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項番 章 変更箇所 
変更区

分 
新 旧 

1 Ⅲ 2.(3)b 変更 

 ⑤ 外国株券等機構加入申請者が機構に対して特

定個人情報を提供する場合には、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（以下「番号法」という。）第 19 条第

12 号に規定する特定個人情報の安全を確保する

ための措置として、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（以下「番号法施行規則」という。）第 21

条第２号の規定により、機構に対して、その使用

に係る電子計算機に特定個人情報を提供する外

国株券等機構加入申請者の名称、提供日時及び提

供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記

録を７年間保存することを求める旨を記載した

書面 

 ⑤ 外国株券等機構加入申請者が機構に対して特

定個人情報を提供する場合には、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（以下「番号法」という。）第 19条第

11 号に規定する特定個人情報の安全を確保する

ための措置として、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（以下「番号法施行規則」という。）第 21

条第２号の規定により、機構に対して、その使用

に係る電子計算機に特定個人情報を提供する外

国株券等機構加入申請者の名称、提供日時及び提

供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記

録を７年間保存することを求める旨を記載した

書面 

2 Ⅸ 1.(2)c 変更 

c 韓国株券等に係る源泉税率別区分情報 

外国株券等機構加入者は、韓国株券等に係る現金

配当等について、居住国別区分情報等を、機構に

提出する。 

c 韓国株券等に係る源泉税率別区分情報 

外国株券等機構加入者は、韓国株券等（韓国株預

託証券を含む。）に係る現金配当等について、居住

国別区分情報等を、機構に提出する。 

3 Ⅸ 
1.(2)c 

備考 
変更 

※ 韓国株券等に係る居住国別区分情報等の様式及

びその他の関連書類については、別紙 12 参照。な

お、当該様式等については、別途 Target 保振サイ

トに掲載する。 

※ 韓国株券等に係る居住国別区分情報等の様式等

については、別紙 12参照。なお、当該様式につい

ては、権利確定日の都度、Target 保振サイトに掲

載する。 

4 Ⅸ 
2.(1)d(e)

備考 
変更 

※ 外国株券等機構加入者 1社あたりの振込対象金

額が少額であり、振込手数料に満たない場合には、

次回以降の送金時に合算して振り込む等の対応を

行う。 

※ 外国株券等機構加入者 1 社あたりの振込対象金

額が少額であり、振込手数料に満たない場合には、

次回以降の交付時に合算して振り込む等の対応を

行う。 

5 Ⅸ 2.(1)e 変更 e 未受領配当金等の個別送金 e 未受領配当金等の個別送金 
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以上 

外国株券等機構加入者は、外国株券等実質株主か

ら、IX ２．（１）ｄに定める振替払出証書の発行後 5

年間を経過した未受領配当金等について照会を受け

た場合は、同（a）に定める送金時期以前であっても、

機構に対して当該未受領配当金等に係る資金を送金

するよう請求することができる。 

また、株式事務取扱機関あてに外国株券等実質株

主から同様の照会があった場合は、機構は配当金等

の権利確定日において外国株券等実質株主の口座を

管理していた外国株券等機構加入者に対して、振込

のための情報の確認等を求めることができる。 

外国株券等機構加入者は、外国株券等実質株主か

ら、IX ２．（１）ｄに定める振替払出証書の発行後 5

年間を経過した未受領配当金等について照会を受け

た場合は、同（a）に定める交付時期以前であっても、

機構に対して当該未受領配当金等に係る資金を送金

するよう請求することができる。 

また、株式事務取扱機関あてに外国株券等実質株

主から同様の照会があった場合は、機構は配当金等

の権利確定日において外国株券等実質株主の口座を

管理していた外国株券等機構加入者に対して、振込

のための情報の確認等を求めることができる。 

6 Ⅹ 3. 変更 

特定個人情報の安全を確保するための必要な措置 

外国株券等保管振替決済制度における特定個人情報

の提供に際しては、外国株券等機構加入者は、番号

法第 12 条に規定する個人番号の適切な管理のため

に必要な措置とは別に、番号法第 19 条第 12号に規

定する特定個人情報の安全を確保するための必要な

措置を講ずる必要がある。この具体的な内容は以下

に掲げる内容である。 

①～④ （略） 

特定個人情報の安全を確保するための必要な措置 

外国株券等保管振替決済制度における特定個人情報

の提供に際しては、外国株券等機構加入者は、番号

法第 12 条に規定する個人番号の適切な管理のため

に必要な措置とは別に、番号法第 19 条第 11号に規

定する特定個人情報の安全を確保するための必要な

措置を講ずる必要がある。この具体的な内容は以下

に掲げる内容である。 

①～④ （略） 
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項

番 
章 

変更 

箇所 

変更

区分 
新 旧 

1 
別紙

９ 

2.(7) 

脚注 7 
削除 

（削除） ゆうちょ銀行に開設された口座を銀行振込先の口座とし

て指定することはできない。 

2 
別紙

12 
1.(1) 変更 

外国株券等実質株主の居住国別及び韓国源泉税率別の韓

国銘柄の合計数量を御記入ください。居住国が同じでも

韓国源泉税率が異なる場合は韓国源泉税率別に分けて合

計数量を記載し、また、韓国源泉税率が同じでも居住国

が異なる場合は居住国別に分けて合計数量を記載してく

ださい（“Other Countries”に該当する場合でも具体的

な国別に記載してください。）。 

また、原則税率（22％）以外の軽減税率適用を求める場

合は、「原則税率（22％）以外の税率の適用に係る確認事

項」（添付２）を御確認いただき、「確認事項に係る同意

の表明」欄の「同意する」を選択してください。「同意し

ない」を選択した場合は、軽減税率が適用されません。

なお、居住国別の軽減税率については Target 保振サイト

に掲載する「韓国銘柄に係る源泉税率表」を御参照くだ

さい。 

外国株券等実質株主の居住国別及び韓国源泉税率別の韓

国銘柄の合計数量を御記入ください。居住国が同じでも

韓国源泉税率が異なる場合は韓国源泉税率別に分けて合

計数量を記載し、また、韓国源泉税率が同じでも居住国

が異なる場合は居住国別に分けて合計数量を記載してく

ださい（“Other Countries”に該当する場合でも具体的

な国別に記載してください。）。 

また、原則税率（22％）以外の軽減税率適用を求める場

合は、「原則税率（22％）以外の税率の適用に係る確認事

項」（添付２）を御確認いただき、「確認事項に係る同意

の表明」欄の「同意する」を選択してください。「同意し

ない」を選択した場合は、軽減税率が適用されません。 

なお、居住国別の軽減税率については「韓国銘柄に係る

源泉税率表」を御参照ください。 

3 
別紙

12 

1.(2)

① 
変更 

外国株券等実質株主番号（15桁）を記載してください。 

なお、外国株券等実質株主が最終投資家でない場合であ

り、かつ、複数の韓国源泉税率を適用する必要がある場

合については、外国株券等実質株主番号の付番方法に留

意事項がありますので、「５.複数の韓国源泉税率を適用

すべき外国株券等実質株主の取扱い」を御参照ください。 

外国株券等実質株主番号（15桁）を記載してください。 

なお、外国株券等実質株主が最終投資家でない場合であ

り、かつ、複数の韓国源泉税率を適用する必要がある場

合については、外国株券等実質株主番号の付番方法に留

意事項がありますので、「４.複数の韓国源泉税率を適用

すべき外国株券等実質株主の取扱い」を御参照ください。 

4 
別紙

12 

1.(2)

⑧ 
変更 

非居住者の場合は記載必須項目です。外国株券等実質株

主の住所を英字で記載してください。非居住者が⑨で述

べる“Uncertified”の場合は、“N.A”と記載してくださ

い。 

非居住者の場合は記載必須項目です。外国株券等実質株

主の住所を英字で記載してください。非居住者が⑨で述

べる“Non-certified holders”の場合は、“N.A”と記載

してください。 

5 
別紙

12 

1.(2)

⑨ 
変更 

非居住者の場合は記載必須項目です。韓国銘柄に係る源

泉税率表を御参照の上、居住国を英字で記載してくださ

い（軽減税率適用が可能な国に居住している場合で、軽

非居住者の場合は記載必須項目です。韓国銘柄に係る源

泉税率表を御参照の上、居住国を英字で記載してくださ

い（軽減税率適用が可能な国に居住している場合で、軽
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減税率適用のために必要な条件を満たしていない場合で

も、その居住する国を記載してください。）。非居住者の

居住国が韓国銘柄に係る源泉税率表に記載されている国

に該当しない場合（“Other Countries”の場合）は、当

該居住国を英字で記載してください。 

なお、居住国未確認の場合は、“Uncertified”と記載し

てください。 

※非居住者の外国株券等実質株主が常任代理人を設けて

いる場合、⑦及び⑧は、常任代理人ではなく、外国株券

等実質株主の名称及び住所を記載してください。 

減税率適用のために必要な条件を満たしていない場合で

も、その居住する国を記載してください。）。非居住者の

居住国が韓国銘柄に係る源泉税率表に記載されている国

に該当しない場合（“Other Countries”の場合）は、当

該居住国を英字で記載してください。 

なお、居住国未確認の場合は、“Non-certified holders”

と記載してください。 

※非居住者の外国株券等実質株主が常任代理人を設けて

いる場合、⑦及び⑧は、常任代理人ではなく、外国株券

等実質株主の名称及び住所を記載してください。 

6 
別紙

12 
1.(5) 変更 

外国株券等実質株主又は外国株券等実質株主を通じて韓

国銘柄を保有する投資家が OIV 、OPCIV （いわゆるファ

ンド等）、Pension funds 又は Non-profit Organizations 

である場合は、以下の書類が必要となります。 

外国株券等実質株主又は外国株券等実質株主を通じて韓

国銘柄を保有する投資家が OIV 、OPCIV （いわゆるファ

ンド等）、Pension funds 又は Non-profit Organizations 

である場合は、以下の書類が必要となります。 

なお、韓国における税制改正により、2020 年 1月以降、

下記①に該当する OIV 又は OPCIV は、韓国源泉税の課税

にあたり、自身を「Beneficial Owner」として申告する

ことが可能になりました。この場合、当該 OIV 又は OPCIV

の居住国に適用される軽減税率が源泉徴収されます 

7 
別紙

12 

1.(5)

① 
変更 

・その居住国において納税義務があること。 

・韓国源泉所得について租税条約上の軽減税率の適用対

象となっていること等。 

・その居住国にて課税対象となっていること。 

・韓国における課税回避を目的に設立されていないこと。 

8 
別紙

12 

1.(5)

①表① 
変更 

①Form No.72-5(Declaration of Overseas Investment 

Vehicle Treated as the Beneficial Owner of Korean 

Source Income) 

①Form No.72-5(Declaration of Overseas Investment 

Vehicle Treated as the Beneficial Owner of Korean 

Source Income) (添付７) 

9 
別紙

12 

1.(5)

①表※ 
追加 

※OIV/OPCIV が Beneficial Owner の要件を満たす場合、

その居住国向けの軽減税率が源泉徴収されます。 

― 

10 
別紙

12 

1.(5)

②#1① 
変更 

①Form No.29-13 (Report of Overseas Investment 

Vehicle)  

①Form No.29-13 (Report of Overseas Investment 

Vehicle) (添付８） 

11 
別紙

12 

1.(5)

②#2① 
変更 

①Form No.29-13 (Report of Overseas Investment 

Vehicle)  

①Form No.29-13 (Report of Overseas Investment 

Vehicle) (添付８） 

12 
別紙

12 
2. 追加 

２．提出書類の取得方法 

 １．の各提出書類及び「韓国銘柄に係る源泉税率表」

は、Target 保振サイトから取得可能です。当該サイトに

（新設） 
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※脚注の追加又は削除による脚注番号の変更については省略。 
 

以上 

ログイン後、「ほふりからの連絡を見る」のカテゴリ「外

国株券等保管振替決済制度/外国株券等機構加入者/制度

関連情報」に掲載している「米国銘柄及び韓国銘柄に係

る税務区分情報等の提出様式」を御覧ください。 

13 
別紙

12 
2. 変更 

３．提出方法・期限 

１．（１）～（４）は、Target 保振サイトでの提出とな

ります(提出先カテゴリ：「外国株券等保管振替決済制度/

外国株券等機構加入者/韓国現地源泉税」)。１．（５）は、

郵送による提出となります。いずれの書類も、外国株券

等実質株主に関する資料の提出期限である権利確定日の

翌営業日から起算して４営業日までに御提出ください。 

２．提出方法・期限 

１．（１）～（４）は、Target 保振サイトでの提出とな

ります。（５）は、当機構振替業務部窓口への持込み又は

郵送による提出となります。なお、１．（２）～（４）は、

外国株券等実質株主の情報を含むため、Target 保振サイ

トによる提出時には、ファイルの暗号化が必要となりま

す。 

いずれの書類も、外国株券等実質株主に関する資料の提

出期限である権利確定日の翌営業日から起算して４営業

日までに御提出ください。 

14 
別紙

12 
3. 変更 ４．非外国株券等機構加入者受託分の取扱い ３．非外国株券等機構加入者受託分の取扱い 

15 
別紙

12 
4. 変更 

５．複数の韓国源泉税率を適用すべき外国株券等実質株

主の取扱い 

４．複数の韓国源泉税率を適用すべき外国株券等実質株

主の取扱い 

16 
別紙

12 

添付 4 

E 様式 

記載要

領④ 

変更 

・Uncertified の場合には、住所を N.A.とし、居住国は

Uncertified としてください。 

・Non-Certified holders の場合には、住所を N.A.とし、

居住国は Non-Certified holders としてください。 

17 
別紙

12 
添付 7 削除 

（削除） ― 

18 
別紙

12 
添付 8 削除 

（削除） ― 


