
 

平成２３年３月２５日 
株式会社 但馬銀行 

 
「たんぎん資産運用プラン」新コースの追加について 

 
 株式会社但馬銀行（頭取 倉橋 基）は、平成２３年３月２５日（金）から 
下記のとおり「たんぎん資産運用プラン」に新コースを追加いたしますので、
お知らせします。 
 

記 
 

たんぎん資産運用プラン 
 
一、取扱期間 
  平成２３年３月２５日(金)～平成２３年９月３０日(金)まで 
 
二、新コースの内容 
１．退職金運用コース 

   退職金からのお申込に限り、投資信託または外貨定期預金と円定期預金
を同時にお申込いただいた場合で、お申込総額のうち、投資信託または外
貨定期預金に５０％以上、残りを円定期預金にお預け入れいただきますと、
円定期預金に特別金利を適用させていただく個人のお客様向けのコースで
す。 

投 資 信 託 

お申込金額 
２５０万円以上（販売手数料、消費税等を含みます。） 
〈「金額指定」での申込みに限定させていただきます。〉 

対象となる投資信託 当行で取扱の投資信託（一部対象とならない投資信託があります。） 

投資信託に関する 
留意点 

投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信
託の基準価額は組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お
受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に
投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動す
るため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これ
らのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。 

投資信託の 
主な手数料 

投資信託には、主に次の手数料等がかかります。 
①お申込み時                         
【申込手数料】 
取得申込日または取得申込日の翌営業日の基準価額に対して 
最高３．６７５％（税込） 



投資信託の 
主な手数料 

 

②保有期間中                         
【信託報酬】  
純資産総額に対してファンド毎に定める料率を乗じて得た額 
※運用状況等により変動する投資信託もあり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。 
【その他の費用】 
信託事務の諸費用、有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費 
用等 
※運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
示すことができません。 
③換金時                           
【信託財産留保額】 
換金申込日または換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 
最高０．５％ 
※ファンドによっては、信託財産留保額が必要ないものもあります。 
※手数料等は上記①～③の合計額となりますが、お申込金額、保有
期間等により異なるため合計額を表示することができません。 
※手数料等の詳細については、ファンド毎に異なりますので、各フ
ァンドの契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交付目論見書〉）
をご確認ください。 

その他の留意点 

●投資信託は預金保険・保険契約者保護機構および投資者保護基金
の保護の対象ではありません。 

●投資信託は元本および分配金が保証されている商品ではありませ
ん。 

●但馬銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が
行います。 
●投資信託ご購入の際は契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交
付目論見書〉）により必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断く
ださい。 
●契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交付目論見書〉）は当行本
支店にご用意しております。 

 

商 号 等：株式会社 但馬銀行（登録金融機関） 

登録番号 近畿財務局長（登金）第１４号 

加入協会：日本証券業協会 

 

外 貨 定 期 預 金 

お申込金額 
米ドル：２５，０００ドル以上 
ユーロ：２５，０００ユーロ以上 

期 間 ３ヶ月以上（自動継続のみの取扱いとなります。） 



外貨(定期)預金に 
関する留意点 

外貨(定期)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、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回る元本割れの可
能性があります。また、往復の為替手数料（１米ドルあたり２円、
１ユーロあたり３円）がかかるため、為替相場に変動がない場合で
も、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回ることがあります。 

外貨(定期)預金の 
主な手数料 

外貨(定期)預金は、円を外貨にする際(預入時)および外貨を円に 
する際(払戻時)に手数料(往復で１米ドルあたり２円、１ユーロあた 
り３円がかかります。(お預け入れおよび払戻しの際の為替相場は、 
この手数料分を含んだ当行所定のＴＴＳ(円貨から外貨への換算相 
場)、ＴＴＢ(外貨から円貨への換算相場)をそれぞれ適用します。) 

その他の留意点 

●外貨(定期)預金は預金保険・保険契約者保護機構および投資者保
護基金の保護の対象ではありません。 

●本資産運用プランの取扱いは、円からの預入に限ります。 
●原則として中途解約はできません。 
●店頭および当行ホームページに｢外貨定期預金｣の説明書をご用意
しております。 
●詳しくは店頭にご用意している契約締結前交付書面をご覧くださ
い。 

 

 

円 定 期 預 金 

対象となる 
定期預金 

自動継続の「スーパー定期」、「大口定期預金」 

期 間 ３ヶ月 

適用利率 

年６．０％（税引後年４．８０％） 
 

例えば、お申込総額１，０００万円のうち、５００万円をスーパー 
定期(３ヶ月)にお預け入れ時の３ヶ月間のお受取利息の概算は、 
５００万円×６．０％×３／１２ヶ月＝７５，０００円(税引前利息) 
７５，０００円－(１１，２５０円<国税１５％>＋３，７５０円<地
方税５％>)＝約６０，０００円(税引後利息)となります。 

留意点 

●当初お預け入れの満期日以降は本コースによる特別金利は適用さ
れません。ご継続後は満期時点の店頭表示金利を適用いたします。 

●満期日前に解約される場合は、当行所定の中途解約利率を適用い
たします。 

●自動継続・通帳式（総合口座含む）のみの取扱いとなります。 
●ＡＴＭ、テレホンバンキング、インターネットバンキングでのお
預け入れはできません。 



留意点 

●預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 
●期間中であっても、金利情勢等により取扱いを変更・中止するこ
とがあります。 

●変更・中止の場合は店頭に掲示を行い個別には通知いたしません
のでご了承ください。 
●総合口座にお預け入れの場合は、満期の到来をお知らせする「定
期性預金の期日案内書」は作成いたしません。 

●店頭および当行ホームページに「スーパー定期」、「大口定期預金」
の説明書をご用意しております。 

 

 

退職金運用コースの留意事項 

留意点 

●退職金からのお申込みに限らせていただきます。 
●お一人さま一回のお申込みに限らせていただきます。 
●｢退職所得の源泉徴収票｣、｢退職金振込通帳｣など、退職金の 
受取日と金額を確認できる書類の提示が必要となります。 
●退職金受取日から１年後の月末までお申込みいただけます。 
 (月末が休日の場合は前営業日までとなります。) 
●お申込み総額は退職金受取金額の範囲内となります。 

 
 
２．法人資金運用コース 

   投資信託または外貨定期預金と円定期預金を同時にお申込いただいた場
合で、お申込総額のうち、投資信託または外貨定期預金に５０％以上、残
りを円定期預金にお預け入れいただきますと、円定期預金に特別金利を適
用させていただく法人のお客様向けのコースです。 

投 資 信 託 

お申込金額 
５００万円以上（販売手数料、消費税等を含みます。） 
〈「金額指定」での申込みに限定させていただきます。〉 

対象となる投資信託 当行で取扱の投資信託（一部対象とならない投資信託があります。） 

投資信託に関する 
留意点 

投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信
託の基準価額は組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お
受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に
投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動す
るため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これ
らのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。 



投資信託の 
主な手数料 

投資信託には、主に次の手数料等がかかります。 
①お申込み時                         
【申込手数料】 
取得申込日または取得申込日の翌営業日の基準価額に対して 
最高３．６７５％（税込） 
②保有期間中                         
【信託報酬】  
純資産総額に対してファンド毎に定める料率を乗じて得た額 
※運用状況等により変動する投資信託もあり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。 
【その他の費用】 
信託事務の諸費用、有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費 
用等 
※運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
示すことができません。 
③換金時                           
【信託財産留保額】 
換金申込日または換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 
最高０．５％ 
※ファンドによっては、信託財産留保額が必要ないものもあります。 
※手数料等は上記①～③の合計額となりますが、お申込金額、保有
期間等により異なるため合計額を表示することができません。 
※手数料等の詳細については、ファンド毎に異なりますので、各フ
ァンドの契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交付目論見書〉）
をご確認ください。 

その他の留意点 

●投資信託は預金保険・保険契約者保護機構および投資者保護基金
の保護の対象ではありません。 

●投資信託は元本および分配金が保証されている商品ではありませ
ん。 

●但馬銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が
行います。 
●投資信託ご購入の際は契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交
付目論見書〉）により必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断く
ださい。 
●契約締結前交付書面（投資信託説明書〈交付目論見書〉）は当行本
支店にご用意しております。 

 

商 号 等：株式会社 但馬銀行（登録金融機関） 

登録番号 近畿財務局長（登金）第１４号 

加入協会：日本証券業協会 

 



外 貨 定 期 預 金 

お申込金額 
米ドル：５０，０００ドル以上 
ユーロ：５０，０００ユーロ以上 

期 間 ３ヶ月以上（自動継続のみの取扱いとなります。） 

外貨(定期)預金の 
留意点 

外貨(定期)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、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回る元本割れの可 
能性があります。また、往復の為替手数料（１米ドルあたり２円、 
１ユーロあたり３円）がかかるため、為替相場に変動がない場合で 
も、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回ることがあります。 

外貨(定期)預金の 
主な手数料 

外貨(定期)預金は、円を外貨にする際(預入時)および外貨を円に 
する際(払戻時)に手数料(往復で１米ドルあたり２円、１ユーロあた 
り３円がかかります。(お預け入れおよび払戻しの際の為替相場は、 
この手数料分を含んだ当行所定のＴＴＳ(円貨から外貨への換算相 
場)、ＴＴＢ(外貨から円貨への換算相場)をそれぞれ適用します。) 

その他の留意点 

●外貨(定期)預金は預金保険・保険契約者保護機構および投資者保
護基金の保護の対象ではありません。 

●本資産運用プランの取扱いは、円からの預入に限ります。 
●原則として中途解約はできません。 
●店頭および当行ホームページに｢外貨定期預金｣の説明書をご用意
しております。 
●詳しくは店頭にご用意している契約締結前交付書面をご覧くださ
い。 

 

 

円 定 期 預 金 

対象となる 
定期預金 

自動継続の「スーパー定期」、「大口定期預金」 

期間 １ヶ月 

適用利率 

年１２．０％（税引後年９．６０％） 
 
例えば、お申込総額１，０００万円のうち、５００万円をスーパー 
定期(１ヶ月)にお預け入れ時の１ヶ月間のお受取利息の概算は、 
５００万円×１２．０％×１／１２ヶ月＝５０，０００円(税引前利
息) 
５０，０００円－(７，５００円<国税１５％>＋２，５００円<地方
税５％>)＝約４０，０００円(税引後利息)となります。 



留意点 

●当初お預け入れの満期日以降は本コースによる特別金利は適用さ
れません。ご継続後は満期時点の店頭表示金利を適用いたします。 

●満期日前に解約される場合は、当行所定の中途解約利率を適用い
たします。 

●自動継続・通帳式のみの取扱いとなります。 
●ＡＴＭ、テレホンバンキング、インターネットバンキングでのお
預け入れはできません。 
●預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 
●期間中であっても、金利情勢等により取扱いを変更・中止するこ
とがあります。 

●変更・中止の場合は店頭に掲示を行い個別には通知いたしません
のでご了承ください。 
●店頭および当行ホームページに「スーパー定期」、「大口定期預金」
の説明書をご用意しております。 

 

 

‣お問い合わせ先 
たんぎんダイレクト営業部 
   ０１２０－１６４－２３０ 
【受付時間】９：００～１９：００（土、日、祝日、１月１日～３日、１２月３１日は除きます。） 

 


