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＜パワーフレックス規約集＞  

２０２１年７月１日（木）よりパワーフレックス規約集を以下の通り改定いたします。 

 

■ 改定日：２０２１年７月１日 

■ 改定規定 

・目次 

・特定口座にかかる上場株式等保管委託約款 

・非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 

・〈個人のお客さまの個人情報のお取扱いについて〉 

・〈新生銀行 保険募集指針〉 

 

■ 変更・追加（削除）する文言は朱書き 

目次（下記修正文言の量に応じて、目次ページ数も変更） 

改  定  前 改  定  後 

(２０２１年５月７日現在) (２０２１年７月１日現在) 

以上 

特定口座にかかる上場株式等保管委託約款（P．２２） 

改訂前 改訂後 

１５．約款の変更 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの約款を変

更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当行

は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知

することにより、これを変更できるものとします。 

なお、変更日以降は、変更後の内容に従っていただくものとします。 

 

以上 

附則 1（新設） 

 

１５．約款の変更 

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの約款を変

更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当行

は、変更内容についてインターネットの利用、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知

することにより、これを変更できるものとします。 

なお、変更日以降は、変更後の内容に従っていただくものとします。 

 

 

附則 1 マネックス証券株式会社への会社分割による特定口座の移管にあたっての

源泉徴収選択の取扱い 
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当行および新生証券株式会社（以下「新生証券」といいます。）は 2022年 1月 4日を

効力発生日とする会社分割（以下「本会社分割」といいます。）によりマネックス証券

株式会社（以下「マネックス証券」といいます。）に対して当行および新生証券それぞ

れの特定口座を移管することを予定しているところ、かかる移管にあたり、以下の各

項に従いお客さまの源泉徴収選択は変更されるものとします。 

 

（1）2022年 1月 4日（ただし、本会社分割の効力発生日が変更された場合は変更後

の効力発生日とします。）（以下「効力発生日」といいます。）時点でマネックス証券に

お客さまが特定口座を開設している場合、当行および新生証券の特定口座における

源泉徴収選択の内容は、効力発生日にこれらの特定口座がマネックス証券に移管さ

れた後、同日付で、マネックス証券のお客さまの特定口座の源泉徴収選択の内容と

同一となるよう当然に変更されます。 

（2）効力発生日時点でマネックス証券にお客さまが特定口座を開設しておらず、か

つ、2021年 9月 30日（以下「基準日」といいます。）時点で新生銀行の特定口座と新

生証券の特定口座とでお客さまの源泉徴収選択の内容が異なる場合、効力発生日

にこれらの特定口座がマネックス証券に移管された後、同日付で、お客さまの源泉

徴収選択の内容は以下のとおり当然に変更されます。 

①基準日時点で、当行の特定口座には残高があり新生証券の特定口座には残高

が無い場合は、新生証券の特定口座における源泉徴収選択の内容は当行の特定

口座における源泉徴収選択の内容と同一となるよう変更されます。 

②基準日時点で、新生証券の特定口座には残高があり当行の特定口座には残高

が無い場合は、当行の特定口座における源泉徴収選択の内容は新生証券の特定

口座における源泉徴収選択の内容と同一となるよう変更されます。 

③基準日時点で、当行と新生証券のいずれの特定口座にも残高がある、またはい

ずれの口座にも残高がない場合は、新生銀行の特定口座における源泉徴収選択

の内容と同一となるよう変更されます。 

 

以 上 

 

 

 

非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款（P．２５） 

改訂前 改訂後 



3／6 

パワーフレックス規約集 2021 年 7 月 1 日改定 

１．約款の趣旨 

（ １） この約款は､パワーフレックス取引をご利用になり投資信託総合取引を行わ

れるお客さまが租税特別措置法第９条の８に規定する非課税口座内の少額上場株

式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第３７条の１４に規定する非

課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例（以下、「非課税

口座に係る非課税の特例」といいます。）の適用を受けるために、当行に開設され

た非課税口座について､租税特別措置法第３７条の１４第５項第２号および第４号に

規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決め（租税特別

措置法第３７条の１４第５項第２号に定める非課税上場株式等管理契約および同項

第４号に定める非課税累積投資契約）です。 

（以下、省略） 

５の２．累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲 

当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さま

が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等（租税

特別措置法第３７条の１４第１項第２号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期

的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上

場株式等（公社債投資信託以外の証券投資信託）に係る委託者指図型投資信託約

款（外国投資信託の場合には委託者指図型投資信託約款に類する書類）において

租税特別措置法施行令第２５条の１３第１５項各号の定めがあり、かつ、内閣総理

大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの（以下「累積投資上場株式等」

といいます。）に限ります。）のみを受け入れます。 

① 第３条の２第２項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の

１２月３１日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上場

株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場

株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。）の合計額が４０万円を超

えないもの 

（以下、省略） 

 

 

 

５の３．特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲 

当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さ

まが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株

式等のみを受け入れます。 

１．約款の趣旨 

（ １） この約款は､パワーフレックス取引をご利用になり投資信託総合取引を行わ

れるお客さまが租税特別措置法第９条の８に規定する非課税口座内の少額上場株

式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第３７条の１４に規定する非

課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例（以下、「非課税

口座に係る非課税の特例」といいます。）の適用を受けるために、当行に開設され

た非課税口座について､租税特別措置法第３７条の１４第５項第２号、第４号および

６号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決め（租

税特別措置法第３７条の１４第５項第２号に定める非課税上場株式等管理契約およ

び同項第４号に定める非課税累積投資契約）です。 

（以下、現行通り） 

５の２．累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲 

当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さま

が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等（租税

特別措置法第３７条の１４第１項第２号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期

的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上

場株式等（公社債投資信託以外の証券投資信託）に係る委託者指図型投資信託約

款（外国投資信託の場合には委託者指図型投資信託約款に類する書類）において

租税特別措置法施行令第２５条の１３第１５項各号の定めがあり、かつ、内閣総理

大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの（以下「累積投資上場株式等」

といいます。）に限ります。）のみを受け入れます。 

① 第３条の２第２項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の

１２月３１日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上場

株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場

株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。）の合計額が４０万円（②

に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の租税特別措置法施行

令第２５条の１３第２２項に規定する取得に要した金額を控除した金額）を超え

ないもの 

（以下、現行通り） 

 

５の３．特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲 

当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さ

まが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株

式等のみを受け入れます。 
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① 第３条の３第２項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する

年の１２月３１日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上

場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式

等についてはその払い込んだ金額をいいます。）の合計額が２０万円（第５条の

３第１項第２号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移

管に係る払出し時の金額から１２０万円を控除した金額が０を超えるときは、当該

超える部分の金額を控除した金額）を超えないもの 

（以下、省略） 

 

５の４．特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲 

（１）当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、

次に掲げる上場株式等（当該非課税口座が開設されている当行の営業所にかかる

振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるも

のに限り、租税特別措置法第２９条の２第１項本文の適用を受けて取得をした同項に

規定する特定新株予約権に係る上場株式等および第２項に掲げるものを除きま

す。）のみを受け入れます。 

①次に掲げる上場株式等で、第３条の３に基づき特定非課税管理勘定が設けられた

日から同日の属する年の１２月３１日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価

の額（購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得を

した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた

上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。）の合計額が１

０２万円（②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払

出し時の金額を控除した金額）を超えないもの 

（以下、省略） 

 

８．非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知 

（１）～（３） （省略） 

（４）租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事由により、特定非課税管理

勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し（振替によるものを含むものとし、

第５条の３第１項第１号ロおよび第２号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法

施行令第２５条の１３第３１項において準用する租税特別措置法施行令第２５条の１

３第１２項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを

除きます。）があった場合（同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特

定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け

入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口

① 第３条の３第２項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する

年の１２月３１日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額（購入した上

場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式

等についてはその払い込んだ金額をいいます。）の合計額が２０万円（第５条の

４第１項第２号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移

管に係る払出し時の金額から１０２万円を控除した金額が０を超えるときは、当該

超える部分の金額を控除した金額）を超えないもの 

（以下、現行通り） 

 

５の４．特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲 

（１）当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、

次に掲げる上場株式等（当該非課税口座が開設されている当行の営業所にかかる

振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるも

のに限り、租税特別措置法第２９条の２第１項本文の適用を受けて取得をした同項に

規定する特定新株予約権に係る上場株式等および第２項に掲げるものを除きま

す。）のみを受け入れます。 

①次に掲げる上場株式等で、第３条の４に基づき特定非課税管理勘定が設けられた

日から同日の属する年の１２月３１日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価

の額（購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得を

した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた

上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。）の合計額が１

０２万円（②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払

出し時の金額を控除した金額）を超えないもの 

（以下、現行通り） 

 

８．非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知 

（１）～（３） （現行通り） 

（４）租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事由により、特定非課税管理

勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し（振替によるものを含むものとし、

第５条の４第１項第１号ロおよび第２号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法

施行令第２５条の１３第３１項において準用する租税特別措置法施行令第２５条の１

３第１２項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを

除きます。）があった場合（同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特

定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け

入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口
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座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。）には､当行は、

お客さま（相続または遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みま

す。）による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非

課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者）に対し､当該払出しがあっ

た上場株式等の租税特別措置法第３７条の１４第４項に規定する払出し時の金額お

よび数､その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書

面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法により通知いたします。 

（以下、省略） 

 

９の２.累積投資勘定終了時の取扱い 

（１） （省略） 

（２）前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。 

①お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して租税特別措置法施行

令第２５条の１３第８項第２号に規定する書類の提出があった場合またはお客さま

が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 

（以下、省略） 

 

座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。）には､当行は、

お客さま（相続または遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みま

す。）による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非

課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者）に対し､当該払出しがあっ

た上場株式等の租税特別措置法第３７条の１４第４項に規定する払出し時の金額お

よび数､その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書

面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法により通知いたします。 

（以下、現行通り） 

 

９の２.累積投資勘定終了時の取扱い 

（１） （現行通り） 

（２）前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。 

①お客さまから当行が別に定める期限までに当行に対して租税特別措置法施行

令第２５条の１３第２０項において準用する租税特別措置法施行令第２５条の１３第

８項第２号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座

を開設していない場合 一般口座への移管 

（以下、現行通り） 

 

以上 

 

〈個人のお客さまの個人情報のお取扱いについて〉(P.５３) 

改  定  前 改  定  後 

新生銀行グループにおける個人データの共同利用 

５．その他 

②共同利用の停止 

ご自身の個人データについて、各種商品・サービスのご提案、ご案内目的での共同

利用の停止を希望される場合、その他新生銀行グループでの共同利用に関するお

問合せは、次のお問合せ窓口までお申し出ください。   

株式会社新生銀行 新生パワーコール 0120-456-007  受付時間：8:00~21:00 

 

 

新生銀行グループにおける個人データの共同利用 

５．その他 

②共同利用の停止 

ご自身の個人データについて、各種商品・サービスのご提案、ご案内目的での共同

利用の停止を希望される場合、その他新生銀行グループでの共同利用に関するお

問合せは、次のお問合せ窓口までお申し出ください。   

株式会社新生銀行 新生パワーコール 0120-456-007  受付時間: 8:30~17:30 

(平日・土曜) 

 

以上 
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〈新生銀行 保険募集指針〉（P.５６） 

改  定  前 改  定  後 

２．お客さまからのお問い合わせ・ご相談等への対応について 

(省略) 

・ 当行が実施した保険募集等について、苦情・ご相談等ございましたら、お客様サービ

ス室（03-6770-4000）までご連絡ください。 

２．お客さまからのお問い合わせ・ご相談等への対応について 
(現行通り) 

・ 当行が実施した保険募集等について、苦情・ご相談等ございましたら、お客様サービ

ス室（050-3509-0075）までご連絡ください。 

以上 

 


