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翌年のジュニアNISA/
NISA口座に

移管（ロールオーバー）する
❸

期日 本年11月末（当社着）まで

手続き 同封の「移管依頼書」にご記入
のうえ、ご返送ください

ご留意事項

（1）  ロールオーバーをご希望の場合、租税特別措置法施行令第25条の13第11項が準用する第10項第2号または第25条の
13の8第4項が準用する第3項に基づき、「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」または「未成年者口座非課税口座間移
管依頼書」（以下、「移管依頼書」といいます）をご返送ください。ご返送期限は「本年11月末まで（必着）」とさせていただきま
す。また、ロールオーバーのご希望を取消す場合には、「本年11月末まで」にお取引店にご連絡ください。なお、ご返送いた
だいた書類は、不備等の場合も含め、返却には応じかねますので、あらかじめご了承ください。

（2）  「移管依頼書」の「【ジュニアNISA口座（NISA口座）/特定口座の開設状況】」欄に記載されているジュニアNISAまたは
NISA口座への移管を行います。記載されている口座以外への移管を行うことはできません。なお、翌年1月1日時点でお客
様が18歳未満の場合はジュニアNISA口座への移管、18歳以上の場合はNISA口座への移管となります。

（3）  ロールオーバーは、翌年の非課税枠を年末の時価（終値に相当する金額）に基づいて使用します。このため、翌年の買付可
能額は「非課税枠（ジュニアNISA口座の場合は80万円、NISA口座の場合は120万円）－ロールオーバーによる使用額」と
なります。なお、ロールオーバー対象預りの年末の時価に基づく金額合計が非課税枠を超える場合も、すべてのお預りを
ロールオーバーすることができます。但し、この場合は、翌年にジュニアNISAまたはNISAでの買付は行えません。なお、複
数市場に上場している銘柄の場合、年末の時価は「各市場の終値のうち、最も低い価格」となります。

（4）  翌年1月1日時点で18歳以上のお客様がロールオーバーを行う場合は、翌年に「一般NISA」勘定が設定されている必要が
あります。年末時点で、翌年に「つみたてNISA」勘定が設定されている場合や、勘定未設定の場合には、「移管依頼書」による
お申出は無効とし、特定口座（特定口座が未開設の場合には一般口座）へ移管させていただきます。

 「つみたてNISA」から「一般NISA」への勘定変更や、「一般NISA」の勘定設定につきましては、お取引店にご連絡ください。
（5）  本対応に伴い、受渡日が翌年となる、年内のご注文は、お客様のご意向に沿ったお取扱いができない場合があります。
（6）  年内にジュニアNISAまたはNISA口座への買付注文をいただいても、受渡日が翌年となる場合は、翌年のジュニアNISAま

たはNISA対象となります（この注文を「跨ぎNISA買付」といいます）。年末時点で、跨ぎNISA買付と、ロールオーバーのご
希望をいただいたお預りがある場合、ロールオーバーを優先して、翌年の非課税枠を使用します。このため、「ロールオー
バーによる使用額＋跨ぎNISA買付額」が非課税枠を超える場合には、跨ぎNISA買付の注文はすべて特定口座（特定口座
が未開設の場合には一般口座）の買付注文として取扱います。

（7）  ロールオーバー希望のジュニアNISA預りについて、年内に売却注文をいただいても、受渡日が翌年となる場合は、翌年の
非課税枠を使用したうえで売却が行われます。

（8）  「移管依頼書」の作成後に、お預りの売却等や、株式分割・株式併合・株式移転・株式交換等による数量の増減や銘柄の変更
が生じ、本書面における数量・銘柄と相違が生じた場合でも、年末時点での数量・移管後の銘柄を対象にロールオーバーを
行います。

（9）  「移管依頼書」の作成後に発生した会社合併による合併銘柄・被合併銘柄のいずれについても満了を迎えるジュニアNISA
預りをお持ちで、それぞれの指定内容が異なる場合等には、合併銘柄（存続銘柄）にいただいた指定内容に従って取扱わせ
ていただきます。

（10）  「移管依頼書」の作成後にお取引店を変更され、本書面における取引店名が変更前のままであっても、変更後の取引店にご
依頼いただいたものとして取扱わせていただきます。

●ジュニアNISA口座またはNISA口座への移管（ロールオーバー）をご希望の場合

（1）  本年11月末までに「移管依頼書」を不備なくご提出いただけない場合は、租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第
1号もしくは第2号または第25条の13の8第6項第1号もしくは第3号に基づき、特定口座（特定口座が未開設の場合には
一般口座）へ移管させていただきます。

（2）  「移管依頼書」の「【ジュニアNISA口座（NISA口座）/特定口座の開設状況】」欄に記載されている特定口座（未開設の場合
は一般口座）への移管を行います。記載されている口座以外への移管を行うことはできません。なお、翌年3月31日時点で
お客様が18歳未満の場合はジュニアNISA口座の特定口座（未開設の場合は一般口座）への移管、18歳以上の場合は通
常口座の特定口座（未開設の場合は一般口座）への移管となります。

（3）  特定口座（または一般口座）へ移管するお預りの取得コストは、その銘柄の年末の時価（終値に相当する金額）が適用されま
す。売却時には当該取得コストに基づき、譲渡損益が算出されます。なお、複数市場に上場している銘柄の場合、年末の時価
は「各市場の終値のうち、最も高い価格」となります。

（4）  特定口座未開設のお客様が特定口座への移管をご希望の場合には、お取引店またはオンラインサービスにてお手続きください。
（5）  本対応に伴い、受渡日が翌年となる、年内のご注文は、お客様のご意向に沿ったお取扱いができない場合があります。
（6）  特定口座（または一般口座）へ移管希望のジュニアNISA預りに対して受渡日が翌年となる売却をご希望の場合は、事前に

特定口座（または一般口座）へ払出すための所定の手続きを行ったうえ、特定預り（または一般預り）の売却としてご注文くだ
さい。なお、特定口座（または一般口座）へ払出す場合、同一年に取得した同一銘柄のジュニアNISA預りについて、全数量
を払出す必要があります。

（7）  特定口座開設済の口座で、一般口座への移管をご希望の場合には、別途お手続きが必要となりますので、お取引店にご連
絡ください。

（8）  株式累積投資のお預りについては、特定口座への移管ができない場合があります。詳しくはお取引店にお問合わせください。

●特定口座（または一般口座）への移管をご希望の場合

No .37051P-R（’22,6）
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※本案内に記載の内容は、2022年6月末現在の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますのでご留意ください。

ジュニアNISA非課税期間の
満了に伴うお手続きのご案内

重要なお知らせ

詳しくは中面をご覧ください。

2018年
お買付分

記入要領

すべての銘柄を翌年のジュニアNISA/
NISA口座に移管する場合

“B”をチェック　 してください。

※裏面はチェック不要です。

表面で“C”をチェック 　のうえ、裏面で移管する
銘柄をチェック　 してください。

※チェックがない銘柄は、特定口座（未開設の場合は一般
口座）に移管されます。

一部の銘柄のみを翌年のジュニアNISA/
NISA口座に移管する場合

お客様のジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）口座内の2018年お買付分のお預りは、本年末をもって、5年間
の非課税期間が満了します。
つきましては、次の①～③のいずれかのお手続きをお取りいただきますよう、お願い致します。
なお、期日間際にはお手続きに時間を要することが予想されますので、お早めにお手続きください。

特定口座に
移管する

返送
不要

❷非課税期間内
に売却する

返送
不要

❶

期日 受渡日が本年内となる
ご注文まで

●お手続き方法　①～③いずれかをご選択のうえお手続きください。

返送要

お手続き不要です

注意点 取得コストは本年末の時価
となります

注意点 翌年のジュニアNISAまたはNISA
の非課税枠を使用します

注意点

移管先となるジュニアNISA/NISA口座および
特定口座の開設状況と口座番号をご確認いただ
けます。

「NISA口座（2023年勘定）」が「つみたてNISA」もしくは
「未設定」の場合、追加のお手続きが必要です。（中面③参照）

※特定口座未開設の場合は
　一般口座に移管



❸翌年のジュニアNISA/NISA口座に移管（ロールオーバー）する❶非課税期間内に売却する

注意点 受渡日が本年内になるご注文までが「非課税期間内の売却」となります。
2022年内受渡の国内株式の最終約定日は、12月28日（水）です。
投資信託の受渡日は銘柄によって異なります。お早目にご準備ください。

店頭、お電話にてご注文ください。
手続き 手続き

❷特定口座（未開設の場合は一般口座）に移管する

お手続きは不要です。
特定口座への移管をご希望のお客様で、特定口座が未開設の場合には、お取引店にご連絡のうえ、本年末までに
「特定口座申込書」等をご提出ください。
お客様の特定口座の開設状況は「移管依頼書」等にてご確認ください。

注意点 • 特定口座（未開設の場合は一般口座）に移管した場合、本年末の時価が取得コストとなり、
移管後に売却する際、当該取得コストをもとに譲渡損益が計算されます。
• 「移管依頼書」の「【ジュニアNISA口座（NISA口座）/特定口座の開設状況】」欄に
記載されている特定口座（未開設の場合は一般口座）への移管を行います。 

注意点

• 「移管依頼書」の「【ジュニアNISA口座（NISA口座）/特定口座の開設状況】」欄に記載されているジュニアNISA/NISA口座へ
の移管を行い、移管するお預りの本年末の時価をもとに2023年分の非課税枠を使用します。

売却価額14,000円から取得コスト12,000円
を引いた利益に対して課税されます。

さらに値上がりして売却

売却価額9,000円から取得コスト12,000円
を引いた損失は他の株式等の損益と通算でき
ます。

値下がりして売却

売却価額9,000円から取得コスト8,000円を
引いた利益に対して課税されます。（当初買付
時より値下がりしていても課税対象となります。）

値上がりして売却

売却価額7,000円から取得コスト8,000円
を引いた損失は他の株式等の損益と通算でき
ます。（当初買付時からの値下がり額すべてが
損益通算の対象となる訳ではありません。）

さらに値下がりして売却

14,000円

12,000円

10,000円

移管時の
取得コスト

（＝本年末時価）

売却価額

本年末

9,000円

利益
（課税）

損失

当初買付時
コスト

非課税

10,000円

8,000円

9,000円

7,000円

売却価額

本年末

利益
（課税）

当初買付時
コスト

移管時の
取得コスト

（＝本年末時価）

損失

【本年末時価＜当初買付時コストの場合】

【本年末時価＞当初買付時コストの場合】

【翌年の非課税枠の使用イメージ】

手続き

※イメージはジュニアNISA口座に移管する場合です。
　一般NISA口座に移管する場合、翌年の非課税枠は120万円です。

同封の「移管依頼書」にご記入のうえ、本年11月末必着でご返送ください。

2023年の勘定について、一般NISAへの勘定変更が必要です。
12月中旬までに「勘定変更届出書（一般NISA⇔つみたてNISA）」をご提出ください。

「つみたてNISA」の場合

NISA勘定が設定されている金融機関で金融機関変更等をお手続きのうえ、11月末までにNISA口座開設に係る手続書面
と他の金融機関から交付される廃止通知書（「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」）等をご提出ください。

「未設定」の場合

「※本年12月に一般NISAで自動開設予定です。」と記載がある場合はお手続き不要です。

【翌年1月1日時点で18歳以上、かつ、翌年のNISA口座が“未設定”または“つみたてNISA”のお客様】
「移管依頼書」のご返送に加え、「移管依頼書」の「【NISA口座/特定口座開設状況】」欄に応じて、以下のお手続きが必要となります。
「移管依頼書」の「【NISA口座/特定口座の開設状況】」欄をご確認ください。

【ジュニアNISA/NISA口座の開設状況の表示箇所】

ジュニアNISA口座に移管するため、2023年の非課税枠は80万円より減額されます。

「開設済」の場合

• 移管するお預りの本年末の時価の合計が非課税枠を超過する場合でも、移管可能です。
但し、その場合は2023年にジュニアNISAまたはNISAでお買付いただけません。

「一般NISA」の場合

一般NISA口座に移管するため、2023年の非課税枠は120万円より減額されます。

表示例

基準日時点のジュニアNISA/NISA口座の開設状況を
ご確認いただけます。

残り40万円
買付可能

2023年分の非課税枠
（80万円）

80万円

90万円

60万円

40万円

本年末

買付

移管（ロールオーバー）
で使用
40万円

翌年の非課税枠80万円のうち本年末
の時価40万円分を使用することで、
非課税のまま保有できます。

翌年の非課税枠80万円のすべてを使用
することで、本年末の時価90万円のお預り
のすべてを非課税のまま保有できます。

移管（ロールオーバー）
で使用
80万円

買付可能額なし
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翌年のジュニアNISA/
NISA口座に

移管（ロールオーバー）する
❸

期日 本年11月末（当社着）まで

手続き 同封の「移管依頼書」にご記入
のうえ、ご返送ください

ご留意事項

（1）  ロールオーバーをご希望の場合、租税特別措置法施行令第25条の13第11項が準用する第10項第2号または第25条の
13の8第4項が準用する第3項に基づき、「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」または「未成年者口座非課税口座間移
管依頼書」（以下、「移管依頼書」といいます）をご返送ください。ご返送期限は「本年11月末まで（必着）」とさせていただきま
す。また、ロールオーバーのご希望を取消す場合には、「本年11月末まで」にお取引店にご連絡ください。なお、ご返送いた
だいた書類は、不備等の場合も含め、返却には応じかねますので、あらかじめご了承ください。

（2）  「移管依頼書」の「【ジュニアNISA口座（NISA口座）/特定口座の開設状況】」欄に記載されているジュニアNISAまたは
NISA口座への移管を行います。記載されている口座以外への移管を行うことはできません。なお、翌年1月1日時点でお客
様が18歳未満の場合はジュニアNISA口座への移管、18歳以上の場合はNISA口座への移管となります。

（3）  ロールオーバーは、翌年の非課税枠を年末の時価（終値に相当する金額）に基づいて使用します。このため、翌年の買付可
能額は「非課税枠（ジュニアNISA口座の場合は80万円、NISA口座の場合は120万円）－ロールオーバーによる使用額」と
なります。なお、ロールオーバー対象預りの年末の時価に基づく金額合計が非課税枠を超える場合も、すべてのお預りを
ロールオーバーすることができます。但し、この場合は、翌年にジュニアNISAまたはNISAでの買付は行えません。なお、複
数市場に上場している銘柄の場合、年末の時価は「各市場の終値のうち、最も低い価格」となります。

（4）  翌年1月1日時点で18歳以上のお客様がロールオーバーを行う場合は、翌年に「一般NISA」勘定が設定されている必要が
あります。年末時点で、翌年に「つみたてNISA」勘定が設定されている場合や、勘定未設定の場合には、「移管依頼書」による
お申出は無効とし、特定口座（特定口座が未開設の場合には一般口座）へ移管させていただきます。

 「つみたてNISA」から「一般NISA」への勘定変更や、「一般NISA」の勘定設定につきましては、お取引店にご連絡ください。
（5）  本対応に伴い、受渡日が翌年となる、年内のご注文は、お客様のご意向に沿ったお取扱いができない場合があります。
（6）  年内にジュニアNISAまたはNISA口座への買付注文をいただいても、受渡日が翌年となる場合は、翌年のジュニアNISAま

たはNISA対象となります（この注文を「跨ぎNISA買付」といいます）。年末時点で、跨ぎNISA買付と、ロールオーバーのご
希望をいただいたお預りがある場合、ロールオーバーを優先して、翌年の非課税枠を使用します。このため、「ロールオー
バーによる使用額＋跨ぎNISA買付額」が非課税枠を超える場合には、跨ぎNISA買付の注文はすべて特定口座（特定口座
が未開設の場合には一般口座）の買付注文として取扱います。

（7）  ロールオーバー希望のジュニアNISA預りについて、年内に売却注文をいただいても、受渡日が翌年となる場合は、翌年の
非課税枠を使用したうえで売却が行われます。

（8）  「移管依頼書」の作成後に、お預りの売却等や、株式分割・株式併合・株式移転・株式交換等による数量の増減や銘柄の変更
が生じ、本書面における数量・銘柄と相違が生じた場合でも、年末時点での数量・移管後の銘柄を対象にロールオーバーを
行います。

（9）  「移管依頼書」の作成後に発生した会社合併による合併銘柄・被合併銘柄のいずれについても満了を迎えるジュニアNISA
預りをお持ちで、それぞれの指定内容が異なる場合等には、合併銘柄（存続銘柄）にいただいた指定内容に従って取扱わせ
ていただきます。

（10）  「移管依頼書」の作成後にお取引店を変更され、本書面における取引店名が変更前のままであっても、変更後の取引店にご
依頼いただいたものとして取扱わせていただきます。

●ジュニアNISA口座またはNISA口座への移管（ロールオーバー）をご希望の場合

（1）  本年11月末までに「移管依頼書」を不備なくご提出いただけない場合は、租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第
1号もしくは第2号または第25条の13の8第6項第1号もしくは第3号に基づき、特定口座（特定口座が未開設の場合には
一般口座）へ移管させていただきます。

（2）  「移管依頼書」の「【ジュニアNISA口座（NISA口座）/特定口座の開設状況】」欄に記載されている特定口座（未開設の場合
は一般口座）への移管を行います。記載されている口座以外への移管を行うことはできません。なお、翌年3月31日時点で
お客様が18歳未満の場合はジュニアNISA口座の特定口座（未開設の場合は一般口座）への移管、18歳以上の場合は通
常口座の特定口座（未開設の場合は一般口座）への移管となります。

（3）  特定口座（または一般口座）へ移管するお預りの取得コストは、その銘柄の年末の時価（終値に相当する金額）が適用されま
す。売却時には当該取得コストに基づき、譲渡損益が算出されます。なお、複数市場に上場している銘柄の場合、年末の時価
は「各市場の終値のうち、最も高い価格」となります。

（4）  特定口座未開設のお客様が特定口座への移管をご希望の場合には、お取引店またはオンラインサービスにてお手続きください。
（5）  本対応に伴い、受渡日が翌年となる、年内のご注文は、お客様のご意向に沿ったお取扱いができない場合があります。
（6）  特定口座（または一般口座）へ移管希望のジュニアNISA預りに対して受渡日が翌年となる売却をご希望の場合は、事前に

特定口座（または一般口座）へ払出すための所定の手続きを行ったうえ、特定預り（または一般預り）の売却としてご注文くだ
さい。なお、特定口座（または一般口座）へ払出す場合、同一年に取得した同一銘柄のジュニアNISA預りについて、全数量
を払出す必要があります。

（7）  特定口座開設済の口座で、一般口座への移管をご希望の場合には、別途お手続きが必要となりますので、お取引店にご連
絡ください。

（8）  株式累積投資のお預りについては、特定口座への移管ができない場合があります。詳しくはお取引店にお問合わせください。

●特定口座（または一般口座）への移管をご希望の場合

No .37051P-R（’22,6）

野村證券株式会社　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商） 第142号
加入協会／日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、
一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

※本案内に記載の内容は、2022年6月末現在の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますのでご留意ください。

ジュニアNISA非課税期間の
満了に伴うお手続きのご案内

重要なお知らせ

詳しくは中面をご覧ください。

2018年
お買付分

記入要領

すべての銘柄を翌年のジュニアNISA/
NISA口座に移管する場合

“B”をチェック　 してください。

※裏面はチェック不要です。

表面で“C”をチェック 　のうえ、裏面で移管する
銘柄をチェック　 してください。

※チェックがない銘柄は、特定口座（未開設の場合は一般
口座）に移管されます。

一部の銘柄のみを翌年のジュニアNISA/
NISA口座に移管する場合

お客様のジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）口座内の2018年お買付分のお預りは、本年末をもって、5年間
の非課税期間が満了します。
つきましては、次の①～③のいずれかのお手続きをお取りいただきますよう、お願い致します。
なお、期日間際にはお手続きに時間を要することが予想されますので、お早めにお手続きください。

特定口座に
移管する

返送
不要

❷非課税期間内
に売却する

返送
不要

❶

期日 受渡日が本年内となる
ご注文まで

●お手続き方法　①～③いずれかをご選択のうえお手続きください。

返送要

お手続き不要です

注意点 取得コストは本年末の時価
となります

注意点 翌年のジュニアNISAまたはNISA
の非課税枠を使用します

注意点

移管先となるジュニアNISA/NISA口座および
特定口座の開設状況と口座番号をご確認いただ
けます。

「NISA口座（2023年勘定）」が「つみたてNISA」もしくは
「未設定」の場合、追加のお手続きが必要です。（中面③参照）

※特定口座未開設の場合は
　一般口座に移管


