
２０１９年 9月 30日 

 

お 客 様 各 位 

 

幡多信用金庫  

 

消費税率引き上げに伴う各種手数料改定及び手数料新設のお知らせ 

 

 

 消費税法改正により２０１９年１０月１日から消費税率が８％から１０％に引き上げら

れることに伴い、当金庫の手数料につきましても、新消費税率１０％を適用した手数料とさ

せていただきます。 

 ２０１９年１０月以降、一部のパンフレット・説明書、契約書等に総額表示(消費税込み)

で現行消費税率８％を適用した手数料金額が表示されている場合には、消費税率１０％で

再計算し読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 また、新設する手数料についても、併せてご理解の程お願い申し上げます。 

 

 

【消費税率が１０％となる手数料の例】 

   ■振込手数料       ■代金取立手数料       ■ＡＴＭ利用手数料 

■両替手数料       ■各種証明書発行手数料    ■各種再発行手数料 

■貸金庫手数料       ■夜間金庫手数料        

■小切手・手形発行手数料 ■各種融資関連手数料    他 

 

 

 

 

【新設する手数料】 

   ■大量硬貨（１００枚超）による預金口座へのご入金 

   ■相続預金払戻証明書 



※四国内の他信用金庫キャッシュカードでのお預入れ、お引出しは土・日・祝日にかかわらず終日無料。

１１０円 － １１０円 １１０円 － －

２２０円 － － ２２０円 －

１１０円 －

－ ２２０円

２２０円

 提携クレジットカード キャッシング １１０円 無　料 １１０円

－ １１０円

他金融機関カード お引出し ２２０円 １１０円 ２２０円 ２２０円

－

－ － － － －

－２２０円２２０円 －

－ －

２２０円

　 カード お引出し ２２０円 １１０円 ２２０円

－ ２２０円

　 ゆうちょ銀行の お預入れ － １１０円 ２２０円 －

－

２２０円 － － ２２０円 －

－２２０円２２０円 －   組合、労働金庫 お引出し ２２０円 １１０円 ２２０円

１１０円１１０円 無　料 １１０円 １１０円 １１０円

   第2地銀、信用 お預入れ ２２０円 １１０円 ２２０円 ２２０円 － ２２０円

無　料

   他信用金庫の お預入れ １１０円 無　料

１１０円

１１０円 １１０円 １１０円 １１０円

無　料

　　カード お引出し １１０円 無　料 １１０円 １１０円

無　料 無　料 無　料

１１０円 １１０円 １１０円 １１０円 １１０円

無　料 無　料

無　料

お引出し 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料

無　料

１７:００ ２１:００

   当庫のカード
お預入れ 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料

１７:００
８:４５ １８:００ １９:００ ２１:００ ９:００ １４:００ １７:００ ２１:００ ９:００

８:００   ９:００ １４:００ １７:００ ８:００   ９:００

※自動機（ＡＴＭ）ご利用手数料（―印は取扱いできない）　　注　：　取扱い時間は、店舗によって異なります。

キャッシュカードの　　
種　　　類

区　　分
平　　　　日 土　　曜　　日 日曜・祝日、祝日と重なる土曜日

８:００   ８:４５ １８:００ １９:００

（１通につき） 取立手形店頭提示料 ６６０円 但し、取立実費が６６０円を超える場合は実費

振込、送金の組戻料 ６６０円

不渡手形返却料 ６６０円

その他の手数料 取立手形組戻料 ６６０円 但し、取立のため発送済みの場合のみ

６６０円

本支店・他行 ２２０円 本支店・他行（集手） ４４０円 至急扱(速達） ８８０円

代金取立　　　　　　　　
手  数  料

（１通につき）

小切手 手　形 手形・小切手(個別取立)

自　　店　　内 無　料 自　　店　　内 ３３０円 普 通 扱

振　　　込 ５万円以上 ３３０円 ６６０円

３３０円
６６０円

（個人契約者は無料）

為替自動 ５万円未満
無　　料

１１０円 ４４０円

５万円未満

無　　料

１１０円
４４０円

パソコン等機械 （個人契約者は無料）

　 利用の場合
５万円以上

　　　現金の場合
５万円以上 ４４０円 ４４０円 ７７０円

ＡＴＭ利用
５万円未満 ２２０円 ２２０円 ５５０円

法人 無料 ３３０円 ６６０円

　　　CDの場合
５万円
以上

個人 無料 無料

無料 １１０円 ４４０円

無料

６６０円

無料 ４４０円個人

６６０円

　　　場合 ５万円以上 ５５０円 ５５０円 ８８０円 ８８０円

法人

他行宛

振込手数料　　　　　　
（１件につき）

　　　窓口利用の ５万円未満 ３３０円 ３３０円 ６６０円

ＡＴＭ利用

５万円
未満

（電信文書共通） （電信扱） （文書扱）

手数料一覧表（2019.10.1改定）

※ 為 替 手 数 料

項　　目 内　　　　　　　　　容

同一店内
本支店 他行宛



支払承諾取扱手数料 （工事保証等） １，１００円 国債保護預り １，３２０円

単　　位 単　　位

１枚（冊）

１枚

１枚

払込金保管証明書
の保管金に対して

無　　料

  １８，７００円

保護預り ４，４００円

１冊（５０枚綴）

※下記取引におきましても、両替手数料の対象といたします。

①新札および金種を指定した預金口座出金。(但し、給与の支払いによる事業者の引き出しについては月１回は無料)。　②金種を指定したつり銭。

株式（出資金）払込事務
取扱手数料

月　額

　　※１０１枚以上の

１通

２．６２５ 全自動貸金庫（大）

１通

※新券への両替、汚損した現金および記念硬貨への交換については従来どおり無料。

１，１００円

残高証明書・利息証明書 通帳、証書再発行

※持込みの両替金と受取りの両替金のいずれか多い方の枚数に応じ適用。

　　　　なります。２，０００枚超(１，０００枚ごと) ３３０円を加算

５０１枚～１，０００枚以下 　　　　お取引は

５０１枚～１，０００枚 ３００円
１，００１枚～２，０００枚以下 　　　　左記手数料と

１，０００

取引履歴継続発行(１枚につき）

印鑑証明書発行手数料（注3） １，１００円 　　４４０円

相続預金払戻証明書（新設）

１通

１，１００円 情報開示 １，１００円

１通

１件

(注2)当庫書式によらない証明書（例：依頼者が指定した書式又は当庫で別途作成したもの）

(注3)担保設定に関する手数料が発生しない場合の取引に関する発行。

キャッシュカード手数料については　改姓、磁気読取りの不具合については無料、破損・紛失等は徴求

県立高校ＰＴＡ会費窓口収納 　　３３０円 全自動貸金庫（小）１件

１，１００円(注1)継続発行申込同時の発行分を含む。

１通資格証明書発行手数料（注3）

２，２００円 夜間金庫専用入金帳

１通 １口座（年間）

１通

１通

１金庫当り（年間）

１金庫当り（年間）

１金庫当り（年間）

１箇（年間）

種　　　　類 金　　額

当金庫書式（継続発行）(注1) 　　３３０円

  １１，２２０円

外国語 ２，２００円 貸金庫   １１，０００円

５，５００円

監査法人向け ３，３００円 夜間金庫の利用手数料 ６，６００円

１通

定型外(注2）

金　　額

１００円

※両替機利用による金種指定枚数は１，０００枚までといたします。

１０１枚～５００枚 ２００円

磁気ストライプキャッシュカード再発行 １，１００円

当金庫書式(都度発行) 　　７７０円 Ｉ Cキャッシュカード発行

手　数　料 手　数　料

（金種指定枚数）

無　　料

１，１００円

※その他の手数料

種　　　　類

２２０円
１枚～１００枚

３３０円

４４０円

７７０円

　　月額１１０円

署名判登録
（登録時・変更

時）
５，５００円

※窓口両替手数料・大量硬貨入出金手数料(新設）

手　数　料
両替枚数

※両替機利用手数料

無　　料

自己宛小切手発行 １枚 １，１００円 資金移動サービス

ファームバンキングサービス（ＦＢ） データ伝送サービス

マル専手形用紙（発行サービス） １枚 　　４４０円
テレホンバンキングサービス

照会サービス

月額３，３００円

マル専口座開設 口座開設時 ３，３００円 ホームバンキングサービス（ＨＢ） 資金移動サービス 月額１，１００円

マル専手形用紙 １枚 　　５５０円

為替手形（発行サービス） １冊（２５枚綴） 　　４４０円 アンサーサービス 照会・通知サービス 月額１，１００円

緊急時発行 ５枚 　　１１０円
バンキングサービス（法人）

データ伝送サービス 月額３，３００円

約束手形（発行サービス） １冊（２５枚綴） 　　５５０円
インターネット

オンラインサービス 月額１，１００円

小切手帳（発行サービス） １冊（５０枚綴） 　　８８０円
インターネット

無　　料
緊急時発行 １０枚 　　１７６円

バンキングサービス（個人）

※手形・小切手帳等発行手数料 ※エレクトロニック・バンキングサービス手数料

種　　類 単　　位 手数料 種　　　類 単　　位 手数料

③原則、大量硬貨（100枚超）による預金口座へのご入金またはお振込み。④店頭での受付のほか、営業担当により受付する場合も両替手数料の対象となります。

⑤両替手数料の改定に伴い、両替機の取り扱いにつきましても改定いたします。

両替枚数

（金種指定枚数）

１枚～１００枚以下

１０１枚～３００枚以下

３０１枚～５００枚以下

（現金によるお取引）
（当金庫キャッシュカードによるお取

引）

（１日１回限り）

　　　３３円

取引履歴発行(20枚まで）  21枚目より1枚につき22円を加算



※手形貸付の条件変更（最終期限・利率）は預金担保・手貸枠の更新を除く。

※１件の貸出金につき条件変更が重複する場合にはこのうち手数料額の大きいもの１件の手数料を適用する。
　　ただし、繰上返済、債務者・保証人の変更（不動産関係の債務者変更と重複する場合を除く）にかかる手数料

アパマンローンの繰上返済
および一部内入

返済金額の1%を徴求

手
形
貸
付
・
一
般
証
貸

融資証明書

重複する場合は徴求しない。 １回１千万円以上 ５５，０００円

　　は別途必要（一般証貸、住宅ローン共通）。

H26.4.1 以降実行分

　５，５００円

　５，５００円

１回 １１，０００円

１回５百万円未満 ２２，０００円

不動産関係の債務者の変更と

H26.3.31以前実行分 １回 　５，５００円

債務者・保証人の変更

１回 　５，５００円 (返済元本につき） １回１千万円未満 ３３，０００円

条件変更

１回 １１，０００円

変動金利型 １回

【約定返済額・弁済期限・ 固定金利型(選択型含む）

最終期限（手貸）・利率】

繰上返済 １回 １１，０００円
固定金利特約（実行時除く）

（手形貸付を除く内入・完済） 繰上返済（一部・全額共通）

（根）抵当権の譲渡 １件 １１，０００円 　＊不動産関係の債務者の変更と重複する場合は徴求しない。

融資証明書 １回 　５，５００円 １回

債務者の変更 １件 １１，０００円 債務者・保証人の変更 １件 　５，５００円

極度額変更(根)・順位変更 １件 １１，０００円 （約定返済額・弁済期限・利率）

一部抹消・一部解除 １件 １１，０００円 条件変更 １回 １１，０００円

１件５千万円以上 ５５，０００円

　　動産譲渡登記を含む）

担保物件の追加 １件 １１，０００円 　＊その他の場合、不動産関係手数料に準ずる。

１件１千万円未満 １１，０００円

　　２年目以降調査管理時） １件５千万円未満 ３３，０００円 不動産担保（設定時） １件５千万円未満 ３３，０００円流
動
資
産
・
不
動
産
関
係

＊流動資産担保（設定時・ １件１千万円未満 １１，０００円

住
宅
ロ
ー

ン
関
係
手
数
料

＊不動産担保（設定時・ １件５千万円以上 ５５，０００円

※融資関係手数料

種　　　　　類 単　　位 金　　額 種　　　　　類 単　　位 金　　額

※電子記録債権サービス利用料金

区分 ＰＣ利用の場合 窓口利用の場合

基本手数料 無料

１,１００円

発生記録 ３３０円 １,１００円

譲渡記録　(分割譲渡記録) ３３０円 １,１００円

無料 １,１００円

決済資金の入金　(※３) ２２０円

(※１)　基本的な項目の開示請求の手数料です。その対象とならない特殊な

保証記録 無料 １,１００円

開示請求　(※１) 無料

料です。

開示請求の場合、書面での手続きが必要なうえ、別途手数料が必要です。

(※２)　変更する電子記録債権の利害関係者が債務者と債権者の２者のみ

場合(発生記録以外の記録がされていない)の手数料です。すでに譲渡され

ている等、利害関係者が３者以上の場合には、書面での手続が必要なうえ、

別途手数料が必要です。

(※３)　電子記録債権の決済資金を受け取られる場合にご負担いただく手数

変更・取消　(※２)
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