振替国債・振替地方債・振替社債等に係る所有期間明細書
Statement of the Holding Period under the Special Taxation Measures Law, Article 5-2 and 5-3
税務署長
発行体

To: the District Director of
経由（発行体の名称を記載） Via:

平 成
Date

Tax Office
(Name of the Issuer)

年

月

日

特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
Name of specified book entry transfer institution,etc or specified foreign branch of the Qualified Foreign Intermediary

特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の所在地
Address of specified book entry transfer institution,etc or specified foreign branch of the Qualified Foreign Intermediary

租税特別措置法施行令第 3 条 7 項又は第 8 項及び第 9 項又は第 10 項（第 3 条の 2 第 14 項において準用する場合を含む。）の規定により、下記のとおり提出します。
なお、前所有者等の所有期間を通算する場合には、当該所有期間の初日を租税特別措置法第 5 条の 2 第 14 項（第 5 条の 3 第 5 項において準用する場合を含む。）の規定により
備えている振替帳簿に基づき作成しています。
We submit the statement as follows in accordance with the provisions of the Enforcement Order of the Special Taxation Measures Law, Article 3, paragraph 7 or 8.and paragraph 9 or 10(inclding the case applies under
Article 3-2,paragraph 14)
In the case where the holding periods is permitted, we put in the first date of period according to the Book-recording stipulated in the Special Taxation Measures Law Article 5-2, paragraph 14(inclding the case applies
Under Article 5-3,paragraph 5)

所有期間明細書の提出をしたものとみなされる非居住者又は外国法人
A non-resident individual or a foreign corporation, regarded as having submitted the Statement

銘 柄
Issue

利子の支払い
年月日
Interest Payment date

利子の額

所有期間の初日

Interest Amount

The first day of
holding period

住所等
Address

氏名又は名称
Name

適格外国証券投資信託の名称
Name of the qualified foreign securities investment trust

住所等
Address

氏名又は名称
Name

適格外国証券投資信託の名称
Name of the qualified foreign securities investment trust

（記載上の注意）
1. 適格外国証券投資信託の受託者として提出をしたものとみなされる場合には、その受託をした適格外国証券投資信託の名称を記載すること。
2. 所有期間の初日が利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間の初日を記載する。また、前所有者等の所有期間を通算できる場合には、通算した後の初日を記載すること。
3. ２枚目以降に記載が及ぶ場合には、記載欄のみを別途作成して本明細書に添付することとする。
(Instructions)
1. In the case where the submission is considered made as the Trustor of the qualified foreign securities investment trust, record the name of the investment trust.
2. In the case where the first day of the holding period falls before the start of coupon calculation period concerned, the first day of the coupon calculation period is to be filled in. In the
case where aggregating the holdings periods of previous holder is permitted, the first day of aggregated holding period is to be filled in.
3. If additional page(s) are necessary, only the list part of this Statement is to be prepared and attached to this Statement.

