ごうぎんオープン外貨定期預金 契約前説明書
(この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面兼商品概要説明書です。)

この書面を十分にお読みいただき、ご理解いただきましたうえでご契約ください。
外貨預金の申込みが融資の条件となることはございません。また、外貨預金の申込みをい
ただかないことで、お客さまの融資について不利益を及ぼすことはございません。
・外貨定期預金は、外国通貨建ての期間を定めて運用する預金です。
・外貨定期預金は、原則として満期日まではお引き出しいただくことができません。
・外貨定期預金には、為替変動に伴う元本割れ(円貨ベース)リスクがあります。
１．為替変動リスク
外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お預け入れ時の
適用相場(TTSレート)に比べてお引き出し時の適用相場(TTBレート)が円高となった場
合には、円貨により計算した損益がマイナスとなる(円貨ベースで元本割れとなる)リスク
があります。
２．為替手数料
円貨を外貨にする際(お預け入れ時)および外貨を円貨にする際(お引き出し時)には、
それぞれ片道の手数料がかかります。(お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手
数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(引出時)をそ
れぞれ適用します。)
したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、お受
け取りの外貨の円貨換算額が当初外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回
る(円貨ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
為替手数料(1通貨単位あたり)
インターネットバンキングサービ
通貨
片道
往復
米ドル
1円
2円
スでのお取引の場合は、適用
英ポンド
4円
8円
相場を店頭受付よりも一定割合
豪ドル
2円
4円
割引することがあります。詳しく
ユーロ 1円50銭
3円
は当行ホームページをご覧くだ
ＮＺドル
2円
4円
さい。
※ ＴＴＳレート：お預け入れの際に円貨から外貨に交換するときに適用する為替相場(片道)
※ ＴＴＢレート：お引き出しの際に外貨から円貨に交換するときに適用する為替相場(片道)
〔商号・住所〕 株式会社山陰合同銀行 島根県松江市魚町10番地
〔商品の概要〕
商品名

ごうぎんオープン外貨定期預金

預金保険

預金保険の対象外です。

お取引いただける方

個人および法人のお客さま
（１） 自動継続型(元利継続型および元金継続型)

お預
け入 預入期間
れ

1か月、3か月、6か月および1年のいずれか
（２） 期日指定型
1か月、3か月、6か月、1年および満期日指定(1日以上1年以内)のいずれか
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最低預入金額

1,000通貨単位以上(米ドルの場合、1,000米ドル以上)

預入単位

1補助通貨単位(米ドルの場合、1セント単位)

（１） 元利継続型
満期日に税引後元利合計額にて、当初預入時と同じ預入期間の新たな外
貨定期預金に自動的に書替継続します。
（２） 元金継続型
満期時に当初預入時と同額にて、同じ預入期間の新たな外貨定期預金に
お預け入れ形態
自動継続し、お利息はあらかじめご指定の外貨普通預金、円貨普通預金ま
と満期日の取扱
たは円貨当座預金口座に入金いたします。（お利息入金口座は外貨定期
お預 い
預金をお預け入れいただいた営業店のご本人名義の口座とさせていただき
け入
ます。)
れ
（３） 期日指定型
満期日に自動的に解約し、税引後元利合計額をご本人名義口座へ入金し
ます。
預入通貨

その他
お引き出し方法
お引
き出
し その他

適用利率
利息

米ドル、英ポンド、オーストラリアドル、ユーロ、ニュージーランドドル(その他の通貨
については窓口にお問い合わせください。)
（１） インターネットバンキングサービスでは、別に預入通貨および預入上限金額
の定めがあります。また元利継続型のみの取り扱いとなります。
（２） 外貨現金によるお取り扱いは下記｢外貨現金取引に関する注意事項｣を参
照ください。
満期日以降に一括してお引き出しいただけます。
（１） インターネットバンキングサービスでは、別に払戻上限金額の定めがありま
す。
（２） お預け入れいただいた営業店以外の当行本支店（一部の出張所は除きま
す。）でもお引き出しいただけます。
（３） 外貨現金によるお取り扱いは下記｢外貨現金取引に関する注意事項｣を参
照ください。
（１） お預け入れいただいた時点の適用利率は満期日まで変わりません。
（２） 自動継続型の場合、継続後の利率は、継続日における当行所定の利率を
適用します。
（３） 適用利率については窓口にお問い合わせください。当行ホームページでも
ご確認いただけます。

利払方法

満期日に一括してお支払いいたします。

計算方法

付利単位を１補助通貨単位、１年を365日として日割計算します。
（１） 窓口での10万通貨単位以上のお取引(円貨からのお預け入れおよび円貨
によるお引き出し)の場合は、お取引受付時の外国為替市場の実勢に基づ
く相場を適用します。詳しくは窓口にお問い合わせください。

手数料および
適用為替相場

（２）

満期日前の解約

原則お取り扱いいたしません。ただし、お申し出がある場合で、当行がやむを得な
いものと認めて満期日前に解約(中途解約)する場合の利息は、預入日（継続日）
から解約日の前日までの期間について、100万通貨単位未満の場合は解約時の
ごうぎん外貨普通預金の利率を、100万通貨単位以上の場合は解約時に当行が
定める利率を適用いたします。

期日後利率

期日経過となった場合には、満期日から解約日の前日までの間、100万通貨単位
未満の場合は解約時のごうぎん外貨普通預金の利率を、100万通貨単位以上の
場合は解約時に当行が定める利率を適用いたします。

お預け入れ、お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料
等の合計額や計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
実際に適用される手数料や適用相場については、窓口にお問い合わせく
ださい。
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（１）

為替予約

（２）

（３）
（１）
外貨現金取引に関する
注意事項
（２）
（１）

個人の
お客さま

（２）

満期日の２営業日前までのお申し出により、為替予約を締結し満期日にお
ける円貨でのお受け取り額を確定することができます。（この場合、締結した
為替予約を使用し、満期日に解約することが条件となります。)
なお、為替予約は原則として解約できません。為替予約を期日前に解約さ
れる場合には損害金が発生する場合があります。また、同時に当行所定の
取消手数料をいただきます。
インターネットバンキングサービスでは、為替予約の取り扱いはできません。
外貨現金の取り扱いは、外貨両替業務取扱店に限らせていただきます。な
お硬貨の取り扱いはできません。
外貨現金でお引き出しの場合、米ドル以外でのお引き出しはできません。
また金額や金種によっては取り寄せのため日数がかかることがあります。
お利息
外貨にて20％※の源泉分離課税となります。
※2013年１月１日～2037年12月31日までにお受け取りになる利息について
は復興特別所得税が課され、20.315％(国税15.315％、地方税5％)の源泉
分離課税が適用されます。
マル優は対象外です。
為替差益等
為替差益は、「雑所得」となり、確定申告による総合課税となります。ただし、
年収2,000万円以下の給与所得の方で、為替差益を含めた給与所得以外
の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。
為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得との損益通算
はできません。

税金

法人の
お客さま

総合課税となります。

その他

詳しくはお客さまご自身で公認会計士または税理士にご確認ください。

付加できる特約事項

ございません。

当行が対象事業者と
なっている認定投資者
保護団体

ございません。

当行が契約している指
定紛争解決機関

一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772

お問い合わせ先

株式会社山陰合同銀行 商品販売管理室
ＴＥＬ：０１２０－３１５１７６
(月曜日～金曜日(銀行休業日を除きます) 午前9時～午後5時）
または、お取引のある本支店、出張所にご連絡ください。
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〔外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用為替相場〕
通貨

円預金からのお振替
(1通貨単位あたり)
(注1)
お
預
け 外貨現金でのお預け入れ
入 (1通貨単位あたり)
れ
ご本人の外貨預金からの
お振り替え

米ドル

英ポンド

オーストラリ
アドル

ユーロ

ニュージー
ランドドル

1円

4円

2円

1円50銭

2円

上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレー
トを適用します。なおインターネットバンキングサービスでのお
取引の場合は、上記手数料を一定割合割引することがありま
す。詳しくは当行ホームページをご覧ください。
お取り扱いしておりません。
同一通貨建てのご本人名義口座間のお振り替えは、手数料が
かかりません。

トラベラーズチェック（Ｔ/Ｃ）での
お預け入れ
到着した外国送金(預入通貨と同通
貨)でのお預け入れ
通貨

円の現金でのお引き出し
円預金へのお振替
(1通貨単位あたり)
お
引
き 外貨現金でのお引き出し
出 (1通貨単位あたり)
し
ご本人の外貨預金への
お振り替え

外国送金(預入通貨と同通貨)に
ご使用

お取り扱いしておりません。
リフティングチャージ(お預け入れになる外国送金金額の
1/20％(最低手数料3,000円相当外貨額。適用為替相場はＴＴ
Sレート))がかかります。
米ドル

英ポンド

オーストラリ
アドル

ユーロ

ニュージー
ランドドル

1円

4円

2円

1円50銭

2円

上記為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTB
レートを適用します。なおインターネットバンキングサービスで
のお取引の場合は、上記手数料を一定割合割引することがあ
ります。詳しくは当行ホームページをご覧ください。
３円

お取り扱いしておりません。

同一通貨建てのご本人名義口座間のお振り替えは、手数料が
かかりません。
送金手数料(最大7,000円)およびリフティングチャージ(ご送金
金額の1/20％(最低手数料3,000円。適用為替相場はＴＴＳ
レート))
お取扱内容によって異なりますので、窓口までお問い合わせく
ださい。

上記手数料に消費税等はかかりません。
Ｔ/Ｃでのお引き出しはできません。
(注1)円の現金でのお預け入れはお取り扱いしておりません。
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