ご記入例 特定取引を行う者の届出書（法人のお客様用）
居住地国について（該当する項目全てにチェックしてください）

平成29年1月より非居住者に係る金融機関口座情報の自動交換のための報告制度が導入され、新規口座開設の際に、居住地国
等のお届出が必要となりました。つきましては、同封の
「特定取引を行う者の届出書」
にご記入の上、
ご提出をお願いいたします。
内国法人についても居住地国を「日本」として届出が必要です。

赤枠

全てのお客様にご記入いただく項目です。

青枠

該当するお客様のみご記入いただく項目です。
本記入例の青字は該当するお客様のみご記入ください。

□ 日本

居住地国

□ な し

□ 日本以外

理由

所得税、または法人税に相当する税をお客様が納めるべき国を指します。
・居住地国とは、
日本の居住者や内国法人の場合は「日本」としてお届出が必要です。
・居住地国が日本以外にある場合は、国名、居住地国の納税者番号等のご記入が必要です。
・居住地国「なし」は、居住する国において所得税や法人税に相当する税制度がない場合等が該当します。
・居住地国が住所の所在する国と異なる場合または「なし」の場合はその理由をご記入ください。
・
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所在地、法人名をご記入ください。
（ご署名印章（ゴム印）の押印も可）

居住地国の確認
この用紙右上の「居住地国について」のご説
明をご確認のうえ、居住地国に該当する項目
すべてにチェックしてください。

居住地国が日本のみの場合
「日本」にチェックしてください。
居住地国が日本および日本以外にある場合
「日本」および「日本以外」にチェックし、
-1日本以外の居住地国の「国名」をご記入
ください。
日本以外に居住地国がある場合は、
「別紙１」
に
日本以外の居住地国の「国名」、
「納税者番号」
およびその居住地国における「本店または
主たる事務所の所在地」をご記入ください。
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特定法人への該当性のチェック欄について
・①〜⑩のいずれにも該当しない場合は、
特定法人に該当します。
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上場法人等への該当性のチェック欄について
・①、②、③、⑦のいずれかに該当する場合
は、上場法人等に該当します。
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Iwaicosmo Corporation
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䛤⨫ྡ䠖

上場法人
（外国の上場法人を含む）

②

上場法人の関係法人
（子会社、
孫会社又は曾孫会社）

③

⑧ 持株会社
国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公
ᄕ㼄㻡㻙㻝㻜㻞䠄㻞㻥㻚㻜㻝䠅
㻭㻠䚷㻞㻥㻚㻜㻝䠄♫䠅䚷ಖ䐨
共団体、
外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関
⑨ 主として上記②に掲げる関係にある法人（報告金融機関等を除く。
）に対する出資等を

④

上記③に掲げる法人が100％出資している法人

⑤

公共法人・公益法人（法人税法別表第一に掲げる法人及び同法
別表第二に掲げる法人で収益事業を行っていないものに限る）

⑥

報告金融機関等
（外国報告金融機関等を除く）

⑦
䛚ᐈᵝ䡶䡬䢀䢚

厝

厝

外国の法令に準拠して設立された法人
（外国報告金融機関等を除く）
で上記⑥に掲げる
㒊䡶䡬䢀䢚
ᢅ䡶䡬䢀䢚
㒊ᗑ㛗
ᢅ䚷⪅
᳨䚷༳
ྲྀᢅ⪅
Ⴀ
⟶
法人に類するもの及び外国報告金融機関等（これらのうち外国
（報告対象国を除く。
）の
䚷
䚷
法令に準拠して設立された一定の投資事業体などを除く。
）
ᴗ
⌮

する金融子会社

⑩

-２

でご記入のお名前、
住所をローマ字
でご記入ください。

内国法人である特定法人（
で日本、 で
特定法人にチェック）
で、 実質支配者の居住
地国で「日本以外」にチェックされた場合のみ、
お客様の法人番号（13桁）をご記入ください。

お客様またはお客様の実質的支配者の居住
地が「日本以外」の場合（
または
で「日
本以外」にチェック）、 でご記入のお客様の
名称および所在地を英語またはローマ字で
ご記入ください。

お客様が特定組合員である場合のみ、組合員
であるお客様自身の情報をご記入ください。
特定組合員は民法で規定する組合契約また
は匿名組合契約等によって成立する組合の
業務として行うものをいいます。

岩井コスモ太郎

厜

厜

①

ᗑ䡶䡬䢀䢚

ださい。
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特定法人・上場法人等チェック表

-１ 国名および納税者番号等をご記入く
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「日本以外」にチェックされた場合
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実質的支配者の居住地国に該当する項目す
べてにチェックしてください。
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JAPAN
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実質的支配者のお名前、
ご住所、生年月日を
ご記入ください。
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「特定法人」および「上場法人等」の該当性の状
況により、ご記入いただく項目が異なります。
書面に記載の表をご確認のうえ、次の項目へ
お進みください。

Iwaicosmo

䚷䠤䡋䡑䡏䡁䚷䠪䠽䡉䡁䚸䚷䠪䡑䡉䠾䡁䡎䚸䚷䠯䡐䡎䡁䡁䡐
○ｰ○ｰ○ Imabashi
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Chuo-ku Osaka-city

特定法人に該当するお客様は、実質的支配
者に該当される方（個人の方）の、居住地国
等をご記入ください。実質的支配者が複数
いる場合は、別紙２にご記入ください。
※実質的支配者が法人の場合はご記入不要
です。
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䕺㻌䛂≉ᐃἲே䛃䛚䜘䜃䛂ୖሙἲே➼䛃䜈䛾ヱᙜ᭷↓䛻䛴䛔䛶ྛ䚻䝏䜵䝑䜽䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
≉ᐃἲே
䜈䛾ヱᙜᛶ

䚷䠩䡅䡀䡀䡈䡁䚷䠪䠽䡉䡁

䛚ᐈᵝ䛜ෆᅜἲே䛷䛒䜛≉ᐃἲே䛷䚸䛂㻺㼛㻚㻞䛃䛷䛂᪥ᮏ௨እ䛃䠄ู⣬䠎䛷㏣グ䛧䛯ᐇ㉁ⓗᨭ㓄⪅䜢ྵ䜏䜎䛩䚹䠅
䛻䝏䜵䝑䜽䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸䛚ᐈᵝ䛾ἲே␒ྕ䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

㻺㼛㻚䠏

ᅜ䚷ྡ

ᅜ䚷ྡ

Kazuo

JAPAN

䕺㻌᪥ᮏ௨እ䛾ᒃఫᆅᅜ䛾䛂ᅜྡ䛃䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

-１

䚷䠢䡅䡎䡏䡐䚷䠪䠽䡉䡁

䚷䠟䡋䡑䡊䡐䡎䡕

⌮⏤

≉ᐃྲྀᘬ䜢⾜䛖⪅䛾ᒆฟ᭩䛂ู⣬䠍䛃䜢䛤グධ䛾ୖ䚸䛤ᥦฟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

下記の「特定法人・上場法人等チェック表」
をご確認のうえ、
チェックしてください。

⏕ᖺ᭶᪥

岩井コスモ 一男

䛚ྡ๓

䕺㻌ヱᙜ䛩䜛㡯┠䛻䝏䜵䝑䜽䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

㻺㼛㻚䠍

居 住 地 国 が 住 所 の 所 在 する国と異 なる場
合または、
「なし」にチェックされた場合は
その理由をご記入ください。

「特定法人」
および
「上場法人等」
への該当の
有無

䛚ᐈᵝ䛾ᐇ㉁ⓗᨭ㓄⪅䛻䛴䛔䛶䚸௨ୗ䛾ሗ䜢䛤グධୗ䛥䛔䚹

䈜䠍䚷䛚ᐈᵝ䛜≉ᐃἲே䛻ヱᙜ䛧䛺䛔ሙྜ䠄≉ᐃ⤌ྜဨ䛷䛒䜛ሙྜ䛚䜘䜃ே᱁䛾䛺䛔♫ᅋ➼䛷䛒䜛ሙྜ䜢ྵ䜐䠅䛿グධせ䛷䛩䚹
䈜䠎䚷ୖグ䛾䛂ᐇ㉁ⓗᨭ㓄⪅䛃䛸䛿䚸䛂≢⨥䛻䜘䜛┈䛾⛣㌿㜵Ṇἲ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ⾜つ๎䛃➨䠍䠍᮲➨䠎㡯ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛⮬↛ே䛾
䚷䚷䚷䛾䛣䛸䜢䛔䛔䚸ྠ᮲➨䠐㡯䛷⮬↛ே䛸䜏䛺䛥䜜䜛ᅜ➼䛚䜘䜃䛭䛾Ꮚ♫䛿グ㍕䛾ᑐ㇟䛻䛿䛺䜚䜎䛫䜣䚹
䈜䠏䚷ᐇ㉁ⓗᨭ㓄⪅䛜」ᩘே䛔䜛ሙྜ䛿䛂ู⣬䠎䛃䛻ဨ䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

特定取引を行う者の届出書若しくは任意届出書を提出する日を含む事業年度の直前の
事業年度が次に掲げる要件の全てに該当する(イ) 直前事業年度の総収入金額のうちに
当該直前事業年度の投資関連所得に係る収入金額の占める割合が50％に満たないこと。
(ロ)直前事業年度終了の時の総資産の額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得の基因
となる当該直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50％に満たないこと。

䈜㈗♫䛾ྲྀᘬᢸᙜ⪅䜎䛯䛿௦⌮ே䠄㈗♫䛜᭩㠃䛻䜘䜚ᤵᶒ䛧䛯⪅䛻㝈䜛䠅䛻䜘䜛⮬⨫䛜ᚲせ䛷䛩䚹䠄≉ᐃ⤌ྜဨ䛾䛚ᐈᵝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
䚷≉ᐃ⤌ྜဨᮏே䜎䛯䛿ྲྀᘬᢸᙜ⪅ⱝ䛧䛟䛿௦⌮ே䠄≉ᐃ⤌ྜဨ䛷䛒䜛䛚ᐈᵝ䛜᭩㠃䛻䜘䜚ᤵᶒ䛧䛯⪅䛻㝈䜛䠅䛾⮬⨫䛜ᚲせ䛷䛩䚹䠅

当書面の記入内容が正しいことをご確認い
ただき、
「総合取引申込書」にて届出の取引担
当者または代理人による自署にて、日付およ
びご署名をご記入ください。
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