
２０１９年９月 
 
お客さま各位 

大阪信用金庫 
 
 

消費税率引き上げに伴う手数料の改定について 
 

 
 平素は大阪信用金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 
 ２０１９年１０月１日（火）からの消費税率引き上げに伴い、手数料を改定

させていただくこととなりました。  
今後ともより一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 
なお、ご不明な点等がございましたら、お近くの店舗窓口までお問い合わせ

願います。 
 

記 
 

１．手数料改定日 
  ２０１９年１０月１日（火） 
 
２．改定内容 
  消費税の税率が 8％から 10％に引き上げられることに伴い、各種手数料

につきまして新消費税率の 10％を適用させていただきます。 
 
３．手数料  
  別紙「手数料一覧」参照 

以 上 
 ” 



　
２０１９年１０月１日現在

Ⅰ．為替手数料

１．振込手数料

■自動機（ＡＴＭ） ■窓　口

　５万円未満 1件　現金 　５万円未満　　　１件

　５万円以上　　　１件

　５万円以上 1件　現金 　給与振込　　　　１件

■為替自動振込、テレホンバンキング ■ファクシミリ振込

　５万円未満　　　１件 　５万円未満　　　１件

　５万円以上　　　１件

　給与振込　　　　１件

■個人インターネットバンキング ■法人インターネットバンキング
　　（だいしんパーソナルインターネットバンキング） 　　（だいしんビジネスインターネットバンキング）

　ホームバンキング 　　ファームバンキング

　５万円未満　　　１件 　５万円未満　　　１件

　５万円以上　　　１件

　給与振込　　　　１件

２．代金取立手数料 ３．その他の為替手数料

ただし、６６０円を超える実費を要する場合は

その実費を申し受けます。

※手形の取立受付日が手形期日の10営業日前からは、「至急扱い」となります。

４．でんさいサービス利用手数料

■基本利用料 ■記録請求等の手数料

■でんさい割引

（注）でんさい割引は店頭（代行）でのお取扱いとなります。

■記録機関変更記録

（注）手数料には簡易書留郵送料が含まれております。

※手数料には消費税が含まれております。

区　　　分
当金庫

同一支店あて
当金庫

他店あて
他金融機関

あて
区　　　分

当金庫
同一支店あて

当金庫
他店あて

他金融機関
あて

無　　料 １１０円 ４４０円 ２２０円 ２２０円 ６６０円

手 数 料 一 覧

８８０円

無　　料 ３３０円 ６６０円 １１０円

４４０円

　　　〃　　　　　口座振替 無　　料 無　　料 ６６０円

　　　〃　　　　　口座振替 無　　料 無　　料 ４４０円 ４４０円

無　　料 無　　料 ４４０円 無　　料 無　　料 ４４０円

区　　　分
当金庫

同一支店あて
当金庫

他店あて
他金融機関

あて
区　　　分

当金庫
同一支店あて

当金庫
他店あて

他金融機関
あて

６６０円

無　　料 無　　料 　５５円

　５万円以上　　　１件 無　　料 無　　料 ６６０円 無　　料 無　　料

当金庫
他店あて

他金融機関
あて

無　　料 無　　料 ３３０円 無　　料 無　　料 ３３０円

区　　　分
当金庫

同一支店あて
当金庫

他店あて
他金融機関

あて
区　　　分

当金庫
同一支店あて

４４０円

無　　料 無　　料   ５５円

　５万円以上　　　１件 無　　料 無　　料 ４４０円 無　　料 無　　料

同地あて以外

　振込・送金の組戻料 １件　　６６０円

隔地あて　　　　　１通 - -
普通扱い　８８０円

　取立手形店頭呈示料

１通　　６６０円

至急扱い　１，１００円

区　　　分
当金庫

同一支店あて
当金庫

他店あて
他金融機関

あて

区　　　分 同地あて

１通　　１，１００円

出納代手　　　　　１通
大津・京都・奈良・和歌山・神
戸・姫路の手形交換所経由

４４０円
　不渡手形返却料 １通　　６６０円 １通　　１，１００円

総合振込依頼書作成手数料 　総合振込依頼書　１枚　１１０円

同地あて　　　　　１通 ２２０円 ２２０円 ２２０円
　取立手形組戻料 １通　　６６０円

店　頭

（パソコン利用） （代　行） （パソコン利用） （代　行）

特別出納代手　　１通 東京･横浜・名古屋の手形交換所経由 ８８０円

区　　　分
インターネット 店　頭

区　　　分
インターネット

　債権者利用 無　　料 　発生記録　　　１件 ３３０円 １，４３０円

　債務者利用 月額　１，１００円 　譲渡記録　　　１件 １１０円 １，２１０円

　変更記録　　　１件 １１０円
１，２１０円 オンライン申請

２，２００円 書面申請

　分割（譲渡）記録　　１件 ２２０円 １，３２０円

　保証記録　　　１件 １１０円 １，２１０円

区　　　分
店　頭

　開　示　　　１件 無　料
１，１００円 オンライン申請

（代　行） ３，３００円 書面申請

　全額割引　　１件 ２２０円 　支払等記録　　　１件 １１０円 １，２１０円

２，２００円

都度発行 ４，４００円

　貸倒引当金繰入事由
　　　　に係る証明書　１件

２，２００円

　一部割引　　１件 ３３０円 　支払不能情報照会　１件 ３，３００円 でんさいネット
から直接郵送
（注）

買戻し・支払不能返却 ８８０円
　でんさい残高証明書　１件

定例発行

　入　金 無　料 無　料

　口座間送金決済中止 ８８０円

区　　　分 手　数　料 　取消請求 １，２１０円

　１電子債権につき ３，３００円 　承諾・否認請求 １，２１０円
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２０１９年１０月１日現在

手 数 料 一 覧

Ⅱ．預金関連手数料
１．CD・ＡＴＭ利用手数料（１回につき） ２．当座関連手数料

8:00- 8:45

8:45-18:00 　小切手帳 　　　１冊（５０枚）　　　　　６６０円

18:00-21:00 　約束手形帳 　　　１冊（５０枚）　　　１，１００円

8:00- 9：00 　為替手形帳 　　　１冊（２５枚）　　　　　５５０円

9：00-14:00 　マル専口座開設 　　　割賦販売通知書１通につき　３，３００円

14:00-21:00 　マル専手形用紙 　　　　１枚　　　　　　　　　　５５０円

　日 曜 日 8:00-21:00

※祝日は、日曜日と同じお取扱いとなります。　

※お取扱時間は店舗により異なります。

４．その他

　自己宛小切手発行 １枚

月額 ２，２００円 　通帳・証書再発行 １枚

契約手数料 　カード再発行 １枚

月額 　 ＩＣカード

　ホームバンキング 月額

月額

月額

　テレホンバンキング   残高（利息）証明書発行 １通

　法人ＩＢお客様カード再発行 １通 　印鑑紛失による改印 １通

　アンサー通知サービス 月額 　取引記録明細書 １枚　１１０円（上限なし）

　アンサー照会サービス 　伝票・印鑑届等のコピー １枚　３０円+消費税

　携帯電話電子マネー 　債券口座管理手数料 １年につき　　１，３２０円

　　　　　　チャージサービス 　株式等払込手数料 預託金額の　　０．３３％

Ⅲ．融資関連手数料

２．プロジェクト融資手数料

　　※融資実行額５，０００万円以上で、

　　　 次の資金使途の場合に申し受けます。

　　　　①収益物件の新築・取得

　　　　②分譲開発物件の用地取得・造成等

※保証協会付保貸出（含む斡旋融資）と、住宅ローン以外の保証付消費者ローン 　　　　③分譲開発物件の建築等

　 は除きます。 　　　　④転売目的の不動産取得等

※別途繰上返済に関する特約書を差し入れていただいている場合の手数料は、 　　　　⑤上記①～④の肩代わり資金

　 その特約書に定められた金額となります。

■担保物件の調査を行う場合

①不動産担保調査（住宅ローン以外、１物件につき） ②住宅ローン

　

■新規に不動産担保を設定する場合 ■変更等の場合
①新規設定（抵当権・根抵当権）

増額

減額
極度増額あり

極度増額なし

※住宅ローンの担保取扱手数料はいただきません。 抹　消 書類作成のみ

立会いを伴う場合

―

②共同担保設定（共同担保となる物件１件につき） ※不動産鑑定士依頼の場合、鑑定士にお支払する実費を申し受けます。

　物件調査を伴う場合 　

※手数料には消費税が含まれております。

区　　　分
当金庫及び大阪
府下に本店を置く
信金発行のカー

他信用金庫
発行のカード

信用金庫以外
発行のカード

区　　　分 料　　　　　金

 　社名署名鑑
　 印刷サービス

　　　登録料１件につき　　　５，５００円

土 曜 日 無　　料

１１０円 ２２０円

無　　料 １１０円

１１０円 ２２０円

　平　　日 無　　料

１１０円 ２２０円

無　　料 １１０円

１１０円 ２２０円

区　　　分 基　本　料　金 区　　　分 料　　　　　金

　個人インターネットバンキング 　無　　料 ５５０円

無　　料 １１０円 ２２０円

３．インターネットバンキング等手数料

　法人インターネットバンキング １，１００円

　外国為替インターネットバンキ
ング

５，５００円 １，１００円

２，２００円
１枚 １，１００円

１，１００円 　　　新規発行・再発行・切替発行

　無　　料 ４４０円

１，１００円 ５５０円

１，１００円 　　　新規発行・再発行・切替発行

全額繰上返済 １件につき ５，５００円 　プロジェクト融資手数料 　融資実行額の０．５０％相当額＋消費税

　ファームバンキング ３，３００円 　生体認証機能付ＩＣカード　
１枚 １，１００円

　ファクシミリ振込

一部繰上返済 １件につき ３，３００円

１，１００円

　無　　料

　無　　料

１．融資変更手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　分 料　　　　金 区　　　分 料　　　金

３．不動産調査手数料

　区　　　分 料　　　　金　 　区　　　分 料　　　　金　

その他条件変更

（返済方法変更） １債権につき ５，５００円

（債務者変更・保証人変更） １債務者につき ５，５００円

当庫営業地区外（近畿２府４県以外） ７７，０００円

４．不動産担保取扱手数料

区　　　分 物件調査を伴う場合 物件調査を伴わない場合

当庫営業地区内 ３３，０００円 　調査１物件につき ３３，０００円

当庫営業地区外（近畿２府４県） ５５，０００円

設　定　額 料　　　　金　
極度額

調査手数料徴求 ３，３００円

　　　　１千万円以下 無　　料 調査手数料徴求 無　　料

　　　　１億円超３億円以下 ３３，０００円 順 位 変 更・債務者変更
調査手数料徴求 ３，３００円

　　　　３億円超 ４４，０００円 移　　　管・第三者譲渡

１千万円超５千万円以下 １１，０００円 追加担保 調査手数料徴求
３，３００円

　　　　５千万円超１億円以下 ２２，０００円 (差替含む) 調査手数料徴求

調査手数料徴求

　物件調査を伴わない場合 ３，３００円

１物件につき　　　３，３００円

１物件につき　　１１，０００円

再調査（金庫都合以外） 調査手数料徴求

　区　　　分 料　　　　金　
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２０１９年１０月１日現在

手 数 料 一 覧

Ⅳ．その他手数料
１．両替手数料 ２．金種指定出金手数料

■両替機

※両替機の手数料は取扱店により異なります。

■両替手数料（窓口）

※金種を指定された払戻枚数を基準として手数料がかかります。

※一度に複数の払戻請求書等による出金の場合は、合計枚数の

　 うち１万円札を除いた払戻枚数の手数料を申し受けます。

※記念硬貨への両替、汚損した現金の両替、同一金種の新券への両替は
　 除きます。
※「お持込み」または「お持ち帰り」の紙幣・硬貨の合計枚数の多いほうが
　 基準となります。

３．貸金庫等手数料 ４．個人情報開示手数料

　

(自動大型) (大Ａ型)

(自動中型) (大Ｂ型）

(自動小型) (中Ｃ型）

(中Ｄ型）

(小Ｅ型）

スチール １１，０００円
ソフトバッグ 　８，８００円

※店舗により取扱っております貸金庫のサイズは変わります。

５．しんきん自動集金サービス ６．決算関係書類交付手数料
　

（注）新規契約先に限ります。

７．だいしんなんでもネット ８．信託業務事務手数料

※手数料には消費税が含まれております。 　"

枚　　 　数 手数料

枚　　 　数 1枚～５00枚 ５０１枚以上 1枚～30枚 無　　料

手　数　料 ２００円 ４００円 31枚～500枚 ３３０円

1枚～30枚 無　　料

501枚～1,000枚 ５５０円

1,001枚以上

500枚ごとに３３０円加算

　（500枚に満たない場合は
500枚とみなします）

31枚～500枚 ３３０円

501枚～1,000枚 ５５０円

1,001枚以上

500枚ごとに３３０円加算

　（500枚に満たない場合は500
枚とみなします）

枚　　 　数 手数料

一通　５５０円

(年間利用料） ２２，０００円 １７，６００円 　　ただし、郵送料(簡易書留郵便310円）
　　及び種類により枚数が嵩む場合は、

　　別途実費を申し受けます。
金庫サイズにより

区　　　分 料　　　　　金 区　　　分 料　　　　　金

１７，６００円 １５，４００円

８種類 １３，２００円

１１，０００円

　貸　　　金　　　庫 ２７，５００円 ２２，０００円

基本料金 月額　１，１００円 手　数　料

手　数　料

１枚　１１０円（表紙、目次、証明ページは除く）

集金手数料 　　請求１件につき　１１０円

　セーフティーケース
(年間利用料）

区　　　分 料　　　　　金 区　　　分 謄　本　・　抄　本

登録料 ５，５００円（入会時のみ）
手　数　料 　信託金額の１％相当額＋消費税

基本料金 年間　２，２００円（初年度は無料）

区　　　分 料　　　　　金 区　　　分 料　　　金
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