管理機関

２．機構加入者及び間接口座管理機関の販売会社移管等に係る連絡
制度参加者からの「販売会社移管等の際の振替先販売会社の連絡窓口を機構から公表してもらいたい。」との御要望から、任意で届出いただくものです。
届出事項は「販売会社移管等に係る連絡先一覧」として、Targetほふりサイト([ほふりからの連絡を見る])にて公表いたします。

※販売会社移管等に係る連絡先部署名及び連絡先電話番号はそれぞれ1箇所のみ御記入ください。
※連絡先部署が複数ある場合は、各部署への取次ぎが可能な連絡先部署名とその連絡先電話番号を御記入ください。

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

業務担当者責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

電話番号

部署名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．業務責任者及び各業務における業務担当者

変更項目にチェックの上、変更内容をご記入下さい。

（１）業務責任者

（２）業務担当者

①預託・交付・振替業務

②実質株主業務

③担保業務

以　上

0

外国株券等保管振替決済制度

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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。

なお、（２）①～③の担当者が同一の場合は、①～③にチェックの上、①にのみ変更内容を記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

所属部署

役職名

所属部署

郵便番号

住所

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

e-mail

役職名

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

表紙へ戻る

所属部署

氏名

変更

変更

変更

変更



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

Ⅰ．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

     1．ＤＶＰ参加者

       （1）ＤＶＰ決済業務責任者

       （2）連絡先担当者

          ①証券振替、担保指定証券関係業務

          ②資金決済、決済促進送金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

一般振替ＤＶＰ制度

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

担当者 業務担当者

所属部署

所属部署

役職名

住所

e-mail

FAX番号

担当者

郵便番号

責任者責任者 業務責任者

役職名

電話番号

氏名

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

氏名



          ③参加者基金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

     2．決済銀行（※決済銀行指定参加者は記入不要です。）

       （1）決済銀行業務責任者

       （2）決済銀行業務連絡先担当者

以　上

0 0

・当機構及び当社は、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、当機構及び当
社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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

郵便番号

電話番号

e-mail

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

役職名

氏名

担当者

所属部署

役職名

責任者 業務責任者

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

担当者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



ST60-01 
（平成 25 年 11 月 1 日版） 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名                   印 
 
 
 

指定株主名簿管理人等指定申請書 
（株式等振替制度用） 

 
 
当社は、株式等の新規記録通知の発出、総株主通知の受理その他の事務について、発行

者に代わって株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との間の手続を行う指定

株主名簿管理人等（株式等の振替に関する業務規程第１３条第１項に規定する者をいう。）

としての指定を申請いたします。また、本申請にあたり、下記の事項を約諾いたします。 
 

記 
 
１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

 

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 
 
３．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

 

 
以 上 



ST99-50 
（平成 25年 2月 25日版） 

 
提出日 平成  年  月  日 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度用） 

 
  株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 

 

 １．参加形態（希望する参加形態に「○」を記入してください。） 

 機構加入者  資金決済会社 

 間接口座管理機関  指定株主名簿管理人等 

 発行・支払代理人  受託会社 

 ２．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

（英文） 

３．登記上の本店・主たる事務所の所在地（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店・主たる事務所の所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

４．代表者氏名（機構加入者・間接口座管理機関の場合は、「届出印に係る届出書」を併せてご提出ください。） 

代表者の役職名 代表者の氏名 

（フリガナ） （フリガナ） 

  

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、本届出

書にご記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下に振

替制度内字への置換えに関する情報をご記載ください（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、

該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 

該当箇所 振替制度外字 
（本届出書のご記載内容） 

振替制度内字 
（置換え後） 

□ 商号・名称 
□ 本店、主たる事務所の所在地 
□ 代表者の役職名・氏名 

  

以 上 
 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   



ST99-52
(平成27年2月2日版)

株式会社　証券保管振替機構　御中

会社名

代表者役職名

代表者氏名 印

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

株式等振替制度

責任者/担当者

氏名

電話番号

e-mail

所属部署

役職名

業務責任者 業務担当者

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

住所

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

氏名

役職名

電話番号

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

業務責任者及び業務担当者等届出書

提出日　平成　　年　　月　　日



ST99-52
(平成27年2月2日版)

（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

※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

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

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

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

電話番号

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

住所

郵便番号

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

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

・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

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

役職名

氏名

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
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・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

手数料請求先等に関する届出書 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

商 号 又 は 名 称  

代表者役職・氏名＊  

（連絡先） 部署名／担当者    ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  

手数料請求先等について下記のとおり届出いたします。 

記 

1.手数料請求先 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(1)手数料請求先

((2)及び (3)を

除く） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(2)株式等振替制

度の発行者に係

る手数料請求先 

請 求 先 
※変更の場合、右欄の
いずれかに○を記入 

 (1)と同一の請求先（以下は記入不要） 

 (1)と異なる請求先（以下に記入） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※2)分から 

(3) 決済照合システ

ムのみに係る手数

料請求先を選択す

る場合（決済代行

又は業務代行を委

託している利用者

のみ記入可能） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 
 

 

2.決済照合システムに係る手数料の料率に係る届出  

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月利用(※3)分から 

手数料の料率 
 料率 A（通常料率） 

 料率 B（特別料率） 

※1変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

※2変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前々月 25 日までに御提出ください。 

※3変更後の料率による計算の開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

 

以 上 

印＊ 

＊ Target ほふりサイト 
又はメールによる 
御提出の場合には、 
記入・押印は不要です。

 



KY04 

・ 東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機

構が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・ また、株式会社ほふりクリアリングは、一般振替ＤＶＰ制度への制度参加に伴い本申込書を提出い

ただく場合に限り、本申込書に記載された個人情報を株式会社ほふりクリアリングが行う業務を円滑

に遂行するため、利用させていただきます。 

・ 個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ(http://www.tse.or.jp/)並びに機構及び株式会社     

ほふりクリアリングホームページ（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。 

                                          提出日：平成  年  月  日 
 

株式会社 東京証券取引所 御中 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 

会 社 名  

印 
会 社 住 所  
代表者役職名  
  氏 名  

 
Target システム利用申込書 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 
 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target ほ
ふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を遵守
することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふりサイ
トの利用を申し込みます※２。 
 

（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理者が受
領するグループ管理者 ID又は同 IDを用いて作成した一般ユーザ ID（以下総称して
「ユーザ ID」という。）によりログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと
（ただし、機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２） Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３） 不正な使用を防ぐため、ユーザ ID 及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 

  グループ管理者１ ※３ グループ管理者２ ※３ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

ID・パスワード送
付先住所 

〒（  －  ） 
 

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ 同時に複数の参加形態で制度参加する場合であっても、本申込書は１通のみ御提出ください。既 

に Target ほふりサイトを利用している場合には、新たな参加形態による制度参加に際して本申込

書の提出は不要です。 

※３ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ

名、メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイ

ト上から変更いただけます。 
 

以  上 



ST80-60 
（平成 28年 1月１日版） 

平成 年 月 日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

会社名  

代表者役職名 

氏 名                      印 

 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 
  （株式等振替制度 発行者、受託会社、指定株主名簿管理人等用） 

 

当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行

令」第 25 条第２号に規定される体制の整備として、情報漏えい事案等の発生又は兆候を把

握した場合に、適切かつ迅速に次の対応を行う体制を構築しております。特に、「特定個人

情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」

第２条に規定される特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態又はそのおそれのある事

態が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会（以下「委員会」といいます。）

に報告することとしております。 

 

・責任者（            ）への情報連絡 

  括弧内には責任者の役職名を記入してください。 

・事実関係の調査及び原因の究明 

・影響を受ける可能性のある本人への連絡 

・監督当局及び委員会への報告 

・再発防止策の検討及び決定 

・事案に応じた事実関係及び再発防止策の公表 

      

以 上 
 
 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   



KY01 

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用

させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用

させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

共通事項に係る変更届出書 

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中  

株式会社ほふりクリアリング 御中 

 

商 号 又 は 名 称  

（連絡先） 
部署名／担当者   ／ 

電話番号 -   - 

E-Mail @ 

【参加制度】 

株式等振替制度   投資信託振替制度   一般振替 DVP 制度（※）  

一般債振替制度   外国株券等保管振替決済制度     
短期社債振替制度   決済照合システム     

※当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）は、本届出書及び本届出書の添付書

類に記載された個人情報その他の情報を共有いたします。 

 

貴社に届け出ている事項のうち、以下の記載項目について変更を届け出いたします。 

※添付書類：登記事項証明書（発行日から３か月以内）（代表者役職名のみの変更の場合を除く。）。 

 

記 

 
1.登記上の商号又は名称の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

商号又は名称  

英文  

2.登記上の本店・主たる事務所

の所在地の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

本店・主たる 

事務所の所在地 

〒    －   

 

在日支店所在地

（外国法人のみ） 

〒    －   

 

3.代表者の役職名・氏名の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

（フリガナ）  

代表者の役職名  

（フリガナ）  

代表者の氏名  

 

●株式等振替制度の機構加入者口座に関する情報 
※ 当機構では、本届出書に御記載の内容に基づき、株式等振替制度の機構加入者口座に係る加入者情報の登録を

行います。本届出書の上記（１～３）記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下の欄に振替制度内字への置換えに関する情報を御記載ください（振替制度内字

への置換えに関する情報の御記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄に御記載の内容により加入者情報の登

録を行わせていただきます）。 

（変更日 平成  年  月  日） 

該当箇所 
振替制度外字 

（本届出書の御記載内容） 

振替制度内字 

（置換え後） 

□ 商号又は名称 

□ 本店・主たる事務所の所在地 

□ 代表者の役職名・氏名 
  

以 上 



株式会社　証券保管振替機構　御中

株式会社  ほふりクリアリング　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

（複数の制度で届出事項の変更を行う場合には、まとめて御提出ください。）

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ（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。

記入いただいた制度の参加形態等が表示されます。

電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用）

株式等振替制度

会社名

一般振替DVP制度

株式等振替制度

短期社債振替制度

・株式会社証券保管振替機構（以下、「当機構」という。）及び株式会社ほふりクリアリング（以下、「当社」という。）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、当機構及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

一般債振替制度

投資信託振替制度

株式等振替制度（加入者情報関係）

ＫＹ０７

株式等振替制度（加入者情報関係）

変更を行う制度を選択してください。

連絡先部署/担当者

外国株券等保管振替決済制度

一般振替ＤＶＰ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

外国株券等保管振替決済制度



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

役職名

電話番号

氏名

住所

所属部署

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

表紙へ戻る

所属部署

役職名

氏名

電話番号

e-mail

株式等振替制度

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



（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している場合で、当該担当者の変更をする場合には、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」）

追加 変更 取消

以　上

0 0 0 0 0 0 0 0 0

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

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

※該当するものに○を
記入してください。→

機構加入者 間接口座管理機関

追加

役職名

氏名

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

郵便番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

変更 取消

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

電話番号

役職名

氏名

住所

※機構に対する通知等を他の会社に委託している場合において、当該委託先会社に係る変更をするときには、振替投資信託受益権については、通知書式
「届出事項変更（情報取扱責任者変更届出書）」（ST97-61-09）を、振替受益権については、通知書式「発行者の決定事項等の通知（情報取扱責任者等変
更用）」（ST96-02）を御提出ください。

FAX番号

郵便番号



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

加入者情報関係事務の連絡先担当者      　

　該当する欄に○をしてください。

１．開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合（注１）

２．区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合（注１）（注２）（注３）

（注１）

（注２）

（注３）

0 0 0 0

表紙へ戻る

担当者は、正担当者１名及び副担当者１名以上を届け出てください（変更がない担当者を含めて全員分を記入し
てください。）。３名以上の副担当者を届け出る場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、全ての区分口座又は顧客口所在コードに対応す
る担当者の届出が改めて必要となりますので、ｂ．欄以降を必要に応じて記入してください。記入欄が足りない
場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

本欄では対象とする区分口座又は顧客口所在コード（２桁）を１枡に記入してください。複数の連続するコード
を記入するときは、コードとコードの間に「～」を使用していただいても結構です（例「２０～３０」）。

・当機構及び当社は、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
及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただ
きます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社
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。

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードc．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードb．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コード

住所

a．

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

所属部署

株式等振替制度（加入者情報関係）

機構加入者

間接口座管理機関

　開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合は、１．のみを記入してください。区分
口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、２．のみを記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

業務責任者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

e-mail

業務担当者

電話番号

氏名

住所

役職名

業務責任者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

氏名

業務責任者

FAX番号

郵便番号

e-mail

責任者/担当者

電話番号

e-mail

責任者/担当者

業務担当者

役職名

役職名

責任者/担当者

住所

電話番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務責任者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

一般債振替制度

所属部署

氏名

FAX番号

郵便番号



（５）資金決済会社（※短期社債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】短期社債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

住所

責任者/担当者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者

所属部署

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

住所

業務責任者 業務担当者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

電話番号

郵便番号

e-mail

FAX番号

役職名

郵便番号

住所

業務責任者

e-mail

FAX番号

FAX番号

電話番号

氏名

責任者/担当者 業務責任者（※システム接続していない場合には記入不要です。）

所属部署

役職名

郵便番号

業務責任者責任者/担当者

所属部署

住所

e-mail

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

役職名

氏名

氏名

責任者/担当者

電話番号

短期社債振替制度
表紙へ戻る

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

業務担当者



（５）資金決済会社（※一般債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】一般債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

業務担当者業務責任者

所属部署

責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

役職名

責任者/担当者 業務担当者業務責任者



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）機構加入者

（３）受託会社

（４）日銀ネット資金決済会社

FAX番号

郵便番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

氏名

役職名

郵便番号

FAX番号

e-mail

電話番号

郵便番号

業務担当者

所属部署

電話番号

FAX番号

所属部署

役職名

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

責任者/担当者

役職名

責任者/担当者

投資信託振替制度

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

業務責任者 業務担当者

所属部署

業務責任者

責任者/担当者

所属部署

住所

役職名

業務責任者

表紙へ戻る

住所

e-mail

電話番号

住所

氏名

責任者/担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

業務責任者 業務担当者



（５）間接口座管理機関

２．機構加入者及び間接口座管理機関の販売会社移管等に係る連絡
制度参加者からの「販売会社移管等の際の振替先販売会社の連絡窓口を機構から公表してもらいたい。」との御要望から、任意で届出いただくものです。
届出事項は「販売会社移管等に係る連絡先一覧」として、Targetほふりサイト([ほふりからの連絡を見る])にて公表いたします。

※販売会社移管等に係る連絡先部署名及び連絡先電話番号はそれぞれ1箇所のみ御記入ください。
※連絡先部署が複数ある場合は、各部署への取次ぎが可能な連絡先部署名とその連絡先電話番号を御記入ください。

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

業務担当者責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

電話番号

部署名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．業務責任者及び各業務における業務担当者

変更項目にチェックの上、変更内容をご記入下さい。

（１）業務責任者

（２）業務担当者

①預託・交付・振替業務

②実質株主業務

③担保業務

以　上

0

外国株券等保管振替決済制度

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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。

なお、（２）①～③の担当者が同一の場合は、①～③にチェックの上、①にのみ変更内容を記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

所属部署

役職名

所属部署

郵便番号

住所

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

e-mail

役職名

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

表紙へ戻る

所属部署

氏名

変更 

変更 

変更 

変更 



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

Ⅰ．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

     1．ＤＶＰ参加者

       （1）ＤＶＰ決済業務責任者

       （2）連絡先担当者

          ①証券振替、担保指定証券関係業務

          ②資金決済、決済促進送金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

一般振替ＤＶＰ制度

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

担当者 業務担当者

所属部署

所属部署

役職名

住所

e-mail

FAX番号

担当者

郵便番号

責任者責任者 業務責任者

役職名

電話番号

氏名

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

氏名



          ③参加者基金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

     2．決済銀行（※決済銀行指定参加者は記入不要です。）

       （1）決済銀行業務責任者

       （2）決済銀行業務連絡先担当者

以　上

0 0

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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

郵便番号

電話番号

e-mail

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

役職名

氏名

担当者

所属部署

役職名

責任者 業務責任者

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

担当者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



ST61-01 
（平成 25 年 11 月 1 日版） 

機構使用欄 ・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

   

 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
本店所在地 
代表者役職名 

氏 名                   印 
 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 
 

受託会社指定申請書 
（株式等振替制度用） 

 
当社は、株式等の振替に関する業務規程第 16 条の２第１項の規定に基づき、受託会社と

しての指定を申請いたします。また、本申請にあたり、下記の事項を約諾いたします。 
 

記 
 
１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

 

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 
 
３．自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 

 
 

以 上 



ST99-50 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名  
代表者役職名 
氏 名                            印 

 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度用） 

 
  株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 

 

 １．参加形態（希望する参加形態に「○」を記入してください。） 

 機構加入者  資金決済会社 

 間接口座管理機関  指定株主名簿管理人等 

 発行・支払代理人  受託会社 

 ２．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

（英文） 

３．登記上の本店・主たる事務所の所在地（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店・主たる事務所の所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

４．代表者氏名（機構加入者・間接口座管理機関の場合は、「届出印に係る届出書」を併せてご提出ください。） 

代表者の役職名 代表者の氏名 

（フリガナ） （フリガナ） 

  

 
※ 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、本届出

書にご記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下に振

替制度内字への置換えに関する情報をご記載ください（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、

該当項目のフリガナ欄にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。 

該当箇所 
振替制度外字 

（本届出書のご記載内容） 
振替制度内字 
（置換え後） 

□ 商号・名称 
□ 本店、主たる事務所の所在地 
□ 代表者の役職名・氏名 

  

以 上 
 

機構使用欄 ・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

   



ST99-52
(平成27年2月2日版)

株式会社　証券保管振替機構　御中

会社名

代表者役職名

代表者氏名 印

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

株式等振替制度

責任者/担当者

氏名

電話番号

e-mail

所属部署

役職名

業務責任者 業務担当者

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

住所

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

氏名

役職名

電話番号

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

役職名

電話番号

氏名

e-mail

FAX番号

郵便番号

住所

業務責任者及び業務担当者等届出書

提出日　平成　　年　　月　　日



ST99-52
(平成27年2月2日版)

（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

※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

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

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

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

電話番号

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

住所

郵便番号

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

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

・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

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

役職名

氏名

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



KY02 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

手数料請求先等に関する届出書 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

商 号 又 は 名 称  

代表者役職・氏名＊  

（連絡先） 部署名／担当者    ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  

手数料請求先等について下記のとおり届出いたします。 

記 

1.手数料請求先 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(1)手数料請求先

((2)及び (3)を

除く） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※1)分から 

(2)株式等振替制

度の発行者に係

る手数料請求先 

請 求 先 
※変更の場合、右欄の
いずれかに○を記入 

 (1)と同一の請求先（以下は記入不要） 

 (1)と異なる請求先（以下に記入） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月送付(※2)分から 

(3) 決済照合システ

ムのみに係る手数

料請求先を選択す

る場合（決済代行

又は業務代行を委

託している利用者

のみ記入可能） 

会 社 名  

部 署 名  

郵便番号  －   

住  所  

電話番号 （    ）   － 

F A X 番号 （    ）   － 
 

 

2.決済照合システムに係る手数料の料率に係る届出  

届 出 種 別  新規  変更 （適用月）平成 年 月利用(※3)分から 

手数料の料率 
 料率 A（通常料率） 

 料率 B（特別料率） 

※1変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

※2変更後の請求先への送付開始を希望する月（適用月）の前々月 25 日までに御提出ください。 

※3変更後の料率による計算の開始を希望する月（適用月）の前月 25 日までに御提出ください。 

 

以 上 

印＊ 

＊ Target ほふりサイト 
又はメールによる 
御提出の場合には、 
記入・押印は不要です。
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・ 東証及び機構は、本申込書に記載された個人情報を、「Target 利用規程」第 28 条記載の内容及び機

構が行う業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 

・ また、株式会社ほふりクリアリングは、一般振替ＤＶＰ制度への制度参加に伴い本申込書を提出い

ただく場合に限り、本申込書に記載された個人情報を株式会社ほふりクリアリングが行う業務を円滑

に遂行するため、利用させていただきます。 

・ 個人情報保護に関する事項は、東証ホームページ(http://www.tse.or.jp/)並びに機構及び株式会社     

ほふりクリアリングホームページ（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。 

                                          提出日：平成  年  月  日 
 

株式会社 東京証券取引所 御中 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 

会 社 名  
会 社 住 所  
代表者役職名  
  氏 名  

印 

 
Target システム利用申込書 

（グループ管理者登録申込書 兼 Target ほふりサイト利用申込書） 
 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）が管理する Target ほ
ふりサイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」※１及び次の事項を遵守
することを確認したうえで、下記のとおりグループ管理者の登録及び Target ほふりサイ
トの利用を申し込みます※２。 
 

（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理者が受
領するグループ管理者 ID 又は同 ID を用いて作成した一般ユーザ ID（以下総称して
「ユーザ ID」という。）によりログインする Target ほふりサイトを通じて行うこと
（ただし、機構より他の方法による提出を求められた場合を除く）。 

（２） Target ほふりサイトを通じた機構から当社に対する通知等について、速やかに  
その内容を確認すること。 

（３） 不正な使用を防ぐため、ユーザ ID 及びパスワードを適切に管理すること。 
 

記 
 

  グループ管理者１ ※３ グループ管理者２ ※３ 

ユーザ名（カナ）     

ユーザ名     

メールアドレス     

連絡先電話番号     

ID・パスワード送
付先住所 

〒（  －  ） 
 

 
※１ Target 利用規程の内容は(http://www.tse.or.jp/market/service/data/b7gje6000000535x-att/ 

tseinfrule.pdf)を御参照ください。  

※２ 同時に複数の参加形態で制度参加する場合であっても、本申込書は１通のみ御提出ください。既 

に Target ほふりサイトを利用している場合には、新たな参加形態による制度参加に際して本申込

書の提出は不要です。 

※３ グループ管理者は会社全体の ID 管理を担当する方を必ず２名記入してください。なお、ユーザ

名、メールアドレス及び連絡先電話番号は、Target ほふりサイト利用開始後、Target ほふりサイ

ト上から変更いただけます。 
 

以  上 



ST80-60 
（平成 28年 1月１日版） 

平成 年 月 日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

会社名  

代表者役職名 

氏 名                      印 

 

特定個人情報の安全を確保するための措置に係る確認書 
  （株式等振替制度 発行者、受託会社、指定株主名簿管理人等用） 

 

当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行

令」第 25 条第２号に規定される体制の整備として、情報漏えい事案等の発生又は兆候を把

握した場合に、適切かつ迅速に次の対応を行う体制を構築しております。特に、「特定個人

情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」

第２条に規定される特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態又はそのおそれのある事

態が発覚した時点で、直ちにその旨を個人情報保護委員会（以下「委員会」といいます。）

に報告することとしております。 

 

・責任者（            ）への情報連絡 

  括弧内には責任者の役職名を記入してください。 

・事実関係の調査及び原因の究明 

・影響を受ける可能性のある本人への連絡 

・監督当局及び委員会への報告 

・再発防止策の検討及び決定 

・事案に応じた事実関係及び再発防止策の公表 

      

以 上 
 
 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
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・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用

させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用

させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

共通事項に係る変更届出書 

 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中  

株式会社ほふりクリアリング 御中 

 

商 号 又 は 名 称  

（連絡先） 
部署名／担当者   ／ 

電話番号 -   - 

E-Mail @ 

【参加制度】 

株式等振替制度   投資信託振替制度  一般振替 DVP 制度（※）  

一般債振替制度   外国株券等保管振替決済制度    
短期社債振替制度   決済照合システム    

※当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）は、本届出書及び本届出書の添付書

類に記載された個人情報その他の情報を共有いたします。 

 

貴社に届け出ている事項のうち、以下の記載項目について変更を届け出いたします。 

※添付書類：登記事項証明書（発行日から３か月以内）（代表者役職名のみの変更の場合を除く。）。 

 

記 

 
（フリガナ）  

商号又は名称  

1.登記上の商号又は名称の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 英文  

本店・主たる 

事務所の所在地

〒    －   

 

2.登記上の本店・主たる事務所

の所在地の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 在日支店所在地

（外国法人のみ） 

〒    －   

 

（フリガナ）  

代表者の役職名  

（フリガナ）  

3.代表者の役職名・氏名の変更 

 

（変更日：平成  年  月  日） 

代表者の氏名  

 

●株式等振替制度の機構加入者口座に関する情報 

※ 当機構では、本届出書に御記載の内容に基づき、株式等振替制度の機構加入者口座に係る加入者情報の登録を

行います。本届出書の上記（１～３）記載の内容に、当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）が含まれる場合には、以下の欄に振替制度内字への置換えに関する情報を御記載ください（振替制度内字

への置換えに関する情報の御記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄に御記載の内容により加入者情報の登

録を行わせていただきます）。 

（変更日 平成  年  月  日） 

該当箇所 
振替制度外字 

（本届出書の御記載内容） 

振替制度内字 

（置換え後） 

□ 商号又は名称 

□ 本店・主たる事務所の所在地 

□ 代表者の役職名・氏名 
  

以 上 



株式会社　証券保管振替機構　御中

株式会社  ほふりクリアリング　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

（複数の制度で届出事項の変更を行う場合には、まとめて御提出ください。）

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ（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。

記入いただいた制度の参加形態等が表示されます。

電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用）

株式等振替制度

会社名

一般振替DVP制度

株式等振替制度

短期社債振替制度

・株式会社証券保管振替機構（以下、「当機構」という。）及び株式会社ほふりクリアリング（以下、「当社」という。）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、当機構及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

一般債振替制度

投資信託振替制度

株式等振替制度（加入者情報関係）

ＫＹ０７

株式等振替制度（加入者情報関係）

変更を行う制度を選択してください。

連絡先部署/担当者

外国株券等保管振替決済制度

一般振替ＤＶＰ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

外国株券等保管振替決済制度



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）機構加入者

（２）間接口座管理機関

（３）指定株主名簿管理人等

（４）資金決済会社

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

所属部署

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

役職名

電話番号

氏名

住所

所属部署

FAX番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

郵便番号

責任者/担当者 業務責任者 業務担当者

表紙へ戻る

所属部署

役職名

氏名

電話番号

e-mail

株式等振替制度

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



（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している場合で、当該担当者の変更をする場合には、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」）

追加 変更 取消

以　上

0 0 0 0 0 0 0 0 0

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

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

※該当するものに○
を記入してくださ

い。→

機構加入者 間接口座管理機関

追加

役職名

氏名

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

郵便番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

変更 取消

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

責任者/担当者※ 情報取扱責任者 連絡担当部署

部署

電話番号

役職名

氏名

住所

※機構に対する通知等を他の会社に委託している場合において、当該委託先会社に係る変更をするときには、振替投資信託受益権については、通知書式
「届出事項変更（情報取扱責任者変更届出書）」（ST97-61-09）を、振替受益権については、通知書式「発行者の決定事項等の通知（情報取扱責任者等
変更用）」（ST96-02）を御提出ください。

FAX番号

郵便番号



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

加入者情報関係事務の連絡先担当者      　

　該当する欄に○をしてください。

１．開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合（注１）

２．区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合（注１）（注２）（注３）

（注１）

（注２）

（注３）

0 0 0 0

表紙へ戻る

担当者は、正担当者１名及び副担当者１名以上を届け出てください（変更がない担当者を含めて全員分を記入
してください。）。３名以上の副担当者を届け出る場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。

区分口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、全ての区分口座又は顧客口所在コードに対応
する担当者の届出が改めて必要となりますので、ｂ．欄以降を必要に応じて記入してください。記入欄が足り
ない場合は、適宜記入欄を追加の上、記入してください。
本欄では対象とする区分口座又は顧客口所在コード（２桁）を１枡に記入してください。複数の連続するコー
ドを記入するときは、コードとコードの間に「～」を使用していただいても結構です（例「２０～３０」）。

・当機構及び当社は、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
及び当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただ
きます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社
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。

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードc．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コードb．

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

所属部署

役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

　右記の区分口座又は顧客口所在コード

住所

a．

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

役職名

氏名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

所属部署

株式等振替制度（加入者情報関係）

機構加入者

間接口座管理機関

　開設済の全ての区分口座又は顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合は、１．のみを記入してください。区分
口座又は顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、２．のみを記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　 複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

業務責任者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

e-mail

業務担当者

電話番号

氏名

住所

役職名

業務責任者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

氏名

業務責任者

FAX番号

郵便番号

e-mail

責任者/担当者

電話番号

e-mail

責任者/担当者

業務担当者

役職名

役職名

責任者/担当者

住所

電話番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務責任者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

一般債振替制度

所属部署

氏名

FAX番号

郵便番号



（５）資金決済会社（※短期社債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】短期社債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

住所

責任者/担当者

所属部署

役職名

業務担当者

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

責任者/担当者 業務責任者

所属部署

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）発行代理人

（３）支払代理人

（４）機構加入者

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

住所

業務責任者 業務担当者

所属部署

責任者/担当者

所属部署

電話番号

郵便番号

e-mail

FAX番号

役職名

郵便番号

住所

業務責任者

e-mail

FAX番号

FAX番号

電話番号

氏名

責任者/担当者 業務責任者（※システム接続していない場合には記入不要です。）

所属部署

役職名

郵便番号

業務責任者責任者/担当者

所属部署

住所

e-mail

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

役職名

氏名

氏名

責任者/担当者

電話番号

短期社債振替制度
表紙へ戻る

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

業務担当者



（５）資金決済会社（※一般債振替制度の（５）資金決済会社には記入不可【注】）

【注】一般債振替制度の（５）資金決済会社と届出事項の登録が共通（同一）となります。したがって、どちらか一方の記入欄のみ御記入ください。

（６）間接口座管理機関

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

電話番号

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

業務担当者業務責任者

所属部署

責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

役職名

責任者/担当者 業務担当者業務責任者



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

（１）発行者

（２）機構加入者

（３）受託会社

（４）日銀ネット資金決済会社

FAX番号

郵便番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

氏名

役職名

郵便番号

FAX番号

e-mail

電話番号

郵便番号

業務担当者

所属部署

電話番号

FAX番号

所属部署

役職名

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

責任者/担当者

役職名

責任者/担当者

投資信託振替制度

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

業務責任者 業務担当者

所属部署

業務責任者

責任者/担当者

所属部署

住所

役職名

業務責任者

表紙へ戻る

住所

e-mail

電話番号

住所

氏名

責任者/担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

業務責任者 業務担当者



（５）間接口座管理機関

２．機構加入者及び間接口座管理機関の販売会社移管等に係る連絡
制度参加者からの「販売会社移管等の際の振替先販売会社の連絡窓口を機構から公表してもらいたい。」との御要望から、任意で届出いただくものです。
届出事項は「販売会社移管等に係る連絡先一覧」として、Targetほふりサイト([ほふりからの連絡を見る])にて公表いたします。

※販売会社移管等に係る連絡先部署名及び連絡先電話番号はそれぞれ1箇所のみ御記入ください。
※連絡先部署が複数ある場合は、各部署への取次ぎが可能な連絡先部署名とその連絡先電話番号を御記入ください。

以　上

0 0 0 0 0 0

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

e-mail

氏名

業務担当者責任者/担当者

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホームページ
（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。

電話番号

部署名

・当機構及び当社は、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、当機構及び当社の業務を
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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

役職名

所属部署

業務責任者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．業務責任者及び各業務における業務担当者

変更項目にチェックの上、変更内容をご記入下さい。

（１）業務責任者

（２）業務担当者

①預託・交付・振替業務

②実質株主業務

③担保業務

以　上

0

外国株券等保管振替決済制度

・当機構及び当社は、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、当機構及び
当社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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。

なお、（２）①～③の担当者が同一の場合は、①～③にチェックの上、①にのみ変更内容を記入してください。

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

住所

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

住所

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

氏名

役職名

所属部署

役職名

所属部署

郵便番号

住所

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

e-mail

役職名

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

（変更日　平成　　年　　月　　日）

電話番号

表紙へ戻る

所属部署

氏名

変更

変更

変更

変更



以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

Ⅰ．参加形態ごとの業務責任者及び業務担当者

変更箇所のみ御記入ください。

　　

     1．ＤＶＰ参加者

       （1）ＤＶＰ決済業務責任者

       （2）連絡先担当者

          ①証券振替、担保指定証券関係業務

          ②資金決済、決済促進送金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

一般振替ＤＶＰ制度

住所

FAX番号

郵便番号

電話番号

e-mail

氏名

役職名

担当者 業務担当者

所属部署

所属部署

役職名

住所

e-mail

FAX番号

担当者

郵便番号

責任者責任者 業務責任者

役職名

電話番号

氏名

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）

業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

表紙へ戻る

複数の参加形態で制度参加している場合には、参加形態ごとに御記入ください。

氏名



          ③参加者基金関係業務（※決済銀行指定参加者も記入が必要です。）

     2．決済銀行（※決済銀行指定参加者は記入不要です。）

       （1）決済銀行業務責任者

       （2）決済銀行業務連絡先担当者

以　上

0 0

・当機構及び当社は、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、当機構及び当
社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及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。

・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社の個人情報保護に関する事項は、当機構及び当社ホーム
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

郵便番号

電話番号

e-mail

FAX番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

業務担当者

役職名

氏名

担当者

所属部署

役職名

責任者 業務責任者

郵便番号

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

氏名

所属部署

役職名

担当者 業務担当者

（変更日　平成　　年　　月　　日）

（変更日　平成　　年　　月　　日）



FIAMI_S10-01 
（平成 29 年 6 月 30 日版） 

・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant 
based on this document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the 
authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 
 

・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。 
Please refer to JASDEC's website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal 
information such as the personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 

(Date of submission)        /       /       
(DD) / (MM) / (YYYY) 

株式会社 証券保管振替機構 御中 
To: Japan Securities Depository Center, Inc. 
 

会社名 / 
Name of the Company： 

 

代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 / 
Name of the Authorized Signatory： 

 

  
Signature 

 

代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名/ 
Name of the Authorized Signatory： 

 

  
Signature 

 

 

間接口座管理機関承認申請書（外国間接口座管理機関用） 

Application for the Approval for Indirect Account Management Institution 
Regarding Book-Entry Transfer System 

(For Foreign Indirect Account Management Institution) 
 

当社は、株式会社証券保管振替機構が定める社債等に関する業務規程第２７条第１項又は株式等の振替

に関する業務規程第２６条第１項の規定に基づき、下記のとおり、間接口座管理機関としての承認を申請

いたします。 
Pursuant to the provisions of Article 26, Paragraph 1 of the Operational Rules Regarding Book-Entry 

Transfer of Shares, etc. and/or Article 27, Paragraph 1 of the Operational Rules Regarding Corporate Bonds, 
etc., we apply for the approval for Indirect Account Management Institution as follows. 
 

記 
 
１．申請する制度（該当に○） / The systems for which we apply (Please check all applicable cells) 

 株式等振替制度 / Shares, etc.* 

 短期社債振替制度 / Short-Term Corporate Bonds (CP) 
 一般債振替制度 / Corporate Bonds 

*”Shares, etc.”: Shares, Share Options, Corporate Bonds with Share Options, Investment Equity, Preferred Equity 
Investments, Investment Equity Subscription Rights, Beneficial Interest in Investment Trust and Beneficial Interest in 
Trust Issuing Beneficiary Certificates 



FIAMI_S10-01 
（平成 29 年 6 月 30 日版） 

・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant 
based on this document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the 
authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 
 

・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。 
Please refer to JASDEC's website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal 
information such as the personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 

２．上位機関名 / Name of Upper-Tier Institution 

 会社名 Name of the Company 
直近上位機関 
Immediately Upper-Tier Institution  

上位機関① 
Upper-Tier Institution (1)  

上位機関② 
Upper-Tier Institution (2)  

上位機関③ 
Upper-Tier Institution (3)  

 
３．直近上位機関から顧客口の開設を受ける日/ 

Date on which the Immediately Upper-Tier Institution opens our Customer Account 
 
          /          /           

(DD)   /   (MM)  /   (YYYY) 
 
４．間接口座管理機関定額負担金請求先（日本国内の請求先を記載ください） / 

Billing Address, etc. (Address in Japan only) 

会社名  
部署名  
郵便番号    －      
住所  
電話番号 （    ）    － 
ＦＡＸ番号 （    ）    － 

 
５．【株式等振替制度のみ】Book-Entry Transfer System for Shares, etc. only 

「直近上位機関」の機構加入者コード等 / Code of “Immediately Upper-Tier Institution” 

口座管理機関コード（5 桁）及び顧客口コード（直近上位機関が間接口座管理機関であれば顧客口所在コー

ド）（2 桁）の合計 7 桁の数字をご記入ください。 
The Account Management Institution Code (the first five digits) and the Classification Code of 
Customer Account (the last two digits) of the Immediately Upper-Tier Institution (If the Immediately 
Upper-Tier Institution is an Indirect Account Management Institution, the last two digits are the code 
which JASDEC designated to identify the “Upper-Tier Institution.”) 

       

       

       

 
以 上 



FIAMI_S10-02 
（平成 29 年 6 月 30 日版） 

・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant 
based on this document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the 
authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 
 

・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。 
Please refer to JASDEC's website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal 
information such as the personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 

(Date of submission)        /       /       
(DD) / (MM) / (YYYY) 

株式会社 証券保管振替機構 御中 
To: Japan Securities Depository Center, Inc. 
 

会社名 / Name of the Company：  
代表者（申請書の署名者）の代理人 /  
Person authorized by Authorized Signatory：  

会社名 / Name of the Company：  

役職名 / Name of the Title：  

氏名 / Name：  
連絡先/Point of Contact 
部署名／担当者名 ／ 
電話番号    -       - 

 

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＜外国間接口座管理機関用＞） 

Notification Regarding Indirect Account Management Institution 
(For Upper-Tier Account Management Institution 

<For Foreign Indirect Account Management Institution>) 
 

当社は、下記のとおり、間接口座管理機関承認申請者が、当社の下位の間接口座管理機関としての承認

申請を行うことについて届け出いたします。 
We notify as follows in connection with application by the Applicant for the Approval for Indirect 

Account Management Institution for the approval for our Lower-Tier Indirect Account Management 
Institution. 
 

記 
 
１．届出に係る制度（該当に○） 

The systems regarding the notification (Please check all applicable cells) 
 株式等振替制度 / Shares, etc. * 

 短期社債振替制度 / Short-Term Corporate Bonds (CP) 
 一般債振替制度 / Corporate Bonds 
*”Shares, etc.”: Shares, Share Options, Corporate Bonds with Share Options, Investment Equity, Preferred Equity 

Investments, Investment Equity Subscription Rights, Beneficial Interest in Investment Trust and Beneficial Interest in 
Trust Issuing Beneficiary Certificates 
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・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant 
based on this document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the 
authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 
 

・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。 
Please refer to JASDEC's website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal 
information such as the personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 

 
２．間接口座管理機関承認申請者 

Applicant for the Approval for Indirect Account Management Institution 

会社名 / Name of the Company  

 
３．間接口座管理機関承認申請者の上位機関名 

Name of Upper-Tier Institution of the Applicant for the Approval for Indirect Account 
Management Institution 

 会社名 Name of the Company 
直近上位機関 

Immediately Upper-Tier Institution 
 

上位機関① 

Upper-Tier Institution (1) 
 

上位機関② 

Upper-Tier Institution (2) 
 

上位機関③ 

Upper-Tier Institution (3) 
 

 
以 上 
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・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant based on this document 
and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the authorized minister under the Act on 
Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 
 

・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。 
Please refer to JASDEC’s website (http://www.jasdec.com/en) for information regarding protection by JASDEC of personal information such as the 
personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 

（Date of submission)       /       /        
(DD) / (MM) / (YYYY) 

株式会社 証券保管振替機構 御中 
To: Japan Securities Depository Center, Inc. 
 

会社名 / 
Name of the Company： 

 

代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 / 
Name of the Authorized Signatory： 

 

 
 
Signature  

代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 / 
Name of the Authorized Signatory： 

 

 
 
Signature  

 

約 諾 書 / Consent Regarding Book-Entry Transfer Systems 
（外国間接口座管理機関用） / (For Foreign Indirect Account Management Institution) 

 
記 

 

１．申請する制度（該当に○） / The systems for which we apply (Please check all applicable cells) 
 株式等振替制度 / Shares, etc.* 
 短期社債振替制度 / Short-Term Corporate Bonds (CP) 
 一般債振替制度 / Corporate Bonds 

*”Shares, etc.”: Shares, Share Options, Corporate Bonds with Share Options, Investment Equity, Preferred Equity Investments, 
Investment Equity Subscription Rights, Beneficial Interest in Investment Trust, Beneficial Interest in Trust Issuing 
Beneficiary Certificates 

 
２．当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に、次の事項を約諾いたします。 

We hereby give Japan Securities Depository Center, Inc. (hereinafter referred to as “JASDEC”) consent to 
the following matters. 

 
（１）機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

To comply with (i) the Operational Rules prescribed by JASDEC (ii) Other Rules prescribed by JASDEC and 
(iii) necessary measures taken by JASDEC. 

（２）機構が定める業務処理の方法に従うこと 
To comply with the methods of business processing prescribed by JASDEC. 

（３）自ら又はその役員若しくはこれに準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと 
To pledge that none of the company, its executives or any other person/party equivalent thereto belong to 
anti-social forces. 

 
３．当社の所在地法に照らして、機構と当社との間で次の合意が有効であることを確認し、次の合意と異なる主張

は一切行わず、そのような主張を行う権利を放棄いたします。 
We hereby confirm that, in view of our lex loci rei sitae, the following agreements are valid between 
JASDEC and us, and that we will not make any claim inconsistent with the following agreements, and we 
hereby waive any right to make such a claim. 
 
（１）申請する制度に関する機構と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とすること 

The rights and obligations to or against JASDEC or us relating to the systems for which we apply shall be 
governed by the laws of Japan. 

（２）申請する制度に関する機構と当社との間の権利義務について紛議が生じた場合の争訟については、東京地方裁判所

を専属管轄裁判所とすること。ただし、機構は、管轄が認められる国外の裁判所において当社に対し訴訟を提起す

ることを妨げられないこと 



 

・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、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、適宜ご参照ください。 
・Please note that JASDEC will use personal information described in this Notice in order to conduct, in a smooth manner, the businesses approved by 

the authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds, Shares, etc. 
・Please refer to JASDEC’s website (http://www.jasdec.com/) for information regarding protection by JASDEC of personal information such as the 

personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 
 

The Tokyo District Court shall have exclusive jurisdiction over any litigation relating to any dispute arising in 
connection with the rights and obligations to or against JASDEC or us relating to the systems for which we 
apply provided, however, that JASDEC shall have the right to commence lawsuits against us in front of courts 
outside of Japan having jurisdiction. 

以 上 
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・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant based on this 
document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the authorized minister under the Act 
on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 
 

・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。 
Please refer to JASDEC’s website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal information such as the 
personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 

(Date of submission)       /      /       
(DD) / (MM) / (YYYY) 

株式会社 証券保管振替機構 御中  
To: Japan Securities Depository Center, Inc. 
 

会社名 / 
Name of the Company： 

 

代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 / 
Name of the Authorized Signatory： 

 

 
 
Signature  

代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 / 
Name of the Authorized Signatory： 

 

 
 
Signature  

 
＊連絡先（上位口座管理機関が記載ください）/ 

Point of Contact (to be filled in by an Upper-Tier Account Management Institution) 
会社名  
部署名／担当者名  
住所  
電話番号  
E-mail  

 

制度参加に係る共通事項届出書 
（外国間接口座管理機関用） 

Notification Concerning Common Matters 
(For Foreign Indirect Account Management Institution) 

 

記 

 

１．登記上の商号・名称 / Registered name 
（カタカナ） 
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・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant based on this 
document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the authorized minister under the Act 
on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 
 

・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。 
Please refer to JASDEC’s website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal information such as the 
personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 

２．登記上の本店所在地（在日支店所在地） 
Registered address of (i) Head Office and (ii) Japan Office (Note that (ii) should be filled in if any.) 
（本店所在地）Address of Head Office 
 

（在日支店所在地）Address of Japan Office 
 

 

３．代表者（申請書の署名者）の役職名・氏名 / Name of the Authorized Signatory 
役職名・氏名 
Name of the Authorized Signatory / Name of the Title of the Authorized Signatory 

 

 

 

４．代表者（申請書の署名者）の代理人の選任 / 

Appointment of the Person authorized by Authorized Signatory 
会社名・役職名・氏名 
Name / Name of the Title / Name of the Company 

 

 

以 上 
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株式会社　証券保管振替機構　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

会社名

（代表者（申請書の署名者）の代理人） 会社名

１．届出に係る制度等（該当に○）

２．業務責任者及び業務担当者の連絡先

※　御記入いただいた業務担当者、担保業務担当者の所属部署、電話番号、FAX番号及び住所については、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、あらかじめ御了承下さい。

※　株式等振替制度における「担保に係る業務」について、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、御記入ください。

Ｅ－ＭＡＩＬ

　株式等振替制度

所属部署

担保業務担当者

e-mail

　一般債振替制度

　短期社債振替制度

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書
（外国間接口座管理機関用）

電話番号

連絡先部署/担当者

FAX番号

責任者/担当者

役職名

所属部署

役職名

担保

業務責任者 業務担当者

氏名

電話番号

氏名

郵便番号

電話番号

住所

e-mail

FAX番号

郵便番号

・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。

・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。

住所
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外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料 
Financial Information for the Application for the Approval 

for Foreign Indirect Account Management Institution Regarding Book-Entry Transfer Systems 
 

(Date of submission)        /       /       
(DD) / (MM) / (YYYY) 

 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
To: Japan Securities Depository Center, Inc. 

 
会社名 / Name of the Company：  
代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 / 
Name of the Authorized Signatory： 

 

 Signature  
代表者（申請書の署名者）の役職名 / 
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 / 
Name of the Authorized Signatory： 

 

 Signature  
 

【注意】本書に記載された内容は、申請者が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対し、社債、

株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。以下「法」という。）に基づく外国間接口座管理機

関の承認申請をする場合に、機構が、下記承認基準に照らしてその申請を承認するか否かの判断の資料

とするものです。本書に記載された内容が、事実に反することが判明した場合には、申請者の不利益に

斟酌されることがあります。 
Japan Securities Depository Center, Inc. (hereinafter referred to as "JASDEC") intends to use 
information provided by the applicant in this form to decide whether to grant approval as a Foreign 
Indirect Account Management Institution in Book-Entry Transfer Systems (hereinafter referred to 
as "FIAMI") based on the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds and Shares, etc. (Act No.75 
of 2001; hereinafter referred to as the "Act"). JASDEC reviews this Application Form to determine 
whether the applicant satisfies the requirements set out in the following Requirements for approval 
as an FIAMI. If any item on this form is found to be untrue, this fact may be counted against the 
applicant's interests. 

 

【審査事項】 /  [ Information Necessary for Review of an Applicant to be Approved as FIAMI ] 
 

本資料には、「審査事項」についての記入欄に続けて、【外国間接口座管理機関の承認基準】を記載しておりま

す。以下の確認事項は、当該承認基準に則したものですので、あらかじめ、当該承認基準を御一読くださいま

すようお願いいたします。 

In this document, the section of “Information Necessary for Review” is followed by JASDEC's 
[Requirements for approval as FIAMI]. Please read them thoroughly beforehand, since applicants are 
asked to provide information on the following questions in accordance with such requirements. 

 

■「申請者が法第 44 条第 1 項第 13 号に掲げるものであること」について 
A requirement to be approved as a FIAMI: "the applicant is an entity set forth in Article 44, 
Paragraph 1, Item 13 of the Act." 
 

(  ) 該当している / I am an entity set forth in Article 44, Paragraph 1, Item 13 of the Act. 

(  ) 該当していない / I am not an entity set forth in Article 44, Paragraph 1, Item 13 of the Act. 
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（参考）【社債、株式等の振替に関する法律 第 44 条第 1 項第 13 号】 

（口座管理機関の口座の開設） 
第 44 条 次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申

出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。（後略） 
1 号～12 号（省略） 
13 号 外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定

により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が

指定する者 
 

(For your information) [Article 44, Paragraph 1, Item 13 of the Act] 
(Opening of Accounts of an Account Management Institution) 

Article 44 (1) A person as set forth below may open an account for another person in which book entries can be made 
for Bonds and Other Securities at the request of that person, in accordance with the provisions of this 
Act and the operational rules of the Book-Entry Transfer Institution. (The rest is omitted.) 

(Items 1 to 12 omitted.) 
Item 13: a person licensed or registered or subject to a similar disposition in a foreign state pursuant to foreign laws 

and regulations, to manage another person's Bonds or Other Securities or rights similar to Bonds or Other 
Securities in that foreign state, as designated by the competent minister. 

 

■「財産の状況に問題がないこと」について 

A Requirement to be approved as FIAMI: soundness of the applicant's financial condition 
Ⅰ．財務指標に関する法令上の定め 

The provisions of laws and/or regulations in the applicant's home country concerning financial soundness 

１．母国において「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」（昭和 63 年７月バーゼル銀行監督委員会。以下「バ

ーゼルⅠ」という。）、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化：改定された枠組み」（平成 16 年 6 月バーゼ

ル銀行監督委員会。以下「バーゼルⅡ」という。）又は「バーゼルⅢ：より強靭な銀行及び銀行システムのための

世界的な規制の枠組み」（平成 22 年 12 月バーゼル銀行監督委員会。以下「バーゼルⅢ」という。）に基づき定め

られた法令による規制の適用を受けていますか。以下から該当するもの一つを選択し、その選択内容に応じ、「２.」、
「３.」又は「４．」の設問に御回答ください。 
Is the applicant subject to the home-country statutory regulations based on International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards published by the Basel Committee on Banking Supervision in 
July 1988 (hereinafter referred to as “Basel I”) , International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards: a Revised Framework published by the Basel Committee on Banking Supervision in June 
2004 (hereinafter referred to as “Basel II”) or Basel III: A global regulatory framework for more resilient 
banks and banking systems published by the Basel Committee on Banking Supervision in December 2010 
(hereinafter referred to as “Basel III”)? Please choose one and answer further questions in 2. , 3. or 4. below. 

（注）承認基準では、①申請者が母国において、「バーゼルⅠ」、「バーゼルⅡ」又は「バーゼルⅢ」に基づき

定められた法令による規制の適用を受ける場合には、申請者の自己資本比率により、②適用を受けない場

合には、申請者の母国において「免許又は登録その他これに類する処分を受けている者」（法第 44 条第 1
項第 13 号）に関して適用される財務の健全性基準により、審査を行うこととしています。 

(Note)The Requirements stipulate that JASDEC reviews the applicant's financial condition by: (i) applicant's capital 
adequacy ratios, if the applicant is subject to the home-country statutory regulations based on Basel I, Basel II or 
Basel III; or (ii) requirements on financial condition applied to "a person licensed or registered or subject to a 
similar disposition" prescribed in Article 44, Paragraph 1, Item 13 of the Act, if the applicant is not subject to the 
home-country statutory regulations based on Basel I, Basel II or Basel III.  

(  ) バーゼルⅠ又はバーゼルⅡに基づき定められた法令による規制の適用を受けている（→２.の設問に御回答く

ださい。）  

Yes, the applicant is subject to the home-country statutory regulations based on Basel I or Basel II (please 
answer questions in 2.). 

(  ) バーゼルⅢに基づき定められた法令による規制の適用を受けている（→３.の設問に御回答ください。） 

Yes, the applicant is subject to the home-country statutory regulations based on Basel III (please answer 
questions in 3.). 

(  ) 受けていない（→４.の設問に御回答ください。） 

No, the applicant is not subject to the home-country statutory regulations based on Basel I, Basel II or 
Basel III (please answer questions in 4.). 
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２．１．で「バーゼルⅠ又はバーゼルⅡに基づき定められた法令による規制の適用を受けている」と回答された申請者

にお伺いします。 

The following questions are for applicants who answered "Yes, the applicant is subject to the home-country 
statutory regulations based on Basel I or Basel II" in question 1. 

（１）以下に当該規制の適用を受けた直前の決算期末を記載してください（注１）。 
Please provide the end of the most recent accounting period that the applicant is subject to the 
home-country statutory regulations based on Basel I or Basel II (Note1). 

     年   月期

 Year/Month  

（注１）申請者が、初回の決算を行っていない場合（申請者が新たに営業を開始しようとする場合を含む）に

は、申請者が申告する開業後 3 年間の決算期末の見込み自己資本比率（注２）を記載してください。 
(Note1) Applicants that have not yet closed their books at the end of the first accounting period (including entities 

planning to start business) should provide the estimated capital adequacy ratios (Note2) for the first three 
years after the start of business. 
見込み自己資本比率( %) 

The estimated Capital Adequacy 
Ratios 

年 月期 
Year/Month 

年 月期 
Year/Month 

年 月期 

Year/Month 

単体ベース Non-consolidated Basis    

連結ベース Consolidated Basis    

（注２）申請者の母国において「バーゼルⅠ」又は「バーゼルⅡ」に基づき定められた法令による規制であっ

て、申請者が現に適用を受けるものにより算出されたものとします。あてはまらないものには「N/A」

と記載してください。 

(Note2) The ratio should be calculated pursuant to the statutory regulation prescribed in the applicant’s home-country 
based on Basel I or Basel II and to which the applicant is subject. For those items not required under the 
home-country statutory regulations, please indicate "N/A." 

（２）上記（１）で記載した期において、自己資本比率は、申請者の母国において申請者に適用される法令の基準

を満たしていますか。 
Does the capital adequacy ratio at the end of the most recent accounting period stated in （１） meet the 
standard required by home-country statutory regulations? 

  （ ）満たしています。Yes. 
  （ ）満たしていません。No. 
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３．１．で「バーゼルⅢに基づき定められた法令による規制の適用を受けている」と回答された申請者にお伺いしま

す。 

The following questions are for applicants who answered "Yes, the applicant is subject to the home-country 
statutory regulations based on Basel III" in question 1. 

（１）以下に当該規制の適用を受けた直前の決算期末を記載してください（注１）。 
Please provide the end of the most recent accounting period that the applicant is subject to the 
home-country statutory regulations based on Basel III (Note1). 

     年   月期

 Year/Month  

（注１）申請者が、初回の決算を行っていない場合（申請者が新たに営業を開始しようとする場合を含む）

には、申請者が申告する開業後 3 年間の決算期末の見込み自己資本比率（注２）を記載してくださ

い。 
(Note1) Applicants that have not yet closed their books at the end of the first accounting period (including entities 

planning to start business) should provide the estimated capital adequacy ratios (Note2) for the first three 
years after the start of business. 

見込み自己資本比率( %) 
The estimated Capital Adequacy Ratios 

年 月期 
Year/Month 

年 月期 
Year/Month 

年 月期 

Year/Month 

単体ベース 
Non- 
consolidated 
Basis 

普通株式等 Tier1 比率 
Common Equity Tier 1 ratio    

Tier1 比率 
Tier 1 Capital ratio    

総自己資本比率 
Total Capital ratio    

連結ベース

Consolidated 
Basis 

普通株式等 Tier1 比率 
Common Equity Tier 1 ratio    

Tier1 比率 
Tier 1 Capital ratio    

総自己資本比率 
Total Capital ratio    

（注２）申請者の母国において「バーゼルⅢ」に基づき定められた法令による規制により算出されたものと

します。あてはまらないものには「N/A」と記載してください。 

(Note2) The ratio should be calculated pursuant to the statutory regulation prescribed in the applicant’s home-country 
based on Basel III. For those items not required under the home-country statutory regulations, please indicate 
"N/A." 

（２）上記（１）で記載した期において、自己資本比率は、普通株式等 Tier1 比率、Tier1 比率及び総自己資

本比率（ただし、申請者の母国において申請者に適用される法令の規制により算出が求められているも

のに限る。）の区分に応じ申請者の母国において申請者に適用される法令の基準を満たしていますか。 

Does the capital adequacy ratio at the end of the most recent accounting period stated in （１） 
meet the standard required by home-country statutory regulations, according to the categories of 
Common Equity Tier 1 ratio, Tier 1 Capital ratio and Total Capital ratio (limited to those which the 
applicants are required to calculate by their home-country statutory regulations)? 

（ ）満たしています。Yes. 
（ ）満たしていません。No. 
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４. １．で「受けていない」と回答された申請者にお伺いします。 

The following questions are for applicants who answered "No" in question 1. 

（１）申請者が母国において、「免許又は登録その他これに類する処分を受けている者」（法第 44 条第 1 項第 13 号に

規定するもの）に対して適用される財務の健全性基準について、以下の事項を記載してください。 
Please provide the following details of the requirements on financial soundness, which the applicant is subject to. The 
requirements on financial soundness are the conditions imposed in the applicant's home country on "a person licensed or 
registered or subject to a similar disposition" prescribed in Article 44, Paragraph 1, Item 13 of the Act. 

(a) 以下の各項目を確認できる当該規制の具体的な法令名および該当する条文番号 
For each of the following item, please provide the names and the relevant article numbers of the laws and/or regulations, 
with which JASDEC can confirm the actual description of each requirement in the regulations. 

 

法令名 Name of Law and/or Regulation  

条文番号 Number of the Article  

（注）該当条文については、所轄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。 

(Note) Please attach an official English translation of the relevant articles issued by the competent authority. If such 
translation is unavailable, JASDEC accepts English or Japanese translation of those articles made or approved by 
the applicant, etc. 

(b) (a)の法令で、対象とされる財務項目 
Items the applicant is required to provide under the laws and/or regulation referred to in (a) above, for example, net 
tangible assets and own funds. 

 

財務項目 Name of the Items  

(c) (a)の法令で要求されている具体的な(b)の値 
The specific level the applicant is required to meet for items in (b) above.  

 

値 Specific Level  

(d) (a)の法令で算出を要求されているベース（単体／連結） 
What is the basis (i.e., non-consolidated, consolidated, or both) for calculating items in (b) required under the laws and/or 
regulations referred to in (a) above? Please choose one. 

(  ) 単体のみ ／Only non-consolidated basis. 
(  ) 連結のみ ／Only consolidated basis. 
(  ) 単体および連結 ／Both consolidated and non-consolidated bases. 

（２）以下に直前の決算期末の当該健全性基準の対象となっている事項（４(１)(b)で御回答いただいたもの）の申請者の

計数を記載してください。 
Please provide the applicant's figures at the end of the most recent accounting period regarding the requirements on 
financial soundness, which the applicant answered in question 4(1)(b).  

( 単位/ Unit :   ) 
 年 月期 

Year/Month 
年 月期 

Year/Month 
年 月期 

Year/Month 
対象となる財務項目 
Name of the item 

   

上記に係る申請者の計数 
Applicant's figures of the item 

   

（注１）申請者の母国における会計基準に基づいて記載してください。 
(Note 1) Please calculate the figures based on the method set out in the accounting rules of the applicant's home country. 

（注２）申請者が初回の決算を行っていない場合（申請者が新たに営業を開始しようとする場合を含む。）には、申

請者が申告する開業後３年間の決算期末の見込み計数を記載してください。 
(Note2) Applicants that have not yet closed their books at the end of the first accounting period (including entities planning 

to start business) should provide the estimated figures for the first three years after the start of business. 

（３） （２）で御回答いただいた計数を確認できる Annual Accounts 等（の該当箇所）を添付してください。 
Please attach documents such as (the relevant part of) Annual Accounts with which JASDEC can confirm the figures 
referred to in (2). 
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【外国間接口座管理機関の承認基準】 /  [ Requirements for approval as FIAMI ] 
 

Ⅰ．外国間接口座管理機関の承認に関する基準の細目は以下のとおりとする。 

１．申請者が、下表の基準を満たす場合には、申請者の財産の状況に問題がないものとして取り扱う。ただし、申請

者が下表の基準を満たす場合であっても、申請者の経営の内容（直前の決算期末以後の状況変化を含む。）に照

らして、下表の基準を満たす状態を維持することが困難であると機構が認めるときは、この限りではない。 

The financial condition of an applicant shall be deemed sound if it satisfies the requirements in the 
following table. However, even in cases where an applicant satisfies these requirements, this shall not 
apply if JASDEC does not deem the applicant capable of maintaining the requirements, based on the 
applicant's financial situation at the time of application, (including changes in the applicant's situation 
after the end of the most recent accounting period.) 

２．申請者が、組織再編により現に口座管理機関である者の事業を全部承継する場合（現に口座管理機関である者が

外国金融機関である場合には、申請者が、当該外国金融機関の在日拠点の事業の全部を承継する場合を含む。）

であって、申請者が口座管理機関になることが、当該現に口座管理機関である者の口座管理機関たる地位の存続

と同視しうると機構が認めるときは、下表の基準を適用することなく、申請書の財産の状況に問題がないものと

して取り扱う。 

組織再編とは、次に掲げる行為又はその組合せをいう。 

（１） 合併 
（２） 会社分割 
（３） 事業の全部譲渡 

In the case where the applicant acquires the whole business of an existing Account Management 
Institution that can establish a Customer's Account (if the existing Account Management Institution is a 
foreign financial institution, it includes the case where the applicant acquires the whole business of  
Japanese branches of the foreign financial institution), if JASDEC considers that the admission of the 
applicant as an Account Management Institution is equivalent to succession to the position of the existing 
Account Management Institution, the financial condition of the applicant shall be deemed sound and the 
requirements in the table shall not apply. 
Organizational restructuring shall be one or a combination of the cases set forth in the following items. 

(1) Merger 
(2) Corporate split 
(3) Acquisition of the whole business 
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【表】 / [ Table ] 
 

申請者 / Applicants 基準 / Criteria 
母国において「バーゼルⅠ」又は「バ

ーゼルⅡ」に基づき定められた法令

による規制の適用を受ける者 
Entities subject to home-country 
statutory regulations based on 
Basel I or Basel II. 

直前の決算期末の自己資本比率（注３）が、申請者の母国において申請者に

適用される法令の基準を満たすこと。 
The capital adequacy ratio (Note 3) at the end of the most recent 
accounting period must meet the standard required by home-country 
statutory regulations. 

母国において「バーゼルⅢ」に基づ

き定められた法令による規制の適

用を受ける者 
Entities subject to home-country 
statutory regulations based on 
Basel III. 

直前の決算期末の自己資本比率（注４）が、普通株式等 Tier1 比率、Tier1
比率及び総自己資本比率（ただし、申請者の母国において申請者に適用され

る法令の規制により算出が求められているものに限る。）の区分に応じ申請者

の母国において申請者に適用される法令の基準を満たすこと。 
The capital adequacy ratio (Note 4) at the end of the most recent 
accounting period must meet the standard required by home-country 
statutory regulations, according to the categories of Common Equity Tier 
1 ratio, Tier 1 Capital ratio and Total Capital ratio (limited to those which 
the applicants are required to calculate by their home-country statutory 
regulations). 

母国において「バーゼルⅠ」、「バー

ゼルⅡ」又は「バーゼルⅢ」に基づ

き定められた法令による規制の適

用を受けない者（注２） 
Entities not subject to 
home-country statutory 
regulations based on Basel I, 
Basel II or Basel III. (Note 2) 

直前の決算期末における財産の状況が、法第 44 条第 1 項第 13 号に規定する

免許又は登録その他これに類する処分を受ける者に対して申請者に適用され

る財務の健全性基準を満たすこと。 
The financial condition at the end of the most recent accounting period  
must satisfy the requirements on financial soundness as applied to   "a 
person licensed or registered or subject to a similar disposition" 
prescribed in Article 44, Paragraph 1, Item 13 of the Act. 

（注１）申請者が、初回の決算を行っていない場合（申請者が新たに営業を開始しようとする場合を含む）には、申

請者が申告する開業後 3 年間の決算期末の財産見込み数値にて判定を行う。 
(Note 1) Applicants that have not yet closed their books at the end of the first accounting period (including 

entities planning to start business) should provide the estimated data for the first three years after 
the start of business. 

（注２）申請者の母国において当該法令による規制が存在しない場合も含む。 
(Note 2) Cases where applicants' home countries do not have such regulations are included. 

（注３）申請者の母国において「バーゼルⅠ」又は「バーゼルⅡ」に基づき定められた法令による規制であって、申

請者が現に適用を受けるものにより算出されたものとする。 
(Note 3) The ratio should be calculated pursuant to the statutory regulation prescribed in the applicant’s 

home-country based on Basel I or Basel II and to which the applicant is subject. 
（注４）申請者の母国において「バーゼルⅢ」に基づき定められた法令による規制により算出されたものとする。 

(Note 4) The ratio should be calculated pursuant to the statutory regulation prescribed in the applicant’s 
home-country based on Basel III. 

 

以上 
 

・当機構は、本資料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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant based on 
this document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the authorized 
minister under the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds and Shares, etc. 

 
・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。 
Please refer to JASDEC’s website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal information 
such as the personal information handled by JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC. 
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申請者の事務処理に関する説明書 
Statement of Operational Capability 

as a Foreign Indirect Account Management Institution 
Regarding Book-Entry Transfer System for “Shares, etc.” 

 
(Date of submission)          /          /          / 

(DD) / (MM) / (YYYY) 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
To: Japan Securities Depository Center, Inc. 
 
会社名 /  
Name of the Company： 

 

代表者（申請書の署名者）の役職名 /  
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 /  
Name of the Authorized Signatory： 

 

 Signature  

代表者（申請書の署名者）の役職名 /  
Name of the Title of the Authorized Signatory： 

 

代表者（申請書の署名者）の氏名 /  
Name of the Authorized Signatory： 

 

 Signature  

 
【注意】本書に記載された内容は、申請者が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に対し、社債、

株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。以下「法」という。）に基づく株式等の振替制度の

外国間接口座管理機関の承認申請をする場合に、機構が、申請者が株式等振替制度の事務処理について

の体制が整っているかを確認し、その申請を承認するか否かの判断の資料とするものです。本書に記載

された内容が、事実に反することが判明した場合には、申請者の不利益に斟酌されることがあります。 

Japan Securities Depository Center, Inc. (hereinafter referred to as “JASDEC”) intends to use 
information provided by the applicant in this form to check the adequacy of the applicant’s 
operational capability and decide whether to grant approval as a Foreign Indirect Account 
Management Institution in Book-Entry Transfer System for “Shares, etc.” (hereinafter referred to as 
“FIAMI”) based on the Act on Book-Entry Transfer of Company Bonds and Shares, etc. (Act No.75 of 
2001). If any item on this form is found to be untrue, this fact may be counted against the applicant’s 
interests. 

 
１．振替口座簿について / Book-Entry Transfer Account Register 
（１）振替口座簿の備付場所（店舗又は事務所の名称及びその所在地を記載して下さい。） 

Please provide the address of the branch or office at which the applicant maintains its Book-Entry 
Transfer Account Register. 

 

店舗又は事務所の名称 
Name of the branch or office  

所在地 
Address of the branch or office  
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（２）振替口座簿の保存期間 / Period of keeping Book-Entry Transfer Account Register on file 
 

貴社では、振替口座簿をその作成から適正かつ確実に１０年間保存する体制が整えられていますか。 
Can you (the applicant) properly and accurately maintain its Book-Entry Transfer Account Register 
for ten years? 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】株式等の振替に関する業務規程第 17 条（以下「業務規程」という。） 
Refer to Article 17 of Operational Rules Regarding Book-Entry Transfer of Shares, etc. (hereinafter 
referred to as the “Operational Rules.”) 

 
２．加入者情報について / Participant Information* 

* “Participant” means individual/institution for whom / which an Account Management Institution 
(hereinafter referred to as “AMI”) or JASDEC, has opened an account for the purpose of 
implementing book-entry transfer of Shares, etc. 
An AMI notifies JASDEC of the Participant information (name, address and so on). JASDEC 
integrates “Participant Information” and identifies the identical Participants. 

 

（１）加入者情報の管理方法 / Management of Participant Information 
 

a. 貴社は、口座を開設した加入者に係る加入者情報について、新たな加入者情報及び加入者情報の変更が

生じた場合に、速やかに機構に対してその内容を通知できる事務処理体制を整えていますか。 

With respect to the Participant Information relating to the participant for which/whom you (the 
applicant) have opened the account, do you have practical operational capability to notify JASDEC 
promptly of the new registration and change? 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

b. 機構は、口座管理機関から加入者情報の変更の通知があった場合には、その通知された加入者情報に係

る加入者と同一の者と認められる加入者の口座を開設する他の口座管理機関に対して、加入者情報の

変更について通知を行います。貴社は、口座を開設した加入者について、機構から加入者情報の変更

に関する通知がなされた場合に、自らの加入者情報を更新する事務処理体制を整えていますか。 

When JASDEC receives the change of Participant Information from an AMI, it notifies the other 
AMIs that have opened the account for the same participant relating to the Participant 
Information of the revised Participant Information. When you (the applicant) receive a notice of the 
change of Participant Information from JASDEC, are you able to update the Participant 
Information in accordance with JASDEC's notice?  

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 31 条及び 32 条、株式等の振替に関する業務規程施行規則（以下「施行規則」と

いいます。）第 18 条乃至 33 条 
Refer to Article 31 and 32 of Operational Rules and Article 18 to 33 of Enforcement Rules of 
Operational Rules Regarding Book-Entry Transfer of Shares, etc. (hereinafter referred to as the 
“Enforcement Rules”). 
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（２）機構との加入者情報の授受方法 /  
Method to deliver and receive Participant Information between JASDEC and FIAMI 

 

貴社は、新たな加入者情報及び加入者情報の変更に係る事項を機構に対して通知する方法及び機構からの加入者情

報に関する通知を受領する方法について、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との各

種の情報の授受についてシステムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む。）。 

Do you (the applicant) make an agreement clearly with your Immediately Upper-Tier Institution for the 
method as to both sending notice to and receiving notice from JASDEC with respect to newly registered or 
revised Participant Information? (When the operation between you and your Immediately Upper-Tier 
Institution is handled by a system, alternative way of operation in the case where the system is unavailable 
should be included in the agreement.) 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 31 条第２項乃至第５項、第 32 条第２項乃至第７項、施行規則第 21 条、25 条等 
Refer to Article 31, Paragraph 2 to Paragraph 5 and Article 32, Paragraph 2 to paragraph 7 of 
Operational Rules, and Article 21 and Article 25 of Enforcement Rules. 

 
３．振替株式に係る事務処理について / Operation as to Book-Entry Transfer Shares 
 

（１）総株主通知 / Notice of All Shareholders 
 

a. 貴社は、機構が株主確定日における株主及び登録株式質権者について総株主通知を行う場合に、口座管理機関

として求められる報告を行う事務処理体制を整えていますか。 
JASDEC issues the Notice of All Shareholders to the issuer with respect to the shareholders and 
Registered Pledgees of Shares as of the Record Date for Shareholders. In this case, do you (the applicant) 
have an appropriate operational capability to make a report required as an Account Management 
Institution with respect to the information of shareholders and Registered Pledgees of Shares? 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 148 条、施行規則第 186 条第１項等 
Refer to Article 148 of Operational Rules and Article 186, Paragraph 1 of Enforcement Rules. 

 

b. 貴社は、貴社の加入者の口座に記載された振替株式の株主確定日における株主及び登録株式質権者を、直近上

位機関に対して報告を行う方法について、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との

各種の情報の授受についてシステムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む。）。 
Do you (the applicant) have an agreement clearly with your Immediately Upper-Tier Institution 
regarding the method of the report to the Immediately Upper-Tier Institution with respect to the 
information of shareholders and Registered Pledgees of Shares as of the Record Date for Shareholders 
which is registered in the accounts of your participants? (When the operation between you and your 
Immediately Upper-Tier Institution is handled by a system, alternative way of operation in the case 
where the system is unavailable should be included in the agreement.) 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 146 条、第 148 条等 
Refer to Article 146 and Article 148 of Operational Rules.  
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（２）個別株主通知 / Notice of Individual Shareholders 
 

a. 貴社は、貴社の加入者から個別株主通知の申出の取次請求を受けた場合の受付票の発行などの事務処理

体制を整えていますか。 

Do you (the applicant) have an appropriate capability to handle the operation such as issuing a 
receipt when you receive the demand for mediation to request the Notice of Individual 
Shareholders from your participant? 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 154 条、第 155 条 
Refer to Article 154 and Article 155 of Operational Rules. 

 

b. 貴社は、貴社の加入者に係る個別株主通知に際し、個別株主通知に必要な各種の情報を授受する方法に

ついて、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との各種の情報の授受につ

いてシステムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む。）。 

With respect to the Notice of Individual Shareholders relating to your participant, do you (the 
applicant) have an agreement clearly with your Immediately Upper-Tier Institution regarding the 
method to send and receive the necessary information for the Notice of Individual Shareholders? 
(When the operation between you and your Immediately Upper-Tier Institution is handled by a 
system, alternative way of operation in the case where the system is unavailable should be included 
in the agreement.) 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 154 条第５項乃至第７項、第９項乃至第 15 項、第 155 条第２項及び第３項 
Refer to Article 154, Paragraph 5 to Paragraph 7 and Paragraph 9 to Paragraph 15 and Article 155, 
Paragraph 2 and Paragraph 3 of Operational Rules. 

 
（３）発行者による情報提供請求 / Request for Information by the issuer of Book-Entry Transfer 

Shares 
 
a. 貴社は、発行者から、機構を経由して、貴社の備える振替口座簿に記載又は記録がされている事項のう

ち当該発行者の発行する振替株式に係る事項に関する情報の提供が請求された場合の事務処理体制を

整えていますか。 

Do you (the applicant) have an appropriate capability to provide the information that is described 
or recorded in Book-Entry Transfer Account Register maintained by you when the issuer of 
Book-Entry Transfer Shares makes the request for information of the matters relating to its 
Book-Entry Transfer Shares through JASDEC? 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 157 条 
Refer to the Article 157 of Operational Rules. 
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b. 貴社は、発行会社による情報提供請求に際し、情報提供請求に必要な各種の情報を授受する方法につい

て、直近上位機関との間で明確に合意できていますか（直近上位機関との各種の情報の授受について

システムを利用して行う場合には、当該システムを利用できない場合の対応を含む。）。 

Do you (the applicant) have an agreement clearly with your Immediately Upper-Tier Institution 
regarding the method to send and receive the necessary information at the time of  the request for 
information by the issuer of Book-Entry Transfer Shares? (When the operation between you and 
your Immediately Upper-Tier Institution is handled by a system, alternative way of operation in 
the case where the system is unavailable should be included in the agreement.) 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 157 条第４項乃至９項、第 12 項 
Refer to Article 157, Paragraph 4 to Paragraph 9 and Paragraph 12 of Operational Rules. 

 
４．事務処理全般について / Other Operations 
 

貴社は、上記の項目の他、機構が定める業務規程及びその他の規則及び機構が講ずる必要な措置に応じた

事務処理を行うにあたり必要となる貴社内の体制及びシステムを整えていますか。 

In addition to the matters referred to above, do you (the applicant) have an appropriate operating 
capability or system to handle operations in accordance with Operational Rules and other Rules 
prescribed by JASDEC and necessary measures taken by JASDEC? 

 

（  ）はい   Yes 

（  ）いいえ No 
 

【参照条文】業務規程第 26 条第２項 
Refer to Article 26, Paragraph 2 of Operational Rules. 

 
以 上 

・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。 
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the 
applicant based on this document and also conduct, in a smooth manner, the businesses of JASDEC including businesses 
approved by the authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc. 

 
・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。 
Please refer to JASDEC’s website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of 
personal information such as the personal information handled by JASDEC and the personal information protection 
policy taken by JASDEC. 



年 月 日

所属部署名

〒 －

電話番号 － － － －

E-MAIL

所属部署名

電話番号 － － － －

E-MAIL

所属部署名

電話番号 － － － －

E-MAIL

（フリガナ） （フリガナ）

ＦＡＸ番号

（注１）　顧客口所在コードごとに加入者情報関係事務の連絡先担当者を届け出るときに本欄を使用します。本欄には対象と
する顧客口所在コード（２桁）を１枡に御記入ください。複数の連続する顧客口所在コードを記入するときは、コードとコードの
間に「～」を御使用ください（例「２０～３０」）。
　なお、本欄を選択した場合は、全ての顧客口所在コードを網羅するために、必ず本届出書を複数枚御提出いただくことにな
ります。

記

（注２）　加入者情報関係事務の連絡先担当者は、各社２名以上（正担当者１名、副担当者１名以上）を届け出ください。なお、
３名以上の副担当者を届け出いただく場合には、「正担当者」欄を空欄とした本届出書を別途御提出ください。

機構使用欄

役職名

１．届出の対象となる顧客口所在コード（該当する欄に○をしてください。）

平成

２．加入者情報関係事務の連絡先担当者（注２）

役職名 氏名

代表者 又は 代表者
代理人の役職・氏名

ST30-04-01

　当社は、下記のとおり、加入者情報関係事務の連絡先担当者を届け出いたします。

株式会社証券保管振替機構

株式業務部株主通知業務室　御中

加入者情報関係事務の連絡先担当者届出書
（株式等振替制度＜間接口座管理機関＞用）

（平成25年2月25日版）

会　　　　社　　　　名

口座管理機関コード
（５桁）

ＦＡＸ番号

・当機構は、本書面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
れた業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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。

副
担
当
者

役職名・氏名

ＦＡＸ番号

副
担
当
者

役職名・氏名
（フリガナ）

正
担
当
者

（フリガナ）

氏名
役職名・氏名

住所

（フリガナ）

役職名

全ての顧客口所在コード

右記の顧客口所在コード（注１）

氏名

（フリガナ）



年 月 日

株式会社証券保管振替機構　御中

印

口座管理機関コード

適用開始日（西暦にて記載）

備考

機構使用欄・当機構は、本書面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
れた業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。

連絡先の電話番号

代表者又は代表者
代理人の役職・氏名

以　上

記

担当者の役職・氏名

（記載上の注意）
（１）　本書面は情報提供料の料率を届け出る場合又は届出済みの内容を変更する場合に御提出ください。
（２）  Target保振サイトによって御提出いただく場合、代表者の役職・氏名欄の記入は不要です。
（３）　適用開始日は情報提供料の料率又は算式の変更時のみ記入してください。
（４）　情報提供料の料率又は算式の変更の場合には、原則、適用開始日の1週間前までに御提出ください。
（５）　数字は半角文字にて入力してください。
（６）　備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）の記載をお願いいたします。
（７）　本書面は上位機関である直接口座管理機関を通じて当社に御提出くださいますようお願いいたします。

平成

当社の情報提供請求における情報提供料率等について、下記のとおり届け出いたします。

（平成29年5月30日版）

情報提供料の料率又は算式（税抜）
※日本語で御記載ください。

ST80-51

会　　　　社　　　　名

口座管理機関コード

情報提供料率等届出書
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提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名： 
 
口座管理機関コード（５桁）： 
代表者（申請書の署名者）又は代表者 
（申請書の署名者）の代理人の役職・氏名： 
                          

株式数比例配分方式の取扱いに関する届出書 
（株式等振替制度＜外国間接口座管理機関用＞） 

 
 株式等振替制度に間接口座管理機関として参加することに伴い、当社の株式数比例配分方式に基づく加入

者の配当金の受領について、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 
 

顧客口所在コード 株式数比例配分方式の取扱い 

  □あり  □なし（理由：                     ） 

  □あり  □なし（理由：                     ） 

  □あり  □なし（理由：                     ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他   

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は
名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は
名称 

 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注１）「株式数比例配分方式の取扱い」の欄で「あり」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

（注２）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

（注３）各項目において記入欄が足りない場合には、追加のうえご記入ください。 

以 上 
 

・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。 
 

機構使用欄 
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・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。 

提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中  
 

会 社 名 
会 社 名 
（代表者（申請書の署名者）の代理人） 
 
 

＊連絡先 
部署名／担当者名            ／ 
電話番号     -       - 

 
【参加制度】（該当欄に○） 
 株式等振替制度 （間接口座管理機関コード：          ） 

 短期社債振替制度（間接口座管理機関コード：ＫＣ        ） 

 一般債振替制度 （間接口座管理機関コード：ＫＳ        ） 

 

共通事項に係る変更届出書 
（外国間接口座管理機関用） 

 

貴社に届け出ている事項のうち、以下の記載項目について変更を届け出いたします。 
※添付書類：項目 1,2 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 

項目 3  代表者の資格、役職名を証する公正証書又はこれに準ずる書面 
 

記 

1.登記上の商号・名称の変更 

 

（変更日：平成   年  月  日） 

（カタカナ）  

商号・名称  

2.登記上の本店・主たる事務所

の所在地の変更 

 

（変更日：平成   年  月  日） 

本店・主たる事

務所の所在地 

 

在日支店所在

地 

〒      －   

 

3.代表者（申請書の署名者）の

役職名・氏名の変更 

 

（変更日：平成   年  月  日） 

役職名  

氏名  

役職名  

氏名  

4.代表者（申請書の署名者）の

代理人の変更 

 

（変更日：平成   年  月  日） 

会社名  

役職名  

氏名  

以 上 
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株式会社　証券保管振替機構　御中

Targetほふりサイト(提出区分＝全制度共通)を通じて御提出ください。

会社名

（代表者（申請書の署名者）の代理人） 会社名

以下のとおり、届出事項の変更をいたします。

１．業務責任者及び業務担当者の連絡先

（１）届出に係る制度等

対象が全て
の場合

（２）業務責任者及び業務担当者の連絡先

変更箇所のみ御記入ください。

※　株式等振替制度において「担保に係る業務」について、上記の業務担当者とは別に専門の担当者を設置している場合で、

　当該担当者の変更をする場合には、御記入ください。

追加 変更 取消

郵便番号

・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。

・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。

住所

e-mail

FAX番号

電話番号

（変更日　平成　　年　　月　　日）

氏名

郵便番号

住所

※該当するものに○
を記入してくださ

対象となる
区分(該当
する欄に
○をして
ください)

業務担当者

氏名

電話番号

e-mail

FAX番号

責任者/担当者

役職名

所属部署

役職名

担保

所属部署

担保業務担当者

提出日　平成　　年　　月　　日

業務責任者及び業務担当者等届出書（変更用）
（外国間接口座管理機関用）

一部の対象
を指定する

場合

連絡先部署/担当者

Ｅ－ＭＡＩＬ

右記の間接口座管理機関コード
KS___　(一般債振替制度)
右記の間接口座管理機関コード
KC___　(短期社債振替制度)

業務責任者

電話番号

株式等振替制度における顧客口所在コードの全て、並びに、
一般債振替制度及び短期社債振替制度の間接口座管理機関コードの全て

右記の顧客口所在コード
(株式等振替制度)

口座管理機関コード※

※株式等振替制度に参加している場合に御記入ください。



２．株式等振替制度　加入者情報関係事務の連絡先担当者

　　（変更日　平成　　年　　月　　日）

     開設済の全ての顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合は、（１）のみを御記入ください。顧客口所在コード
   ごとに担当者を選任する場合は、（２）のみを御記入ください。

（１）開設済の全ての顧客口所在コードを対象とする担当者を選任する場合（注１）

（２）顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合（注１）（注２）（注３）
　右記の顧客口所在コード

　右記の顧客口所在コード

　右記の顧客口所在コード

（注１）

（注２）

（注３）

担当者は、正担当者１名及び副担当者１名以上を届け出てください（変更がない担当者を含めて全員分を御記入
ください。）。３名以上の副担当者を届け出る場合は、適宜記入欄を追加の上、御記入ください。
顧客口所在コードごとに担当者を選任する場合は、全ての顧客口所在コードに対応する担当者の届出が改めて必
要となりますので、ｂ．欄以降を必要に応じて御記入ください。記入欄が足りない場合は、適宜記入欄を追加の
上、御記入ください。

本欄では対象とする顧客口所在コード（２桁）を１枡に御記入ください。複数の連続するコードを記入するとき
は、コードとコードの間に「～」を使用していただいても結構です（例「２０～３０」）。

・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
業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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。

郵便番号
住所

e-mail
FAX番号

氏名
電話番号

所属部署
役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

c．

郵便番号
住所

e-mail
FAX番号

氏名
電話番号

所属部署
役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

b．

郵便番号
住所

e-mail
FAX番号

氏名
電話番号

所属部署
役職名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者

住所

a．

FAX番号
郵便番号

電話番号
e-mail

役職名
氏名

担当者 正担当者 副担当者 副担当者
所属部署



年 月 日

株式会社証券保管振替機構　御中

印

口座管理機関コード

適用開始日（西暦にて記載）

備考

機構使用欄・当機構は、本書面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
れた業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。

連絡先の電話番号

代表者又は代表者
代理人の役職・氏名

以　上

記

担当者の役職・氏名

（記載上の注意）
（１）　本書面は情報提供料の料率を届け出る場合又は届出済みの内容を変更する場合に御提出ください。
（２）  Target保振サイトによって御提出いただく場合、代表者の役職・氏名欄の記入は不要です。
（３）　適用開始日は情報提供料の料率又は算式の変更時のみ記入してください。
（４）　情報提供料の料率又は算式の変更の場合には、原則、適用開始日の1週間前までに御提出ください。
（５）　数字は半角文字にて入力してください。
（６）　備考欄に上位機関である直接口座管理機関名、口座管理機関コード（５桁）の記載をお願いいたします。
（７）　本書面は上位機関である直接口座管理機関を通じて当社に御提出くださいますようお願いいたします。

平成

当社の情報提供請求における情報提供料率等について、下記のとおり届け出いたします。

（平成29年5月30日版）

情報提供料の料率又は算式（税抜）
※日本語で御記載ください。

ST80-51

会　　　　社　　　　名

口座管理機関コード

情報提供料率等届出書



 
 
 

FIAMI_H10-03 
（平成 27 年 2 月 2 日版） 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名               
（口座管理機関コード（5 桁）：          ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

                          

株式数比例配分方式の取扱いに関する届出書（変更用） 
（株式等振替制度＜外国間接口座管理機関用＞） 

 
 株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金の受領に関して届け出た事項について、下記のとおり変更内

容を届け出いたします。 
 

記 
（変更日 平成  年  月  日） 

顧客口所在コード 株式数比例配分方式の取扱い 

  □あり  □なし（理由：                     ） 

  □あり  □なし（理由：                     ） 

  □あり  □なし（理由：                     ） 

①金融機関の番号／名称      

②店番号／店名     

③預金種別 □ 普通 □ 当座 □ その他   

④口座番号         

⑤口座名義人の氏名又は
名称（カナ） 

               

               

⑥口座名義人の氏名又は
名称 

 

⑦口座名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義  

⑧再委託先の名称  

⑨再委託先の住所  

⑩再委託先の種別 □ 口座管理機関 □ 口座管理機関以外  

（注１）「株式数比例配分方式の取扱い」の欄で「あり」を選択した場合、①～⑦をご記入ください。 

（注２）「⑦口座名義の種類」の欄で「再委託先名義」を選択した場合、⑧～⑩をご記入ください。 

（注３）各項目において記入欄が足りない場合には、追加のうえご記入ください。 

以 上 
 

・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。 
 

機構使用欄 
   

 



ST01-14 
（平成 25年 2月 25日版） 

当機構は、本書面にご記載いただいた個人情報を、法令に基づいて主務大臣からの認可を受けた業

務の実施及び本書面のご記載内容に関するご担当者と当機構との間の事務連絡を目的に利用いたし

ます。 

機構使用欄 
  

 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
             （株主名簿管理人コード（２桁）：   ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

リコンサイル不一致連絡票（TA 用） 
 
 リコンサイルの照合結果に不一致がありましたので、下記のとおり、ご連絡いたします。 
 

記 
 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

株主名簿記録数 株 

機構報告数 株 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

株主名簿記録数 株 

機構報告数 株 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

株主名簿記録数 株 

機構報告数 株 

 
以 上 

 



ST01-15 
（平成 25年 2月 25日版） 

当機構は、本書面にご記載いただいた個人情報を、法令に基づいて主務大臣からの認可を受けた業

務の実施及び本書面のご記載内容に関するご担当者と当機構との間の事務連絡を目的に利用いたし

ます。 

機構使用欄 
  

 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
             （口座管理機関コード（５桁）：         ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

リコンサイル不一致連絡票（機構加入者用） 
 
 リコンサイルの照合結果に不一致がありましたので、下記のとおり、ご連絡いたします。 
 

記 
 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

口座簿記録数 株 

機構報告数 株 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

口座簿記録数 株 

機構報告数 株 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

口座簿記録数 株 

機構報告数 株 

 
以 上 

 



ST01-16 
（平成 25年 2月 25日版） 

当機構は、本書面にご記載いただいた個人情報を、法令に基づいて主務大臣からの認可を受けた業

務の実施及び本書面のご記載内容に関するご担当者と当機構との間の事務連絡を目的に利用いたし

ます。 

機構使用欄 
  

 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

会社名 
             （口座管理機関コード（５桁）：         ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 

移管先口座指定書 
 

 下記のとおり、区分口座の移管の指定を行います。 

 

記 

１．移管先について 

 

移管先機構加入者名  

移管先口座管理機関コード      

効力発生日 年   月   日 

 

２．区分口座の移管について 

 
区分口座の移管 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

(1)     (6)     

(2)     (7)     

(3)     (8)     

(4)     (9)     

(5)     (10)     

（注）一つの移管元口座から複数の移管先口座を指定した移管はできません。 

複数の移管元口座から一つの移管先口座を指定した振替はできます。 
以 上 

 



KY03 

  

制度脱退に係る申請書 
 

提出日 平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

株式会社ほふりクリアリング 御中 

 

商 号 又 は 名 称  

本 店 ・ 主 た る 

事 務 所 の 所 在 地 

 

代表者役職・氏名  

（連絡先） 部署名／担当者 ／ 

 電話番号 -   - 

 E-Mail    @ 

  
 

当社は、株式会社証券保管振替機構及び株式会社ほふりクリアリングが運営する各制度について、下

記のとおり、申請いたします。 

 

記 

 

１．対象制度及び申請内容 

 

制度 申請内容 該当 日付 

株式等振替制度 ・機構加入者口座の廃止（注１）   

 ・間接口座管理機関の承認取消   

 ・発行代理人及び支払代理人の指定取消   

 ・資金決済会社の登録取消   

 ・指定株主名簿管理人等の指定取消   

 ・受託会社の指定取消   

一般債振替制度 ・一般債の取扱いの同意取消   

 ・機構加入者口座の廃止（注１、２）   

 ・間接口座管理機関の承認取消   

 ・発行代理人及び支払代理人の指定取消   

 ・資金決済会社の登録抹消   

短期社債振替制度 ・短期社債等の取扱いの同意取消   

 ・機構加入者口座の廃止（注１）   

 ・間接口座管理機関の承認取消   

 ・発行代理人及び支払代理人の指定取消   

 ・資金決済会社の登録抹消   

投資信託振替制度 ・発行者の登録抹消（注１）   

 ・機構加入者口座の廃止（注１）   

 ・間接口座管理機関の承認取消   

 ・受託会社の登録抹消   

 ・日銀ネット資金決済会社の登録抹消（注１）   

外国株券等 

保管振替決済制度 
・外国株券等機構加入者口座の廃止（注３）   

決済照合システム ・決済照合システムの利用中止   

一般振替 DVP 制度 ・清算資格の喪失（注４）  － 

印＊ 

＊ Target ほふりサイトに 
よる御提出の場合には、
押印は不要です。 



KY03 

  

（注１）合併等による制度脱退の場合、必要に応じ別紙３～６を提出してください。 

（注２）米国振替外債（FTRO 銘柄）の取扱廃止を含みます。 

（注３）Target 情報授受用暗号化ソフトウェアのライセンスを取得している場合は、別紙１を提出して

ください。 

（注４）別紙２を提出してください。なお、清算資格喪失日は、参加者基金の適切な管理のため、月の

第５営業日に限定しています。但し、ＤＶＰ参加者との合併又は日本法人化に伴う清算資格喪

失についてはこの限りではありません。また、清算資格喪失に先立って、機構加入者口座を廃

止すること又は決済照合システムを利用中止することはできません。 

 

２．制度脱退に係る記入欄 

（１）株式等振替制度 

 ａ 機構加入者及び間接口座管理機関記入欄 

  

制度脱退の申請理由  

 

 ｂ 間接口座管理機関記入欄 

 

口座管理機関コード       

顧客口所在コード    

 

 （２）一般債振替制度（間接口座管理機関記入欄（注５）） 

 

   会社名 

直近上位機関  

上位機関 

 

 

 

 

（３）短期社債振替制度（間接口座管理機関記入欄（注５）） 

 

   会社名 

直近上位機関  

上位機関 

 

 

 

 



KY03 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に

基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度

の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

 （４）投資信託振替制度（間接口座管理機関記入欄（注５）） 

 

   会社名 

直近上位機関  

上位機関 

 

 

 

 

（５）決済照合システム（決済照合システム利用者記入欄） 

  

金融機関識別コード  

 

（６）一般振替ＤＶＰ制度（ＤＶＰ参加者記入欄） 

 

清算資格の 

喪失申請理由 
 

 

（注５）直近上位機関が機構加入者である場合には、上位機関欄は記入不要です。 

直近上位機関が間接口座管理機関である場合には、上位機関欄に直近上位機関の上位機関を機

構加入者に至るまで記入して下さい。 

 

 
以 上 



KY03 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に

基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度

の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。  

別紙１ 

 

【外国株券等保管振替決済制度】 

 

  当社は、Target 情報授受用暗号化ソフトウェア（NTT ソフトウェア株式会社製「CipherCraft」。以

下「本ソフト」という。）に係る下記の取得済みのライセンスファイル及び本ソフトについて、削除

対象の端末からアンインストールします。 

 

記 

 

 １．取得済みライセンス数 

 

ライセンス数 個 

 

 ２．削除対象とする鍵 ID 

   ライセンス数の削減に伴い、削除対象の端末にて秘密鍵及び公開鍵を削除する際には、鍵管理ツ

ールに表示されている、削除対象とする鍵 ID を以下に記入してください。 

 

 

 

 

以 上 



KY03 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に

基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度

の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。  

別紙２ 
 

【一般振替 DVP 制度】 

 

清算資格の喪失に係る日程表 

 

清算資格喪失に係る項目 日程 

一般振替 DVP の利用最終日  

清算資格喪失希望日  

 

 

以 上



KY03 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に

基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度

の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。  

別紙３ 

 

【株式等振替制度】 

 下記のとおり、区分口座の移管の指定を行います。 

 

記 

 

１．移管先について 

 

移管先機構加入者名  

移管先口座管理機関コード      

 

２．区分口座の移管について 

 

区分口座の移管 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

(1)     (6)     

(2)     (7)     

(3)     (8)     

(4)     (9)     

(5)     (10)     

（注１）一つの移管元口座から複数の移管先口座を指定した移管はできません。 

複数の移管元口座から一つの移管先口座を指定した振替はできます。 

 （注２）外国株券等機構加入者の保有する外国株券等区分口座につきましても移管されます。 

 

 

以 上 



KY03 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に

基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度

の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。  

別紙４ 

 
【一般債振替制度】 
合併等の効力発生日の前営業日の夜間バッチ処理にて以下のとおり洗換えることを依頼します。 

 
１．機構加入者に係る事項 

（１）口座残高の移管の内容 
移管先機構加入者名  

移管先機構加入者コード（上 5桁）      

 
区分口座の移管 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

(1)     (4)     

(2)     (5)     

(3)     (6)     

（注）一つの移管元口座から複数の移管先口座を指定した移管はできません。 
複数の移管元口座から一つの移管先口座を指定した振替はできます。 

 

（２）消滅会社に係る効力発生日以降を決済日とする申請データ等 

① 機構加入者コード 

「（１）口座残高の移管」で移管先口座として指定したコードに洗換える。 

 

② 元利金支払時に利用する資金決済会社コード 

存続会社の利用するコードに洗換える。 

 

２．発行者に係る事項 

（１）発行者コード 

存続会社のコードに洗換える。 

 

（２）銘柄情報中の発行者略称（銘柄略称） 

存続会社の略称に洗換える。 

 

３．発行代理人及び支払代理人に係る事項 

（１）銘柄情報及び効力発生日以降を決済日とする申請データにおける発行代理人・支払代理人コード 

存続会社のコードに洗換える。 

 

（２）効力発生日以降を決済日とする申請データにおける資金決済会社コード 

存続会社の利用するコードに洗換える。 

 

４．資金決済会社に係る事項 

存続会社のコードに洗換える。 

以 上



KY03 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に

基づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度

の参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。  

別紙５ 
 

【短期社債振替制度】 
合併等の効力発生日の前営業日の夜間バッチ処理にて以下のとおり洗換えることを依頼します。 
 

１．機構加入者に係る事項 

（１）口座残高の移管の内容 
移管先機構加入者名  

移管先機構加入者コード（上 5桁）      

 
区分口座の移管 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

(1)     (4)     

(2)     (5)     

(3)     (6)     

（注）一つの移管元口座から複数の移管先口座を指定した移管はできません。 
複数の移管元口座から一つの移管先口座を指定した振替はできます。 

 

（２）消滅会社に係る効力発生日以降を決済日とする申請データ 

「（１）口座残高の移管」で移管先口座として指定したコードに洗換える。 

 

２．発行者に係る事項 

（１）銘柄情報及び効力発生日以降を決済日とする申請データにおける発行者コード 

存続会社のコードに洗換える。 

 

（２）銘柄情報中の発行者名 

存続会社の発行者名に洗換える。 

 

（３）効力発生日以降を決済日とする申請データにおける利用する資金決済会社コード 

存続会社の利用するコードに洗換える。 

 

３．発行代理人及び支払代理人に係る事項 

（１）銘柄情報及び効力発生日以降を決済日とする申請データにおける発行代理人・支払代理人コード 

存続会社のコードに洗換える。 

 

（２）効力発生日以降を決済日とする申請データにおける資金決済会社コード 

存続会社の利用するコードに洗換える。 

 

４．資金決済会社に係る事項 

存続会社のコードに洗換える。 

 

以 上



KY03 

・当機構（株式会社証券保管振替機構）及び当社（株式会社ほふりクリアリング）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、当機構及び当社の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基

づく担当者と当機構及び当社との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。なお、当社は、提出者が一般振替 DVP 制度の

参加者である場合に限り、本届出書に記載された個人情報を利用させていただきます。 
・当機構及び当社の取り扱う個人情報、当機構及び当社の個人情報保護方針など当機構及び当社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。 

別紙６ 

 
【投資信託振替制度】 
合併等の効力発生日の前営業日の夜間バッチ処理にて以下のとおり洗換えることを依頼します。 
 

１．機構加入者に係る事項 

（１）口座残高の移管の内容 
移管先機構加入者名  

移管先機構加入者コード（上 5桁）      

 
区分口座の移管 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

 移管元 

区分口座 

移管先 

区分口座 

(1)     (4)     

(2)     (5)     

(3)     (6)     

（注）一つの移管元口座から複数の移管先口座を指定した移管はできません。 
複数の移管元口座から一つの移管先口座を指定した振替はできます。 

 
（２）消滅会社に係る効力発生日以降を決済日とする申請データにおける機構加入者コード 

「（１）口座残高の移管」で移管先口座として指定したコードに洗換える。 

 

２．発行者に係る事項（銘柄情報及び効力発生日以降を決済日とする申請データにおける発行者コード） 

存続会社のコードに洗換える。 

 

３．指定販売会社（直販等を行う発行者を含む）に係る事項 

指定販売会社コード 
 洗換えない。 

 存続会社のコードに洗換える。 

ＤＶＰ決済時に利用する日銀ネッ

ト資金決済会社コード（※） 

 洗換えない。 

 存続会社の利用するコードに洗換える。 

※ＤＶＰ決済を行っていない場合は、記入不要です。 
 

４．受託会社に係る事項 

（１）銘柄情報及び効力発生日以降を決済日とする申請データにおける受託会社コード 

存続会社のコードに洗換える。 

 

（２）効力発生日以降を決済日とする申請データにおける日銀ネット資金決済会社コード 

 洗換えない。 

 存続会社の利用するコードに洗換える。 

 

５．日銀ネット資金決済会社に係る事項 

存続会社のコードに洗換える。 

以 上 



ST01-18-1 
（平成 25年 2月 25日版） 

 

当機構は、本書面にご記載いただいた個人情報を、法令に基づいて主務大臣からの認可を受けた業

務の実施及び本書面のご記載内容に関するご担当者と当機構との間の事務連絡を目的に利用いたし

ます。 

機構使用欄 
  

 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
             （口座管理機関コード（５桁）：         ） 

連絡先部署／担当者 ／ 

ＴＥＬ  

Ｅ－Ｍａｉｌ  

 
 

加入者の口座廃止に関する確認報告書 
 
 当社は、平成  年  月  日を口座廃止日として申請した口座のうち下記に掲げる区分口

座について、株式等の振替に関する業務規程施行規則第 14条第 6項に規定する確認（当該区分口

座に係る加入者の口座が廃止されたことの確認）が完了いたしましたので、御報告いたします。 
 
 

記 
 

 

確認の対象となる区分口座 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
以 上 



ST02-03 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部 御中              

 
会社名                                 
（口座管理機関コード(5 桁)                  ）                                    

                                                 担当者の役職・氏名                          

                                     連絡先電話番号                            

 

新株予約権証券発行請求取次依頼書 

（株式等振替制度用） 

 

 株式等の振替に関する業務規程第 263 条において準用する第 256 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり、発

行者に対する新株予約権証券の発行請求の取次ぎを委託します。 

 

記 
 
１．銘柄名（銘柄コード）                                    
 
２．発行請求総数及び総枚数                                  
 
３．券種の内訳（※）                                      
 
４．新株予約権証券の搬送指定 

新株予約権証券搬送先 電話番号 枚数 券種の内訳 

 

 

  

枚 

 

 

 

  

枚 

 

 

 

  

枚 

 

 

 

  

枚 

 

※ 券種が複数となる場合には、券種ごとの枚数の内訳も記載してください。 
 

以 上 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 



ST-03-05 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名                                 
（口座管理機関コード（5 桁）：              ）     
住 所                                   
担当者の役職・氏名                                

                                     連絡先電話番号                            

                  

社債権者集会用証明書請求書 
（株式等振替制度用） 

 
 
下記のとおり、株式等の振替に関する業務規程第 253 条第 1 項の規定に基づき、社債権者集会 

用証明書（以下「証明書」という。）の交付を請求します。 
 
 

記 
 
１．交付方法等の指定 

交付方法※１      機構窓口での交付   ・    郵送    

郵送先※２ 〒 

※１ 証明書の交付方法について「機構窓口での受付」か「郵送」どちらかに○を囲んでください。 
※２ 交付方法を郵送にした場合にご記入ください。 
 
 
 
２．請求の内容 

銘柄コード 銘柄名 機構加入者コード 証明の対象となる※１ 
新株予約権付社債の金額 

                 千円 

                 千円 

                 千円 

                 千円 

                 千円 

※１ 証明の対象となる日は、機構における処理日となります。 

以上 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
     

 
 



ST03-06 
（平成 25年 2月 25 日版） 

平成  年  月  日 

 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

会社名                                 
（口座管理機関コード(5 桁)                 ）                        

                                     代表者又は代表者 
代理人の役職・氏名                     印             

                                                 担当者の 
部署名・氏名                                

                                     連絡先電話番号                            

 

 

社債権者集会用証明書受領書 
（株式等振替制度用） 

 

 

 

  平成  年  月  日に交付を請求いたしました社債権者集会用証明書     通を確かに受領しました。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 

   

 



ST03-07 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

                                                           平成  年  月  日 
 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
  

会社名                                 
（口座管理機関コード(5 桁)                  ）                                    

                                                 担当者の役職・氏名                                

                                     連絡先電話番号                            

                  
                 

証明書の交付又は返還に関する通知書 
（株式等振替制度用） 

 
  株式等の振替に関する業務規程第 254 条第４項及び第 255 条第４項の規定に基づき、下記のとお
り、第 253 条第１項に規定する証明書（以下「証明書」という。）の交付又は返還に関する事項を通
知いたします。 

 
 
記 

 １．交付又は返還の種別 

（いずれかに○）  

 証明書を交付した場合又は直近下位機関から証明書を交付した旨の通知を受

けた場合 

 証明書を返還した場合又は直近下位機関から証明書の返還を受けた旨の通知

を受けた場合 

 

 ２．交付日又は返還日 

   平成   年   月   日 

 

３．証明書の交付又は返還に係る内容 

銘柄コード 銘柄名 機構加入者コード 証明の対象となる 
新株予約権付社債の金額 

                 千円 

                 千円 

                 千円 

                 千円 

                 千円 

 

以 上 
 

・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 



ST07-04 
（平成 25 年２月 25 日版） 

 

平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

会    社   名               
（口座管理機関コード（５桁）：             ） 
住         所                        

担当者の部署名・氏名                

連絡先の電話番号 （      ）     -       

                  

振替受益権行使用証明書交付請求書 
（株式等振替制度＜振替受益権＞用） 

 
下記のとおり、株式等の振替に関する業務規程第 285 条の 76 第 1 項の規定に基づき、振替受

益権行使用証明書（以下「証明書」という。）の交付を請求します。 
 

記 
 
１．交付方法等の指定 

交付方法※１      機構窓口での交付   ・    郵送    

郵送先※２ 〒 
 

請求の目的  

※１ 証明書の交付方法について「機構窓口での受付」か「郵送」どちらかに○を囲んでください。 
※２ 交付方法を郵送にした場合に御記入ください。 

 
２．請求の内容 

銘柄名称  

銘柄コード        
証明の対象となる 
振替受益権の数  

機構加入者 
コ ー ド        

 

銘柄名称  

銘柄コード        
証明の対象となる 
振替受益権の数  

機構加入者 
コ ー ド        

※ 証明の対象となる日は、機構における処理日となります。 
 

以上 

 

・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を円滑に遂行するため、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。 

機構使用欄 
   

 



ST07-05 
（平成 25年２月 25日版） 

平成  年  月  日 

 

株式会社 証券保管振替機構 御中 

 
会    社   名               

（口座管理機関コード（５桁）：             ） 
代表者又は代表者 
代理人の役職・氏名                   印 

担当者の部署名・氏名                
連絡先の電話番号 （      ）     -      

 

 

振替受益権行使用証明書受領書 

（株式等振替制度＜振替受益権＞用） 

 

 

 

  平成  年  月  日に交付を請求いたしました振替受益権行使用証明書     通を確かに受領しまし

た。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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を円滑に遂行するため、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。 

機構使用欄 

   



ST07-06 
（平成 25 年２月 25 日版） 

 
                                                           平成  年  月  日 

 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会    社   名                 
（口座管理機関コード（５桁）：             ） 

担当者の部署名・氏名                
連絡先の電話番号 （      ）     -       

                  
                 

証明書の交付又は返還に関する通知書 
（株式等振替制度＜振替受益権＞用） 

 
  株式等の振替に関する業務規程第 285 条の 77 第４項及び第 285 条の 78 第４項の規定に基づき、
下記のとおり、第 285 条の 76 第１項に規定する証明書（以下「証明書」という。）の交付又は返還
に関する事項を通知いたします。 

 
 
記 

 １．交付又は返還の種別 

（いずれかに○）  

 証明書を交付した場合又は直近下位機関から証明書を交付した旨の通知を受

けた場合 

 証明書を返還した場合又は直近下位機関から証明書の返還を受けた旨の通知

を受けた場合 

 

 ２．交付日又は返還日 

   平成   年   月   日 

     *「交付日」とは、証明書を交付した日又は直近下位機関から証明書を交付した旨の通知を受けた日をいい、「返還日」とは、証明

書を返還した日又は直近下位機関から証明書の返還を受けた旨の通知を受けた日をいう。 

 

３．証明書の交付又は返還に係る内容 

銘柄名称  

銘柄コード  

対象数  

対象となる機構加入者コード  

 
以 上 

 

・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を円滑に遂行するため、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。 

機構使用欄 
   



ST03-08 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部 御中              

 
会社名                                 
（口座管理機関コード(5 桁)                  ）                                    

                                                 担当者の役職・氏名                          

                                     連絡先電話番号                            

 

新株予約権付社債券発行請求取次依頼書 

（株式等振替制度用） 

 

 株式等の振替に関する業務規程第 256 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり、発行者に対する新株予約権付

社債券「以下「社債券」という。」の発行請求の取次ぎを委託します。 

 

記 
 
１．銘柄名（銘柄コード）                                    
 
２．発行請求総額面及び総枚数                                  
 
３．券種の内訳（※）                                      
 
４．社債券の搬送指定 

社債券搬送先 電話番号 社債券の枚数 券種の内訳 

 

 

  

枚 

 

 

 

  

枚 

 

 

 

  

枚 

 

 

 

  

枚 

 

※ 券種が複数となる場合には、券種ごとの枚数の内訳も記載してください。 
 

以 上 
 
・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を円滑に遂行するため、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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
   

 



ST03-15 
（平成 25年 2月 25日版） 

 

・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

業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく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、適宜ご参照ください。 
 

平成  年  月  日 
 

株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

元利金請求内容情報及び決済予定額情報確認書等請求書 
（株式等振替制度 新株予約権付社債用） 

 

会 社 名      ：  

（連絡先部署／担当者 ： ） 

（連絡先電話番号   ： ） 

（住 所       ： 〒                           ） 

 

 

請求内容 

参加形態  機構加入者  支払代理人 

機構加入者コード／

代理人コード 
 

請求対象日     年   月   日 

請求の内容  確認書  ＣＳＶファイル 

1. 請求対象日欄は、機構関与銘柄（差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を

禁止されたものを除く。）の償還期日、繰上償還期日又は利払期日を記入します。 
2. 請求対象日欄は、請求書受付日から起算して、過去 10 年以内の日付を指定します。 
 

受付 
 
 
 

印 
 



ST06-04 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

1 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部 御中              

 

会社名                                 

                                               （口座管理機関コード（5 桁）：            ） 

担当者の部署・氏名                   

 

                                         連絡先の電話番号                          

 

受益証券発行請求取次依頼書 

（株式等振替制度（振替投資信託受益権用）） 

 

 株式等の振替に関する業務規程第 256 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり、発行者に対する受益証券の発

行請求の取次ぎの請求を取次ぎます。 

 

記 
 
１．銘柄名（銘柄コード）                                                                     

 
２．発行請求総口数及び総枚数                                  
 
３．券種の内訳（※）                                       
 
４．受益証券の搬送指定 

搬送先名称 住所 電話番号 受益証券の枚数 券種の内訳 

    

枚 

 

    

枚 

 

    

枚 

 

    

枚 

 

※ 券種が複数となる場合には、券種ごとの枚数の内訳も記載してください。 

以 上 
・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を円滑に遂行するため、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。 

機構使用欄 
   

 



ST06-05 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

・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を円滑に遂行するため、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。 

機構使用欄 
   

1 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部 御中              

 

会社名                                 

                                               （口座管理機関コード（5 桁）：            ） 

担当者の部署・氏名                   

 

                                         連絡先の電話番号                          

 

受益証券の発行請求の取次ぎの請求をしなかった受益者に係る情報の通知書 

（株式等振替制度（振替投資信託受益権用）） 

 

 株式等の振替に関する業務規程第 258 条第１項の規定に基づき、下記のとおり、受益証券の発行請求の取次ぎ

の請求をしなかった受益者に係る情報を通知します。 

記 
 
１．銘柄名（銘柄コード）                                                                     

 
２．受益者に係る情報 

 氏名又は名称 住所 加入者口座コード 保有口数 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     



ST06-05 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

・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を円滑に遂行するため、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。 

機構使用欄 
   

2 

 氏名又は名称 住所 加入者口座コード 口数 

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

以 上 



ST06-10 
（平成 25年２月 25日版） 

 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 御中 
 

会社名                             
担当者の役職・氏名                       
連絡先の電話番号  （     ）     －         

 

リコンサイル不一致連絡票（発行者用） 
 
 リコンサイルの照合結果に不一致がありましたので、下記のとおり、御連絡いたします。 
 

記 
 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

発行者にて把握している

総口数 口 

機構通知総口数 口 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

発行者にて把握している

総口数 口 

機構通知総口数 口 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

発行者にて把握している

総口数 口 

機構通知総口数 口 

 
以 上 

・当機構は、本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

ら認可された業務を円滑に遂行するため、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。 

機構使用欄 

   



ST80-01 
平成 27 年 2 月 2 日版 

※ 当機構は、本通知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を

円滑に遂行するため、また、本通知書に基づく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、適宜参照してください。 
 

 

総株主通知等請求書 

 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 
 

会社名                           

連絡者部署                        

連絡者氏名                        

電話番号       -     -             

 
 当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 151 条第 8 項及び貴社が定める株式等の

振替に関する業務規程第 151 条第１項の規定に基づき、総株主通知（総投資主通知又は総優先出資者通知）請求

を行いますので、同条第 2 項に従い、下記１．のとおり届け出ます。 

なお、この届出に基づく請求にあたっては、下記 2．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がないことを確約い

たします。 

 
記 

１．総株主通知請求の内容 

総株主通知対象銘柄  

銘柄コード     0 株主確定日 平成  年  月  日 

総株主通知請求の理由 

（該当するものを選択） 

（複数指定可） 

 
法令、上場規則、定款その他の規則（以下「法令等」という。）に基づき株主に

対して通知をするため 

 
法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは金融商

品取引所に提供するため 

 

株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主（振替投資口の投

資主又は振替優先出資の優先出資者）共通の利益のためにする行為をする

ため 

 
上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主（投資主又は優先出資者）に

損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるため 

 
定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定められる株式取扱

規程において定められた事由が生じたため 

 
２．正当な理由が認められない場合 

 （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 

 （２）犯罪目的を有するとき。 

 （３）公序良俗に反するとき。 

 （４）第三者への漏えいを目的とするとき。 

 （５）株主に対する営業行為を行う目的であるとき。 

 （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 
 



ST80-01 
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○記載及び提出に係る注意事項 
 

（記載上の注意） 

「銘柄コード」 

 普通株式の場合には、銘柄コード（4 桁）の最後に「0」を加えて 5 桁で記載してください。 

 

「総株主通知請求の理由」 

 総株主通知請求の理由の理由については、該当するものをすべて選択してください。 

 

（提出時期） 

株主確定日の前営業日から起算して 7 営業日前の 17 時までに提出してください。 

 

（提出方法） 

Target ほふりサイト（https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome）に提出してください。 

本通知書を提出する場合には、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリッ

クし、通知事項１は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「総株主通知等請求書」と入力してください。 

 

（その他） 

会社法第 277 条に基づく新株予約権の無償割当て（ライツ・オファリング）等に係る株主を確定するための総株 

主通知の請求の場合には「総株主通知等請求書（会社法第 277 条に基づく新株予約権の無償割当て等用） 

<ST80-06>」を使用してください。 

 

総株主通知等請求には手数料が必要になります。詳しくは「株式等振替制度に係る手数料に関する規則」を 

参照してください。 

 

 



ST80-02 
（平成 26年１月６日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
 
 

機構使用欄 
  

 

総新株予約権付社債権者通知請求書 

 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

会 社 名                
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 218 条第５項及び貴社が定

める株式等の振替に関する業務規程第 246 条第１号の規定に基づき、総新株予約権付社債権者通知請

求を行いますので、同条第２号に従い、下記１．のとおり届け出ます。なお、この届出に基づく請求

にあたっては、下記２．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がないことを確約いたします。 

 
記 

１．総新株予約権付社債権者通知請求の内容 
総新株予約権付社債

権者通知対象銘柄  

銘柄コード           

新株予約権付 

社債権者確定日 平成  年  月  日  

総新株予約権付社債

権者通知請求の理由 

（該当するものを選択

して○を付してくださ

い（複数指定可）。） 

 
新株予約権付社債権者に対し、優待制度の実施その他振替新株予約権付

社債の新株予約権付社債権者共通の利益のためにする行為をするため 

 

新株予約権の目的である株式の上場廃止、免許取消しその他発行者、株

主、新株予約権者又は新株予約権付社債権者に損害をもたらすおそれの

ある事態が生ずるのを避けるため 
 新株予約権付社債の発行要項において定められた事由が生じたため 

総新株予約権付社債

権者通知の受領方法

（いずれかを選択して

○を付してください。） 

 
株主名簿管理人によるファイル伝送方式での受領 

（ファイル伝送方式による受領が可能かを事前に株主名簿管理人にご確認ください。） 

 

ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒの外部記憶媒体の送付による受領 

（外部記憶媒体による受領を選択した場合には、送付先をご記入ください。） 

〒 

 

 
２．正当な理由が認められない場合 
 （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 
 （２）犯罪目的を有するとき。 
 （３）公序良俗に反するとき。 
 （４）第三者への漏えいを目的とするとき。 
 （５）新株予約権付社債権者に対する営業行為を行う目的であるとき。 
 （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（記載上の注意） 
 本請求書の提出は、新株予約権付社債権者確定日の前営業日を起算日として７営業日前の日までに行ってください。 



ST80-03 
（平成 26年 12 月１日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
 
 

機構使用欄 
  

 

総新株予約権者通知等請求書 

 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

会 社 名                
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13年法律第 75 号）第 186 条第５項(第 247 条の３

において準用する場合を含む。)及び貴社が定める株式等の振替に関する業務規程第 263 条又は第 271

条の３において準用する第 246 条第１号の規定に基づき、総新株予約権者通知（総新投資口予約権者

通知）請求を行いますので、同第 263 条又は第 271 条の３において準用する第 246 条第２号に従い、

下記１．のとおり届け出ます。なお、この届出に基づく請求にあたっては、下記２．に掲げる場合の

いずれにも該当する事実がないことを確約いたします。 
 

記 
１．総新株予約権者通知請求の内容 

総新株予約権者 

通知対象銘柄  

銘柄コード 
（右づめ）           

新株予約権者確定日 平成  年  月  日  

総新株予約権者 

通知請求の理由 

（該当するものを選択

して○を付してくださ

い（複数指定可）。） 

 
新株予約権者に対し、優待制度の実施その他振替新株予約権の新株予約

権者共通の利益のためにする行為をするため 

 

新株予約権の目的である株式の上場廃止、免許取消しその他発行者、株

主又は新株予約権者に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避

けるため 
 新株予約権の発行要項において定められた事由が生じたため 

 
２．正当な理由が認められない場合 
 （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 
 （２）犯罪目的を有するとき。 
 （３）公序良俗に反するとき。 
 （４）第三者への漏えいを目的とするとき。 
 （５）新株予約権者に対する営業行為を行う目的であるとき。 
 （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（記載上の注意） 
（１）「非上場新株予約権」の場合の銘柄コードは９桁、「上場新株予約権」及び「新投資口予約権」の場合の銘柄コードは５桁にな

ります。 

（２）本請求書の提出は、新株予約権者確定日の前営業日を起算日として７営業日前の日までに行ってください。 



ST80-04 
（平成 26 年 1 月 6 日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
 
 

機構使用欄 
  

 

総株主報告書（登録株式質権者情報） 

 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

             会 社 名                
口座管理機関コード                
代表者又は代表者                

      代理人の役職・氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 貴社が定める株式等の振替に関する業務規程第 148 条の規定に基づき、同第 145 条第４号に規定す

る加入者が、転質権者である場合であって、転質をした質権者が登録株式質権者であるときの報告を

下記のとおり行います。 

記 
 

総株主通知対象銘柄  

銘柄コード      株主確定日 平成  年  月  日 

転質の目的である振替株式

の株主の加入者口座コード                      

転質をした登録株式質権者

の口座の加入者口座コード                      

転質をした登録株式質権者

の氏名又は名称  

転質をした登録株式 
質権者の住所 

（郵便番号：   －    ） 
 
 

転質の目的である振替株式

の記録先加入者口座コード                      

転質の目的である振替 
株式の数（右づめ）               

（   枚目／総枚数   枚）※ 本書面を複数枚提出する場合に記載してください。 
以 上 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
（記載上の注意） 
（１）本書面は、当該転質の目的である振替株式が記録されている口座を開設している口座管理機関が、総株主報告の都度、機構に

提出してください。なお、当該口座管理機関が間接口座管理機関である場合は、その上位機関である直接口座管理機関が機構に

提出してください。 

（２）同一の振替株式について、複数回の転質が行われ、その過程で登録株式質権者となるべき旨の申出を行った者が複数存在する

ときは、該当する登録株式質権者をすべて報告してください。この場合、登録株式質権者となった者の順に本書類を複数枚作成

してください。 
（３）「加入者情報標準化要領」の内容にしたがって、「氏名又は名称」及び「住所」を記載してください。 



ST80-05 
（平成 27 年 5 月 1 日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
 
 

機構使用欄 
  

 

名義書換完了等通知書 

 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部 御中 

 

会 社 名                
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名                
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 当社は、平成  年  月  日に株主名簿の名義書換が完了しましたので、通知いたします。 

 また、直近確定情報は下記のとおりとなります。 

 
記 

 

銘柄コード       

銘柄名称  

発行総数 株 

外国人直接保有総数 株 

外国人間接保有総数 株 

自己株式数 株 

相互保有株式数 株 

単元未満株式数 株 

外国人保有比率 % 

 
以 上 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
（記載上の注意） 
（１）「普通株式」の場合の銘柄コードは、５桁（４桁のコード番号の末尾は「０」）になります。 

（２）名義書換拒否が行われた場合は、名義書換拒否後の外国人直接保有総数及び外国人間接保有総数を記載してください。 
（３）外国人保有比率は小数点以下第３位切捨てとし、記載してください。 
 



ST80-06 
平成 27 年 2 月 2 日版 

※ 当機構は、本通知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

を円滑に遂行するため、また、本通知書に基づく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、適宜参照してください。 
 

総株主通知等請求書 
（会社法第 277 条に基づく新株予約権の無償割当て等用）  

 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

会社名                           

連絡者部署                        

連絡者氏名                        

電話番号       -     -             

  
当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第 151 条第 8 項及び貴社が定める株式等

の振替に関する業務規程第 151 条第１号の規定に基づき、総株主通知（総投資主通知）請求を行いますので、同

条第 2 号に従い、下記 1．及び 2．のとおり届け出ます。 

なお、この届出に基づく請求にあたっては、下記 3．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がないことを確約

いたします。 

 
記 

１．総株主通知請求の内容 

総株主通知対象銘柄  

銘柄コード     0 株主確定日 平成  年  月  日 

総株主通知請求の理由 
（該当するものを選択） 

（複数指定可） 

 
法令、上場規則、定款その他の規則（以下「法令等」という。）に基づき株主に

対して通知をするため 

 
法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは金融商

品取引所に提供するため 

 
株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主（振替投資口の投

資主）共通の利益のためにする行為をするため 

 
上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主（投資主）に損害をもたらすお

それのある事態が生ずるのを避けるため 

 
定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定められる株式取扱

規程において定められた事由が生じたため 

２．会社法第 277 条に基づく新株予約権の無償割当て（ライツ・オファリング）等の該当の別 

会社法第 277 条に基づく新
株予約権の無償割当て（ラ
イツ・オファリング）等の該当
の別 

（該当するものを選択） 

 会社法第 277 条に基づく新株予約権の無償割当て（ライツ・オファリング） 

 株式の無償割当て 

 新株予約権付社債の無償割当て 

 
投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に基づく新投資口予約権

の無償割当て（ライツ・オファリング） 

 
３．正当な理由が認められない場合 
 （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 
 （２）犯罪目的を有するとき。 
 （３）公序良俗に反するとき。 
 （４）第三者への漏えいを目的とするとき。 
 （５）株主に対する営業行為を行う目的であるとき。 
 （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 



ST80-06 
平成 27 年 2 月 2 日版 

 

○記載及び提出に係る注意事項 
 

（記載上の注意） 

「銘柄コード」 

 普通株式の場合には、銘柄コード（4 桁）の最後に「0」を加えて 5 桁で記載してください。 

 

「総株主通知請求の理由」 

 総株主通知請求の理由の理由については、該当するものをすべて選択してください。 

 

（提出時期） 

株主確定日の前営業日から起算して 7 営業日前の 17 時までに提出してください。 

 

（提出方法） 

Target ほふりサイト（https://www.arrowgate.jp/fw/dfw/jsdlcp/webxportal/jsdhome）に提出してください。 

本通知書を提出する場合には、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、その他の「提出」ボタンをクリッ

クし、通知事項１は「その他」を選択し、その他通知事項欄に「総株主通知等請求書（会社法第 277 条に基づく新

株予約権の無償割当て等用）」と入力してください。 

 



ST80-07 
（平成 27年１月５日版） 

 

総受益者通知請求書 
（振替投資信託受益権（ＥＴＦ）の発行者用） 

 
平成  年  月  日 

 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

発 行 者 名                
担 当 者 の 役 職 ・ 氏 名                

連 絡 先 の 電 話 番 号 （   ）   －      
 
 
 
 当社は、貴社が定める株式等の振替に関する業務規程第 283 条の７の２第１項の規定に基づき、総

受益者通知請求を行いますので、同条第２項に従い、下記１．のとおり届け出ます。 

なお、この届出に基づく請求にあたっては、下記２．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がな

いことを確約いたします。 

 
記 

 
１．総受益者通知請求の内容 

総受益者通知 
対象銘柄  

銘柄コード      受益者確定日 平成  年  月  日 

総受益者通知 
請求の理由 

投資信託約款において定められた事由が生じたため 

 
 
２．総受益者通知請求をすることができない場合 
 （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき 
 （２）犯罪目的を有するとき 
 （３）公序良俗に反するとき 
 （４）第三者への漏えいを目的とするとき 
 （５）受益者に対する営業行為を行う目的であるとき 
 （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき 
 
 

以 上 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 



ST80-07 
（平成 27年１月５日版） 

 

（記載上の注意） 
本請求書の提出は、受益者確定日の前営業日を起算日として７営業日前の日までに行ってください。 
 

 
（Target 保振サイトからの提出方法） 

本通知書を記載の上、PDF ファイルに変換し、Target 保振サイトより御提出ください。 

※ファイル名称は、原則として「証券コード+銘柄名称」としてください。 

① メニュー「書類を提出する」をクリック 

② 分類「発行会社－株式等の振替に関する業務規程施行規則第６条に基づく通知書」 

書類名「投資信託受益権（ＥＴＦ）」の右側にある「提出」ボタンをクリック 

③ 通知事項１：「その他」を選択し、下段に「総受益者通知請求書」と記入 

④ 添付ファイル１：本書式（PDF ファイル）を選択 

⑤ 「確認」ボタンをクリックし、登録内容を確認の上、「登録」ボタンをクリック 

 



ST80-08 
（平成 27年１月５日版） 

 

総受益者通知請求書 
（振替受益権の発行者用） 

 
平成  年  月  日 

 

株式会社証券保管振替機構 御中 

 

発 行 者 名                
担 当 者 の 役 職 ・ 氏 名                

連 絡 先 の 電 話 番 号 （   ）   －      
 
 
 
 当社は、貴社が定める株式等の振替に関する業務規程第 285 条の 62 の２第１項の規定に基づき、総

受益者通知請求を行いますので、同条第２項に従い、下記１．のとおり届け出ます。 

なお、この届出に基づく請求にあたっては、下記２．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がな

いことを確約いたします。 

 
記 

 
１．総受益者通知請求の内容 

総受益者通知 
対象銘柄  

銘柄コード      受益者確定日 平成  年  月  日 

総受益者通知 
請求の理由 

受益証券発行信託に係る契約において定められた事由が生じたため 

 
 
２．総受益者通知請求をすることができない場合 
 （１）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき 
 （２）犯罪目的を有するとき 
 （３）公序良俗に反するとき 
 （４）第三者への漏えいを目的とするとき 
 （５）受益者に対する営業行為を行う目的であるとき 
 （６）発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき 
 
 

以 上 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 



ST80-08 
（平成 27年１月５日版） 

 

（記載上の注意） 
本請求書の提出は、受益者確定日の前営業日を起算日として７営業日前の日までに行ってください。 
 

 
（Target 保振サイトからの提出方法） 

本通知書を記載の上、PDF ファイルに変換し、Target 保振サイトより御提出ください。 

※ファイル名称は、原則として「証券コード+銘柄名称」としてください。 

① メニュー「書類を提出する」をクリック 

② 分類「発行会社－株式等の振替に関する業務規程施行規則第６条に基づく通知書」 

書類名「受益証券発行信託の受益権」の右側にある「提出」ボタンをクリック 

③ 通知事項１：「その他」を選択し、下段に「総受益者通知請求書」と記入 

④ 添付ファイル１：本書式（PDF ファイル）を選択 

⑤ 「確認」ボタンをクリックし、登録内容を確認の上、「登録」ボタンをクリック 

 



ST80-11 
（平成 25 年 2 月 25 日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
 

機構使用欄 
  

 

個別株主通知申出予定日通知書 

 
平成  年  月  日 

 
株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

 
会 社 名                
口座管理機関コード                
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 
 当社は、個別株主通知の申出を行うことに伴い、下記のとおり通知いたします。 

 
 

記 
 
 

加入者口座コード                      

信託財産名義 
（信託財産名義の場合

にご記入ください。） 

 

個別株主通知対象銘柄 
（銘柄コード） 

 
（銘柄コード(5 桁)                 ） 

一部通知の有無 
（○を付してくださ

い。） 
有の場合 
対象の機構加入者口座 
その理由 
 
 

有 ・ 無 
（機構加入者口座（7桁）              ） 

理由 

 

申出予定日 平成   年   月   日 

 
以 上 

 
 



ST80-21 
（平成 25年 9月 1日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 

振替口座簿情報提供請求書（発行者用） 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

会 社 名                
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 振替口座簿の情報提供請求を行うことに伴い、下記１．のとおり届け出ます。なお、この届出に基

づく請求あたっては、下記２．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がないことを確約いたします。 
記 

１．振替口座簿の情報提供請求の内容 

対象銘柄名  対象銘柄コード      

株主等照会コード                      

請求対象期間 
（西暦にて記載）         ~          

情報提供請求の理由 
（該当するものを選択して○

を付してください。） 

 ① 加入者の同意があるとき。 

 ② 株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必

要があるとき。 

 ③ 株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認する

ために必要があるとき。 

 
④ 発行者が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、又

は官公署若しくは証券取引所（金融商品取引所）に提供するために

必要があるとき。 

 ⑤ 上場廃止、免許取消しその他発行者又は株主に損害をもたらす

おそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。 

 ⑥ 定款又は定款の委任に基づき株式の取扱い等に関して定めら

れる株式取扱規程において定められた事由が生じたとき。 

受領方法 2 受領方法は書面のみです。 
２．正当な理由が認められない場合 
（１） 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 
（２） 犯罪目的を有するとき。 
（３） 公序良俗に反するとき。 
（４） 第三者への漏えいを目的とするとき。 
（５） 株主に対する営業行為を行う目的であるとき。 
（６） 発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（記載上の注意） 
（１） 本書面は請求期間が請求日の前日から６か月を超えてさかのぼった日における情報提供請求（全部情報）の際に利用すること

が可能です。 
（２） 対象加入者の株主等照会コードを指定する必要があります。 
（３） 請求対象期間は、請求日の前日から 10 年前の応答日以降の期間（機構における取扱開始日以前の日を除く。）を指定すること

ができます。なお、記載については西暦にて記載をしてください。 
（４） 数字は半角文字にて入力してください。 



ST80-21-2 
（平成 25年 9月 1日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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。 

機構使用欄 
  

 

振替口座簿情報提供請求書（振替受益権の発行者用） 
 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

発  行  者 名               
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 振替口座簿の情報提供請求を行うことに伴い、下記１．のとおり届け出ます。なお、この届出に基

づく請求あたっては、下記２．に掲げる場合のいずれにも該当する事実がないことを確約いたします。 
 

記 
１．振替口座簿の情報提供請求の内容 

対象銘柄名  対象銘柄コード      

株主等照会コード                      

請求対象期間 
（西暦にて記載）         ~          

情報提供請求の理由 
（該当するものを選択して○

を付してください。） 

 ① 加入者の同意があるとき。 

 ② 受益者と自称する者が受益者であるかどうかを確認するため

に必要があるとき。 

 
③ 発行者が、法令等に基づき、受益者に関する情報を、公表し、

又は官公署若しくは証券取引所（金融商品取引所）に提供するため

に必要があるとき。 

 ④ 上場廃止、免許取消しその他発行者又は受益者に損害をもたら

すおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。 

 ⑤ 信託行為の定めにおいて定められた事由が生じたとき。 

受領方法 2 受領方法は書面のみです。 
 
２．正当な理由が認められない場合 
（１） 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。 
（２） 犯罪目的を有するとき。 
（３） 公序良俗に反するとき。 
（４） 第三者への漏えいを目的とするとき。 
（５） 受益者に対する営業行為を行う目的であるとき。 
（６） 発行者の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。 

以 上 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（記載上の注意） 
（１） 本書面は請求期間が請求日の前日から６か月を超えてさかのぼった日における情報提供請求（全部情報）の際に利用すること

が可能です。 
（２） 対象加入者の株主等照会コードを指定する必要があります。 
（３） 請求対象期間は、請求日の前日から 10 年前の応答日以降の期間（機構における取扱開始日以前の日を除く。）を指定すること

ができます。なお、記載については西暦にて記載をしてください。 
（４） 数字は半角文字にて入力してください。 



ST80-24 
（平成 21 年 3 月 13 日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 

振替口座簿情報提供請求書（その他の利害関係人用） 
平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

利害関係人の氏名 
又は名称 

 

利害関係人の住所 

〒           
 
 
 
 

担当者の役職・氏名 
（法人の場合）  

連絡先の電話番号 （       ）      －       

 
 振替口座簿の情報提供請求を行うことに伴い、下記のとおり届け出ます。 
 

記 
 

対象銘柄名  
対象銘柄コード 
（ご存知の場合、記

入してください。） 
     

機構加入者名  

請求対象期間 
（西暦にて記載）         ~         

請求を行う理由  

利害関係の内容 
 

（添付書類名） 

受領方法 
（○をしてください）  1.書面の郵送  2.PDF ファイル（媒体が必要です）の郵送 

郵送先 〒 
 
 
 

以 上 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
（記載上の注意） 

（１） 本書面の提出の際には利害関係を明らかにする書類を添付するとともに、本人確認書類を提示し、機構の定める手数料等（郵送

料の実費相当額を含む。）を支払う必要があります。 
（２） 請求対象期間は、請求日の 10 年前の応答日以降の期間（機構における取扱開始日以前の日を除く。）を指定することができます。 



ST80-32 
（平成 25年２月 25日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 

株式数比例配分方式除外株主通知書 
 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

会 社 名                 
株主名簿管理人コード                
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 下記のとおり株式数比例配分方式の適用を除外する株主について通知いたします。 
 

記 
１．銘柄に係る内容 

銘柄コード       

銘 柄 名  

配当基準日 平成   年   月   日 

配当金支払開始日 平成   年   月   日 

 
２．除外株主に係る内容 

株主等照会コード                      

氏名又は名称  

除外する理由 
（該当するものを選択

して○を付してくださ

い。） 

 登録株式質権者から配当金の受領権限がある旨の届出があったため 

 裁判所から、株主の配当金支払請求権の差押命令が送達されたため 

 

総株主通知の通知対象株主について、株主確定日（配当に係る基準日

であるものに限る。）以前に株式の効力が発生した株式の新規記録日

が当該株主確定日後となった場合その他の事情により、総株主通知に

より通知された数と発行者において配当金の支払い対象と認識して

いる数に差異があるため 
 機構により総株主通知の訂正が行われたため 

 
外国人保有制限銘柄において、総株主通知により通知された数のすべ

てについて名義書換を拒否した外国人に対して、名義書換拒否株式に

係る配当金を支払わないため 

 その他（具体的に：                    ） 

以 上 
 



ST90-01 
（平成 26 年１月６日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 

加入者情報通知書（間接外国人） 
 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

              会 社 名                
口座管理機関コード                
代表者又は代表者                

代理人の役職・氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 当社の加入者について間接外国人に係る判定を行いましたので、下記のとおり通知いたします。 
 

記 
太線の枠内だけを記載してください。 

通
知
の
事
由
等 

通知の事由 1 

記載欄 （番号１～４のうち該当するものを１つ選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 １．総株主通知        ２．個別株主通知 
３．情報提供請求（全部情報） ４．情報提供請求（部分情報） 

上記事由に係る

報告データの機

構への通知日 
2 平成   年   月   日 

受付番号 3                  

加入者口座コード 4                      

氏名又は名称 5  

銘柄コード 6           

銘柄名 7  

通知内容 8 

記載欄 （番号０又は１のうち該当するものをどちらか選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 ０．間接外国人である   １．間接外国人でなくなった 

以  上 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

（記載上の注意） 
（１） 「加入者情報標準化要領」の内容に従って、「氏名又は名称」を記載してください。 
（２） 「上記事由に係る報告データの機構への通知日」は、本通知書の対象となる加入者に係る「総株主報告データ」、「個別株

主報告データ」、「振替口座簿記録事項報告データ」又は「対象加入者保有株式数報告データ」を機構へ通知した日を記載し

てください。 
（３） 「受付番号」は、届出の事由が「個別株主通知」、「情報提供請求（全部情報）」又は「情報提供請求（部分情報）」である

ときに、機構から通知された受付番号を記載してください。 
（４） 「銘柄コード」は、右詰めで記載してください。株式の場合は４桁、新株予約権付社債の場合は９桁で記載してください。 
（５） 「間接外国人でなくなった」旨の通知は、直前の総株主通知等の際に本通知書により「間接外国人である」旨を通知した

加入者について、「間接外国人でなくなった」ことが口座管理機関において判定されたときにご提出ください。 
（６） 本通知書は、原本を持参又は郵送してください。 
（７） 原則として、本通知書は機械印字により作成してください。 



ST90-02 
（平成 26 年１月６日版） 

 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 

加入者情報通知書（氏名・名称） 
 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

              会 社 名                 
口座管理機関コード                
代表者又は代表者                

代理人の役職・氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 当社の加入者の氏名又は名称（カナ氏名又はカナ名称）の文字数が機構の定める上限（120 文字）

を超えたため、又は当該事象について変更（解消を含む。）されたため下記のとおり通知いたします。 
記 

太線の枠内だけを記載してください。 

該当する加入者情報

データの通知日 1 平成   年   月   日 

加入者情報データ

の種別 2 

記載欄 （番号１～４のうち該当するものをどちらか選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 １．新規登録  ２．変更  ３．削除  ４．再開 

加入者口座コード 3                      

氏名又は名称の 
桁あふれの有無 4 

記載欄 （番号０又は１のうち該当するものをどちらか選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 ０．あふれ無し     １．あふれ有り 

 

氏名又は名称 5  

カナ氏名又は 
カナ名称 

６  

以 上 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
（記載上の注意） 
（１） 「加入者情報データの通知日」は、「加入者情報データの種別」において選択した「加入者情報データ」を機構へ通知

した日を記載してください。なお、共有による桁あふれのときは、本通知書ではなく、「加入者情報通知書（共有者情報）」

に必要事項を記載して機構に提出してください（本通知書の提出は必要ありません。）。 
（２） 本通知書には、120

．．．
文字を超えた部分のみの内容ではなく、すべての内容
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を記載してください。 
（３） 「加入者情報標準化要領」の内容にしたがって、「氏名又は名称」及び「カナ氏名又はカナ名称」を記載してください。 
（４） 本通知書は、原本を持参又は郵送してください。 
（５） 原則として、本通知書は機械印字により作成してください。 



ST90-03 
（平成 26 年１月６日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 

加入者情報通知書（住所） 
 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

              会 社 名                
口座管理機関コード                
代表者又は代表者                

代理人の役職・氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 当社の加入者の住所の文字数が機構の定める上限（150 文字（ただし、居住者については 125 文字））

を超えたため、又は当該事象について変更（解消を含む。）されたため下記のとおり通知いたします。 
 

記 
太線の枠内だけを記載してください。 

該当する加入者情報

データの通知日 1 平成   年   月   日 

加入者情報データ

の種別 2 

記載欄 （番号１～４のうち該当するものをどちらか選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 １．新規登録  ２．変更  ３．削除  ４．再開 

加入者口座コード 3                      

住所の桁あふれの

有無 4 

記載欄 （番号０又は１のうち該当するものをどちらか選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 ０．あふれ無し     １．あふれ有り 

居住・非居住の別 5 

記載欄 （番号０又は１のうち該当するものをどちらか選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 ０．居住者     １．非居住者 

住所の文字数 6 文字  
 

氏名又は名称 7  

住所 8  

以 上 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

（記載上の注意） 
（１） 「該当する加入者情報データの通知日」は、住所

．．
に
．
ついての
．．．．

桁あふれの
．．．．．

有無
．．

の旨を含む「加入者情報データ」を機構へ通
知した日を記載してください。なお、住所以外の桁あふれのときは、本通知書ではなく、「加入者情報通知書（氏名・名称）」
等に必要事項を記載して機構に提出してください（本通知書の提出は必要ありません。）。 

（２） 「住所の桁あふれの有無」において「０．あふれ無し」を選択したときは、「住所」には何も記載する必要はありません。 
（３） 「住所」は、上限

．．
を超えた部分のみの内容ではなく、すべての内容
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を記載してください。 
（４） 「加入者情報標準化要領」の内容にしたがって、「氏名又は名称」及び「住所」を記載してください。 
（５） 本通知書は、原本を持参又は郵送してください。 
（６） 原則として、本通知書は機械印字により作成してください。 



ST90-04 
（平成 26 年１月６日版） 

 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
- 1 - 

機構使用欄 
  

 

加入者情報通知書（共有者情報） 
 

平成  年  月  日 
株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

 

会 社 名                
口座管理機関コード                
代表者又は代表者                

代理人の役職・氏名              ㊞ 
担当者の役職・氏名                

連絡先の電話番号 （   ）   －      
 
 当社の加入者の口座のうち、複数の者によって共有されているもの又は共有者の変更（個人・法人

区分の変更を含む。）があったものについて、下記のとおり共有者の情報を通知いたします。 
記 

太線の枠内だけを記載してください。 

加入者情報データ

の通知日等 1 平成   年   月   日 

加入者情報データ

の種別等 2 

記載欄 （番号１～５のうち該当するものを１つ選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 １．新規登録 ２．加入者情報データの通知を伴う変更 
３．加入者情報データの通知を伴わない変更 ４．削除 ５．再開 

変更の内容 3 

記載欄 （番号１～４のうち該当するものを１つ選択し、「記載欄」に記載してください。） 

 １．共有者の構成の変更 ２．共有者の氏名又は名称の変更 
３．共有者のカナ氏名又はカナ名称の変更 ４．共有者の住所の変更 

加入者口座コー

ド 
4                      

共有者の人数 5 人  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
（記載上の注意） 
（１） 「加入者情報データの通知日等」は、「加入者情報データの種別等」において選択した「加入者情報データ」を機構へ

通知した日を記載してください。なお、「加入者情報データの種別等」において「３．加入者情報データの通知を伴わな

い変更」を選択したときは、加入者から変更に係る届出を受理した日を記載してください。 
（２） 共有代表者以外の共有者の住所のみが変更されたときは、「加入者情報データの種別等」において「３．加入者情報デ

ータの通知を伴わない変更」を選択してください。なお、「２．加入者情報データの通知を伴う変更」、「３．加入者情報

データの通知を伴わない変更」又は「５．再開」を選択したときは、変更
．．

（再開
．．．

を含む。
．．．．

）
．
された共有者の情報のみでは
．．．．．．．．．．．．．

なく、すべての共有者の最新の情報
．．．．．．．．．．．．．．．．

を本通知書に記載してください。 
（３） 「変更の内容」は、「加入者情報データの種別等」において「２．加入者情報データの通知を伴う変更」又は「３．加

入者情報データの通知を伴わない変更」を選択したときに、該当する番号を選択してください。 
（４） 「共有者の人数」は、共有代表者を含めた人数を記載してください。 
（５） 各項目の記載に際しては、「加入者情報標準化要領」の各項目の標準化要領の内容に従ってください。 
（６） ２頁目の記載欄が足りなくなったときは、本通知書の３頁目以降に記載してください。 
（７） 本通知書は、原本を持参又は郵送してください。 
（８） 原則として、本通知書は機械印字により作成してください。また、印刷の際は、Ａ３用紙を使用してください。 

- 2 - 

 
○共有代表者の情報 

氏名又は名称 6  

カナ氏名又は 
カナ名称 

7  

郵便番号 8 〒     －      

住所 9 
 
 

 
 
○共有者の情報 

氏名又は名称 10  

カナ氏名又は 
カナ名称 

11  

郵便番号 12 〒     －      

住所 13 
 
 

 

氏名又は名称 14  

カナ氏名又は 
カナ名称 

15  

郵便番号 16 〒     －      

住所 17 
 
 

 

氏名又は名称 18  

カナ氏名又は 
カナ名称 

19  

郵便番号 20 〒     －      

住所 21 
 
 

 

氏名又は名称 22  

カナ氏名又は 
カナ名称 

23  

郵便番号 24 〒     －      

住所 25 
 
 

 



 
 

 

- 3 - 

 
○共有者の情報 

氏名又は名称 26  

カナ氏名又は 
カナ名称 

27  

郵便番号 28 〒     －      

住所 29 
 
 

 

氏名又は名称 30  

カナ氏名又は 
カナ名称 

31  

郵便番号 32 〒     －      

住所 33 
 
 

 

氏名又は名称 34  

カナ氏名又は 
カナ名称 

35  

郵便番号 36 〒     －      

住所 37 
 
 

 

氏名又は名称 38  

カナ氏名又は 
カナ名称 

39  

郵便番号 40 〒     －      

住所 41 
 
 

 

氏名又は名称 42  

カナ氏名又は 
カナ名称 

43  

郵便番号 44 〒     －      

住所 45 
 
 

 
 
 

ST90-04-2 
（平成 20年 10月 31日版） 

- 4 - 

 
 
 

氏名又は名称 46  

カナ氏名又は 
カナ名称 

47  

郵便番号 48 〒     －      

住所 49 
 
 

 

氏名又は名称 50  

カナ氏名又は 
カナ名称 

51  

郵便番号 52 〒     －      

住所 53 
 
 

 

氏名又は名称 54  

カナ氏名又は 
カナ名称 

55  

郵便番号 56 〒     －      

住所 57 
 
 

 

氏名又は名称 58  

カナ氏名又は 
カナ名称 

59  

郵便番号 60 〒     －      

住所 61 
 
 

 

氏名又は名称 62  

カナ氏名又は 
カナ名称 

63  

郵便番号 64 〒     －      

住所 65 
 
 

 
 
 



ST90-10 
（平成 22 年 05 月 10 日版） 

 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
 

機構使用欄 
  

 

担保設定者に係る加入者情報請求書 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

会 社 名 

口座管理機関コード 

代表者又は代表者 

代理人の役職・氏名               ㊞ 

担当者の役職・氏名 

連絡先の電話番号 

 

下記の担保設定者に係る加入者情報を請求いたします。 

 

記 

 

 

加入者情報の種別（注１） 

記載欄 （次のうち該当するものを１つ選択し、番号を「記載欄」に記載してください。） 

 １．氏名若しくは名称、カナ氏名若しくはカナ名称又は住所のすべて 

２．共有者全員の氏名又は名称及び住所 

加入者口座コード                      

氏名又は名称（注２） 

 

（注１）上記加入者の区分が共有であって、かつ、「氏名又は名称」項目が桁あふれしている場合は、加入者情報の種

別は、「２」（共有者全員の氏名又は名称及び住所）を御記入ください。 

（注２）上記の氏名又は名称は、「氏名又は名称」項目が桁あふれしている場合、加入者情報 Web 端末に表示されてい

る内容までを御記入ください。 

（注３）本書面の請求に基づき、機構が交付する書面は、お届出いただいている業務責任者あてに郵送いたします。 

 

以 上 



ST80-54 
（平成 27年５月１日版） 

（株主名簿管理人用）                                 

※ 当機構は、本書面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

された業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 

機構使用欄 
  

 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 

株式業務部株主通知業務室 御中 

                      会 社 名  

                      株主名簿管理人コード  

                                           担当者の役職・氏名  

                      連 絡 先 の 電 話 番 号  

 

「株主等照会コード照会データ」提出書 

下記のとおり、当社が株主名簿管理人としての業務を受託する銘柄につき、株主等照会コード

の照会に係る事項の提出を行います。 

記 

「株主等照会コード照会データ」の内容 

項  目 内  容 

①データ基準日（株
主確定日等）※ 

 平成   年   月   日 

②申請の対象となる
紐付け情報の種別
（該当するものを
選択） 

ア．取扱開始後の最初の総株主通知の場合における紐付け情報（取扱開始時の株主又は登録

株式質権者の口座の加入者口座コードに紐付く株主等照会コードに関する情報） 

イ．新たに開設された特別口座における紐付け情報（振替法第 131 条第 3項、同 133 条第 2

項又は同 159 条第 2項の規定に基づき、新たに開設した特別口座の加入者口座コードに紐

付く株主等照会コードに関する情報） 

ウ．非振替新株予約権等の権利行使の場合における紐付け情報（交付される振替株式の新規

記録先の口座の加入者口座コードに紐付く株主等照会コードに関する情報） 

エ．所在不明株主の株式売却手続において、所在不明株主の口座に一般口座が含まれている

か否かの調査又は一般口座に係る所在不明株主の特定のための紐付け情報（特別口座の加

入者口座コードに紐付く株主等照会コードに関する情報） 

オ．発行者が株主名簿管理人を変更した場合における紐付け情報（変更前の株主名簿管理人

に係る株主等照会コードに紐付く変更後の株主名簿管理人に係る株主等照会コードに関

する情報） 

カ．発行者に合併、株式交換又は株式移転等が生じた場合であって、存続会社等又は新設会

社等の株主名簿管理人と消滅会社等の株主名簿管理人が異なる場合における紐付け情報

（消滅会社等の株主名簿管理人に係る株主等照会コードに紐付く存続会社等又は新設会

社等の株主名簿管理人に係る株主等照会コードに関する情報） 

キ．非上場株式等の三角組織再編等における紐付け情報（交付される振替株式等の振替先の

口座の加入者口座コードに紐付く株主等照会コードに関する情報） 

ク．発行者が特別口座を移管する場合における紐付け情報（移管元及び移管先の特別口座の

加入者口座コードに紐付く株主等照会コードに関する情報） 

③通知対象となる銘
柄の銘柄コード 

 

④照会対象の加入者
口座コード又は株
主等照会コードの
合計数 

件 

※ ②でイ又はウを選択される場合は、新規記録された日を記入してください。 

以 上 



ST90-09
（平成21年6月1日版）

送付先　： kanyusha@jasdec.com

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

（行数が足りない場合は、適宜追加をお願いいたします。）

機構使用欄
※　当機構は、本書面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を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく
　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、適宜ご参照ください。

問　合　せ　住　所 エ　ラ　ー　に　関　す　る　内　容

E-Mail

会社名

名前

電話番号

フリガナ

管理番号

問合せ日

回答日
問合せ先
情報

部署名

「加入者情報データ（新規登録）」又は「加入者情報データ（変更）」通知後に、加入者情報における「住所」項目、「常任代理人又は国内連絡先の住
所」項目又は「法定代理人の住所」項目について、機構から「住所コード化エラー」を含む「加入者情報エラー通知データ」を受け取った場合であって、その理由が不

「住所コード化エラー」発生に関するエラー原因問合せ票



 
※   請求結果については、請求者の株主等通知用データに登録されている住所宛に「簡易書留」、「転送不要」を付与した上で発送いたしま

す。当該住所にて請求者が請求結果を問題なく受領できることをご確認の上、取次ぎいただくようお願いいたします（請求者が郵便物の  
「転送サービス」を設定している場合には、請求者のもとへ請求結果が届きませんのでご注意ください。）。  

※   貴社の加入者情報に登録されている住所と株主等通知用データに登録されている住所に相違がないことをご確認の上、取次ぎいただく

ようお願いいたします。 
※  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、適宜ご参照ください。 

 
ST90-11 

（平成 28 年 4 月 1 日版） 

 
平成  年  月  日 

 
株式会社証券保管振替機構 御中 
 

 
口座管理機関名  

口座管理機関コード（５桁）  

担当者の役職・氏名  

連絡先電話番号  

 

 

 

登録済加入者情報の開示請求の取次ぎに係る加入者情報一覧 
（株式数比例配分方式非取扱機関が開設する口座確認用） 

 

 

当社は、下記の請求者本人より「登録済加入者情報開示請求」の取次ぎの請求を受けましたので、証券

保管振替機構に対して、当該請求の取次ぎを行います。 

 

 
記 

 
No 加入者口座コード（21 桁） 氏名又は名称 機構使用欄（処理日：   ） 

1   03-   

2   03-   

3   03-   

4   03-   

5   03-   

6   03-   

7   03-   

8   03-   

9   03-   

10   03-   

11   03-   

12   03-   

13   03-   

14   03-   

15   03-   

16   03-   

17   03-   

18   03-   

19   03-   

20   03-   

 
以  上 

 



ST90-13 
（平成 28 年 4 月 1 日版） 

※ 当機構は、本書面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

た業務を円滑に遂行するため、また、本書面に基づく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、適宜ご参照ください。 
 

機構使用欄 
  

 

加入者情報請求書 

平成  年  月  日 

株式会社証券保管振替機構 御中 

会 社 名 

口座管理機関コード 

担当者の役職・氏名 

連絡先の電話番号 

 

下記の加入者に係る加入者情報を請求いたします。 

 

記 

 

 

加入者情報の種別（注１） 

記載欄 （次のうち該当するものを１つ選択し、番号を「記載欄」に記載してください。） 

 １．氏名若しくは名称、カナ氏名若しくはカナ名称又は住所のすべて 

２．共有者全員の氏名又は名称及び住所 

加入者口座コード                      

氏名又は名称（注２） 

 

（注１）上記加入者の区分が共有であって、かつ、「氏名又は名称」項目が桁あふれしている場合は、加入者情報の種

別は、「２」（共有者全員の氏名又は名称及び住所）を御記入ください。 

（注２）上記の氏名又は名称は、「氏名又は名称」項目が桁あふれしている場合、加入者情報 Web 端末に表示されてい

る内容までを御記入ください。 

（注３）本通知書は、Ｗｏｒｄファイルのまま、加入者情報Ｗｅｂ端末の「申請・届出書等」画面より通知してくだ

さい（ＰＤＦ化やパスワード設定はしないでください。）。 

 

以 上 



参考様式１ 

 

振替受益権に係る転換請求書（転換申請人用） 

 

平成  年  月  日 

 

（指定転換請求者名）              御中  

 

 株式会社証券保管振替機構が定める株式等の振替に関する業務規程等及び受益証券発行信託に係る契約（以

下「信託契約」といいます。）に基づき、次の振替受益権に係る転換（追加信託又は一部解約）について、発行

者への取次ぎを請求いたします。 

 

１．転換申請人 

住所 

〒○○○－○○○○       （電話番号○○－○○○○－○○○○） 

 

 

（カナ） 

氏名 

 

 ○○○ ○○○           ㊞ （法定代理人 ○○○ ○○○   ㊞ ） 

 

２．転換種別（いずれかに○をしてください。） 

 
 追加信託（受益証券発行信託に係る財産と同種の財産を追加で信託し、当該財産に係る振替受益

権の発行を受ける場合） 

 
 一部解約（信託契約の一部解約に係る振替受益権を抹消し、当該振替受益権に係る信託財産を受

け取る場合） 

 

３．転換内容 

銘柄名  ○○○○○○○○○○ 

銘柄コード  

転換数量（単位）  ○,○○○,○○○  （ 株 ・ 口 ・ その他(    ) ）  

※転換数量には、（１）追加信託においては、追加で信託をする財産の数を、（２）一部解約においては、抹消

する振替受益権の数を記載してください。また、括弧内に記載されている項目のうち、当該転換数量の単位

に○を付けてください。 

 

注：裏面の御注意を御確認のうえ、太枠の中に御記入、御捺印ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考様式１ 

 

 

 

（御注意） 

 

１．本転換請求書の御提出後は、追加信託においては、その請求した信託財産の数、一部解約においては、そ

の請求した振替受益権の数について、売却又は振替等ができませんので御注意ください。 

 

２．追加信託において、その転換に係る日程上、追加信託が発行者の内部的取扱いにおいて不利益と発行者が

認める場合には、必要な期間が経過するまで、当該請求申出が受理されない場合があります。 

 

３．追加信託が日本国及び信託財産に係る現地国等の法令及び規制等に抵触する場合には、追加信託は認めら

れないことになります。 

 

４．一部解約においては、本転換請求書の御提出によって、一部解約に係る振替受益権について、発行者の口

座への振替申請があったとみなしますので、御注意ください。 

 

５．一部解約において、その転換に係る日程上、一部解約が発行者の内部的取扱いにおいて不利益と発行者が

認める場合には、必要な期間が経過するまで、当該請求申出が受理されない場合があります。 

 

６．転換には、発行者所定の手数料その他費用が発生しますので、指定転換請求者にお支払いください。当該

費用のお支払いが確認できない場合には、転換手続が中断又は中止されることがあります。 

 

７．転換請求の取消し又は変更は、発行者が認める場合を除きできませんので御注意ください。 

 

８．転換に係る日程は、当該振替受益権に係る信託財産の決済の日程等により、銘柄ごとに異なりますので、

あらかじめ御承知ください。 

 

以 上 

 

 

（指定転換請求者記入欄） 

残高確認欄 
確認日： ○○年○○月○○日 口座残高：   ○○,○○○,○○○ 

口座番号： ○○○－○○○○○○○ 自己口への振替： 済 ・ 未済 

受付店名及び担当者名 
受付店名： ○○○○支店 ○○○○部 ○○○○課 

担当者名： ○○○○ 内線番号： ○○○○○ 

 

※ 指定転換請求者におかれましては、各支店で受け付けた「振替受益権に係る転換請求書（転換申請人用）」

を取り纏めたうえで、別途、発行者に対して「振替受益権に係る転換請求書（指定転換請求者用）」の提出

が必要になります。 

 



参考様式２ 

振替受益権に係る転換請求書（指定転換請求者用） 

 

平成  年  月  日 

 

（発行者名）              御中 

 

振替受益権につき、次のとおり、転換を請求いたします。 

 

１．指定転換請求者 

名称                           印 

口座管理機関コード       

住所 
〒   ―     

 

連絡先 

担当部署  

担当者  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

 

２．転換請求内容 

銘柄コード       

銘柄名称  

転換数量（単位）（注１） （ 口 ・ 株 ・ その他(   ) ） 

転換種別（注１） 

 

追加信託（受益証券発行信託に係る財産と同種の

財産を追加で信託し、当該財産に係る振替受益権

の発行を受ける場合） 

 

一部解約（信託契約の一部解約に係る振替受益権

を抹消し、当該振替受益権に係る信託財産を受け

取る場合） 

信託財産に係る口座情報（注２）  

信託財産の交付に係る情報（注３） 

 

 

 

振替受益権に係

る口座情報（注４） 

機構加入者の名称  

機構加入者コード        

 

 

（注１）転換数量には、追加信託においては、追加で信託をする財産の数を、一部解約においては、抹消する振替受益権の数を

記載してください。該当する項目に○を付けてください。 

（注２）信託財産が口座振替できる財産である場合に、記載してください。追加信託においては、追加信託に係る財産の振替元

口座情報を、一部解約においては、一部解約に係る信託財産の振替先口座情報を記載してください。なお、記載が必要な項目

は、銘柄によって異なるため、追加信託又は一部解約に係る振替受益権の発行者に御確認の上、御記入ください。 

（注３）信託財産が口座振替できない財産（商品）である場合に、記載してください。追加信託においては、追加信託に係る財

産を特定する情報、一部解約においては、一部解約に係る信託財産を交付する先を記載してください。 

（注４）追加信託においては、追加信託に係る振替受益権の新規記録先口座情報を、一部解約においては、一部解約に係る振替



参考様式２ 
受益権の振替元口座情報を御記入ください。 

以上 

（発行者使用欄） 

受付日  平成    年   月   日 

受付印 受付番号 
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