
平成２６年３月吉日 
お客様各位 
 

しまなみ信用金庫 
 

消費税率引上げに伴う各種手数料の改定について 

 
 
拝啓 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、弊金庫は、消費税法の改正による消費税率の引上げに伴い、平成２６年４月１日

（火）から各種手数料を下記のとおり改定させていただくこととなりました。 
内容をご確認いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 今後も役職員一同さらなるサービス向上に努めてまいりますので、事情ご賢察の上、変

わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 
敬具 

 
記 

 
１．改定日 

   平成２６年４月１日（火） 

 

２．改定内容 

   別紙のとおり振込手数料等を改定いたしますので、ご確認ください。 

※税抜き手数料は変更しておりません。 

 

３．留意事項 

法人インターネットバンキングの振込については、受付日（操作日）が３月３１日

以前であっても、振込指定日が４月１日以降の振込については、改定後の手数料を引

き落としさせていただきます。 

その他、手数料の改定に伴う法人インターネットバンキングの対応および留意事項

については、別紙「法人インターネットバンキング手数料改定に伴う対応について」

をご確認ください。 
 

以上 
 

【本件に関するお問合わせ先】 
しまなみ信用金庫 事務部 
電  話：０８４８－６３－９９１１ 
受付時間：平日９：００ ～ １７：００ 



◆◆主な手数料一覧◆◆

《振込手数料》 《ＣＤ・ＡＴＭ利用手数料》
※印のある手数料については、金庫会員の方は記載金額より108円引きとさせて頂きます。

※2印のある手数料については、金庫会員の方は無料とさせて頂きます。

● 窓口扱い 18時迄 18時以降 14時迄 14時以降

3万円以上 1件 864 円 当金庫のカード・通帳 無料 108円 108円 108円
3万円未満 1件 648 円 他の信用金庫のカード 無料 108円 108円 108円
3万円以上 1件 540 円 無料 108円 108円 108円
3万円未満 1件 324 円 他金融機関のカード 108円 216円 216円 216円

● 為替（定額）自動送金 郵便貯金のカード 108円 216円 108円 216円
3万円以上 1件 ※ 540 円 注：しまなみブランチの窓口における出金（定期預金等への振替除く）取引は上記手数料を頂きます。

3万円未満 1件 ※ 324 円 注：当庫ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ・通帳による当庫ATMでの入金は、無料とさせて頂きます。

3万円以上 1件 ※2 324 円 注：その他セブン銀行設置店ATM利用手数料あり。

3万円未満 1件 ※2 108 円

● 総合振込 《融資関連手数料》
3万円以上 1件 864 円 ● 融資条件変更手数料
3万円未満 1件 648 円 返済方法の変更
3万円以上 1件 540 円 金利変更（固定・変動型住宅ローンの固定
3万円未満 1件 324 円 から変動への変更含む）

● 自動機（ATM）振込 一部・全額繰上げ返済 5,400 円
3万円以上 1件 ※ 648 円 （固定・変動選択型住宅ローンの変動金利
3万円未満 1件 ※ 432 円 適用期間中のもの含む）
3万円以上 1件 ※2 324 円 固定・変動型選択型住宅ローンの固定 一部 21,600 円
3万円未満 1件 ※2 108 円 金利適用期間中の繰上げ返済 全額 32,400 円

注：※、※2の会員扱はキャッシュカードでの使用のみ適用できます。 利息証明発行手数料 1件 540 円
● ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ（個人・個人事業主）振込（基本手数料：無料） 1億円以上 21,600 円

3万円以上 1件 ※ 432 円 5千万円以上1億円未満 10,800 円
3万円未満 1件 ※ 324 円 5千万円未満 5,400 円

3万円以上 1件 無料 ● 不動産担保調査事務手数料

3万円未満 1件 無料 32,400 円
注：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（個人事業主）で法人IBの契約は、基本手数料月額2,160円かかります。 54,000 円
● ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ(法人）・HB・FB振込（基本手数料：月額2,160円） 21,600 円

3万円以上 1件 ※ 648 円 32,400 円
3万円未満 1件 ※ 432 円 21,600 円
3万円以上 1件 ※2 324 円 32,400 円
3万円未満 1件 ※2 108 円

《両替手数料》
《代金取立手数料》 ●両替機利用手数料

自店宛 1通 無料
本支店宛 1通 無料

他行 1通 216 円
他行（普通扱） 1通 648 円
他行（至急扱） 1通 864 円

不渡手形返却料 1通 1,080 円 注：手数料無料のお取引は当金庫キャッシュカードが必要となります。

取立手形組戻料 1通 1,080 円 ●窓口両替手数料

取立手形店頭呈示料 1通 1,080 円 手数料

振込の組戻料 1件 1,080 円 無料/108 円

108 円

《小切手・手形発行手数料》 108 円

手形・小切手署名鑑登録・変更料 1件 5,400 円 216 円

小切手帳（50枚綴り） 1冊 864 円 324 円

手形帳（50枚綴り） 1冊 1,080 円

マル専手形 1枚 540 円

マル専手形口座開設手数料 1通 3,240 円 注：両替枚数の基準は、お客様の申込枚数または受取枚数のいずれか多い方の合計枚数となります

注：渉外係による持参分も対象となります。

《夜間金庫・貸金庫手数料》 注：窓口での現金支払いにかかる金種指定分も対象となります。

基本料金（月額） 6,480 円 注：新券への両替につきましては、同一金種への交換のみ無料とさせて頂きます。

入金伝票（1冊） 6,480 円 《その他手数料》
年間3,240円～16,200円 自己宛小切手手数料 1枚 540 円

注：貸金庫については、設置店舗毎の料金体系となります。 カードローン専用口座 カード発行手数料 1枚 540 円
事業用カードローン カード発行手数料 1枚 2,160 円

《でんさいネット利用手数料》 通帳・証書・CDカード等再発行手数料 1件 1,080 円

自店・本支店宛 1件 324 円 1件につき 540 円
他行 1件 648 円 郵送を伴う場合 972 円

1件 1,080 円 1件 324 円
自店・本支店宛 1件 216 円 1件 540 円

他行 1件 432 円 1件 3,240 円
1件 1,080 円 1件 3,240 円

注：発生記録請求は、基本手数料月額1,080円かかります。 取引履歴検索料（10枚まで）1枚追加毎10円 108 円
注：「でんさい貸付」にかかわる発生記録の手数料は無料です。 注：CDカード再発行手数料は、紛失等により手許にカードがない場合徴求（磁気不良、汚破損は無料

注：取引履歴検索料において税務署等は別料金。

詳しくはお近くの窓口にお尋ねください。
（上記手数料には消費税8％相当額
　が含まれております。）

両替枚数（金種指定枚数）

1枚～50枚以下

継続発行
随時発行

51枚～100枚以下

101枚～300枚以下

301枚～500枚以下

501枚～1000枚以下

同一手形交換所内
（同一県内）取立

同一手形交換所外
（県外）取立

夜間金庫

貸金庫

英字による発行
当金庫所定様式以外

1001枚以上（500枚毎に）
注：当金庫の通帳またはｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを持参された方はお一人様１日１回に限り両替指定枚数
    ５０枚以内は無料となります。

個人情報の開示請
求に伴う発行手数料

残高証明書
発行手数料

324円加算

100円
100円

501～1,000枚
1,001～1,500枚

200円
51～500枚

300円

金種指定枚数

新規

追加設定・極度増額・譲受、
順位変更、一部抹消

営業地区内

営業地区外

営業地区内

現金によるお取引

108円
108円
108円
216円

（平成26年4月1日現在）

キャッシュカードの種類 土曜日
終日

ご利用時間帯
日・祝日平日

他行あて

※当金庫ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞでの金種指定
枚数51枚以上のお取引はできませ
ん。

1～50枚

営業地区外

ひろしまネットサービスのカード

法人及び
事業者 営業地区内

営業地区外

216円

当金庫ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞによるお取引

無料（お一人様１日１回）

他行あて

当庫あて

他行あて

同上個   人

融資証明発行手数料

当庫あて

他行あて

当庫あて

当庫あて

他行あて

当庫あて

他行あて

当庫あて

発生記録
請求

ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ利用

店頭代行処理（書面）

譲渡記録
請求

ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ利用

店頭代行処理（書面）
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手数料改定に伴う対応について 
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法人インターネットバンキング 

手数料改定に伴う対応について 
 

 手数料改定に伴う対応および留意事項についてご案内します。 
 

 手数料の先方負担設定時等に適用される振込手数料マスタについて、振込指定日が４月１日以降

の振込に適用されるマスタを追加いたしました。既存のマスタに１０５分の１０８を乗じた金額を

設定しておりますので、お客様の変更作業は原則不要
．．．．．．．．．．．．．

です。 
なお、お客様が確認、変更する場合の手順は以下のとおりです。 

 
【振込手数料マスタの確認、変更方法】 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から振

込手数料マスタ登録／変更／参照をクリックし

ます。 

 

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されます。

 

 ② 改定後の手数料を確認する場合、「振込指定日が

2014/04/01 以降のお取引に適用される手数料」を

選択します。 
※改定前の手数料は「振込指定日が 2014/03/31 以前のお取

引に適用される手数料」と表示されます。 

 
③ 参照する手数料の種類を選択します。 

「当方負担振込手数料」または「先方負担振込手

数料」のいずれかを選択します。 
※総合振込ご利用のお客様の場合のみ「当方負担振込手数

料」のラジオボタンが表示されます。 

 

④ 実行をクリックします。 
⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面が表示さ

れます。選択した種類の手数料が、振込先区分

ごとに一覧表示されます。 
 

 振込手数料マスタの追加について 



２ 

⑤ 手数料を確認します。 
【個別振込手数料を変更しない場合】 
 確認が終了したら、参照終了をクリックします。

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されます。

 
【個別振込手数料を変更する場合】 

個別手数料変更をクリックします。 
⇒「個別振込手数料マスタ登録／変更」画面が表

示されます。 
 
⑥ 基準金額の範囲および基準金額について、振込先

区分ごとの振込手数料（差引金額）を入力します。
 
※改定後の個別振込手数料マスタ登録／変更から、標準手数

料読込をクリックすると、改定後の標準手数料が読み込ま

れます。 
※手数料計算算出方法は、期間別には設定できません。その

ため、手数料計算方法を変更すると、もう一方の期間も変

更されます。 
 
⑦ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、 

マスタ登録をクリックします。 
 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面に戻りま

す。 
 

 

総合振込において、３月３１日以前を振込指定日とする振込データをもとに、「修正」または「送

信済データ利用」から、４月１日以降を振込指定日とするデータを作成した場合、振込金額入力画

面の手数料は再計算され、改定後の手数料が表示されます。 

 
※ ただし、お客様が手入力により変更した手数料については再計算されませんので、表示され

ている手数料をご確認いただき、相違している場合は修正ください。 

 

 総合振込におけるデータの修正および送信済データ利用時の手数料について 

改定後の手数料が表示されます。



３ 

３月３１日以前に、振込指定日が４月１日以降の資金移動の予約を行った場合、口座からは改定

後の手数料（消費税率８％）を引き落としさせていただきますが、システム未対応のため、画面上

には操作時点の手数料（消費税率５％）が表示されます。（下図参照） 
ご迷惑をおかけいたしますが、画面に表示される金額（資金移動手数料、合計支払金額）と、実

際の引き落し金額を一致させる必要がある場合には、４月１日をまたぐ資金移動の予約は行わず、

４月１日以降に資金移動（予約含む）を行ってください。 

 
 
通帳記帳イメージ 

年 月 日 摘 要 お支払金額 お預り金額 差引残高 

1 D 26- 3-26 ＮＨＫ 13,600 \200,000 

2 D 26- 4- 1 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 99,460 ｶ)ｼﾝｷﾝｾｲｻｸｼﾖ \100,540 

3 D 26- 4- 1 手数料 540  \100,000 

4    

 

ファームバンキングソフトの振込手数料設定を変更する場合は、振込指定日が４月１日以降の振

込に適用されるよう変更してください。変更手順につきましては各ソフトのマニュアル等でご確認

ください。 

 ４月１日をまたぐ資金移動の予約について 

 ファームバンキングソフトをお使いのお客様へ 

操作時点の振込手数料（消費税率５％）を表示 
→ 口座からは改定後の手数料（消費税率８％）を引き落としさせていただきます。

合計支払金額＝資金移動金額＋資金移動手数料 
のため、合計支払金額についても差異が生じます。

【本件に関するお問合わせ先】 
しまなみ信用金庫 事務部 

電  話：０８４８－６３－９９１１ 
受付時間：平日９：００ ～ １７：００ 

※表示の金額のとおり先方に振り込まれます。 
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