
  上場株式･株式投資信託等の譲渡所得、配当所得にかかる税率 

普通分配金 
が非課税 

値上がり益 
が非課税 

ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度） 

ＮＩＳＡは、平成26年１月１日から導入された「少額投資非課税制度」です。 

投資にきっかけ！ＮＩＳＡで始めよう！！ 

基準価額 
上昇 

 ６つのポイント  

対象 
満20歳以上（注）の日本国内 
にお住まいの方 

（注）口座を開設しようとする年の 
    １月１日時点で20歳以上の方 

 

非課税対象 
株式投資信託や上場株式の 
配当金や売却益等 

☞ 課税口座からの移管はできません。 

☞ 損失はないものとされ、課税口座 
   との損益通算はできません。 

 

非課税投資枠 
新規投資資金で 
毎年上限1２0万円（注） 

☞使用しなかった分を 翌年以降に繰り越す 
   ことはできません。 

（注）2016年１月１日以降、年間投資上限額 
  が100万円から120万円に拡大しています。 

 

非課税期間 
投資開始年を含めて最大５年間 

☞非課税投資総額は、 

   最大600万円です。 
  

口座開設可能期間 
 2014年１月１日から 
 2023年12月31日まで 

 ☞「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用 

 はできません。 
※年ごとにいずれかを選択することは可能 
 です。 

口座開設 
全ての金融機関を通じて 
お一人様１口座のみ 
（金融機関を変更した場合を除く。） 

☞同一年に複数の金融機関のＮＩＳＡ口座 
での投資信託の購入はできません。。 

 

値上がり益 

普通分配金 
値上がり益 

投資開始 分配金受取時 売却時 

ＮＩＳＡ 

基準価額 
上昇 

０％ 

ＮＩＳＡ口座 

２０．３１５％＊ 

特定／一般口座 

＊所得税および復興特別所得税15.315％＋住民税5％ 

 株式投資信託の場合のイメージ図 ＮＩＳＡ 

NISAなら 

投資元本 投資元本 投資元本 

ＮＩＳＡ 

※このイメージ図は基準価額が上昇
する場合のものであり、市場環境等
様々な要因により、基準価額が下落
する場合があります。 

活用していない 
NISAの非課税投資枠
はございませんか？ 



 仕組みのイメージ図   ＮＩＳＡ 

・非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書 簡易開設届出書   ・通帳印 

・本人確認資料の提示（運転免許証等 健康保険証等 顔写真がないものは2種類）  

＊マイナンバーが未告知の場合：個人番号申告書、個人番号確認資料（個人番号カード等 ）  

必要 
書類等 

 口座開設の流れ ※2019年1月から即時買付が可能となりました！ ＮＩＳＡ 

口
座
開
設
可
能
期
間
は 

年
間 

10 

＊2019年1月より、NISA口座の開設申込時に、過去他金融機関でのNISA口座開設がないことを
前提にNISA口座を「簡易開設」することでNISA口座での即時買付が可能となりました。 

 ◆【簡易開設】 ①〔初回面談〕 口座開設申込み  ⇒ ②簡易開設・即日買付可 （※後日税務署に確認） 

 ◆【通常開設】 ①〔初回面談〕 非課税適用確認および口座開設申込み  ⇒ ②税務署への確認   ⇒ 

           ③税務署から開設可否回答・確認書交付  ⇒  ④可の場合のみ非課税口座開設               

           ⑤〔2回目面談〕 NISA口座での買付（開設不可の場合は課税口座でのみ購入可能） 

※簡易開設によりNISA口座を開設した場合でも、税務署からの回答により他金融機関でNISA口座を開設されている

ことが判明した場合などは、開設時に遡り非課税口座に該当しないものとされ、NISA口座で買付した投資信託は基本

的に一般口座で購入したものとされます。それにより普通分配金や譲渡益は非課税となりませんので、当該判明時よ

りも前に普通分配金が支払われた場合は、お支払い時に遡って指定口座から税相当額を引落しさせていただきます。

また、譲渡益が発生する場合は確定申告を義務付けられる場合がありますのでご注意ください。 

※通常開設の場合、税務署に非課税適用可能であることを確認後に口座開設となり投資信託の買付が可能となりま

すので3週間前後の期間が必要となります。お客様のご判断で「簡易開設」か「通常開設」かを選択してください。 

2014年 
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 Q & A 

Ｑ１  購入時手数料は毎年の非課税投資枠の上限の120万円投資額に含みますか？ 

  Ａ １  購入時手数料は含みません。約定代金（購入代金＝購入時手数料を引いた後の金額）の合計額で計算されます。 
   120万円を超える買付は課税口座（特定口座を開設している場合は特定口座）での買付となります。尚、

分配金を再投資とする場合、再投資される分は120万円の投資枠を使用します。 

Ｑ２ NISA口座を開設後、海外勤務のため出国することになった場合はどうなりますか？  

Ａ２ 海外に一時出国（最長5年）する場合、当庫に届出をすれば非課税の措置を引き続き受けられます。その間は新
規の買付はできません。帰国時に改めて届け出ればその後もNISA口座を利用できます。 

  

❸ 



 毎月一万円から、自動引き落としで無理なく投資できる！ 

 リスクを低くする「時間分散」の効果が期待できる！ 

 購入するタイミングを気にせずに投資できる！ 

 年間投資上限額120万円を有効に活用できる！（例：毎月10万円×12か月など） 

 

定時定額取引でNISAを活用！ 

例えば、左図の値動きをす
る投資信託を毎月１万円ず
つ5回購入すると･･･ 

① 値上がり益を期待したい！ 

   売却時に非課税メリット享受      

売却時の値上がり益が 20万円の場合、以下の所得税等
が非課税となります。 

    20万円×20.315％＝40,630円 

★分配頻度が少ないファンド 
（年１回・年２回決算型のファンド） 

② 分配金の受取りを期待したい！ 

  分配金受取時にメリット享受 

 毎月１万円（年間12万円）の普通分配金を受け取る場合、 

   以下の税額が非課税 

   （1万円×20.315％）×12＝24,378円 

 
税引き後 

値上がり益 

 

 

 
値上がり益 

（非課税） 

所得税等 

約16万円 

20万円 

★毎月分配型のファンド 

（注1）分配金の金額は、ファンドごとに決められた分配方
針に基づき運用会社が決定します。運用会社の判
断により分配が行われない場合があります。 

（注2）分配金のうち元本払戻金（特別分配金）については、
そもそも非課税であり、ＮＩＳＡによるメリットを享受で
きないこともあります。 

  ＮＩＳＡ口座 

 普通分配金 

 特定／一般口座 

普通分配金 
所得税 
等 

約9.5万円 12万円 

年間 年間 

 ＮＩＳＡ口座  特定／一般口座 

NISA口座で分配金を再投資した場合、非課税
投資枠を使用します。このため、値上がり益を
期待する場合には、複利効果が期待できる分配
頻度が少ないファンドが適しています。 

年金などの補完として定期的な分配金の受取り
を期待するには、毎月分配型のファンド（注）が
適しています。 

 ＮＩＳＡ口座の活用例 ＮＩＳＡ 
ＮＩＳＡ 
口座 

値上がり益
20万円 

ＮＩＳＡ 
口座 

6,000円 

14,000円 

8,000円 

10,000円 10,000円 

累計 

50,000円 

56,310口 

平均購入単価 

8,879円 

【時間分散の効果】 

基準価額が高いときには 

少ない口数、低いときには
多くの口数を購入します。 

１ ２ ３ ４ ５ 

（平成28年以降、ＮＩＳＡ口座の非課税投資枠が120万円になります。） 

※手数料・税金等は考慮していません。このシュミレーションは各条件を計算式に当てはめて計算したものであり、実際の投資結果とは異なります。 

特定口座 
一般口座 

特定口座 
一般口座 

ＮＩＳＡの 
メリットなし 

元本払戻金（特別分配金） 



お問い合わせ先  東春信用金庫お取引店舗または資金証券部（☎0568-72-2187） 

□本店営業部 ☎0568-72-2188 □高蔵寺支店 ☎0568-51-2551 □勝川支店 ☎0568-31-3151  
□味岡支店 ☎0568-77-1311  □春日井支店 ☎0568-81-4148 □守山支店 ☎052-793-5151  
□旭支店 ☎0561-53-1121   □坂下支店 ☎0568-88-0345  □志段味支店 ☎052-736-0239  
□味美支店 ☎0568-31-3111  □篠岡支店 ☎0568-79-8108  □名古屋支店 ☎052-751-8161  
□錦通支店 ☎052-931-6851  □江南支店 ☎0587-55-3361  □小牧西支店 ☎0568-75-4131  
□朝宮支店 ☎0568-33-2611  □市之久田支店☎0568-79-7181 □六軒屋支店 ☎0568-82-1315  
□桃花台支店 ☎0568-78-1241  

商 号 等   ：東春信用金庫 

         東海財務局長（登金）第52号       加入協会 ：加入協会なし 

【投資信託ご購入にあたってのご注意事項】  
◇投資信託は預金、保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。  

◇当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。  

◇当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。  

◇投資信託には元本および利回りの保証はありません。 組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の
信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。  

◇外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあ
ります。  

◇投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。  

◇投資信託のご購入時には、買付時１口あたりの基準価額（買付価額）に、最大３．３０％の購入時手数料（消費税込
み）、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大０．３０％の信託財産
留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に、投資信託の純資産総額の最大１．８４８％（消費税込み）
を運用管理費用（信託報酬）として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンド
の投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧下さい。なお、投資信託に関する手数料の合計は、購入金額や保有期
間等により異なりますので表示することができません。  

◇投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。  

◇投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。  

◇投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を
必ずご覧下さい。 

・本資料は、信頼できると判断した情報をもとに当金庫が作成しておりますが、正確性・完全性について当金庫が責任を負うものではありません。 

・本資料は、情報提供のみを目的としたものであり、投資信託・その他の有価証券の売買等を推奨するものでありません。 

・本資料は、予告なく変更される場合があります。 

・投資等に係る最終的なご決定は、お客様ご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。 
・本資料の全部または一部の無断複写および無断複製を禁じます。 
・計算についてはあくまで概算であり、システムや端数処理によって異なる場合があります。 

 「一般NISA」と「つみたてNISA」の特徴 ＮＩＳＡ 

＊書類等、各種お問合せは、営業店担当者や本部資金証券部にお尋ねください。 

  つみたてNISA 一般NISA 

ご利用できるお客さま 日本国内に居住する20歳以上の方 

開設できる口座数 
同一年において1人につき全金融機関で1口座 

（つみたてNISAとNISAのいずれかを年単位で選択） 

年間の非課税投資枠 ４０万円 １２０万円 

非課税での投資可能期間 2018年～2037年まで 2014年～2023年まで 

非課税での保有期間 最長２０年間 最長５年間 

当庫での投資対象商品 
長期・分散投資に適し一定の基準
を満たした専用ファンド（３種） 

「つみたてNISA専用ファンド」を
除く全てのファンド 

当庫での最低購入金額 ５千円以上 1万円以上（定時定額購入は５千円以上） 

投資方法 積立方式による買付に限定 通常買付または積立方式での買付 

ロールオーバー  できません できます（一般NISA間のみ） 

資産の途中売却 いつでも可能 

（2019年10月現在） 


