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「個人情報保護方針」 新旧対照表 

（平成３１年２月１日改正） 

下線部変更 

新 旧 

７．個人情報の共同利用 

当社は、以下の通り、当社のグループ各社など特

定の者との間でお客さまの個人情報を共同で利

用する場合があります。 

（１）      （現行どおり） 

（２）共同利用者の範囲 

現在、共同利用を行う会社等はありません。共

同利用を行う場合には、当社ホームページ等を

通じてお客さまにお知らせいたします。 

 

 

９．個人情報等の取扱いに関する相談窓口 
  個人情報等の取扱いに関するご質問、ご相談、苦

情等につきましては、下記相談窓口までご連絡くだ

さい。 
 （１）当社相談窓口 
   阿波証券株式会社 本部事務管理部 
   電話番号：０８８－６５２－８１２７ 
 （２）認定個人情報保護団体相談窓口 
   日本証券業協会 個人情報相談室 
   電話番号：０３－６６６５－６７８４ 
 

７．個人情報の共同利用 

当社は、以下の通り、当社のグループ各社など特

定の者との間でお客さまの個人情報を共同で利

用する場合があります。 

（１）      （省   略） 

（２）共同利用者の範囲 

現在、共同利用を行う会社等はありません。共

同利用を行う会社等が出てきた場合は、当社ホ

ームページ等を通じてお客さまにお知らせい

たします。 

 

９．個人情報等の取扱いに関する相談窓口 
  個人情報等の取扱いに関するご質問、ご相談、苦

情等につきましては、下記相談窓口までご連絡くだ

さい。 
 （１）当社相談窓口 
   阿波証券株式会社 本部事務管理部 
   電話番号：０８８－６５２－８１２７ 
 （２）認定個人情報保護団体相談窓口 
   日本証券業協会 個人情報相談室 
   電話番号：０３－３６６７－８４２７ 
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「最良執行方針」 新旧対照表 

（平成３１年２月１日改正） 

下線部変更 

新 旧 

１．対象となる有価証券 
（１）国内の金融商品取引所市場に上場されている株

券、新株予約権付社債券、ＥＴＦ（株価指数、金

価格等、金融商品市場における相場その他の指標

に連動する形の投資信託受益証券）、ＲＥＩＴ（不

動産投資信託の投資証券）等で、金融商品取引法

施行令第１６条の６に規定される「上場株券等」 
（２）フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社

債券等で、金融商品取引法第６７条の１８第４号

に規定される「取扱有価証券」 

 
 
２．最良の取引の条件で執行するための方法及びこの

方法を選択する理由 
（１）上場株券等 

         （現行どおり） 

①～②     （現行どおり） 

（ア）～（イ） （現行どおり） 

（a）現物の取引及び制度信用取引・一般信用取

引の買い建ちまたは売り建ちの有効期限が指

定された注文をお受けしている期間中に選定

市場が変更された場合で、選定市場が変更され

る都度、大量注文の再入力等の対応を行うこと

で発生するコストの急増や執行の遅延等によ

り、再入力等の対応を行わない場合と比較し

て、お客さまにとって最良執行の効果が損なわ

れると当社が判断した場合には、当該注文につ

いて受注当初の選定市場での執行を継続いた

します。 
なお、お客さまからご指示があれば、変更後の

選定市場に取り次ぎます。 

（b）～（c) （現行どおり） 

（ウ）     （現行どおり） 

 

（２）取扱有価証券（フェニックス銘柄） 
 

１．対象となる有価証券 
（１）国内の金融商品取引所市場に上場されている株

券、新株予約権付社債券、ＥＴＦ（株価指数、金

価格等、金融商品市場における相場その他の指標

に連動する形の投資信託受益証券）、ＲＥＩＴ（不

動産投資信託の投資証券）等、金融商品取引法施

行令第１６条の６に規定される「上場株券等」 
（２）グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄であ

る株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法

第６７条の１８第４号に規定される「取扱有価証

券」 

 
２．最良の取引の条件で執行するための方法及びこの

方法を選択する理由 
（１）上場株券等 

         （省   略） 

①～②     （省   略） 

（ア）～（イ） （省   略） 

（a）現物の取引及び制度信用取引・一般信用取

引の買い建ちまたは売り建ちの週中注文をお

受けしている期間中に選定市場が変更された

場合で、選定市場が変更される都度、大量注文

の再入力等の対応を行うことで発生するコス

トの急増や執行の遅延等により、再入力等の対

応を行わない場合と比較して、お客さまにとっ

て最良執行の効果が損なわれると当社が判断

した場合には、当該注文について受注当初の選

定市場での執行を継続いたします。 
なお、お客さまからご指示があれば、変更後の

選定市場に取り次ぎます。 
 

（b）～（c） （省   略） 

（ウ）     （省   略） 

 

（２）取扱有価証券（グリーンシート銘柄及びフェニ

ックス銘柄） 
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新 旧 

当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受

けしておりません。ただし、上場していた当時か

ら当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニ

ーズをすみやかに実現する必要があると考えま

す。また、お客さまからいただいた売却注文を、

注文の集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商

品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機

会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズ

を実現できる可能性が高まると判断されること

から、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行って

いる金融商品取引業者に取り次ぎます。 
 当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取

引業者が１社である場合には当該金融商品取引

業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうと

する時点の直近において当該各金融商品取引業

者が提示している気配のうち、お客さまにとって

最も有利と考えられる気配を提示している金融

商品取引業者に取り次ぎます。 
 なお、銘柄によっては、注文をお受けできない

ものがございます。 

 

３．その他 
（７）平成31年2月1日 改訂 

当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受

けしておりません。ただし、金融商品取引所にお

いて上場廃止となった銘柄として指定している

フェニックス銘柄につきましては、上場していた

当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの

換金ニーズをすみやかに実現する必要があると

考えます。また、お客さまからいただいた売却注

文を、注文の集まる傾向がある投資勧誘を行う金

融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約

定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニ

ーズを実現できる可能性が高まると判断される

ことから、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行

っている金融商品取引業者に取り次ぎます。 
 当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取

引業者が１社である場合には当該金融商品取引

業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうと

する時点の直近において当該各金融商品取引業

者が提示している気配のうち、お客さまにとって

最も有利と考えられる気配を提示している金融

商品取引業者に取り次ぎます。 
 なお、銘柄によっては、注文をお受けできない

ものがございます。 
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「阿波の証券総合取引約款」 新旧対照表 
（平成３１年２月１日改正） 

下線部変更 

新 旧 

第３章 日本ＭＲＦ（ﾏﾈｰ・ﾘｻﾞｰﾌﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ）の契約 
第９条 キャッシング（即日引出） 
お客様は、第７条の返還請求に基づき当社が引渡す

べき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日

に受取りを希望する場合は、次の①から⑤の方法（以

下「キャッシング」といいます。）によります。 

 

①～⑤    （現行どおり） 

         (削   除) 

 

 

 

 

第４章 有価証券の保護預り取引 
第２条 保護預り証券 
（１）    （現行どおり） 

（２）当社は、上記（１）によるほか、お預りした証

券が振替決済に係るものであるときは、金融商品取

引所及び決済会社が定めるところによりお預りし

ます。 
（３）    （現行どおり） 

 

第８条 お客様への連絡事項 
（１）～（２） （現行どおり） 

（３）当社は、上記（２）の規定にかかわらず、お客

様が特定投資家（金商法第２条第３１項に規定する

特定投資家（同法第３４条の２第５項の規定により

特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法

第３４条の３第４項（同法第３４条の４第６項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定により特定

投資家とみなされる者を含みます。）をいいます。）

である場合であって、お客様からの上記（２）に定

める残高照合のための報告内容に関する照会に対

してすみやかに回答できる体制が整備されている

場合には、当社が定めるところにより残高照合のた

めの報告を行わないことがあります。 

第３章 日本ＭＲＦ（ﾏﾈｰ・ﾘｻﾞｰﾌﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ）の契約 
第９条 キャッシング（即日引出） 
（１）お客様は、第７条の返還請求に基づき当社が引

渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日

の当日に受取りを希望する場合は、次の①から⑤の

方法（以下「キャッシング」といいます。）により

ます。 

①～⑤    （省   略） 

（２）上記（１）の申込みは、所定の手続きによって

これを行うものとし、当社は届出印の押印された所

定の受領書と引換えに、取扱店においてお客様に金

銭をお引渡しします。 
 

第４章 有価証券の保護預り取引 
第２条 保護預り証券 
（１）     （省   略） 

（２）当社は、上記（１）によるほか、お預りした証

券が機構の行う振替決済以外の振替決済に係るも

のであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定

めるところによりお預りします。 
（３）     （省   略） 

 

第８条 お客様への連絡事項 
（１）～（２） （省   略） 

（３）当社は、上記（２）の規定にかかわらず、お客

様が特定投資家（金商法第２条第３１項に規定する

特定投資家（同法第３４条の２第５項の規定により

特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法

第３４条の３第４項（同法第３４条の４第６項にお

いて準用する場合を含みます。）の規定により特定

投資家とみなされる者を含みます。）をいいます。）

である場合であって、お客様から上記（２）に定め

る残高照合のための報告内容に関する照会に対し

てすみやかに回答できる体制が整備されている場

合には、当社が定めるところにより残高照合のため

の報告を行わないことがあります。 
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新 旧 

（４）     （現行どおり） 

 

第１２条 保護預り証券の返還に準ずる取扱い 
当社は、次の①から③の場合には第１１条の手続き

を待たずに保護預り証券の返還のご請求があったも

のとして取扱います。 

①～③    （現行どおり） 

 

第１４条 公示催告等の調査等の免除 
当社は、保護預り証券に係る公示催告の申立て、除

権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等につい

ての調査及びご通知は行いません。 

 

第１８条 振替法の施行に伴う手続き等に関する同

意 
当社は、振替法の施行に伴い、お客様が本章に基づ

き当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管

及び振替に関する法律（平成２１年１月５日廃止）第

２条に規定する株券等（振替法に基づく振替制度に移

行しない新株予約権付社債券を除きます。以下同じ。）

に該当するものについて、次の①から⑨に掲げる事項

につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 

① 振替法の施行日（以下「施行日」といいます。）
の２カ月前の応当日から施行日の前日までの間、

株券等をお預りしないことがあること 
②～⑦    （現行どおり） 

⑧ 当社が上記⑤に基づき機構に通知した顧客情報

の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた

実質株主等の通知等に係る処理に利用すること 

 

⑨      （現行どおり） 

 

第５章 株式等振替決済取引 
第７条 発行者に対する代表者届又は代理人選任届

その他の届出 
（１）     （現行どおり） 

（２）上記（１）の発行者に対する届出の取次ぎは、

お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権

付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資

（４）     （省   略） 

 

第１２条 保護預り証券の返還に準ずる取扱い 
当社は、次の①から③の場合には上記第１１条の手

続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があっ

たものとして取扱います。 

①～③    （省   略） 

 

第１４条 公示催告等の調査等の免除 
当社は、保護預り証券に係る公示催告の申立て、除

権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等につい

ての調査及びご通知はしません。 

 

第１８条 振替法の施行に伴う手続き等に関する同

意 
当社は、振替法の施行に伴い、お客様が本章に基づ

き当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管

及び振替に関する法律（平成２１年１月５日廃止）第

２条に規定する株券等（振替法に基づく振替制度に移

行しない新株予約権付社債券を除きます。以下同じ。）

に該当するものについて、次の①から⑨に掲げる事項

につき、ご同意いただいたものとして取扱います。 

① 振替法の施行日（以下「施行日」といいます。）
の２ケ月前の応当日から施行日の前日までの間、

株券等をお預りしないことがあること 
②～⑦    （省   略） 

⑧ 当社が上記⑤に基づき機構に通知した顧客情報

の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた

第８条の実質株主等の通知等に係る処理に利用

すること 

⑨      （省   略） 

 

第５章 株式等振替決済取引 

第７条 発行者に対する代表者届又は代理人選任届

その他の届出 
（１）     （省   略） 

（２）上記（１）の発行者に対する届出の取次ぎは、

お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権

付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替優先出



6 

 

新 旧 

口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権

又は振替受益権については、総株主通知、総新株予

約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資

主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通

知もしくは総受益者通知（以下第３１条において

「総株主通知等」といいます。）又は個別株主通知、

個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のと

きに行うことにつき、ご同意いただいたものとして

取扱います。 

 

第１０条 振替の申請 
（１）     （現行どおり） 

①～③    （現行どおり） 

（２）     （現行どおり） 

①～②    （現行どおり） 

③ 上記②の振替決済口座において減少の記載又は
記録されるのが質権欄である場合には、当該記載

又は記録されるべき振替株式等についての株主、

新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、

新投資口予約権者、優先出資者又は受益者（以下

「株主等」といいます。）の氏名又は名称及び住

所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの

数量 
④～⑧    （現行どおり） 

（３）～（６） （現行どおり） 
 

第１４条 担保株式等の取扱い 
（１）     （現行どおり） 

（２）お客様は、振替の申請における振替元口座又は

振替先口座の加入者である場合には、機構に対する

当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は

記録された担保株式、担保投資口、担保優先出資、

担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投

資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益

権（以下「担保株式等」といいます。）の届出をし

ようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出

の取次ぎの請求をしていただきます。 
（３）     （現行どおり） 

 

資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権につい

ては、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、

総新株予約権者通知、総投資主通知、総優先出資者

通知もしくは総受益者通知（以下第３１条において

「総株主通知等」といいます。）又は個別株主通知、

個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のと

きに行うことにつき、ご同意いただいたものとして

取扱います。 
 
 
第１０条 振替の申請 
（１）     （省   略） 

①～③    （省   略） 

（２）     （省   略） 

①～②    （省   略） 

③ 上記②の振替決済口座において減少の記載又は
記録がされるのが質権欄である場合には、当該記

載又は記録がされるべき振替株式等についての

株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投

資主、優先出資者又は受益者（以下「株主等」と

いいます。）の氏名又は名称及び住所並びに上記

①の数量のうち当該株主等ごとの数量 
 

④～⑧    （省   略） 

（３）～（６） （省   略） 
 

第１４条 担保株式等の取扱い 
（１）     （省   略） 

（２）お客様は、振替の申請における振替元口座又は

振替先口座の加入者である場合には、機構に対する

当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は

記録された担保株式、担保投資口、担保優先出資、

担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保上場

投資信託受益権及び担保受益権（以下「担保株式等」

といいます。）の届出をしようとするときは、当社

に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしてい

ただきます。 

（３）     （省   略） 
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第１９条 振替新株予約権付社債等の償還又は繰上

償還が行われた場合の取扱い 
お客様の振替決済口座に記載又は記録されている

振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は

振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場

合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権

付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権につ

いて、抹消の申請があったものとみなします。 

 

第２０条 振替株式等の発行者である場合の取扱い 
お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の

発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載

又は記録されているお客様の発行する振替株式、振替

投資口又は振替優先出資（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

ものを除きます。）について、当社に対し、一部抹消

の申請をすることができます。 
 

第２３条の２ 振替上場投資信託受益権の併合等に

係る手続き 
（１）当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分

割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振

替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行い

ます。 
（２）当社は、信託の併合に際し、機構の定めるとこ

ろにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の

記載又は記録を行います。 
 

第２３条の４ 振替上場投資信託受益権等の抹消手

続き 
（１）     （現行どおり） 

（２）振替上場投資信託受益権又は振替受益権につい

て、機構が定める場合には抹消の申請をすることは

できません。 
 

第２４条 配当金等に関する取扱い 
（１）～（２） （現行どおり） 

（３）     （現行どおり） 

①～⑤    （現行どおり） 

第１９条 振替新株予約権付社債等の償還又は繰上

償還が行われた場合の取扱い 
お客様の振替決済口座に記載又は記録がされてい

る振替新株予約権付社債又は振替上場投資信託受益

権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、

お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債又

は、振替上場投資信託受益権について、抹消の申請が

あったものとみなします。 

 

第２０条 振替株式等の発行者である場合の取扱い 
お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の

発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載

又は記録されているお客様の発行する振替株式、振替

投資口又は振替優先出資（差押えを受けたものその他

の法令の規程により抹消又はその申請を禁止された

ものを除きます。）について、当社に対し、一部抹消

の申請をすることができます。 
 

第２３条の２ 振替上場投資信託受益権の併合等に

係る手続き 
当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に

際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済

口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。 
        （新   設） 

 

 

 

 

第２３条の４ 振替上場投資信託受益権等の抹消手

続き 
（１）     （省   略） 

（２）振替上場投資信託受益権について、機構が定め

る場合には抹消の申請をすることはできません。 
 

 

第２４条 配当金等に関する取扱い 
（１）～（２） （省   略） 

（３）     （省   略） 

①～⑤    （省   略） 
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⑥      （現行どおり） 

イ～ロ   （現行どおり） 

ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に

係る株式（当該株式の銘柄が振替株式であるも

のに限ります。）の名義人である加入者、当該

株券喪失登録がされている株券に係る株券喪

失登録者である加入者又は会社法第２２５条

第１項の規定により当該株券喪失登録がされ

ている株券について当該株券喪失登録の抹消

を申請した者である加入者 
（４）     （現行どおり） 

 

第３１条 総株主通知等に係る処理 
（１）当社は、振替株式等について、機構に対し、機

構が定めるところにより、株主確定日（振替新株予

約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定

日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定

日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投

資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協

同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出

資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益

権にあっては受益者確定日。以下同じ。）における

株主（振替新株予約権付社債にあっては新株予約権

付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権

者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予

約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機

関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場

投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。

なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録

優先出資質権者となるべき旨のお申出をした場合

を含みます。以下「通知株主等」といいます。）の

氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主

等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構

が定める事項を報告します。 
（２）～（４） （現行どおり） 

 

第３３条 振替新株予約権等の行使請求等 
（１）～（２） （現行どおり） 

（３）お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座

⑥      （省   略） 

イ～ロ   （省   略） 

ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に

係る株式（当該株式の銘柄が振替株式であるも

のに限る。）の名義人である加入者、当該株券

喪失登録がされている株券に係る株券喪失登

録者である加入者又は会社法第２２５条第１

項の規定により当該株券喪失登録がされてい

る株券について当該株券喪失登録の抹消を申

請した者である加入者 
（４）     （省   略） 

 

第３１条 総株主通知等に係る処理 
（１）当社は、振替株式等について、機構に対し、機

構が定めるところにより、株主確定日（振替新株予

約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定

日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定

日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織

金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確

定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあ

っては受益者確定日。以下同じ。）における株主（振

替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債

権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振

替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振

替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信

託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、

登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出

資質権者となるべき旨のお申出をした場合を含み

ます。以下「通知株主等」といいます。）の氏名又

は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有

する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定め

る事項を報告します。 
 

 

（２）～（４） （省   略） 

 

第３３条 振替新株予約権等の行使請求等 
（１）～（２） （省   略） 

        （新   設） 
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に記載又は記録されている振替新投資口予約権に

ついて、発行者に対する新投資口予約権行使請求及

び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取

次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新

投資口予約権行使により交付されるべき振替投資

口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認

めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎ

の請求を行うことはできません。 
（４）上記（１）から（３）の発行者に対する新株予

約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当

該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請

求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の

定めるところにより、すべて機構を経由して機構が

発行者にその取次ぎを行うものとします。この場

合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請

求の効力が生じます。 
（５）お客様は、上記（１）、（２）又は（３）に基づ

き、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振

替新投資口予約権について、発行者に対する新株予

約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う

場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又

は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権

付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の

一部抹消の申請手続きを委任していただくものと

します。 
（６）お客様は、上記（５）に基づき、振替新株予約

権又は振替新投資口予約権について新株予約権行

使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合に

は、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の

預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予

約権行使に係る払込金の振込みを委託していただ

くものとします。 
 
（７）お客様の振替決済口座に記載又は記録されてい

る振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替

新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は

新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社は

直ちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約

権の抹消を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）上記（１）及び（２）の発行者に対する新株予

約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る

払込みの取次ぎの請求については、機構の定めると

ころにより、すべて機構を経由して機構が発行者に

その取次ぎを行うものとします。この場合、機構が

発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力

が生じます。 
 
（４）お客様は、上記（１）又は（２）に基づき、振

替新株予約権付社債又は振替新株予約権について、

発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合に

は、当社に対し、当該新株予約権行使請求をする振

替新株予約権付社債又は振替新株予約権の一部抹

消の申請手続きを委任していただくものとします。 
 
 
 
（５）お客様は、上記（４）に基づき、振替新株予約

権について新株予約権行使請求を行う場合には、当

社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口

座への当該新株予約権行使に係る払込金の振込み

を委託していただくものとします。 
 
 
 
（６）お客様の振替決済口座に記載又は記録されてい

る振替新株予約権付社債又は振替新株予約権につ

いて、新株予約権行使期間が満了したときは、当社

は直ちに当該振替新株予約権の抹消を行います。 
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（８）     （現行どおり） 

 

第３４条 振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に

伴う取扱い 
（１）振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振

替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新

株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予

約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、

発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証

券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを

委託していただくこととなります。また、当該新株

予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約

権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これを

お客様に交付します。 
（２）当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約

権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機

構が定める場合には、機構が取扱い廃止日における

お客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発

行者に通知することにつき、ご同意いただいたもの

として取扱います。 
 

第６章 国債振替決済取引 

第１３条 当社の連帯保証義務 
日本銀行又は岡三証券（指定参加者）が、振替法等

に基づき、お客様（振替法第１１条第２項に定める加

入者に限ります。）に対して負うこととされている、

次の①から③に定める義務の全部の履行については、

当社がこれを連帯して保証します。 

①～③    （現行どおり） 

 

第７章 一般債振替決済取引 
第６条 担保の設定 
お客様の一般債について、担保を設定される場合

は、所定の手続きにより振替を行います。 
 

第１１章 投信積立プランの契約 

第４条 買付代金の払込方法の指定 

お客様は、指定投資信託の買付代金について、第２

条により申込みを行った一定の金銭（以下「払込金」

（７）     （省   略） 

 
第３４条 振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に

伴う取扱い 
（１）振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振

替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者

が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は受益証

券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行

者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又

は受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただ

くこととなります。また、当該新株予約権付社債券、

新株予約権証券又は受益証券は、当社がお客様に代

わって受領し、これをお客様に交付します。 
（２）当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約

権又は振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際

し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日に

おけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情

報を発行者に通知することにつき、ご同意いただい

たものとして取扱います。 

 

 

第６章 国債振替決済取引 
第１３条 当社の連帯保証義務 
日本銀行又は岡三証券（指定参加者）が、振替法に

基づき、お客様（振替法第１１条第２項に定める加入

者に限ります。）に対して負うこととされている、次

の①から③に定める義務の全部の履行については、当

社がこれを連帯して保証します。 

①～③    （省   略） 

 

第７章 一般債振替決済取引 
第６条 担保の設定 
お客様の一般債について、担保を設定される場合

は、所定の手続きによる振替処理により行います。 
 

第１１章 投信積立プランの契約 

第４条 買付代金の払込方法の指定 

お客様は、指定投資信託の買付代金について、第２

条により申込みを行った一定の金銭（以下「払込金」
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新 旧 

といいます。）を銀行等の金融機関の預金口座（以下

「指定預金口座」といいます。）からの振替より払込

むものとします。なお、払込金は、１銘柄につき１万

円（つみたてＮＩＳＡ対象銘柄は１千円）以上かつ１

千円の整数倍の金額とします。 

 

といいます。）を銀行等の金融機関の預金口座（以下

「指定預金口座」といいます。）からの振替より払込

むものとします。なお、払込金は、１銘柄につき１万

円以上かつ１千円の整数倍の金額とします。 
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「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」 新旧対照表 

（平成３１年２月１日改正） 

下線部変更 

新 旧 

約款の変更 
第１７条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに、民法第５４８条の

４の規定に基づき改定されることがあります。改定

を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力

発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表

示、インターネット又はその他相当の方法により周

知します。 
 

附則 

この約款は、2019年2月1日より適用させていただき

ます。 

 

約款の変更 
第１７条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに改定されることがあ

ります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利

を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すも

のであるときは、その改定事項を通知します。この

場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、

その変更に同意したものとします。 
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「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」 新旧対照表 

（平成３１年２月１日改正） 

下線部変更 

新 旧 

契約の解除 
第６条     （現行どおり） 
  ①     （現行どおり） 
        （削   除） 
 
 
  ②      （現行どおり） 
  ③      （現行どおり） 
 

約款の変更 
第８条  この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに、民法第５４８条の

４の規定に基づき改定されることがあります。改定

を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力

発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表

示、インターネット又はその他相当の方法により周

知します。 
 

附則 
この約款は、2019年2月1日より適用させていただき

ます。 

 

 

 

契約の解除 
第６条     （省   略） 
  ①     （省   略） 
  ② 租税特別措置法施行令第２５条の１０の７第

３項に定める特定口座廃止届出書の提出があ

ったとみなされたとき。 
  ③      （省   略） 
  ④      （省   略） 
 

約款の変更 
第８条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに改定されることがあ

ります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利

を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すも

のであるときは、その改定事項を通知します。この

場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、

その変更に同意したものとします。 
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「特定管理口座約款」 新旧対照表 

（平成３１年２月１日改正） 

下線部変更 

新 旧 

契約の解除 
第７条     （現行どおり） 
  ①     （現行どおり） 
  ②     （現行どおり） 
        （削   除） 
 
 
  ③     （現行どおり） 
  ④     （現行どおり） 
２ 前項の規定にかかわらず、前項第２号の事由が生

じたときに、当社に開設されている特定管理口座に

おいて、特定管理株式等の保管の委託等がされてい

る場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、

譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管

理口座の廃止を行います。 
 

約款の変更 
第９条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに、民法第５４８条の

４の規定に基づき改定されることがあります。改定

を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力

発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表

示、インターネット又はその他相当の方法により周

知します。 
 

附則 

この約款は、2019年2月1日より適用させていただき

ます。 

 

契約の解除 
第７条     （省   略） 
  ①     （省   略） 
  ②     （省   略） 

  ③ 租税特別措置法施行令第２５条の１０の７第
３項に定める特定口座廃止届出書の提出があ

ったとみなされたとき。 
  ④     （省   略） 
  ⑤     （省   略） 

２ 前項の規定にかかわらず、前項第２号又は第３号

の事由が生じたときに、当社に開設されている特定

管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等

がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄

について、譲渡、払出し又は価値喪失があったとき

に、特定管理口座の廃止を行います。 
 
約款の変更 
第９条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要が生じたときに改定されることがあ

ります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利

を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すも

のであるときは、その改定事項を通知します。この

場合、所定の期日までに異議のお申立てがないとき

は、その変更に同意したものとします。 
 

 


