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   Ⅰ．静岡手形交換所規則 
 
              同     規則施行細則 
 
 
     第１章 総    則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 細則第１条（目 的） 
     この細則は、静岡手形交換所規則（以下「規則」という。）の運営上必要な 
    事項を定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 第１条（目 的） 
   この規則は、一般財団法人静岡県銀行協会（以下「協会」という。）の定款 
（以下「定款」という。）第４条第２号の規定にもとづき、協会が設置、 
運営する静岡手形交換所（以下「交換所」という。）の組織および業務の方法に 
ついて定め、もって手形、小切手等の簡易、円滑な取立を可能にし、あわせて 
信用取引の秩序維持を図ることを目的とする。 

 
 

 
 第２条（交換所の事業） 
   交換所は、前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。 
  １．手形、小切手、その他の証券の交換決済 
  ２．取引停止処分制度の運営 
  ３．手形交換に関する資料の収集および配付 
  ４．その他前条の目的を達成するために必要な事業 
 第３条（参加銀行） 
   交換所の事業に参加するもの（以下「参加銀行」という。）は、つぎの各号に 
  かかげるものとする。 
  １．規則第５条（会員銀行の参加脱退）に規定する会員銀行 
  ２．規則第６条（準会員銀行の参加）に規定する準会員銀行 
  ３．規則第10条（客員の参加）に規定する客員 
  ４．規則第11条（代理交換委託金融機関の参加）に規定する代理交換委託金融機 
   関 
 第４条（参加銀行の協力） 
   参加銀行は、この規則および規則にもとづく交換所の決定事項を遵守し、相互 
  に誠意と信頼をもって、この事業の遂行に協力するものとする。 
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     第２章 参加銀行  
 
       第１節 参加および脱退 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 細則第２条（会員銀行の参加脱退） 
     交換所は、規則第５条（会員銀行の参加脱退）に規定する会員銀行の参加ま 
    たは脱退があったときは、これをただちに参加銀行に通知するものとする。 
 細則第２条の２（委託会員銀行の参加手続等） 
    １．規則第５条第５項に規定する手続は、次による。 
     ⑴ 会員銀行が委託会員銀行として、交換所の事業に参加しようとする場合 
      には、その委託を受けた会員銀行（以下「受託会員銀行」という。）との 
      連署による申込書を提出して交換所の承認を得なければならない。  
     ⑵ 委託会員銀行は、受託会員銀行を変更しようとする場合には、新旧受託 
      会員銀行との連署による受託会員銀行変更の申込書を提出して、交換所の 
      承認を得なければならない。 
     ⑶ 委託会員銀行は、代理交換を取り止める場合には、受託会員銀行との                                                                
      連署による申込書を提出して交換所の承認を得なければならない。 
     ⑷ 委託会員銀行が、他の金融機関と合併して新銀行を設立した場合には、 
      当該新銀行は、委託会員銀行の地位を承継することができる。 
       この場合、新銀行は１週間以内にその旨を書面により交換所へ届出るも 
      のとする。 
     ⑸ 前４号の場合、交換所は委託会員銀行名簿にその旨を登録し、これをた 
      だちに参加銀行に通知するものとする。 
    ２．委託会員銀行については、規則第11条（代理交換委託金融機関の参加）で 
          規定する「代理交換委託金融機関」に係る細則第48条から第51条までの規定 
     を準用する。 
      細則第48条（受託銀行の立替金額）第49条（代理交換委託金融機関の準用 
          規定）第50条（代理交換委託金融機関の交換印）第51条（代理交換委託金融 
          機関の持出店名の表示） 
 
 
 

 
 第５条（会員銀行の参加脱退） 
  １．協会の会員は、会員の資格を取得した日から交換所の事業に参加し、その資 
   格を喪失した日に脱退するものとする。 
  ２．会員の資格の取得、承継および喪失については、定款で定めるところによ

る。 
  ３．第１項によりこの事業に参加するものを「会員銀行」という。 
  ４．会員銀行は、他の会員銀行に代理交換を委託して交換所の事業に参加するこ 
   とができる。 
  ５．前項により、代理交換を委託して交換所の事業に参加する会員銀行（以下

「委託会員銀行」という。）の参加手続等は、静岡手形交換所規則施行細則
（以下「細則」という。）で定める。 

   ６．委託会員銀行については、規則第11条（代理交換委託金融機関の参加）で規 
   定する「代理交換委託金融機関」に係る規則第19条第３項および第43条から第 
   46条までの規定を準用する。 
     規則第19条（経費分担金の納付等）第43条（代理交換委託金融機関と受託 
       銀行間の資金決済）第44条（不渡手形の代り金の払込）第45条（代理交換委 
       託金融機関の不足金の不払）第46条（代理交換委託金融機関の準用規定） 
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  第６条（準会員銀行の参加） 
   １．会員銀行以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関で、静岡 
    手形交換所規則施行細則（以下「細則」という。）で定める基準に適合し、交 
    換所の事業に参加しようとするものは、参加の申込書を提出して、協会理事会 
    （以下「理事会」という。）の承認を得なければならない。 
   ２．前項の承認を得たものは、規則第16条（加入金の納付）の加入金を完納した 
    日からこの事業に参加することができる。 
   ３．前項によりこの事業に参加するものを「準会員銀行」という。 
  ４．準会員銀行は、他の準会員銀行に代理交換を委託して交換所の事業に参加す 
   ることができる。 
  ５．前項により、代理交換を委託して交換所の事業に参加する準会員銀行（以下 
   「委託準会員銀行」という。）の参加手続等は、細則で定める。 
  ６．委託準会員銀行については、規則第11条（代理交換委託金融機関の参加）で 
   規定する「代理委託金融機関」に係る規則第19条第３項および第43条から第46 
   条までの規定を準用する。 
    規則第19条（経費分担金の納付等）第43条（代理交換委託金融機関と受託銀 
   銀行間の資金決済）第44条（不渡手形の代り金の払込）第45条（代理交換委託 

金融機関の不足金の不払）第46条（代理交換委託金融機関の準用規定） 
  第７条（準会員銀行の脱退） 
    準会員銀行は、つぎの各項の一にでも該当したときは、交換所の事業から脱退 
   するものとする。 
   １．書面により脱退の申出をしたとき 
   ２．規則第38条（交換尻不足金の払込）に規定する借方交換尻の払込みを行わな 
    かったとき、または規則第40条（不渡手形の返還）もしくは、規則第41条（混 
    入手形の返還）に係わる手形の代り金を支払わないとき 
   ３．整理のために休業したとき 
   ４．破産の宣告を受けたとき 
   ５．解散したとき 
   ６．規則第８条（準会員銀行の地位の承継）にもとづく他の金融機関による地位 
    の承継 
   ７．規則第９条（準会員銀行の除名）に規定する除名の決議があったとき 
  第８条（準会員銀行の地位の承継） 
    準会員銀行がつぎの各項の一に該当する場合には、各項に定める金融機関は、 
   すでに会員銀行または準会員銀行の地位を有しているときを除き，準会員銀行の 
   地位を承継することができる。 
   １．他の金融機関と合併して新金融機関を設立する場合、 
          ・・・・・合併により設立される新金融機関。 
    ２．他の金融機関と合併して当該他の金融機関が存続する場合、 
          ・・・・・合併後存続する金融機関。 
   ３．分割、営業譲渡または事業譲渡により、営業または事業の全部を他の一の金 
    融機関に譲渡し、かつ、前条第５項または第６項により準会員銀行の資格を喪 
    失する場合、 
          ・・・・・営業または事業を譲り受ける金融機関。 
   ４．分割、営業譲渡または事業譲渡により、交換に参加している全店舗の営業ま 
    たは事業を他の一の金融機関に譲渡し、かつ、前条第５項または第６項により 
    準会員銀行の資格を喪失する場合、 
          ・・・・・営業または事業を譲り受ける金融機関。 
   ５．分割または営業譲渡により、営業の全部または一部を当該準会員銀行の子会 
    社である金融機関、親会社である金融機関、または親会社の子会社である他の 
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    金融機関に譲渡し、かつ、前条第５項または第６項により準会員銀行の資格を 
    喪失する場合、 
          ・・・・・営業の全部または一部を他の一の金融機関に譲渡する 
              ときは、その金融機関、 
          ・・・・・営業の全部または一部を他の複数の金融機関に譲渡す 
              るときは、その複数の金融機関のうち当該準会員銀行が 
              指定する一の金融機関。 
   ６．その他理事会が適当と認める場合、理事会が指定した金融機関。 
  第９条（準会員銀行の除名） 
    交換所は、準会員銀行がつぎの各項の一にでも該当したときは、理事会の決議 
   により、これを除名することができる。 
   １．交換所および参加銀行の信用を毀損する行為があったとき 
   ２．営業状態が危殆に瀕したと認められる事実があったとき 
   ３．この規則または交換所の決定事項に著しく違反したとき 
 
 細則第３条（準会員銀行の参加申込基準） 
     規則第６条（準会員銀行の参加）第１項の規定により参加の申込書を提出で 
    きるものは、日本銀行静岡支店と当座勘定の取引があり、かつ会員銀行の推薦 
    のあるものとする。ただし、特別な事情があり交換所が承認したときはこのか 
    ぎりではない。 
 細則第３条の２（委託準会員銀行の参加手続等） 

１． 規則第６条第５項に規定する手続きは次による。 
（1） 準会員銀行が委託準会員銀行として、交換所の事業に参加しようとす 

る場合には、その委託を受けた準会員銀行（以下「受託準会員銀行」と 
いう。）との連署による申込書を提出して交換所の承認を得なければな 
らない。 

（2） 委託準会員銀行は、受託準会員銀行を変更しようとする場合には、新 
  旧受託準会員銀行との連署による受託準会員銀行変更の申込書を提出し 
  て、交換所の承認を得なければならない。 
（3） 委託準会員銀行は、代理交換を取り止める場合には、受託準会員銀行 

との連署による申込書を提出して交換所の承認を得なければならない。 
（4） 委託準会員銀行が、他の金融機関と合併して新銀行を設立した場合に 
  は、当該新銀行は、委託準会員銀行の地位を継承することができる。 
   この場合、新銀行は、１週間以内にその旨を書面により交換所へ届出 
  るものとする。 
（5） 前４号の場合、交換所は委託準会員銀行名簿にその旨を登録し、これ 
  をただちに参加銀行に通知するものとする。 
２． 委託準会員銀行については、規則第11条（代理交換委託金融機関の参加） 

     で規定する「代理交換委託金融機関」に係る細則第48条から第51条までの 
     規定を準用する。 
      細則第48条（受託銀行の立替金額）第49条（代理交換委託金融機関の準 
     用規定）第50条（代理交換委託金融機関の交換印）第51条（代理交換委託 

金融機関の持出店名の表示） 
 細則第４条（準会員銀行名簿への登録） 
     交換所は、規則第６条（準会員銀行の参加）に規定する準会員銀行の参加が 
    あったときは、申込書に記載された事項を準会員銀行名簿に登録し、これをた 
    だちに参加銀行に通知するものとする。 
 細則第５条（準会員銀行名簿の変更） 
    １．準会員銀行は、準会員銀行名簿に登録した事項に変更が生じたときは、１ 
     週間以内に書面により交換所に届出るものとする。 
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    ２．交換所は、前項の届出を受けたときは、準会員銀行名簿に変更の登録をす 
     るものとする。 
 細則第６条（準会員銀行名簿の抹消） 
     交換所は、規則第７条（準会員銀行の脱退）に規定する準会員銀行の脱退が 
    あったときは、準会員銀行名簿から抹消し、これをただちに参加銀行に通知す 
    るものとする。 
 細則第７条（準会員銀行の地位承継の届出） 
    １．規則第８条（準会員銀行の地位の承継）の規定により準会員銀行の地位が 
     承継される場合には、当該準会員銀行は、地位の承継日の１か月前までに、 
     その旨および地位を承継する金融機関の名称、代表者、所在地、地位の承継 
     日等を合併または営業もしくは事業の譲渡の相手金融機関と連署した書面に 
     より交換所に届出るものとする。 
    ２．交換所は、前項の届出を受けた場合には、ただちに参加銀行に通知すると 
     ともに、地位の承継日に準会員銀行名簿に変更の登録をするものとする。 
 
 
 
 
 
 
  第11条（代理交換委託金融機関の参加） 
   １．会員銀行および準会員銀行以外の銀行または法令によって銀行と同視される 
    金融機関で細則で定める基準に適合し、会員銀行または準会員銀行に代理交換 
    を委託して交換所の事業に参加しようとするものは、その委託を受けた銀行                                                                      
    （以下「受託銀行」という。）との連署による参加の申込書を提出して理事会 
    の承認を得なければならない。ただし、台風、洪水、大火、地震等の災害およ 
   び新型インフルエンザ等対策特別措置法にもとづく新型インフルエンザ等の発 
   生時その他参加の承認を緊急に行わなければならない特段の事情があるときは 
   この限りではない。 
   ２．前項の承認を得たものは、規則第16条（加入金の納付）の加入金を完納した 
    日からこの事業に参加することができる。ただし、前項ただし書の規定に該当 

する場合はこの限りでない。 
   ３．前項によりこの事業に参加するものを「代理交換委託金融機関」（以下「委 
    託金融機関」という。）という。 
  第12条（代理交換委託金融機関の脱退） 
    委託金融機関は、つぎの各項の一にでも該当したときは、交換所の事業から脱 
   退するものとする。 
   １．受託銀行と連署した書面により脱退の申出をしたとき 
   ２．受託銀行が交換所の事業から脱退したとき。ただし、脱退の日から10日以内 
    に規則第14条（代理交換受託銀行の変更）に規定する受託銀行変更の手続きを 
    とったときはこの限りでない。 
   ３．規則第43条（代理交換委託金融機関と受託銀行間の資金決済）に規定する決 
    済資金の不足金または規則第44条（不渡手形の代り金の払込）に規定する返還 
    手形の代り金の払込みを行わなかったとき 
   ４．整理のために休業したとき 
   ５．破産の宣告を受けたとき 
   ６．解散したとき 
   ７．規則第13条（代理交換委託金融機関の地位の承継）にもとづく他の金融機関 
    による地位の承継 
   ８．規則第15条（代理交換委託金融機関の除名）に規定する除名の決議があった 

 
 第10条（客員の参加） 
   日本銀行静岡支店は、客員として、交換所の事業に参加するものとする。 
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    とき 
  ９．第11条（代理交換委託金融機関としての参加）第１項ただし書の規定に該当 
   する場合については、参加する事由がなくなったとき。 
  第13条（代理交換委託金融機関の地位の承継） 
    規則第８条（準会員銀行の地位の承継）の規定は、委託金融機関についてこれ 
   を準用する。この場合において、同条中「すでに会員銀行または準会員銀行の地 
   位を有しているときを除き、」とあるのは、「すでに会員銀行、準会員銀行また 
   は委託金融機関の地位を有しているときを除き、」と読み替える。 
  第14条（代理交換受託銀行の変更） 
    委託金融機関は、受託銀行を変更しようとするときは、新旧受託銀行との連署 
   による受託銀行変更の申込書を提出して、理事会の承認を得なければならない。 
  第15条（代理交換委託金融機関の除名） 
    規則第９条（準会員銀行の除名）の規定は、委託金融機関についてこれを準用 
   する。 
 
 細則第８条（代理交換委託金融機関の参加申込基準） 
     規則第11条（代理交換委託金融機関の参加）第１項の規定により参加の申込 
    書を提出できるものは、会員銀行の推薦のあるものとする。ただし、受託銀行 
    を会員銀行とする場合および規則第11条第１項ただし書の規定に該当する場合 

には、会員銀行の推薦は省略するものとする。 
 細則第９条（代理交換委託金融機関名簿への登録） 
     交換所は、規則第11条（代理交換委託金融機関の参加）に規定する委託金融 
    機関の参加があったときは、申込書に記載された事項を代理交換委託金融機関 
    名簿に登録し、これをただちに参加銀行に通知するものとする。 
 細則第10条（代理交換委託金融機関の準用規定） 
     細則第５条（準会員銀行名簿の変更）、細則第６条（準会員銀行名簿の抹消）
    および細則第７条（準会員銀行の地位承継の届出）の規定は、委託金融機関に 
    ついてこれを準用する。この場合において、同条中「準会員銀行名簿」とある 
    のは「代理交換委託金融機関名簿」と読み替える。 
 細則第11条（代理交換受託銀行の変更） 
     交換所は、規則第14条（代理交換受託銀行の変更）に規定する代理交換の受 
    託銀行の変更があったときは、これをただちに参加銀行に通知するものとする。 
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       第２節 加入金および経費分担金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 細則第12条（加入金の計算基準） 
     規則第16条（加入金の納付）に規定する加入金は、つぎによる。 
    １．準会員銀行 
      理事会の決議により定められた金額 
    ２．委託金融機関 
      60万円 
 細則第13条（加入金の納付時期） 
     規則第16条（加入金の納付）に規定する加入金は、参加承認の通知を受けた 
    日から１週間以内に納付するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 細則第14条（経費分担金の計算基準） 
    １．規則第19条（経費分担金の納付等）第１項に規定する経費分担金は、つぎ 
     の基準により計算する。 
     ⑴ 準会員銀行 
       協会の一般経常費予算額の半額を、前年の交換高（持出、持帰額の合算）
      により按分した金額と、協会の一般経常費予算額の半額を、協会会員数で 
      除した額に調整割合を乗じた分との合計額、ただし、前年の交換高は前年 

１月１日より12月31日までとして計算する。 
     ⑵ 委託金融機関 
       前年の支払交換高が 10億円未満の場合               180,000円 
         〃       10億円以上      30億円未満   220,000円 
         〃       30億円以上      50億円未満   260,000円 
             〃       50億円以上     100億円未満     300,000円 
             〃       100億円以上     200億円未満     360,000円 

 
 第16条（加入金の納付） 
   規則第６条（準会員銀行の参加）第１項または規則第11条（代理交換委託金融 
  機関の参加）第１項の規定によって理事会の承認を得たものは、加入金として、

細則で定める金額を交換所に納付しなければならない。ただし、第11条（代理交 
  換委託金融機関の参加）第１項ただし書の規定に該当する場合にはこの限りでな 
  い。 
 第17条（加入金等の返還請求） 
   準会員銀行および委託金融機関は、いったん交換所に納付した加入金および経 
  費分担金の返還を請求することはできない。 
 
 

 
 第18条（会員銀行の経費負担） 
   会員銀行の経費負担については、定款で定めるところによる。 
 第19条（経費分担金の納付等） 
  １．準会員銀行および委託金融機関は、毎年経費分担金として、細則で定める基 
   準により計算した金額を交換所に納付しなければならない。ただし、第11条（ 
   代理交換委託金融機関の参加）第１項ただし書の規定に該当する場合にはこの 
   限りでない。 
  ２．準会員銀行および委託金融機関は、前項の経費分担金のほか、臨時経費につ 
   いて理事会の決議があったときは、臨時経費分担金として、その決議にもとづ

き計算した金額を交換所に納付しなければならない。 
  ３．委託金融機関は、受託銀行が代理交換を受託したことにより生ずる費用およ 
   び相当の手数料を受託銀行に支払うものとする。 
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             〃       200億円以上     400億円未満     430,000円 
             〃       400億円以上     600億円未満     500,000円 
             〃       600億円以上     800億円未満     580,000円 
             〃       800億円以上   1,000億円未満     660,000円 
             〃      1,000億円以上   1,500億円未満     750,000円 
             〃      1,500億円以上   2,000億円未満     850,000円 
             〃      2,000億円以上   3,000億円未満     960,000円 
             〃      3,000億円以上   4,000億円未満   1,070,000円 
             〃      4,000億円以上   5,000億円未満   1,180,000円 
             〃      5,000億円以上           1,290,000円 
           ただし、前年の支払交換高は、前年１月１日より12月31日までとして計算 
      する。 
    ２．前項にかかわらず、新たに参加した年度の経費分担金は、当該年度の参加 
     月数に応じて月割計算した金額とする。この場合において前年の交換高は、 
     参加後３か月間の実績を４倍したものとする。 
    ３．第１項にかかわらず、新たに参加した年度の翌年度の経費分担金は、参加 
     年度の実績をその年度末までの参加月数で除し、これに12を乗じたもの（参 
     加月数が３か月に満たない場合には、参加後３か月間の実績を４倍したもの）
     をもって前年の実績とみなし計算する。 
 細則第15条（経費分担金の納付時期） 
     規則第19条（経費分担金の納付等）第１項に規定する経費分担金は、交換所 
    の請求によって毎年４月30日および10月31日までに納付するものとする。ただ 
    し、細則第14条（経費分担金の計算基準）第２項または第３項により計算した 
    経費分担金については、その金融機関が参加した日から４か月以内とすること 
    ができる。 
 
 
       第３節 保 証 金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 細則第16条（保証金の差入基準） 
    １．規則第20条（保証金の差入）に規定する保証金の金額は、つぎの基準によ 
     るものとする。 
     ⑴ 会員銀行および準会員銀行 １００万円 

 
 第20条（保証金の差入） 
   会員銀行、準会員銀行および委託金融機関は、保証金を、細則で定める基準に 
  より、交換所へ差入れなければならない。ただし、第11条（代理交換委託金融機 

関の参加）第１項ただし書の規定に該当する場合にはこの限りでない。 
 第21条（保証金の管理・処分） 
  １．交換所は、差入れられた保証金を管理し、その運用により生じた利息金等                                                                        
   は、各差入銀行に対し支払うものとする。 
  ２．交換所は、規則第39条（交換尻不足金の不払）、規則第42条（手形代り金不 
   払時の措置）または規則第45条（代理交換委託金融機関の不足金の不払）の規 
   定により保証金を充当するほか、保証金を差入れたものが、いったん交換に持 
   出した手形、小切手等に起因する義務を履行しない場合において、相手銀行か 
   ら請求があったときは、保証金を当該銀行に対する支払に充当することができ 
   る。 
  ３．交換所は、保証金を差入れたものが交換所の事業から脱退した場合におい                                                                        
   て、その保証金を留保する必要がないと認めたときは、その脱退の日以降に返 
     還するものとする。 
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     ⑵ 委 託 金 融 機 関                        １００万円 
    ２．保証金を差入れるときは、交換所へ「保証金差入証」（様式第９号）を差 
     入れなければならない。 


