改元・10連休にかかる会津信用金庫からのお知らせです
天皇陛下のご即位に祝意を表し、今年は4月27日（土）～5月6日（月）までの
10日間が休みとなります。
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※連休中・連休前後のお取引について、特に下記の点にご留意ください。

○法人のお客様

○個人のお客様

● 給与振込や総合振込がある場合は、締め切りに

● 改元を理由にしたキャッシュカード詐欺にご注

ご注意ください。早めのデータ作成・持込をお願
いします。振込資金の引落日も早まります。早め
の資金の準備をお願いします。

意ください。
● 現金のご用意はお済ですか。連休中のＡＴＭの

稼働時間をご確認ください。
● 現金のご用意はお済ですか。連休中のＡＴＭの

稼働時間をご確認ください。

● 10連休前後の窓口は混雑が予想されます。お手

数ですが、余裕をもったご来店をおすすめしま
す。

● 自動引落日が毎月27日～6日のお客様は5月7

日にまとめて口座から引き落とされます。引落
日をご確認のうえ、早めのご入金をお願いしま
す。
● 10連休前後の窓口は混雑が予想されます。お

手数ですが、余裕をもったご来店をおすすめし
ます。

お客様には大変ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
お手数をおかけしますが、お早めにご準備頂きます様よろしくお願いいたします。
詳しくは当信用金庫お取引店または担当者までお問い合わせください。
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お 客 様 各 位
会 津 信 用金 庫

改元・10連休に関わる各種対応について
平素は当金庫をご利用賜り、心より厚く御礼申し上げます。
2019年5月1日（水・祝）に新天皇陛下ご即位に伴う改元が実施され、2019年4月27日（土）から5月6日（月・
祝）にかけて１０連休となることに伴い、早期のご準備をお願いするなど、お客さまにお手数をおかけする
場合がございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
つきましては、当金庫の取扱いをＱ＆Ａにてご案内いたします。

１．改元に関わるＱ＆Ａ
Ｑ１：

Ａ１：

「平成」が記載されている帳

2019 年 5 月以降も、
「平成」表記の帳票類はそのままご使用いただけます。

票・書式類はそのまま使用でき

例）

平成 31 年 5 月 7 日

ますか。

新元号を使用する場合は「平成」に二重線を引き、新元号「令和」をご
記入ください。訂正印は原則不要ですが、業務によっては取引印（場合に
より実印）による訂正をお願いすることもありますので、ご理解いただき
ますよう、お願い申し上げます。
令和
令和
例）平成 1 年 5 月 7 日、平成 元年 5 月 7 日

Ｑ２

Ａ２：

新元号の帳票や手形・小切手を

新元号の帳票や手形・小切手をお渡しするには一定のお時間をいただきま

改元後直ちに使用したいのです

す。主要な帳票は元号表記のないものに切り替えを進めておりますが、
「平

が。

成」表記のある帳票や手形・小切手の使用は可能です。

Ｑ３：

Ａ３：

手形・小切手はそのまま使用で

改元後も、「平成」表記の手形・小切手は使用できます。訂正印は不要で

きますか。

す。ただし、お手数ですが元号部分を下記のとおり訂正いただきますよう
お願い申し上げます。
（訂正例）
令和
平成１年５月７日
（「元年」表示でも差し支えありません）

Ｑ４：

Ａ４：

取引先から訂正のない「平成」

「平成31年5月〇日」の表示は「令和１（元）年」と読替してお取扱いし

表記の手形を受け取ったが、振

ます。

出人の訂正が必要ですか。

「平成1（元）年5月〇日」については、「令和」への訂正が必要となりま
す。

Ｑ５：

Ａ５：

運転免許証等の官公署発行の証

運転免許証等の官公署発行の証明書等は、「平成」表記の場合も有効な証

明書等は、「平成」表記でも有

明書等として受け付けます。

効ですか？

２．10 連休に関わるＱ＆Ａ
Ｑ１：

Ａ１：

１０連休中に営業店は営業して

本店及び各営業店は４月２７日（土）から５月６日（月・祝）の１０連休

いますか。

期間中はお休みさせていただきます。

Ｑ２：

Ａ２：

１０連休中にＡＴＭは使用でき

当金庫キャッシュカードは、当金庫ＡＴＭ・他行ＡＴＭ・コンビニＡＴＭ

ますか。

ともに、通常の土・日・祝日の取扱いでご利用いただけます。
設置場所によりお取引内容・ご利用可能日・ご利用時間が異なりますので、
詳しくは当金庫ホームページ（http://www.aizu-shinkin.jp/）の「店舗・
ＡＴＭのご案内」をご覧ください。

Ｑ３：

Ａ３：

キャッシュカードを盗まれまし

下記キャッシュカード等の紛失・盗難・偽造等受付センター（２４時間受

た。どこに連絡したら良いでし

付）にご連絡頂くとともに、最寄りの警察への届出をお願いいたします。

ょうか。

しんきん自動機監視センター：０２２－２６１－４８１１
しんきん夜間受付センター ：０１２０－７９３－７１４

Ｑ４：

Ａ４：

ＡＴＭやインターネットバンキ

インターネットバンキングによる土・日・祝日を指定日とする予約振込み

ングによる１０連休中の振込み

はできません。

は受取人口座にいつ入金になり

ただし、インターネットバンキングやＡＴＭによる即時振込（※）は通常

ますか。

どおり可能です。なお、即時入金に対応している金融機関は、一般社団法
人全国銀行資金決裁ネットワークのホームページの「モアタイムシステム
参加金融機関一覧」で確認できます。
一般社団法人全国銀行資金決裁ネットワークのホームページ
（https://www.zengin-net.jp）
※お振込み先の金融機関、口座の状況によっては、即時での入金とならな
い場合がございますので、ご注意ください。

Ｑ５：

Ａ５：

１０連休中が口座振替の引落日

引落日が金融機関休業日にあたる場合、翌営業日（５月７日（火））を引

にあたる場合、いつ引落しされ

落日とする収納企業と前営業日（４月２６日（金））を引落日とする収納

ますか。

企業があります。詳しくは収納企業にお問い合わせください。

Ｑ６：

Ａ６：

データ伝送サービスの送信期限

①総合振込は、振込指定日の前営業日１８：００まで

はいつになりますか。

②給与・賞与振込は、振込指定日の２営業日前１４：００まで

なお、１０連休中は営業日ではありませんのでご注意ください。
例：振込指定日が５月７日（火）の場合
総合振込の送信時限は４月２６日（金）１８：００です。
給与・賞与振込の送信時限は４月２５日（木）１４：００です。
Ｑ７：

Ａ７：

４月２７日（土）～５月６日（月） 同期間に満期日を迎える定期預金は、翌営業日の５月７日（火）以降にお
を満期日とした定期預金の取扱

手続きいただけます。

いはどうなりますか。
Ｑ８：

Ａ８：

４月２７日（土）～５月６日（月） 同期間中に到来する「ご返済日」または「期日」は、翌営業日の５月７日
を「返済日」または「期日」と

（火）となります。

なる借入金の取扱いはどうなり
ますか。
Ｑ９：

Ａ９：

海外からの送金のお受取り（被

送金到着のご案内は５月７日（火）以降となりますが、５月７日（火）は

仕向送金）はどのようになりま

連休中のお取引が集中するため、お手続きが遅れる場合がございます。

すか。
Ｑ１０：

Ａ１０：

連休に伴い、信用金庫取引にお

①１０連休となることにより、連休前後は窓口受付が集中し、通常よりも

ける注意事項を教えてくださ

お取引完了にお時間を頂戴することが予想されますので、事前に予定され

い。

ているお手続き等につきましては、お早目にご対応くださいますようお願
い申し上げます。
②連休前後を指定日とする給与振込、総合振込、口座振替等のお取引につ
きましては、通常に比べて締切りにご注意ください。早めのデータ作成・
持込をお願いいたします。
③通常、月初にお送りしているお客さま宛の郵送物は１０連休明けの送付
となりますので、あらかじめご了承ください。

以

上

２０１９年４月１日
会津信用金庫

投信窓販業務における天皇即位に伴う 10 連休に係るご留意事項について

日頃は会津信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の成立・公
布に伴い、本年４月 27 日（土）から５月６日（月）までが 10 連休となります。
会津信用金庫においては、当該 10 連休対応として、お客様に極力ご不便をおかけするこ
とのないよう準備を進めておりますが、一部お取引にてお客様にお手数をおかけする場合
がございます。
つきましては、会津信用金庫の投信窓販業務における主なご留意事項を下記のとおりご
案内いたしますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
記
・ご来店について
10 連休中は金融機関および取引市場が休業日となり、期間中の投資信託に係る
取引ができないため、10 連休前後において店頭等での混雑が予想されます。10 連
休前後の営業日には取引に係る手続きに時間を要する可能性があることから、余裕
をもってご来店いただきますようお願いいたします。
・投資信託商品の基準価額について
投資信託商品における注文日と基準価額決定日が 10 連休をまたぐ場合があり、
10 連休中に国内や海外において金融市場に影響を及ぼす事象が発生した場合など、
10 連休明けの基準価額が大きく変動する可能性がございます。
・投資信託商品の分配金や解約金のお支払いについて
投資信託商品おける分配金や解約代金のお支払いが 10 連休をまたぐ場合があ
り、その場合には通常よりも現金化に時間を要することとなります。
・送付物の配送遅延について
配送業者における 10 連休前後の業務多忙等により、取引報告書等のお客様宛の
送付物の到着が遅延する可能性がございます。
以

上

