
令和元年９月 

お 客 さ ま 各 位 
 
 

大同信用組合 
 
 
 

消費税率引き上げに伴う取扱手数料改定のお知らせ 
 
 
 
 

 平素は当組合をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 令和元年１０月１日（火）からの消費税率引上げに伴い、当組合での各種

お取扱手数料を改定させて頂きます。 

 改定幅は、消費税率引上率（２％）に見合う分の増額とし、各手数料 

（税抜）額の変更はありません。 

  今後とも、より一層のサービス向上に取組んでまいりますので、何卒ご

理解いただきますようお願い申し上げます。 
 

 

記 

 

 

１．手数料改定日 

  令和元年 10月 1日（火） 

 

２．改定内容 

 消費税率引上げに伴い、各種取扱手数料につきまして新税率（10%）   

を適用しています。 

 

３．手数料 

 別紙「取扱手数料一覧表」（令和元年 10月 1日改訂版）のとおり 

   

 

 

 

 

 
 

 

 



組合員 非組合員 組合員 非組合員 組合員 非組合員

署名鑑登録料 初回のみ ５,５００円 ５万円未満 無料 ２２０円 無料 ３３０円 ５５０円 ６６０円

署名鑑印刷あり ６０５円 ５万円以上 無料 ４４０円 無料 ５５０円 ７７０円 ８８０円

署名鑑印刷なし ３８５円 ５万円未満 無料 無料 ５５円 ５５円 ３３０円 ３３０円

署名鑑印刷あり ７７０円 ５万円以上 無料 無料 ２２０円 ２２０円 ５５０円 ５５０円

署名鑑印刷なし ５５０円 ５万円未満 無料 １１０円 無料 ２２０円 ３３０円 ５５０円

自己宛小切手交付手数料 1枚につき ５５０円 ５万円以上 無料 ３３０円 無料 ４４０円 ５５０円 ７７０円

取扱手数料 1契約につき ３,３００円 1通につき ６６０円

手形交付手数料 1枚につき ５５０円

郵送料込み　 1通につき ５５０円

1件につき １,１００円 大同ネットバンキングサービス手数料 <法人・個人事業者向け>

順スウィングのみお取扱い 無料 組合員 非組合員

年間 １,３２０円 １,１００円 ２,２００円

払込総額 5千万円未満 3/1,000＋消費税 ２,２００円 ３,３００円

払込総額 5千万円以上 2/1,000＋消費税 ２,２００円 ２,２００円

第1種（小型） 年間 １２,０００円

第2種（中型） 年間 １６,５００円 組合員 非組合員

第3種（大型）　<生野支店のみ> 年間 １９,８００円 無料 無料 ５万円未満 ２２０円

当組合のカード 無料 無料 無料 ５万円以上 ３３０円

他金融機関のカード １１０円 無料 無料 ５万円未満 無料

当組合のカード 無料 無料 無料 ５万円以上 無料

他金融機関のカード ２２０円 ５万円未満 ２２０円 ３３０円 ５万円未満 １１０円

５万円以上 ３３０円 ５５０円 ５万円以上 １１０円

５万円未満 無料 　５５円 ５万円未満 無料

５万円以上 無料 ２２０円 ５万円以上 無料

当組合のカード 無料

他金融機関のカード １１０円

普通扱い 1通につき ８８０円

至急扱い 1通につき １,１００円

店頭呈示料 上記の取立料を超える場合は所要実費

すべての手形交換所扱い 1通につき １,１００円

1件につき １,１００円

　(注) 両替機未設置店の窓口両替につきましては、1日1回に限り50枚まで無料です。

５５０円

融資事務手数料
 　不動産担保調査手数料を含みます

　融資金額の
　　　０.１％以上（消費税別途）

２００円

両替手数料 50枚まで

３００円両替機 １００円

　  （注1）他金融機関からの借換による返済の場合は、別途、定めによります。
　　（注2）ご融資関係には上記以外にも手数料をいただくケースがあります。

　　　○上記金額には消費税が含まれています。
　　　○ご不明な点は窓口にお問い合わせください。

501枚以上

窓口扱い ２２０円 ３３０円

ご
融
資
手
数
料

一般融資の非事業資金 1件につき３０,０００円(消費税別途)

融資承認残高が１００百万円以上となる貸出案件、
期限延長も対象とします

個人データ開示手数料 （お客さまご自身に関する個人データの開示に限ります　郵送料込み

抹消手数料　（注1） 1区画当り１０,０００円(消費税別途)

期限前弁済手数料　（注1） 返済額×返済時の約定金利の５０％× 
51枚 ～ 500枚

不動産担保調査手数料
一般融資の事業資金 1件につき５０,０００円(消費税別途)

８８０円
・お預入れ1回あたりの手数料は上記の通りです。
・他金融機関で当組合カードをご利用の場合は提携先所定の手数料が必要です。
・ご利用明細には、お預入れ後の残高を“お取引後残高”欄に表示させていただきます。
・他金融機関のカードをご利用の場合は、所定の手数料を差引きのうえ、お預入れ後の残高を
 “お取引後残高”欄に表示させていただきます。

その他の遠隔地扱い

項　　目 内　　容 組戻料 ・ 不渡手形返却料

お
預
入
れ

下記のカードがご利用できます
　
 　○第二地銀
　 ○信用金庫
　 ○信用組合
　 ○労働金庫
　 ○ゆうちょ銀行
　　の相互入金取扱い金融機関
　　に限ります

時間内 平  日 : 午前8時45分～午後6時まで

神戸・京都・奈良・和歌山・淡路島・姫路の各手形交換所扱い 1通につき

時間外
平　日 : 午後6時以降
土曜日
日曜日

お取扱いしていません

東京・名古屋・横浜・岡山の各手形交換所扱い 1通につき

     当組合本支店 当組合本支店

項　　目 直接入金 ・ 代金取立 ・ 割引手形 ・ 担保手形

取
立
等
手
数
料

手形等取立手数料

大阪手形交換所扱い
1通につき ４４０円

６６０円

　　　　　入出金明細照会
当組合本支店

時間外
土曜日 : 午後2時00分～午後5時00分まで
日曜日 : 午前9時00分～午後5時00分まで

　　　　　振込照会

　　　　　　　

　　 他金融機関
給与振込
賞与振込

他金融機関
・お引出し１回あたりの手数料は上記の通りです。
・他金融機関で当組合カードをご利用の場合は提携先所定の手数料が必要です。
・平日午後６時～午後９時までの間、他金融機関の稼動中のＡＴＭでカードの使用が可能です。
・当組合とネット提携している大阪府下の７信用組合(のぞみ､成協､大阪貯蓄､中央､大阪府警察
　近畿産業､大阪府医師)では平日･土曜日･日曜日ともお互いのカード利用手数料は無料です。
・その他の無料提携組合は平日･土曜日(午後２時迄)に限りお互いのカード利用手数料が無料です。
・残高照会は無料です。
・年末31日は、土曜日扱いでお引出しが可能です。
・土曜日、年末および日曜日にお取扱いできる支店につきましては、窓口にお問合せください。

手数料
(1件あたり)

残高照会

総合振込

他金融機関

Ａ
Ｔ
Ｍ
利
用
手
数
料

お
引
出
し

下記のカードがご利用できます

　 ○銀行
　 ○信託銀行
　 ○信用金庫
　 ○信用組合
　 ○労働金庫
　 ○農業協同組合
　 ○ゆうちょ銀行

時間内
平  日 : 午前8時45分～午後6時00分まで
土曜日 : 午前9時00分～午後2時00分まで

振替 (同一店の同一お客様番号の口座に限ります)

株式払込手数料
照会・振込振替サービスとデータ伝送サービスの契約の場合

ハードトークン再発行手数料

貸金庫使用料

　〔設置店：生野、東香里支店〕

照会・振込振替サービス
手数料(1件あたり)

データ伝送サービス

残高証明書発行手数料

通帳・証書・カードの再発行手数料

貯蓄預金ｽｳｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ取扱手数料 月額基本料（契約料は無料です）

国債振替決済口座管理手数料 照会サービスのみ、または照会・振込振替サービスの契約の場合

手形・小切手交付手数料

振 込 手 数 料
（1件につき）

窓　口

約束手形交付手数料　  1冊(25枚綴り)

ＡＴＭ

当座小切手交付手数料　1冊(50枚綴り)
定　  額
自動送金

マル専
当　座

振込の組戻料

　※ キャッシュカードによる口座からの振替振込は、上記の振込手数料のほかに所定のＡＴＭ利用手数料が必要です。
  ※ 視覚障がいの方が窓口でお振込みされる場合は、ＡＴＭによる振込手数料にてお取扱いさせていただきます。

お 取 扱 手 数 料 一 覧 表（令和1年10月1日改定版）

項　　　目 内　　　容 区　　分
当店あて 本･支店あて 他金融機関あて

           貸出経過月数 
    貸出約定期間（月数） 

1 - 

 (注)店頭で直接口座に入金される分については無料です  

(注)口座への直接 
  入金はできません 

 (注)店頭で直接口座に入金する場合も同様です  

(注) 

取引照会 

振  込 

 (注)店頭で直接口座に入金される分については無料です  


