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（1）引落依頼データを承認する
この操作ができる権限者

［口座振替］

ここでは、引落依頼データを承認する手順について説明しています。
「承認」しない場合は、申請者に差し戻してください。

申請された引落依頼データを承認します。「承認」しない場合は、引落依頼データを申請者に差し戻すことができます。所定の承認
締切時間までに承認を行わなければ、引落日に口座振替が行われませんので未承認データの有無を随時確認してください。

なお、「口座振替」では、照会・振込振替サービスの「振込・振替」とは異なり、承認者が承認時に引落依頼データの内容を修正して承認することはできません。
その場合は、一度「差戻」が必要です。

機　能

承　認

差　戻

内　容

承認権限者が申請された引落依頼データを承認します。これで引落依頼の一連の操作が完了となります。

承認権限者が申請された引落依頼データを承認せず、申請者に差し戻します。

操作の流れ

承認する場合

差戻する場合

一次承認の場合は、別の承認者に二次承認を依頼

申請権限者へ取消または再申請を依頼

トップページ 申請データの
選択

内容確認

承認完了

差戻完了

事前に終えていなければならない操作

●引落依頼データの申請
P.286　引落依頼データの作成参照

●引落依頼データの承認締切時間
　・「口座振替」の場合
　 引落日の3営業日前の21：00まで

承認

Ⅳ.引落依頼データの承認 未承認データのご案内文をクリックします。1.
[口座振替]の未承認データが
○○件あります。」をクリック

未承認データがあることをお知らせするご案内文
は、そのデータの承認権限をお持ちの利用者に対
してのみ表示されます。
それ以外の利用者が未承認データを確認する場
合は、トップページの[承認・申請変更]をクリックし
ます。

未承認の引落依頼データは、引落日が前のもの
から受付番号順に表示されます。（最大200デー
タ）なお、引落日から3ヵ月経過したデータ（※）は
表示されません。
また、 引落依頼データ名 の前に【再】と表示され
た引落依頼データは、振替のお取引ができなかっ
た明細を再依頼するために作成された申請デー
タです。
（※）引落日が3ヵ月前の月の月初日より前のデータ

　＝承認締切時間が過ぎた申請データです。承認
できませんので、差戻を行ってください。
　点滅＝承認締切時間が近づいている申請デー
タです。すみやかに承認してください。

未承認データの一覧から、承認するデータの[選択]ボタンをクリックします。2.

[選択]ボタンをクリック

未承認データがある場合は、この欄にご案内文が表示さ
れます。

1画面に20明細ずつ表示されます。続きの明細を表示する場
合は、[次の画面へ]をクリックしてください。

未承認の申請データは、申請権限者が内容を修正す
ることができます。
申請権限者が修正を行った場合は、 申請日時  
 申請者名 に最後に修正を行った日時と利用者が表
示されますので、承認を行う際に確認してください。

メ　モメ　モ

メ　モメ　モ

メ　モメ　モ

時計マークについて

ご注意
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3.

承認する場合はパスワードを
入力して[承認]ボタンを、
差戻する場合は[差戻]ボタンをクリック

[引落明細の照会]ボタンをクリックして、
「明細確認」画面で引落明細を確認

1

3

複数承認権限で一人目の方が承認する場合は、パスワードを入力し
て[一次承認]ボタンをクリックしてください。
その場合、承認締切時間までに別の承認権限者による承認が必要で
す。一次承認完了後、すみやかに承認操作を依頼してください。

 引落内容修正不可 と表示されている引落依頼データ
は、「引落内容修正不可」として取り込んだファイルから
作成された申請データです。

内容を確認し、
→承認する場合・・・パスワードを入力して[承認]ボタンをクリックします。
→差戻する場合・・・[差戻]ボタンをクリックします。

承認または一次承認する場合

次ページへ

差戻する場合

P.321へ

メ　モメ　モ

承認の完了画面が表示されます。4a.

完了画面が表示されます。

一次承認の場合は、別の承認権限者に承認締切時間までの承
認操作を依頼してください。

承認したデータは、「取引状況照会」メニューで照会
できます。
また、所定の期限（※1）までは「予約取消」すること
もできます。
ただし、「取引状況照会」の表示の上限（※2）を越え
るデータについては、照会ならびに予約取消ができ
ませんのでご注意ください。

（※1）「取引状況照会」メニューで取消できるのは、以下の時間ま
でとなりますのでご注意ください。

・平日に承認した場合は、当日の21：00まで
・土日・祝日に承認した場合は、翌営業日の21：00まで
（※2）引落日が3ヵ月前まで（3ヵ月前の月の月初日以降）のデータ

が、引落日の後のものから受付番号順に表示され、最大
500データの照会ができます。

承認または一次承認の場合

P.322　引落明細を照会または予約取消を行う参照

（一次承認の完了画面）

ご注意
液晶に何も表示されていない状態でパスワ
ードカードの①のボタンを押します。
液晶に8桁のパスワードが表示されます。

2

パスワードカードをご利用の方は、パスワード
カードにて生成したパスワードを入力します。
パスワードカードを未利用の方は、取引実行
パスワードを入力します。
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差戻の完了画面が表示されます4b.

完了画面が表示されます。

差戻の場合

申請権限者は差し戻された引落依頼データ
を修正または削除することができます。

P.315　未承認データを照会・変更・削除する参照

[OK]ボタンをクリック

メ　モメ　モ

引落依頼データを承認すると、取引状況照会画面でその内容を照会し、所定の時間（＊）までは承認済の引落依頼デ
ータを予約取消できます。
予約取消された引落依頼データは未承認の状態に戻りますので、引落データ作成メニューの【未承認データ一覧】か
ら選択して修正し、再度申請することもできます。

（1）引落明細を照会または予約取消を行う この操作ができる権限者
［口座振替］

照会のみ
行えます。

照会および
予約取消が
行えます。

操作の流れ

予約取消を行う場合

トップページ 取引状況照会 照会結果 照会結果 完了

申請

・承認日が平日の引落依頼データは、承認日当日の21：00まで
・承認日が土日・祝日の引落依頼データは、承認日の翌営業日の21：00まで

（＊）予約取消の締切時間

トップページの「データ伝送サービス（口座振替）」－「取引状況照会」を押します。1.

［取引状況照会］をクリック
2

1
［データ伝送サービス（口座振替）］に
マウスカーソルをあてる

承認

Ⅴ.取引状況照会
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