「家族リレー信託」約款変更予定に関する公告
2020 年 2 月 28 日
受益者 各位
東京都千代田区丸の内１丁目１番 2 号
株式会社三井住友銀行
代表取締役

髙島 誠

弊行で提供しております「家族リレー信託」の約款を下記の通り変更致しますので、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第一項に基づき公告致します。

記
１．変更の対象となる商品名称
家族リレー信託
２．約款変更効力発生日
2020 年 4 月 1 日
３．約款変更を行う理由
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン、2020 年 4
月 1 日の民法改正等について、約款の改定対応を実施します。
４．金融庁長官等の認可を受けた年月日
2020 年 2 月 27 日
５．異議申立の方法について
本件に対し異議のある受益者は、本公告掲載の翌日から１箇月以内に、当行国内本
支店窓口までお申し出ください。
かかる期間内に異議を述べた受益者は、変更後家族リレー信託第 29 条第 4 項に従
い本信託を終了させることができます（受益者が受託者に対して受益権の買取請求
を行った場合にも、当該終了手続をもってこれに代えさせていただきます。）。

６．変更の内容
変更前

第 9 条（受益者等）
1. １．本信託においては、委託者は、信託契約

変更後
第 9 条（受益者等）
1.

本信託においては、委託者は、信託契約

日に受益権を取得します（以下委託者で

日に受益権を取得します（以下委託者で

ある受益者を「第一受益者」といいま

ある受益者を「第一受益者」といいま

す。）。第一受益者は、申込書において

す。）。第一受益者は、申込書において

指定された方法により、本信託の信託財

指定された方法により、本信託の信託財

産の交付を受けることができます。ただ

産の交付を受けることができます。ただ

し、第 3 項に規定する方法により留保金

し、第 3 項に規定する方法により留保金

受取人が指定された場合には、第一受益

受取人が指定された場合には、第一受益

者が交付を受けられる金額は、本信託の

者が交付を受けられる金額は、本信託の

信託財産の金額から留保金受取人が受

信託財産の金額から留保金受取人が受

け取るべき金額を控除した残額までと

け取るべき金額を控除した残額までと

します。なお、第一受益者が死亡した場

します。なお、第一受益者が死亡した場

合には、第一受益者の保有する受益権は

合には、第一受益者の保有する受益権は

消滅します。また、本項、第 3 項から第

消滅します。また、本項、第 3 項から第

7 項まで、および第 18 条第 9 号におい

7 項まで、および第 18 条第 11 号におい

て、受託者において受託者所定の方法に

て、受託者において受託者所定の方法に

より委託者または第一受益者が死亡し

より委託者または第一受益者が死亡し

たことを知ることがない限り、受託者

たことを知ることがない限り、受託者

は、委託者または第一受益者が死亡して

は、委託者または第一受益者が死亡して

いないものとして取り扱うものとし、受

いないものとして取り扱うものとし、受

託者は、当該取扱いにより委託者、受益

託者は、受託者に過失がある場合を除

者および委託者または受益者の相続人

き、当該取扱いにより委託者、受益者お

その他の第三者に生じた損害について

よび委託者または受益者の相続人その

一切責任を負わないものとします。

他の第三者に生じた損害について責任
を負わないものとします。

6.

第二受益者が委託者の死亡以前に死亡

6.

第二受益者が委託者の死亡以前に死亡

した場合（第二受益者が委託者の死亡と

した場合（第二受益者が委託者の死亡と

同時に死亡した場合（民法第 32 条の 2

同時に死亡した場合（民法第 32 条の 2

の規定により同時に死亡したものと推

の規定により同時に死亡したものと推

定される場合を含みます。）を含みま

定される場合を含みます。）を含みま

す。）には、当該第二受益者は受益権を

す。）には、当該第二受益者は受益権を

取得しません。この場合、当該第二受益

取得しません。この場合、当該第二受益

者が(i)留保金受取人である場合には留

者が(i)留保金受取人である場合には留

8.

保金の額に、(ii)残余金受取人である場

保金の額に、(ii)残余金受取人である場

合には残余金のうち申込書記載の割合

合には残余金のうち申込書記載の割合

その他この約款に定める方法により委

その他この約款に定める方法により委

託者が指定する割合に、それぞれ相当す

託者が指定する割合に、それぞれ相当す

る信託財産の給付を内容とする債権（受

る信託財産の給付を内容とする債権（受

益債権であるもののほか、帰属権利者と

益債権であるもののほか、帰属権利者と

して取得する債権を含み、以下「受益権

して取得する債権を含み、以下「受益権

等」といいます。）は、委託者の相続財

等」といいます。）は、委託者の相続財

産を構成するものとして取り扱うもの

産を構成するものとして取り扱うもの

とします。ただし、委託者の遺言により

とします。ただし、委託者の遺言により

第二受益者が変更された場合において、

第二受益者が変更された場合において、

委託者の死亡後に第 10 項なお書きに規

委託者の死亡後に第 10 項なお書きに規

定する方法によりその旨受託者に通知

定する方法によりその旨受託者に通知

されたときは、当該変更後の第二受益者

されたときは、当該変更後の第二受益者

（当該第二受益者が死亡していない場

（当該第二受益者が死亡していない場

合に限ります。）の受益権は、委託者の

合に限ります。）の受益権は、委託者の

相続財産を構成しないものとして取り

相続財産を構成しないものとして取り

扱うものとします。なお、本項ならびに

扱うものとします。なお、本項ならびに

第 18 条第 9 号および第 11 号において、

第 18 条第 11 号および第 13 号において、

受託者において受託者所定の方法によ

受託者において受託者所定の方法によ

り第二受益者が死亡したことを知るこ

り第二受益者が死亡したことを知るこ

とがない限り、受託者は、第二受益者が

とがない限り、受託者は、第二受益者が

死亡していないものとして取り扱うも

死亡していないものとして取り扱うも

のとし、受託者は、当該取扱いにより委

のとし、受託者は、当該取扱いにより委

託者、受益者および委託者または受益者

託者、受益者および委託者または受益者

の相続人その他の第三者に生じた損害

の相続人その他の第三者に生じた損害

について一切責任を負わないものとし

について、受託者に過失がある場合を除

ます。

き、責任を負わないものとします。

第二受益者が受益を承認する場合には、 8.

第二受益者が受益を承認する場合には、

その旨の意思表示を受託者所定の書面

その旨の意思表示を受託者所定の書面

により行うとともに、受託者所定の手続

により行うとともに、受託者所定の手続

により本信託の信託財産の交付を受け

により本信託の信託財産の交付を受け

る方法の指定（本信託の信託財産の一括

る方法の指定（本信託の信託財産の一括

交付または分割交付の指定、当該信託財

交付または分割交付の指定、当該信託財

産に属する金銭の入金先となる預金口

産に属する金銭の入金先となる預金口

座の変更等を含みます。）を行うものと

座の変更等を含みます。）を行うものと

します。なお、第二受益者による当該受

します。なお、第二受益者による当該受

益の意思表示が受託者に到達した後、第

益の意思表示が受託者に到達した後、第

二受益者は、受益権を放棄することはで

二受益者は、受益権を放棄することはで

きないものとします。受託者は、第二受

きないものとします。受託者は、第二受

益者による受益の意思表示および本信

益者による受益の意思表示および本信

託の信託財産の交付を受ける方法の指

託の信託財産の交付を受ける方法の指

定が受託者所定の書面により行われな

定が受託者所定の書面により行われな

い間、第二受益者に対する本信託の信託

い間、第二受益者に対する本信託の信託

財産の交付を行わないことができ、当該

財産の交付を行わないことができ、当該

交付を行わないことについて一切責任

交付を行わないことについて生じた損

を負いません。

害について生じた損害については、受託
者に過失がある場合を除き、責任を負い
ません。

10. 委託者は、受託者所定の方法により受託

10. 委託者は、受託者所定の方法により受託

者に対して通知することにより、委託者

者に対して通知することにより、委託者

の推定相続人の中から、第二受益者を変

の推定相続人の中から、第二受益者を変

更（追加、取消しを含みます。ただし、

更（追加、取消しを含みます。ただし、

留保金受取人の変更は、留保金受取人と

留保金受取人の変更は、留保金受取人と

なるべき者として指定された者を他の

なるべき者として指定された者を他の

者に交替的に変更することのみできる

者に交替的に変更することのみできる

ものとします。）することができます。

ものとします。）することができます。

なお、委託者が遺言により第二受益者を

なお、委託者が遺言により第二受益者を

変更する場合（ただし、遺言による第二

変更する場合（ただし、遺言による第二

受益者の変更は、第二受益者となるべき

受益者の変更は、第二受益者となるべき

者として指定された者を他の者に交替

者として指定された者を他の者に交替

的に変更することのみできるものとし

的に変更することのみできるものとし

ます。）には、委託者、委託者の相続人

ます。）には、委託者、委託者の相続人

その他の利害関係を有する者が当該変

その他の利害関係を有する者が当該変

更内容に係る証拠を添付のうえ、受託者

更内容に係る証拠を添付のうえ、受託者

所定の方法により受託者に対して通知

所定の方法により受託者に対して通知

しない限り、受託者は、第二受益者の変

しない限り、受託者は、第二受益者の変

更がなされていないものと取り扱うこ

更がなされていないものと取り扱うこ

とができ、当該取扱いにより既に行った

とができ、当該取扱いにより既に行った

本信託の信託財産の交付は有効とみな

本信託の信託財産の交付は有効とみな

されるものとし、受託者は、当該取扱い

されるものとし、受託者は、当該取扱い

により委託者および委託者の相続人そ

により委託者および委託者の相続人そ

の他の第三者に生じた損害について一

の他の第三者に生じた損害について、受

切責任を負わないものとします。また、

託者に過失がある場合を除き、責任を負

第 3 項または本項の規定による第二受

わないものとします。また、第 3 項また

益者の指定内容について受託者は検証

は本項の規定による第二受益者の指定

を行わず、当該指定内容が万一この約款

内容について受託者は検証を行わず、当

の規定に違反するものであるとしても、

該指定内容が万一この約款の規定に違

当該指定内容に従った取扱いは有効と

反するものであるとしても、当該指定内

みなされるものとし、受託者は、当該取

容に従った取扱いは有効とみなされる

扱いにより委託者および委託者の相続

ものとし、受託者は、当該取扱いにより

人その他の第三者に生じた損害につい

委託者および委託者の相続人その他の

て一切責任を負いません。

第三者に生じた損害について、受託者に
過失がある場合を除き、責任を負いませ
ん。

第 17 条（信託の終了）
2.

受託者は、次のいずれかに該当するとき

第 17 条（信託の終了）
2.

受託者は、次のいずれかに該当するとき

は、委託者（ただし、委託者の死亡後に

は、委託者（ただし、委託者の死亡後に

おいては、この限りではありません。）

おいては、この限りではありません。）

および受益者に通知することにより、何

および受益者に通知することにより、何

らの催告を要することなく、本信託を終

らの催告を要することなく、本信託を終

了することができるものとします。な

了することができるものとします。な

お、本項の規定による本信託の終了によ

お、本項の規定による本信託の終了によ

り委託者または受益者に生じた損害に

り委託者または受益者に生じた損害に

ついて受託者は責任を負いません。

ついて、受託者に過失がある場合を除
き、受託者は責任を負いません。

①

②

受託者が第 9 条第 7 項に規定する通
知を発出した日から 3 ヵ月以内に、

知を発出した日から 3 ヵ月以内

第二受益者が受託者に対して受益

に、第二受益者が受託者に対して

を承認する旨または受益権を放棄

受益を承認する旨または受益権

する旨の意思表示を行わない場合

を放棄する旨の意思表示を行わ

委託者または受益者が第 26 条第 1

ない場合

項から第 3 項までの規定を遵守せ
③

①受託者が第 9 条第 7 項に規定する通

②

委託者または受益者が第 26 条第 1

ずまたはこれに違反したとき

項から第 3 項までの規定を遵守せ

税制の変更、経済情勢の変化、天災

ずまたはこれに違反したとき

地変、戦争、内乱、騒乱その他の相
当の事由により信託目的の達成ま

③

税制の変更、経済情勢の変化、天災
地変、戦争、内乱、騒乱その他の相

たは信託事務の遂行が不可能また

当の事由により信託目的の達成ま

は著しく困難となったと受託者が

たは信託事務の遂行が不可能また

認めたとき

は著しく困難となったと受託者が
認めたとき

第 18 条（信託の終了事由）

第 18 条（信託の終了事由）

本信託は、次のいずれかに該当するときに

本信託は、次のいずれかに該当するときに終

終了します。

了します。

① 信託期間満了日が経過したとき

①

信託期間満了日が経過したとき

②

②

前条第 1 項ただし書きの規定により本

前条第 1 項ただし書きの規定により本
信託の全部が終了するとき

③

前条第 2 項の規定により受託者が委託

信託の全部が終了するとき
③

前条第 2 項の規定により受託者が委託

者および受益者に発出する本信託の終

者および受益者に発出する本信託の終

了通知に信託終了日として記載され特

了通知に信託終了日として記載され特

定される日が経過したとき

定される日が経過したとき

④ ＜新設＞

④ 第 18 条の 2 第 1 項または第 2 項の規定
により本信託の全部が終了するとき

④ 第 20 条第 2 項の規定により本信託の全

⑤

部が終了するとき
⑥ ＜新設）＞

第 20 条第 2 項の規定により本信託の全
部が終了するとき

⑥

第 26 条第 5 項の規定により本信託の全
部が終了するとき

⑤ 第 29 条第 4 項の規定により本信託の全

⑦

部が終了するとき
⑥

⑦

⑧

申込書において指定された方法により

第 29 条第 4 項の規定により本信託の全
部が終了するとき

⑧

申込書において指定された方法により

信託財産を第一受益者に対して交付す

信託財産を第一受益者に対して交付す

ることにより本信託の信託財産の全部

ることにより本信託の信託財産の全部

がなくなるとき

がなくなるとき

留保金の額に満つるまで信託財産を留

⑨

留保金の額に満つるまで信託財産を留

保金受取人に対して交付することによ

保金受取人に対して交付することによ

り本信託の信託財産の全部がなくなる

り本信託の信託財産の全部がなくなる

とき

とき

残余金のうち申込書記載の割合その他

⑩

残余金のうち申込書記載の割合その他

この約款に定める方法により委託者が

この約款に定める方法により委託者が

指定する割合に相当する信託財産を残

指定する割合に相当する信託財産を残

余金受取人に対して交付することによ

余金受取人に対して交付することによ

り本信託の信託財産の全部がなくなる

り本信託の信託財産の全部がなくなる

とき
⑨

⑩

⑪

⑫

第二受益者の全部が委託者の死亡以前

とき
⑪

第二受益者の全部が委託者の死亡以前

に死亡している場合（第二受益者が委託

に死亡している場合（第二受益者が委託

者の死亡と同時に死亡した場合（民法第

者の死亡と同時に死亡した場合（民法第

32 条の 2 の規定により同時に死亡した

32 条の 2 の規定により同時に死亡した

ものと推定される場合を含みます。）を

ものと推定される場合を含みます。）を

含みます。）において、委託者が第二受

含みます。）において、委託者が第二受

益者を変更しないまま死亡したとき

益者を変更しないまま死亡したとき

第二受益者から受託者所定の方法によ

⑫

第二受益者から受託者所定の方法によ

る受益権を放棄する旨の意思表示が受

る受益権を放棄する旨の意思表示が受

託者に到達したとき（本信託のうち第 9

託者に到達したとき（本信託のうち第 9

条第 3 項の規定による分割後の新たな

条第 3 項の規定による分割後の新たな

信託であって、当該第二受益者のみを受

信託であって、当該第二受益者のみを受

益者とするものに限ります。）

益者とするものに限ります。）

第二受益者が受益権の取得後に死亡し

⑬

第二受益者が受益権の取得後に死亡し

たとき（本信託のうち第 9 条第 3 項の規

たとき（本信託のうち第 9 条第 3 項の規

定による分割後の新たな信託であって、

定による分割後の新たな信託であって、

当該第二受益者のみを受益者とするも

当該第二受益者のみを受益者とするも

のに限ります。）

のに限ります。）

遺留分減殺請求に基づき本信託の信託

⑭

遺留分減殺請求に基づき本信託の信託

財産の全部が第二受益者以外の遺留分

財産の全部が第二受益者以外の遺留分

権利者に帰属することが、第 19 条の 2

権利者に帰属することが、第 19 条の 2

第 1 項に規定する確定判決等により受

第 1 項に規定する確定判決等により受

託者に判明したとき

託者に判明したとき

第 18 条の 2（マネー・ローンダリング等に

第 18 条の 2（マネー・ローンダリング等に

係る取引の制限）＜新設＞

係る取引の制限）
1.

受託者は、委託者または受益者の情報お
よび具体的な取引の内容等を適切に把
握するため、提出期限を限定して各種確
認や資料の提出を求めることがありま
す。委託者または受益者が正当な理由な
く指定した期限までに回答しない場合
には、受託者は、追加信託その他この約
款に基づく取引の一部を制限しまたは
本信託を終了させることができるもの

とします。
2.

前項の各種確認や資料の提出の求めに
対する委託者または受益者の回答、具体
的な取引の内容、委託者または受益者の
説明内容およびその他の事情を考慮し
て、受託者がマネー・ローンダリング、
テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法
令等への抵触のおそれがあると判断し
た場合には、受託者は、追加信託その他
のこの約款に基づく取引の全部または
一部を制限しまたは本信託を終了させ
ることができるものとします。

3.

前二項に定めるいずれの取引の制限に
ついても、委託者または受益者からの説
明等に基づき、マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法
令等への抵触のおそれが合理的に解消
されたと受託者が認める場合には、受託
者は当該取引の制限を解除できるもの
とします。

第 19 条（信託財産の交付）

第 19 条（信託財産の交付）

1. 前条各号に掲げる事由により本信託が

1.

第 18 条各号に掲げる事由により本信託

終了した場合には、受託者は、受益者に

が終了した場合には、受託者は、受益者

対し、信託終了日の翌日以降において、

に対し、信託終了日の翌日以降におい

第 15 条の規定により支払われる収益金

て、第 15 条の規定により支払われる収

とともに、合同運用財産の中から元本金

益金とともに、合同運用財産の中から元

額を受益者が指定した方法により金銭

本金額を受益者が指定した方法により

で支払います（なお、以下本条の規定に

金銭で支払います（なお、以下本条の規

より収益金および元本金額が支払われ

定により収益金および元本金額が支払

る日（当該日が銀行法に定める銀行の休

われる日（当該日が銀行法に定める銀行

日である場合には、その翌営業日としま

の休日である場合には、その翌営業日と

す。）を「信託財産交付日」といいます。）。

します。）を「信託財産交付日」といい
ます。）。

4.

受益者は、第 1 項から第 3 項までの規定
により本信託の信託財産の交付を受け

4.

受益者は、第 1 項から第 3 項までの規定
により本信託の信託財産の交付を受け

る場合には、受託者の求めに応じ、受託

る場合には、受託者の求めに応じ、受託

者所定の書面に届出の印章により記名

者所定の書面に届出の印章により記名

押印して提出するものとします。なお、

押印して提出するものとします。なお、

第 17 条第 2 項第 2 号に掲げる事由に該

第 17 条第 2 項第 2 号に掲げる事由に該

当することにより前条第 3 号に掲げる

当することにより第 18 条第 3 号に掲げ

事由により本信託が終了する場合には、

る事由により本信託が終了する場合に

受託者は、相当の期間をおき、必要な書

は、受託者は、相当の期間をおき、必要

類等の提出または保証人を求めること

な書類等の提出または保証人を求める

があります。また、受託者は、本信託の

ことがあります。また、受託者は、本信

終了に係る手続に際して必要と認める

託の終了に係る手続に際して必要と認

場合には、正当な権利者を確認する目的

める場合には、正当な権利者を確認する

で証拠の提出を受益者その他の権利者

目的で証拠の提出を受益者その他の権

に対し求めることができ、当該確認が完

利者に対し求めることができ、当該確認

了するまでの間、受益者その他の権利者

が完了するまでの間、受益者その他の権

に対する本信託の信託財産の交付を行

利者に対する本信託の信託財産の交付

わないことができ、当該交付を行わない

を行わないことができ、当該交付を行わ

ことについて一切責任を負いません。

ないために生じた損害については、受託
者に過失がある場合を除き、責任を負い
ません。

5. 前各項の規定にかかわらず、前条第 12

5.

前各項の規定にかかわらず、第 18 条第

号に掲げる事由により本信託が終了し

14 号に掲げる事由により本信託が終了

た場合には、遺留分権利者の指定した方

した場合には、遺留分権利者の指定した

法により合同運用財産の中から金銭で

方法により合同運用財産の中から金銭

支払います。なお、(i)前条第 9 号に掲

で支払います。なお、(i)第 18 条第 11

げる事由により本信託が終了した場合

号に掲げる事由により本信託が終了し

における受益権等または(ii)前条第 10

た場合における受益権等または(ii)第

号に掲げる事由により本信託が終了し

18 条第 12 号に掲げる事由により本信託

た場合における、受益権の放棄を行った

が終了した場合における、受益権の放棄

第二受益者が(a)留保金受取人である場

を行った第二受益者が(a)留保金受取人

合には留保金の額に、(b)残余金受取人

である場合には留保金の額に、(b)残余

である場合には残余金のうち申込書記

金受取人である場合には残余金のうち

載の割合その他この約款に定める方法

申込書記載の割合その他この約款に定

により委託者が指定する割合に、それぞ

める方法により委託者が指定する割合

れ相当する信託財産に係る受益権等は、

に、それぞれ相当する信託財産に係る受

委託者の相続財産を構成するものとし

益権等は、委託者の相続財産を構成する

て取り扱われ、当該委託者の相続人（受

ものとして取り扱われ、当該委託者の相

遺者等の承継者を含みます。）が指定し

続人（受遺者等の承継者を含みます。）

た方法により合同運用財産の中から金

が指定した方法により合同運用財産の

銭で支払います。また、前条第 11 号に

中から金銭で支払います。また、第 18

掲げる事由により本信託が終了した場

条第 13 号に掲げる事由により本信託が

合における受益権は、各第二受益者の相

終了した場合における受益権は、各第二

続財産を構成するものとして取り扱わ

受益者の相続財産を構成するものとし

れ、当該第二受益者の相続人（受遺者等

て取り扱われ、当該第二受益者の相続人

の承継者を含みます。）が指定した方法

（受遺者等の承継者を含みます。）が指

により合同運用財産の中から金銭で支

定した方法により合同運用財産の中か

払います。

ら金銭で支払います。

第 19 条の 2（受託者または第二受益者に対

第 19 条の 2（受託者または第二受益者に対

して遺留分減殺請求がなされた場合）

して遺留分減殺請求がなされた場合）

1.

1.

本信託の第二受益者に対する受益権を

本信託の第二受益者に対する受益権を

取得させることについて受託者に対し

取得させることについて受託者に対し

て遺留分減殺請求がなされた場合、また

て遺留分減殺請求がなされた場合、また

は、本信託の第二受益者に対して遺留分

は、本信託の第二受益者に対して遺留分

減殺請求がなされたことが第二受益者

減殺請求がなされたことが第二受益者

から受託者所定の方法により通知され

から受託者所定の方法により通知され

た場合、受託者は、当該遺留分減殺請求

た場合、受託者は、当該遺留分減殺請求

に基づき本信託の信託財産の全部また

に基づき本信託の信託財産の全部また

は一部が第二受益者以外の遺留分権利

は一部が第二受益者以外の遺留分権利

者に帰属することおよび本信託の信託

者に帰属することおよび本信託の信託

財産のうち当該権利者に帰属すべき具

財産のうち当該権利者に帰属すべき具

体的な金額（以下「遺留分相当額」とい

体的な金額（以下「遺留分相当額」とい

います。）が明示されている確定判決、

います。）が明示されている確定判決、

和解調書、調停調書または第二受益者お

和解調書、調停調書または第二受益者お

よび遺留分権利者間の合意書等（以下

よび遺留分権利者間の合意書等（以下

「確定判決等」といいます。）が受託者

「確定判決等」といいます。）が受託者

に提示されるまでの間、第二受益者に対

に提示されるまでの間、第二受益者に対

して本信託の信託財産の交付を行わな

して本信託の信託財産の交付を行わな

いことができ、当該交付を行わないこと

いことができ、当該交付を行わないため

について一切責任を負いません。

に生じた損害については、受託者に過失
がある場合を除き、責任を負いません。

2.

遺留分減殺請求に基づき信託財産の一
部が第二受益者以外の遺留分権利者に

2.

遺留分減殺請求に基づき信託財産の一
部が第二受益者以外の遺留分権利者に

帰属することおよびその具体的な遺留

帰属することおよびその具体的な遺留

分相当額が明示されている確定判決等

分相当額が明示されている確定判決等

を添付のうえ、受託者所定の書面により

を添付のうえ、受託者所定の書面により

遺留分権利者から遺留分相当額の支払

遺留分権利者から遺留分相当額の支払

請求があり、受託者がこれを承認した場

請求があり、受託者がこれを承認した場

合には、受託者は、第 19 条第 2 項の規

合には、受託者は、第 19 条第 2 項の規

定に準じて、遺留分権利者に遺留分相当

定に準じて、遺留分権利者に遺留分相当

額の金銭を一括して支払うものとしま

額の金銭を一括して支払うものとしま

す。

す。

3.＜新設＞

3.

前二項の規定は、委託者が 2019 年 7 月
1 日以降に死亡した場合には、適用しな
いものとします。

第 21 条（元本補てん・予定配当率・利益補

第 21 条（元本補てん・予定配当率・利益補

足）

足）

1.

受託者は、本信託の元本に万一欠損が生

1.

受託者は、本信託の元本に万一欠損が生

じた場合には、本信託の終了のときに完

じた場合には、本信託の終了のときに完

全にこれを補てんします。

全にこれを補てんします。

受託者が補てんする欠損は、信託法第

受託者が補てんする欠損は、信託法第

13 条に定める一般に公正妥当と認めら

13 条に定める一般に公正妥当と認めら

れる会計の慣行および本約款上の規定

れる会計の慣行およびこの約款上の規

に基づき計算された信託終了時の欠損

定に基づき計算された信託終了時の欠

をいいます。ただし、受託者に預金保険

損をいいます。ただし、受託者に預金保

法に定める保険事故等が発生した場合、

険法に定める保険事故等が発生した場

受託者に対する与信等に係る損失は、当

合、受託者に対する与信等に係る損失

該欠損額から控除します。

は、当該欠損額から控除します。

第 24 条の 2（休眠預金等活用法に係る異動

第 24 条の 2（休眠預金等活用法に係る異動

事由）

事由）

受託者は、この信託財産について、以下

受託者は、この信託財産について、以下

の事由を休眠預金等活用法に基づく異

の事由を休眠預金等活用法に基づく異

動事由として取り扱います。

動事由として取り扱います。

1.

一部解約（委託者の同意を得て受益

① 一部解約（委託者の同意を得て受益

者から申し出があり、受託者でこれ

者から申し出があり、受託者でこれ

を認めた場合に限ります。）、信託

を認めた場合に限ります。）、信託

金の追加、その他の事由により信託

金の追加、その他の事由により信託

2.

財産の額に異動があったこと（受託

財産の額に異動があったこと（受託

者からの収益金の分配に係るもの

者からの収益金の分配に係るもの

を除きます。）

を除きます。）

受益者から、この信託財産について

② 受益者から、この信託財産について

次に掲げる情報の提供の求めがあ

次に掲げる情報の提供の求めがあ

ったこと（この信託財産が休眠預金

ったこと（この信託財産が休眠預金

等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告

等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告

の対象となっている場合に限りま

の対象となっている場合に限りま

す。）。

す。）。

①

イ

公告の対象となる信託財産で
あるかの該当性

②

公告の対象となる信託財産で
あるかの該当性

受益者が公告前の休眠預金等

ロ

受益者が公告前の休眠預金等

活用法に基づく通知を受け取

活用法に基づく通知を受け取

る住所地

る住所地

第 24 条の 4（休眠預金等代替金の支払に係

第 24 条の 4（休眠預金等代替金の支払に係

る申し出の委任）

る申し出の委任）

1. この信託財産について長期間取引がな

2. この信託財産について長期間取引がな

い場合、休眠預金等活用法にもとづきこ

い場合、休眠預金等活用法に基づきこの

の信託財産に係る債権は消滅し、受益者

信託財産に係る債権は消滅し、受益者

は、預金保険機構に対する休眠預金等代

は、預金保険機構に対する休眠預金等代

替金債権を有することになります。

替金債権を有することになります。

第 25 条（善管注意義務等）

第 25 条（善管注意義務等）

受託者は、本信託の本旨にしたがい善良

受託者は、本信託の本旨にしたがい善良

な管理者の注意をもって、かつ、受益者

な管理者の注意をもって、かつ、受益者

のために忠実に、信託業務および信託事

のために忠実に、信託業務および信託事

務を遂行します。受託者は、当該義務を

務を遂行します。受託者は、当該義務を

怠らない限り、原因の如何にかかわら

怠らない限り、原因の如何にかかわら

ず、本信託の信託財産に生じた損害につ

ず、本信託の信託財産に生じた損害につ

いて、委託者および受益者に対して一切

いて、受託者に過失がある場合を除き、

責任を負いません。

委託者および受益者に対して責任を負
いません。

第 26 条（反社会的勢力の排除）

第 26 条（反社会的勢力の排除）

5.

5.

＜新設＞

本信託がマネー・ローンダリング、テロ

資金供与または経済制裁関係法令等に
抵触する取引に利用され、またはそのお
それがあると合理的に認められる場合
において、取引を継続することが不適切
であるときは、受託者は受益者に通知す
ることにより、本信託の全部を終了させ
ることができるものとします。
第 30 条（印鑑届出・印鑑照合）

第 30 条（印鑑届出・印鑑照合）

2.

2.

受託者は、信託関係者の記名捺印のある

受託者は、信託関係者の記名捺印のある

受領書その他の書類につきその押捺さ

受領書その他の書類につきその押捺さ

れた印影を前項の届出印鑑と相当の注

れた印影を前項の届出印鑑と相当の注

意をもって照合し、相違ないものと認め

意をもって照合し、相違ないものと認め

て信託財産の交付その他の処理をした

て信託財産の交付その他の処理をした

場合には、印章の偽造、変造、盗用その

場合には、印章の偽造、変造、盗用その

他事情の如何にかかわらず、そのために

他事情の如何にかかわらず、そのために

生じた損害について一切責任を負いま

生じた損害について責任を負いません。

せん。
第 31 条（届出事項の変更）

第 31 条（届出事項の変更）

1. 委託者もしくは受益者またはその相続

1.

委託者もしくは受益者またはその相続

人は、自己もしくは信託監督人またはそ

人は、自己もしくは信託監督人またはそ

の代理人もしくは同意者その他の信託

の代理人もしくは同意者その他の信託

関係者について次に掲げる事由が発生

関係者について次に掲げる事由が発生

した場合には、直ちに取引店に届出のう

した場合には、直ちに取引店に届出のう

え、所定の手続をとるものとします。当

え、所定の手続をとるものとします。当

該届出の前に生じた損害および届出が

該届出がなされなかったことによって

遅れたために生じた損害については、受

生じた損害および届出が遅れたために

託者は、一切責任を負いません。

生じた損害については、受託者に過失が
ある場合を除き、受託者は責任を負いま
せん。

①

届出印鑑に係る印章を喪失または

①

毀損したとき
②

届出印鑑に係る印章を変更しよう
とするとき

③

氏名、住所その他届出事項の変更が

届出印鑑に係る印章を喪失または
毀損したとき

②

届出印鑑に係る印章を変更しよう
とするとき

③ 氏名、住所その他届出事項の変更が

あったとき
④

⑤

あったとき

家庭裁判所の審判により、補助、保

④ 家庭裁判所の審判により、補助、保

佐もしくは後見が開始されたき、任

佐もしくは後見が開始されたとき、

意後見監督人が選任されたときま

任意後見監督人が選任されたとき

たは当該審判が取り消されたとき

または当該審判が取り消されたと

もしくは変更されたとき

きもしくは変更されたとき

＜新設＞

⑤

委託者もしくは受益者またはその
相続人の補助人・保佐人・後見人に
ついて、家庭裁判所の審判により、
補助・保佐・後見が開始されたとき

⑤

相続が開始したとき

⑥ 相続が開始したとき

⑥

前各号に掲げるもののほか、当該各

⑦ 前各号に掲げるもののほか、当該各

号に掲げるものに準ずる事実その

号に掲げるものに準ずる事実その

他の変更があったとき

他の変更があったとき

第 32 条（通知のみなし到達）

第 32 条（通知のみなし到達）

1. 届出のあった氏名、住所に宛てて受託者

1.

委託者もしくは受益者またはその相続

が通知または送付書類を発送した場合

人が第 31 条の届出を怠るなど委託者も

には、延着しまたは到達しなかったとき

しくは受益者またはその相続人の責めに

でも通常到達すべき時に到達したもの

帰すべき事由により、受託者が委託者も

とみなします。

しくは受益者またはその相続人から最後
に届出のあった氏名、住所に宛てて受託
者が通知または送付書類を発送した場合
には、延着しまたは到達しなかったとき
でも通常到達すべき時に到達したものと
みなします。

以

上

