
 

改正後 改正前 

 

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 

 

第１条 （省略） 

 

第２条（非課税口座開設届出書等の提出） 

１～４ （省略） 

５ 第１項の口座開設届出書等が、各勘定設定期間の開始日の属する年の前年 10 月１日から当該年中に提出さ

れ、当組合が当該年の 12月 31日までに税務署より「非課税適用確認書」の交付を受け、当組合が申込みを承

諾した場合には、提出された日の属する年の翌年１月１日に当該勘定設定期間の非課税口座が開設されます。

口座開設届出書等が、各勘定設定期間の開始日の前年中に提出されたものの、当組合が税務署より「非課税適

用確認書」の交付を受けた日が各勘定設定期間の開始日以降である場合、または各勘定設定期間の開始日から

当該勘定設定期間の終了日の属する年の９月 30 日までの当組合が定める日までの間に提出された場合には、

当組合が税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を受領し、当組合が申込みを承諾した後に非課税口座

が開設されます。口座開設届出書等が提出された日に非課税口座は開設されません。 

６ 第２項または第３項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書（以下あわせて「廃止通知

書」といいます。以下同じ。）の提出を受けた場合、当組合は税務署にお客様の廃止通知書にかかる提出事項

を提供します。非課税口座は、当組合が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領し、当

組合が申込みを承諾した後に開設されます。ただし、10 月１日から 12 月 31 日までに当組合がお客様から廃

止通知書を受理し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領し、当組合が申込

みを承諾した場合には、翌年１月１日に非課税口座が開設されます。 

７～１１ （省略） 

 

第３条～第６条 （省略） 

 

第７条（非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲） 

当組合は、お客様の非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託（当該非

課税口座が開設されている当組合の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所

に保管の委託がされるものに限り、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から

「（非課税口座）帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で、①、②に掲げるもの

を除きます。）のみを受け入れます。 

 ①～③ （省略） 

 

第７条の２（累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲） 

当組合は、お客様の非課税口座に設けられる累積投資勘定には、お客様が当組合と締結した累積投資契約

（当組合の「投資信託累積投資規定」「「ＪＡの投信つみたてサービス」取扱規定」に基づく契約をいいま

す。以下同じ。）に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託（法第 37 条の 14 第１項第２号イおよびロに掲

げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進される

ものとして、その証券投資信託にかかる委託者指図型投資信託約款において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号

の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「（非課税口座）

継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「（非課税口座）帰国届出書」の提出があった日ま

での間に取得をした株式投資信託で、①に掲げるものを除きます。）のみを受け入れます。 

 ①～② （省略） 

２～３省略 

 

 

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 

 

第１条 （省略） 

 

第２条（非課税口座開設届出書等の提出） 

１～４ （省略） 

５ 第１項の口座開設届出書等が、各勘定設定期間の開始日の属する年の前年 10 月１日から当該年中に提出さ

れ、当組合が当該年の 12月 31日までに税務署より「非課税適用確認書」の交付を受け（追加）た場合には、

提出された日の属する年の翌年１月１日に当該勘定設定期間の非課税口座が開設されます。口座開設届出書等

が、各勘定設定期間の開始日の前年中に提出されたものの、当組合が税務署より「非課税適用確認書」の交付

を受けた日が各勘定設定期間の開始日以降である場合、または各勘定設定期間の開始日から当該勘定設定期間

の終了日の属する年の９月 30 日までの当組合が定める日までの間に提出された場合には、当組合が税務署よ

り交付を受けた「非課税適用確認書」を受領し（追加）た後に非課税口座が開設されます。口座開設届出書等

が提出された日に非課税口座は開設されません。 

６ 第２項または第３項の規定により、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書（以下あわせて「廃止通知

書」といいます。以下同じ。）の提出を受けた場合、当組合は税務署にお客様の廃止通知書にかかる提出事項

を提供します。非課税口座は、当組合が税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領し（追

加）た後に開設されます。ただし、10 月１日から 12 月 31 日までに当組合がお客様から廃止通知書を受理

し、同年中に税務署より非課税口座を開設することができる旨の通知を受領し（追加）た場合には、翌年１月

１日に非課税口座が開設されます。 

７～１１ （省略） 

 

第３条～第６条 （省略） 

 

第７条（非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲） 

当組合は、お客様の非課税口座に設けられる非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託（追加）

のみを受け入れます。 

 

 

 

①～③ （省略） 

 

第７条の２（累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲） 

当組合は、お客様の非課税口座に設けられる累積投資勘定には、お客様が当組合と締結した累積投資契約

（当組合の「投資信託累積投資規定」「「ＪＡの投信つみたてサービス」取扱規定」に基づく契約をいいま

す。以下同じ。）に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託（法第 37 条の 14 第１項第２号イおよびロに掲

げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進される

ものとして、その証券投資信託にかかる委託者指図型投資信託約款において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号

の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り（追加）ます。）の

みを受け入れます。 

 

①～② （省略） 

２～３省略 
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改正後 改正前 

第８条 （省略） 

 

第９条（非課税管理勘定終了時の取扱い） 

非課税口座に設けられた非課税管理勘定はその設けられた日の属する年の１月１日から５年を経過した日に

おいて終了します。なお、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「（非課

税口座）帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管しま

す。 

２～３ （省略） 

 

第９条の２（累積投資勘定終了時の取扱い） 

この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の１月１日から 20 年を経過した

日において終了します。なお、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から

「（非課税口座）帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管

します。 

２～３ （省略） 

 

第１０条（累積投資勘定を設定した場合の所在地確認） 

当組合は、お客様から提出を受けた第２条第１項の「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開

設届出書」（「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変

更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいま

す。）に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に

定める事項と同じであることを、基準経過日（お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10

年を経過した日および同日の翌日以後５年を経過した日ごとの日をいいます。）から１年を経過する日までの

間（以下「確認期間」といいます。）に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所ま

たは個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「（非課税口座）継続適用

届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該１年を経過する日までの間に「（非課税口座）帰国

届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 

①～② （省略） 

２ 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合

（第１項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。）には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客

様の非課税口座にかかる累積投資勘定に株式投資信託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日

以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住

所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとな

った日以後は、この限りではありません。 

 

第１０条の２～第１４条 （省略） 

 

第１５条（届出事項の変更） 

１～２ （省略） 

３ 出国により国内に住所および居所を有しないこととなった場合は、法第 37 条の 14 第 27 項第１号または第

２号に規定する場合に応じ、当該各号に定める「（非課税口座）継続適用届出書」または「出国届出書」を提

出するものとします。 

４ 非課税口座開設者が死亡した場合は、施行令第 25 条の 13 の５の規定により、「非課税口座開設者死亡届出

書」を提出していただきます。 

 

 

第８条 （省略） 

 

第９条（非課税管理勘定終了時の取扱い） 

非課税口座に設けられた非課税管理勘定はその設けられた日の属する年の１月１日から５年を経過した日に

おいて終了します。（追加） 

 

 

２～３ （省略） 

 

第９条の２（累積投資勘定終了時の取扱い） 

この約款に基づき設定した累積投資勘定は、その設けられた日の属する年の１月１日から 20 年を経過した

日において終了します。（追加） 

 

 

２～３ （省略） 

 

第１０条（累積投資勘定を設定した場合の所在地確認） 

当組合は、お客様から提出を受けた第２条第１項の「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開

設届出書」（「非課税口座開設届出書」または「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名または住所の変

更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいま

す。）に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に

定める事項と同じであることを、基準経過日（お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10

年を経過した日および同日の翌日以後５年を経過した日ごとの日をいいます。）から１年を経過する日までの

間（以下「確認期間」といいます。）に確認いたします。（追加） 

 

 

 

 ①～② （省略） 

２ 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合

（追加）には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座にかかる累積投資勘定に株式投資信

託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏

名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動

届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 

 

 

第１０条の２～第１４条 （省略） 

 

第１５条（届出事項の変更） 

１～２ （省略） 

（追加） 

 

 

（追加） 
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改正後 改正前 

第１６条（契約の解除） 

この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に解除され、お客様の非課

税口座は廃止されるものとします。 

① （省略） 

② 法第 37条の 14第 27項第１号に定める「（非課税口座）継続適用届出書」を提出した日から起算して５年を

経過する日の属する年の 12月 31日までに法第 37条の 14第 29項に定める「（非課税口座）帰国届出書」の提

出をしなかった場合 法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものと

みなされた日（５年経過日の属する年の 12月 31日） 

③ お客様が当組合に対して、法第 37 条の 14第 27項第２号に定める出国届出書を提出したとき 出国の日。 

④ 非課税口座を開設しているお客様が、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当し

ないこととなったとき 法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったもの

とみなされた日。 

⑤ 施行令第 25 条の 13 の５に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があったとき 当該非課税口座開設者

が死亡した日。 

⑥ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき 当組合が定める日。 

（削除） 

 

第１７条 （省略） 

 

以 上 

 

２０２０年４月１日 

第１６条（非課税口座の廃止） 

この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に（追加）、お客様の非課

税口座は廃止されるものとします。 

① （省略） 

（追加） 

 

 

 

② お客様が当組合に対して、法第 37 条の 14第 27項第２号に定める出国届出書を提出したとき 出国の日。 

③ 非課税口座を開設しているお客様が、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当し

ないこととなったとき 法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったもの

とみなされた日。 

④ 施行令第 25 条の 13 の５に定める非課税口座開設者死亡届出書の提出があったとき 当該非課税口座開設者

が死亡した日。 

⑤ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき 当組合が定める日。 

⑥ お客様がこの約款の変更に同意されないとき 当組合が定める日。 

 

第１７条 （省略） 

 

以 上 

 

（２０１９年８月） 

 


