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令和４年４月１日現在

外貨定期預金

●外貨定期預金とは、外貨預金（本邦通貨以外の外貨建ての預金）のうち、あらかじめ預金

の期間を定め、原則としてその期間中は払戻しの要求に応じないことを条件としている預

金です。

●為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払

込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。

●外貨預金の窓口でのお取扱い時間は、米ドルは午前 10時以降、その他の通貨は午前 10時
30分以降で、いずれも午後 3時までとなります。

〔商号・住所〕株式会社 中国銀行 岡山県岡山市北区丸の内１丁目１５番２０号

〔商品の概要〕

項目 概要

商品名 外貨定期預金

商品概要 外貨定期預金は、外貨預金（本邦通貨以外の外貨建ての預金）のうち、あらかじめ預金

の期間を定め、原則としてその期間中は払戻しの要求に応じないことを条件としている

預金です。

預金保険 外貨定期預金は、預金保険の対象外です。

販売対象 法人および個人（原則１８歳以上の方）のお客さま

預入期間 １年以内の期日指定

自動継続方式（元利継続型のみ。ただし米ドルについては元金継続も可能）

預入れ 預入方法 一括預入れです。

●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）は手数料（たとえば、

１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭）がかかります。（お預入れおよび払

戻しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳレート（預入時）、Ｔ

ＴＢレート（払戻時）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（たとえば、１米ドル

あたり２円、１ユーロあたり３円）がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初外

貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。       
（詳細な手数料については「外貨預金のお預入れと払戻しに関わる手数料および適用相

場」および「為替手数料一覧表」に記載しておりますので参照ください。）

●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、お受取りの外

貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円ベースで元

本割れとなる）リスクがあります。

●人民元建て外貨定期預金は、つぎのような制約等があります。

・人民元現金でのお預入れ、払戻しはできません。

・人民元建ての送金はできません。

・人民元は、中国当局の規制または政策変更等に伴って、お取扱い内容に変更が生じる

可能性が他の通貨より高くなります。
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預入れ 最低預入単

位

１００通貨単位。

預入単位 １補助通貨単位まで預入可能。

取扱通貨 米ドル・ユーロ・豪ドル・ニュージーランドドル・人民元

その他の通貨のお取扱いについては、お取引きいただいている当行本支

店にお問い合わせください。

払戻方法 満期日以後に一括して払戻しいたします。

利息

利息

適用金利 お預入れ時の金利を満期日まで適用いたします。満期日以降の適用金利

は、預入通貨の外貨普通預金利率を適用いたします。金利については窓

口でお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。

利払方法 満期日以後に一括してお支払いいたします。

計算方法 付利単位を原則１０通貨単位とした１年を３６５日とする日割計算。

税金について 利子所得は法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税（国税１５％、

地方税５％）として課税されます。

ただし、平成２５年１月１日から令和１９年１２月３１日までにお支払する利息には復

興特別所得税が追加課税され、国税、地方税あわせて２０．３１５％の税金が掛かりま

す。

お利息はマル優の対象外です。

為替差益への課税は次のとおりとなります。

（法人のお客さま）総合課税。

（個人のお客さま）為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となりま

す。ただし、年収２，０００万円以下の給与所得者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。他の所得区分との損益通算はできません。

くわしくは、お客さまご自身で税務署または公認会計士・税理士にご相談くださいます

ようお願い申しあげます。

手数料および適用

相場

お預入れ・払戻し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の金額や上限額ま

たは計算方法をあらかじめお示しすることはできません。

くわしくは後記「外貨預金のお預入れと払戻しに関わる手数料および適用相場」をご覧

ください。

なお、外貨定期預金のお取引きに適用される為替相場は、主に次の２種類の当行公表相

場です。

TTSレート（電信売相場）・・・円から外貨預金にお預入れする時の為替相場
TTBレート（電信買相場）・・・外貨預金から円に払戻しする時の為替相場
●１０万通貨以上のお預入れ・払戻しについては、市場実勢相場を参考に当行が決定す

る相場を適用します。

付加できる特約事

項

ありません。

中途解約時のお取

扱い

原則として中途解約はできません。ただし、当行がやむをえないものと認めて中途解約

に応じる場合には、当行所定の中途解約利率を適用し、また、違約金をお支払いいただ

く場合があります。

くわしくは、後記「中途解約時の違約金《試算例》」をご覧ください。

お預入れのご案内 外貨定期預金取引が成立した場合には、＜「外貨定期預金」お預入れのご案内＞をお客

さまに郵送いたします。
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お問い合わせ先・連

絡方法

外貨預金のお手続きや取引内容に関する照会につきましては、お取引きをいただいてい

る当行本支店の窓口または下記にお問い合わせください。（平日９：００～１７：００）

株式会社中国銀行 国際部 ０８６－２３４－６５３９

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

対象事業者となっ

ている認定投資者

保護団体

ありません。

その他参考となる

事項

預入後、為替予約を締結することにより、満期日のお受取り円貨額を、事前に確定する

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。）

人民元建て外貨定期預金のお取扱い内容はつぎのとおりです。

お預入れ・払戻し方法 個人のお客さま 法人のお客さま

お
預
入
れ

円の現金でのお預入れ

円預金からのお振替え
可

ご本人の人民元預金口座から

のお振替え
可

人民元現金でのお預入れ 不可

人民元建てで送金された資金

のお預入れ
不可 可

払
戻
し

円の現金での払戻し

円預金へのお振替え
可

ご本人の人民元預金口座への

お振替え
可

人民元現金での払戻し 不可

人民元建てのご送金 不可 可
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「外貨預金のお預入れと払戻しに関わる手数料および適用相場」

お預入れ・払戻し方法 手数料・金利等

お
預
入
れ

円の現金でのお預入れ

円預金からのお振替え

為替手数料（たとえば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０

銭）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。

外貨現金でのお預入れ お取扱いできません。

ご本人の外貨預金からのお

振替え

ご本人間のお振替えは、手数料がかかりません。

到着した外貨送金でのお預

入れ

外貨受払手数料（お預入れになる外貨額×０．０５％×預入日当日のTTS
レート、最低手数料２，５００円）

払
戻
し

円の現金での払戻し

円預金へのお振替え

為替手数料（たとえば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０

銭）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。

外貨現金での払戻し お取扱いできません。

ご本人の外貨預金へのお振

替え

ご本人間のお振替えは、手数料がかかりません。

外貨でのご送金にご使用

①海外の銀行向けのご送金

②国内の銀行向けのご送金

外貨受払手数料（ご送金外貨額×０．０５％×払戻日当日の TTSレート、
最低手数料２，５００円）

このほか①、②などに応じて別途、送金手数料などがかかります。

●上記手数料には消費税等はかかりません。

●米ドルの被仕向送金をユーロの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨とのお取

引きにかかる手数料は、上記とは異なります。

●人民元については、外貨現金での払戻しはできません。
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「為替手数料一覧表（１通貨あたり）」

円の現金／円預金からのお預入

れ時 （円⇒外貨預金）

円の現金／円預金への払戻し時

（外貨預金⇒円）

米ドル １円 １円

ユーロ １円５０銭 １円５０銭

豪ドル ２円５０銭 ２円５０銭

ニュージーランドドル ２円５５銭 ２円５５銭

英ポンド ４円 ４円

カナダドル １円６０銭 １円６０銭

スイスフラン ９０銭 ９０銭

ノルウェークローネ ３０銭 ３０銭

香港ドル ４３銭 ４３銭

人民元 ４５銭 ４５銭

シンガポールドル ８３銭 ８３銭

タイバーツ ８銭 ８銭

●上記為替手数料については令和４年４月１日現在のものです。外国為替相場の動向などによっては変更とな

る場合があります。

●円からのお預入れ時（円⇒外貨預金）の為替手数料については店頭での為替手数料を表示しております。イ

ンターネットバンキングサービスでのお預入れ時の場合、米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル

については上記為替手数料から５０銭優遇したものを適用します（米ドル：５０銭、ユーロ：１円、豪ドル：

２円、ニュージーランドドル：２円５銭）。ただし、為替手数料５０銭優遇についてはお預入れ時のみの適

用です（払戻し時の為替手数料の優遇はありません）。

「中途解約時の違約金《試算例》」

※中途解約された場合、お預入れ時の金利は適用されず、中途解約時における当行の外貨普通預金利率が適用

されます。

当初２か月間の当行調達利息（支払先はお客さま）

US$１００，０００．００ × １％  ×  ２か月 ÷ １２か月   ＝   US$１６６．６７ … ②
残存１０か月の当行調達利息（支払先は市場）

US$１００，０００．００ × ７％ × １０か月 ÷ １２か月 ＝ US$５，８３３．３３ … ③
違約金

中途解約によりお客さまにご負担いただく違約金

（ ② ＋ ③ ） － ① ＝ US$２，０００．００                       

２か月後に中途解約した場合の条件

解約時の期間１０か月の

市場金利…７％

外貨普通預金金利  …１％

当初預入条件

預入金額…US$１００，０００．００
預入金利…４％

預入期間…１年

支払利息…US$４，０００．００ … ①


