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（株）日本国債清算機関との合併に伴う国債店頭取引清算業務に係る制度要綱

平成２５年８月１日

株式会社日本証券クリアリング機構

項 目 概  要 備  考

Ⅰ．趣旨 ・当社は、株式会社日本国債清算機関（以下「ＪＧＢＣＣ」という。）との合併（平

成２５年１０月１日予定）に伴い、現在ＪＧＢＣＣにおいて行っている国債証券

店頭取引に係る清算業務を承継することとなることから、新たに国債店頭取引清

算制度を設けるとともに、既存の清算制度について一部改正を行う。

Ⅱ．制度概要

１．清算対象取引 ・以下の取引（当社が別に定めるものに限る。以下「国債店頭取引」という。）を清

算対象取引とする。

・国債証券の売買（現先取引を除く。）

・国債証券の貸借及びその担保の目的で行う金銭の授受（以下「現金担保付債券

貸借取引」という。）

・国債証券の買戻又は売戻条件付売買（以下「現先取引」という。）

・上記に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う国債証券又は金銭の授受

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

２．清算参加者制度

（１）清算資格 ・国債店頭取引に係る清算資格（国債店頭取引清算資格）を新設し、同資格を取得

した者を国債店頭取引に係る清算参加者（国債店頭取引清算参加者）とする。

・国債店頭取引清算参加者は、自社清算資格を有する清算参加者（国債店頭取引自

社清算参加者）と他社清算資格を有する清算参加者（国債店頭取引他社清算参加

者）を区分する。

・現行の清算資格（現物、国債

先物等、指数先物等、ＣＤＳ、

金利スワップ、ＦＸ）とは別の

清算資格とする。

（２）清算資格の取得 ・国債店頭取引清算資格を取得しようとする者は、当社に国債店頭取引清算資格の

取得申請を行い、当社の承認を得るものとする。

・清算資格の取得要件は次のとおりとする。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

・清算資格取得要件としての出
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項 目 概  要 備  考

＜資格取得要件＞

①金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保

険会社、証券金融会社又は短資会社であること。ただし、金融商品取引業者を

除く者が他社清算参加者を取得しようとする場合は、登録金融機関であること。

②財務状況について一定の基準を満たすこと。

③国債店頭取引清算参加者として適切な経営体制及び業務執行体制を有している

こと。

・現行のＪＧＢＣＣの自社清算参加者は国債店頭取引自社清算参加者に、現行のＪ

ＧＢＣＣの他社清算参加者は国債店頭取引他社清算参加者に、それぞれ移行する。

・国債店頭取引清算資格の取得に際しては、清算資格取得手数料（100 万円）を支払

うものとする。

資義務は設けない。

・具体的な財務基準は別紙１参

照

・現行のＪＧＢＣＣでは清算資

格取得手数料は設けられてい

ないが、当社の現行の清算資格

取得手続に準じてこれを設け

ることとする。

・清算資格取得手数料は、施行

から１年間は適用しないこと

とする。

（３）清算参加者の義務 ・国債店頭取引清算参加者は、当社との間で清算参加者契約を締結する。

・国債店頭取引清算参加者は、当社に対する債務の履行を確保するため、当社の定

める額以上の当初証拠金を当社に預託する。

・国債店頭取引清算参加者は、当社の定める手数料を当社に納入する。

・国債店頭取引清算参加者は、清算参加者代表者及び決済業務責任者等を選任する。

・国債店頭取引清算参加者は、所定の事項について届出又は報告を行う。

・「当初証拠金」（現行ＪＧＢＣ

Ｃの「クリアリング・ファン

ド」）の名称変更を除き、現行

のＪＧＢＣＣにおける取扱い

どおり。

（４）清算資格の喪失 ・国債店頭取引清算参加者は、国債店頭取引清算資格を喪失しようとする場合には、

当社に資格の喪失申請を行い、あらかじめ当社の承認を得るものとする。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。
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項 目 概  要 備  考

３．債務の引受けの停

止・清算資格の取消し

等

・当社は、国債店頭取引清算参加者が当社の業務方法書等に違反した場合及び財務

上の問題があると認められる等の場合には、当該国債店頭取引清算参加者を当事

者とする債務の引受けの全部若しくは一部の停止又は清算資格の取消し等を行う

ことができる。

・当社は、当社の運営上必要と認める場合には、国債店頭取引清算参加者に対し資

料を請求し、検査を行うことなどができる。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

４．債務の引受け ・国債店頭取引清算参加者は、自らが当事者となる清算対象取引に基づく債務を当

社に引き受けさせようとする場合には、清算対象取引ごとに、当社が定める方法

により、当社に対し債務の引受けの申込みを行う。

・当社は、債務の引受けの申込みを受けた取引について、当社が定めるところに従

い、当該取引に係る債務を引き受ける。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

５．清算・決済業務 ・当社は、国債店頭取引清算参加者ごとに、当社及び当該国債店頭取引清算参加者

が負担する債務について、債務を負担する都度、銘柄及び決済日等を同一とする

債務について、金銭の支払債務については差引計算し残額を得るものとし、国債

証券の引渡債務については差引計算し残数量を得るものとする。

・国債店頭取引清算参加者と当社との間の金銭決済債務の履行については、当社が

定めるところにより時価評価した証券決済債務時価評価額の金銭の授受及び受渡

調整金額（金銭決済債務の額と証券決済債務時価評価額との差額）の金銭の授受

により行う。

・証券決済債務に係る数量の国債証券の授受及び証券決済債務時価評価額の金銭の

授受は、日本銀行金融ネットワークシステムを利用した国債資金同時受渡により、

当社が定めるところにより、当社との間において行う。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

・具体的な清算・決済業務に係

る金銭・国債証券の授受等の事

務処理についても、当面の間、

現行のＪＧＢＣＣのシステム

インフラを利用し、現行のＪＧ

ＢＣＣにおける方法どおり行

う。

・金銭及び国債証券の授受は、

他の清算資格に係る金銭及び

国債証券の授受とは合算しな

い。（以下同じ。）
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項 目 概  要 備  考

６．変動証拠金 ・国債店頭取引清算参加者は、当社が債務の引受けを行った清算対象取引に係る金

銭の受領額及び国債証券の受領数量の時価評価額の合計額と、当該取引に係る金

銭の支払額及び国債証券の引渡数量の時価評価額の合計額の差額を、変動証拠金

として、当社が定めるところにより、当社との間で授受する。

・現行ＪＧＢＣＣの「マージン・

コール」の名称を「変動証拠金」

に変更する。ただし、当面の間

は、システム上の表示等は変更

せず、読み替える扱いとする。

・名称変更以外は現行のＪＧＢ

ＣＣにおける取扱いどおり。

７．ＦＯＳ決済 ・受渡調整金額、利金相当額決済債務に係る額、フェイルチャージ及び変動証拠金

の金銭の授受は、当社が定めるところにより、同一国債店頭取引清算参加者の総

支払金額と総受領金額の差引額の授受（ＦＯＳ決済）により行う。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

８．当初証拠金 ・国債店頭取引清算参加者は、当社に対する債務の履行を確保するための当初証拠

金を、当社が定めるところにより、当社に預託する。

・当初証拠金は、当社が定めるところにより、国債証券をもって代用預託すること

ができる。

・現行ＪＧＢＣＣの「クリアリ

ング・ファンド」の名称を「当

初証拠金」に変更する。ただし、

当面の間は、システム上の表示

等は変更せず、読み替える扱い

とする。

・名称変更以外は現行のＪＧＢ

ＣＣにおける取扱いどおり。

９．決済不履行時の措置 ・現在、ＪＧＢＣＣにおいて、

国際基準等を踏まえた決済不

履行時の資金調達及び債務不

履行による損失負担の見直し

に関する検討がなされており、

当該検討の結果を踏まえ、ＪＧ

ＢＣＣとの合併後に所要の制
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項 目 概  要 備  考

度改正を行うことを想定して

いる。

（１）決済不履行時の資

金調達

・当社は、国債店頭取引清算参加者が金銭決済債務、証券決済債務及び利金相当額

決済債務の全部若しくは一部を履行しない場合等においては、次に掲げる方法等

により得られる金銭をもって、当社の国債店頭取引清算参加者に対する債務を履

行する。

（１）金銭により預託を受けた当初証拠金

（２）国債店頭取引清算参加者その他の者からの資金の借入れ

（３）国債店頭取引清算参加者等を相手方とした現金担保付債券貸借取引

（４）当社からの依頼に基づき現金担保付債券貸借取引の相手方となる旨の契約を

あらかじめ締結している国債店頭取引清算参加者等を相手方とした当該現金担保

付債券貸借取引

・当社は、上記方法によってもなお必要な金銭の全部又は一部の調達が困難である

と認める場合には、資金調達の起因となった債務の当事者である国債店頭取引清

算参加者の清算対象取引の相手方である国債店頭取引清算参加者から、現金担保

付債券貸借取引により当社が必要と認める額の金銭を、当社が定めるところによ

り按分し調達することができる。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

（２）一括清算等による

債務の履行

・国債店頭取引清算参加者について、当社が定める破産手続開始等の申立又は通告

（一括清算事由）があった場合には、当該国債店頭取引清算参加者と当社との間

に存在するすべての金銭支払返還債務及び国債証券引渡返還債務の一括清算事由

発生時における債務不履行評価額を合算して得られる純合計額が、国債店頭取引

清算業務に係る当該国債店頭取引清算参加者に対する当社の一の債務又は当社に

対する当該国債店頭取引清算参加者の一の債務となるものとする。

・国債店頭取引清算参加者について、破産等の手続開始の申立又は通告があった場

合等、当社が定める場合に該当したときは、当該国債店頭取引清算参加者は、当

・余剰担保の取扱いを除き現行

のＪＧＢＣＣにおける取扱い

どおり。
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項 目 概  要 備  考

社に対する国債店頭取引清算業務に係る一切の債務について当然に期限の利益を

喪失し、直ちに債務を弁済する。

・国債店頭取引清算参加者の国債店頭取引清算業務に係る支払債務及びその他の国

債店頭取引清算業務に係る国債店頭取引清算参加者の当社に対する債務が履行期

限にある場合には、当社は当該債務と国債店頭取引清算業務に係る当社の当該国

債店頭取引清算参加者に対する債務とを、その債務の履行期限のいかんにかかわ

らず、相殺することができる。

・上記の差引計算等において、当該国債店頭取引清算参加者から預託を受けた他の

清算業務に係る余剰担保（他の清算業務に係る業務方法書の定めるところにより

当該参加者の債務の弁済に充当した残額に係るものをいう。）を未決済債務に充当

することができる。

・当社は、破綻参加者から預託

を受けた国債店頭取引清算業

務に係る余剰担保を、他の清算

業務の業務方法書の定めると

ころにより、当該参加者の当社

に対する他の債務に充当する

ことができる。

（３）債務不履行による

損失の負担

・国債店頭取引清算参加者の当社に対する債務について、上記の差引計算等による

債務の履行を行っても、なお残った当該国債店頭取引清算参加者の未履行債務に

より当社が損失を受けた場合には、当該国債店頭取引清算参加者（不履行参加者）

の清算対象取引の相手方である国債店頭取引清算参加者は、当社がその都度定め

る日時までに、当社が定めるところにより按分した損失負担金を当社に支払うも

のとし、これをもって、当該不履行参加者に起因する当社の損失（不履行損失）

を補填する。

・不履行損失額につき損失負担金によってもなお補填しえない損失がある場合にお

いて、当該補填し得ない損失額が当社が定める額（当社負担額）を超えた場合に

は、不履行参加者以外の国債店頭取引清算参加者は、当社がその都度定める日時

までに、当該補填し得ない損失額が当社負担額を超えた場合におけるその超過額

を当社が定めるところにより按分した追加損失負担金を支払うものとし、これを

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。
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項 目 概  要 備  考

もって、当該補填し得ない損失額（当該補填し得ない損失額が当社負担額を超え

た部分に限る。）を補填する。

・当社は、不履行参加者から補填した損失に係る債権を回収できたときは、追加損

失負担金又は損失負担金の債務を負担し履行した国債店頭取引清算参加者に対し

て、その回収額を按分して返還する。

１０．ガバナンス ・国債店頭取引清算業務について、取引所取引等、ＣＤＳ取引及び金利スワップ取

引に係る清算業務との間で資本・損益の分離を図るとともにリスク遮断を実現す

べく、Ｄ種類株式を発行する。

・Ｄ種類株主の意見を経営に反映すべく、Ｄ種類株主は取締役を１名選任すること

を可能とする。

・さらに、国債店頭取引清算参加者及びＤ種類株主の意見を国債店頭取引清算業務

の運営・実務へ反映させるために、当社の取締役会の諮問機関として、国債店頭

取引運営委員会を設置する。

・Ｄ種類株主総会において決議

を必要とする主な事項につい

ては別紙２のとおり。

・国債店頭取引運営委員会につ

いては、別紙３参照。

１１．手数料 ・国債店頭取引清算参加者は、当社が定めるところにより、口座管理手数料、債務

引受手数料、残高管理手数料、期日管理手数料、ＤＶＰ決済手数料、担保管理事

務手数料、ＷＥＢ端末利用手数料、証明書発行手数料を当社に納入する。

・各手数料の合計額は、自社清算参加者については月額５００万円、他社清算参加

者については月額５００万円に有価証券等清算取次ぎに係る債務引受手数料を加

算した額を、それぞれ上限とする。

・現行のＪＧＢＣＣにおける取

扱いどおり。

・具体的な料率は別紙４のとお

り。

Ⅲ．移行 ・移行に伴う所要の措置を設ける。 ・ＪＧＢＣＣとＪＧＢＣＣの清

算参加者との間の権利義務は、

合併によりすべてＪＳＣＣと
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項 目 概  要 備  考

の間の権利義務として承継さ

れる。

Ⅳ．実施時期（予定） ・平成２５年１０月１日から実施する。

以 上
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国債店頭取引清算資格の取得・維持に係る財務基準

（１）―１ 取得基準

【金融商品取引業者、証券金融会社又は短資会社】

自社清算資格 他社清算資格

資本金 ３億円以上 ３億円以上

純財産額(※1) 50 億円以上 200 億円以上

自己資本規制比率(※2) 200％以上 200％以上

連結自己資本規制比率(※3) 200％以上 200％以上

※１：証券金融会社又は短資会社にあっては、純資産額

※２：証券金融会社又は短資会社にあっては、これに準ずる場合に該当していること

※３：特別金融商品取引業者に適用

【銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は保険会社】

  自社清算資格 他社清算資格

資本金又は出資総額(※1) ３億円以上 ３億円以上

純資産額 50億円以上 200 億円以上

単体及び連結

自己資本比率(※2)

国際統一基準①(※3)：普通株式等 Tier1 比率（※4）4.5％以

上（※5）、Tier1 比率６％以上（※6）、

総自己資本比率８％以上

国際統一基準②(※7)：８％以上

国内基準(※8) ：４％以上

国際統一基準①(※3)：普通株式等 Tier1 比率（※4）4.5％以

上（※5）、Tier1 比率６％以上（※6）、

総自己資本比率８％以上

国際統一基準②(※7)：８％以上

国内基準(※8) ：４％以上

単体又は連結

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ・ﾏｰｼﾞﾝ比率(※9)
400％以上 400％以上

※１：相互会社にあっては、基金（基金償却積立金を含む）の総額

※２：銀行等（銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫）に適用

※３：国際統一基準行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫に適用。外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当していること。

※４：農林中央金庫にあっては、普通出資等 Tier1 比率

※５：平成 25 年 3月 31 日から平成 26 年 3月 30日までは 3.5%、平成 26 年 3月 31日から平成 27 年 3月 30 日までは 4％とする経過措置を設ける。

※６：平成 25 年 3月 31 日から平成 26 年 3月 30日までは 4.5%、平成 26 年 3月 31日から平成 27 年 3月 30 日までは 5.5％とする経過措置を設ける。

※７：国際統一基準行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫以外の海外事業拠点を有する銀行等に適用

※８：海外事業拠点を有しない銀行等に適用

※９：保険会社に適用

別紙１
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（１）―２ 取得基準（親会社保証）

【金融商品取引業者、証券金融会社又は短資会社】

資格取得申請者 親会社

資本金 ３億円以上 ３億円以上

純財産額(※1) 10 億円以上 200 億円以上

自己資本規制比率(※2) 140％以上 200％以上

連結自己資本規制比率(※3) 140％以上 200％以上

※１：証券金融会社又は短資会社にあっては、純資産額

※２：証券金融会社又は短資会社にあっては、これに準ずる場合に該当していること

※３：特別金融商品取引業者に適用

【銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は保険会社】

  資格取得申請者 親会社

資本金又は出資総額(※1) ３億円以上 ３億円以上

純資産額 10億円以上 200 億円以上

単体及び連結

自己資本比率(※2)

国際統一基準①(※3)：普通株式等 Tier1 比率（※4）4.5％以

上（※5）、Tier1 比率６％以上（※6）、

総自己資本比率８％以上

国際統一基準②(※7)：８％以上

国内基準(※8) ：４％以上

国際統一基準①(※3)：普通株式等 Tier1 比率（※4）4.5％以

上（※5）、Tier1 比率６％以上（※6）、

総自己資本比率８％以上

国際統一基準②(※7)：８％以上

国内基準(※8) ：４％以上

単体又は連結

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ・ﾏｰｼﾞﾝ比率(※9)
200％以上 400％以上

※１：相互会社にあっては、基金（基金償却積立金を含む）の総額

※２：銀行等（銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫）に適用

※３：国際統一基準行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫に適用。外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当していること。

※４：農林中央金庫にあっては、普通出資等 Tier1 比率

※５：平成 25 年 3月 31 日から平成 26 年 3月 30日までは 3.5%、平成 26 年 3月 31日から平成 27 年 3月 30 日までは 4％とする経過措置を設ける。

※６：平成 25 年 3月 31 日から平成 26 年 3月 30日までは 4.5%、平成 26 年 3月 31日から平成 27 年 3月 30 日までは 5.5％とする経過措置を設ける。

※７：国際統一基準行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫以外の海外事業拠点を有する銀行等に適用

※８：海外事業拠点を有しない銀行等に適用

※９：保険会社に適用
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（２） 維持基準

【金融商品取引業者、証券金融会社又は短資会社】

自社清算資格 他社清算資格

資本金 ３億円以上 ３億円以上

純財産額(※1) 10 億円以上 200 億円以上

自己資本規制比率(※2) 140％以上 200％以上

連結自己資本規制比率(※3) 140％以上 200％以上

※１：証券金融会社又は短資会社にあっては、純資産額

※２：証券金融会社又は短資会社にあっては、これに準ずる場合に該当していること

※３：特別金融商品取引業者に適用

【銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は保険会社】

  自社清算資格 他社清算資格

資本金又は出資総額(※1) ３億円以上 ３億円以上

純資産額 10億円以上 200 億円以上

単体及び連結

自己資本比率(※2)

国際統一基準①(※3)：普通株式等 Tier1 比率（※4）4.5％以

上（※5）、Tier1 比率６％以上（※6）、

総自己資本比率８％以上

国際統一基準②(※7)：８％以上

国内基準(※8) ：４％以上

国際統一基準①(※3)：普通株式等 Tier1 比率（※4）4.5％以

上（※5）、Tier1 比率６％以上（※6）、

総自己資本比率８％以上

国際統一基準②(※7)：８％以上

国内基準(※8) ：４％以上

単体又は連結

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ・ﾏｰｼﾞﾝ比率(※9)
200％以上 400％以上

※１：相互会社にあっては、基金（基金償却積立金を含む）の総額

※２：銀行等（銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫）に適用

※３：国際統一基準行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫に適用。外国銀行にあっては、これに準ずる場合に該当していること。

※４：農林中央金庫にあっては、普通出資等 Tier1 比率

※５：平成 25 年 3 月 31 日から平成 26 年 3 月 30日までは 3.5%、平成 26年 3月 31日から平成 27年 3月 30 日までは 4％とする経過措置を設ける。

※６：平成 25 年 3 月 31 日から平成 26 年 3 月 30日までは 4.5%、平成 26年 3月 31日から平成 27年 3月 30 日までは 5.5％とする経過措置を設ける。

※７：国際統一基準行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫以外の海外事業拠点を有する銀行等に適用

※８：海外事業拠点を有しない銀行等に適用

※９：保険会社に適用

（注）親会社保証により清算資格を取得した国債店頭取引清算参加者の維持基準については、親会社が上記維持基準を満たすこと。
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Ｄ種類株主総会において決議を必要とする主な事項

以下の事項については、株主総会決議に加えＤ種類株主総会決議を必要とする（注１）。

・Ｄ種類株式に係る剰余金の配当

・Ｄ種類株式に係る取締役の選任

・Ｄ種類株式についての株式の内容の変更（定款変更）

・Ｄ種類株式に係る準備金の減少

・Ｄ種類株式を対価として交付する合併、会社分割又は株式交換

・Ｄ種類株式の新規発行

・Ｄ種類株式の新株予約権の発行

・Ｄ種類株式の自己株式取得

・Ｄ種類株式の併合・分割

・Ｄ種類株式に係る取締役の数の変更（定款変更）

・国債店頭取引運営委員会の再審議後の意見と異なる内容の決議を行う場合に係る取締役会の決議要件（注２）の変更（定款変更）

注１．Ｄ種類株式に係る取締役の選任については株主総会決議を要しない。

注２．取締役会が国債店頭取引運営委員会の再審議後の意見と異なる内容を決議する場合には３分の２以上の賛成を要する。

※下線を付した事項は特別決議事項とする。

別紙２
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国債店頭取引運営委員会について

項 目 内 容 備 考

１．設置目的 ・国債店頭取引清算参加者及びＤ種類株主の意見を国債店頭取引清算業務の運

営・実務へ反映させるために設置する。

・取締役会規則に定める諮問委員会とす

る。

２．委員

（１）委員及び特別委

員の委嘱

・当社は、次に掲げる者を、委員会の委員として選任する。

①国債店頭取引清算参加者（以下「清算参加者」という。）

②当社の発行するＤ種類株式の株主又は当該株主である法人等の属する企業集

団に含まれる者であって清算参加者以外の者のうち委員会が適当と認める者

・当社は、委員のうち、当社の発行するＤ種類株式の株主又は当該株主である法

人等の属する企業集団に含まれる者を特別委員に選任する。

・②に該当する者として、当面の間、東

証を想定する。

・左記に該当する複数の清算参加者が同

一の企業集団に含まれる場合には、当

該複数の清算参加者が指定する一の

清算参加者を特別委員に選任する。

（２）委員長 ・委員会には委員長を置くものとし、特別委員の中から特別委員の互選により選

任する。

・委員長の任期は１年とする。

・委員長が特別委員の選任を取り消された場合には、新たな委員長を選任する。

（３）委員代表者及び

特別委員代表者の届

出

・委員及び特別委員は、その選任後直ちに、当該委員、特別委員又は当該委員若

しくは特別委員を含む企業集団に含まれる他の法人等の役職員のうち国債店頭

取引の実務に精通し、委員若しくは特別委員としての職務に関し当該委員若し

くは特別委員を代表又は代理する者として少なくとも１名を、委員の代表者若

しくは代理人（以下「委員代表者」という。）又は特別委員の代表者若しくは代

理人（以下「特別委員代表者」という。）として当社に届け出るものとする。

（４）委員等の義務 ・委員及び特別委員並びに委員代表者及び特別委員代表者（これらであった者を

含む。）は、その職務上知り得た秘密を保持するものとし、正当な理由なく、委

員又は特別委員としての職務遂行の目的以外の目的のために利用し、又は第三

別紙３
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者に漏らしてはならない。

３．諮問事項 ・当社は、以下に掲げる事項について決定を行おうとする場合には、委員会に諮

問を行い、その意見を尊重する。ただし、当該決定の内容が軽微なものである

場合には、この限りでない。

①国債店頭取引清算業務に係る制度及び運用に関する事項

ａ 清算対象取引の追加及び変更に関する事項

ｂ 清算資格要件の変更

ｃ 有価証券等清算取次ぎに関する事項

ｄ 当初証拠金に関する取扱いの変更

ｅ 清算参加者の申請による国債店頭取引清算資格の喪失に関する取扱いの

変更

ｆ 変動証拠金に関する取扱いの変更

ｇ 清算参加者の決済不履行時の措置に関する取扱いの変更

ｈ 清算参加者に対する措置の基準に関する変更

ⅰ その他国債店頭取引清算業務に係る制度運営の観点から必要と認める事項

②国債店頭取引清算業務に係る事業部門の運営に関する事項

ａ 国債店頭取引清算業務に係る事業計画に関する事項

ｂ 当社の発行するＤ種類株式に係る株主への剰余金の配当

ｃ 委員会から推薦する当社の取締役候補の指名

ｄ 本規則の変更

ｅ 手数料に関する事項

ｆ 国債店頭取引清算業務システムに関する事項

４．委員会の開催 ・委員会の会議は取締役社長がその決定により招集する。ただし、当社の取締役

会決議により招集することを妨げない。

・当社は、委員会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所、議

題その他必要な事項を委員及び特別委員に通知しなければならない。ただし、
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当社が特に緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

・委員会の出席者は委員代表者又は特別委員代表者とし、やむを得ない理由によ

り委員会に出席できない場合には、当該委員代表者又は特別委員代表者は、自

己の所属する清算参加者又は当該清算参加者を含む企業集団に含まれる他の法

人等に所属する者を代理出席させることができる。

・当社は、必要があると認めるときは、委員会の会議の開催に代え、書面をもっ

て行うことができる。

・当社は、原則として四半期に１回以上、委員会の会議の開催（書面をもって行

う場合を含む。）を行うものとする。

・当社は、必要があると認めるときは、

電話その他の方法により会議を開催

し、又は電話その他の方法による委員

又は特別委員の出席を認めることが

できる。

５．決議の方法 ・委員会は、次に掲げる諮問事項ごとに、当該各号に定める委員又は特別委員の

数の出席がなければ議事を開くことができない。

①国債店頭取引清算業務に係る制度及び運用に関する事項

委員（特別の利害関係があり審議に参加することができない委員を除く。）

の２分の１以上

②国債店頭取引清算業務に係る事業部門の運営に関する事項

特別委員（特別の利害関係があり審議に参加することができない特別委員

を除く。）の２分の１以上

・委員長は、①の事項にあっては出席した委員、②の事項にあっては出席した特

別委員の全会一致により審議事項について決定することができるよう努めるも

のとする。

・委員会の議事は、①の事項にあっては出席した委員、②の事項にあっては出席

した特別委員の過半数をもって決する。

・委員及び特別委員は、特別の利害関係のある事項については、その審議に参加

することができない。

・３．①に掲げる事項。

・３．②に掲げる事項。

６．取締役会への報告 ・委員長は、諮問事項に対する委員会での決議その他審議内容について、当社の
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取締役会に対し報告を行うものとする。

７．事務局 ・委員会の事務局は当社とし、当社の常勤取締役が事務局として参加するものと

する。

・事務局は、委員及び特別委員の補佐、事務連絡、会議の運営の補助、記録の保

存その他の委員会の事務の処理を行う。

８．業務検討委員会 ・委員会は、国債店頭取引清算業務に係る制度及び運営に関する事項に係る実務

的検討を行うため、業務検討委員会を設置することができる。

・業務検討委員会は、現行のＪＧＢＣＣ

の特別委員会に準じ、参加を希望する

清算参加者により構成し、清算参加者

間での合意形成を図ることを目的と

する。

・業務検討委員会の運営に関し必要な事

項は、委員会がその都度定める。

９．委任 ・規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がその都

度定める。
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手数料の概要

  手数料率

口座管理手数料

月額 50万円

（２以上のネッティング口座を開設している清算参加者については、上記金額に、当該清算参加者が開設するネッティ

ング口座の数から１を減じた数に２０万円を乗じて得た額を加算した金額）

債務引受手数料

（１）国債証券の売買等

売買決済日に授受する金銭の額×万分の 0.002（国庫短期証券にあっては万分の 0.0005）

（２）現金担保付貸借取引等

取引決済日に授受する金銭の額×万分の 0.001（オーバーナイト取引にあっては万分の 0.0001に貸借期間の日数を乗

じた率）

（３）現先取引等

エンド取引受渡日に授受する金銭の額×万分の 0.001（オーバーナイト取引にあっては万分の 0.0001 に取引期間の日

数を乗じた率）

残高管理手数料

決済日等ごとの残高管理手数料

＝決済日等を同一とする各国債店頭取引清算参加者と当社との間の金銭決済債務の額の合計額

×次の営業日の前日までの日数÷365×万分の 0.09

期日管理手数料

決済日等ごとの期日管理手数料

＝決済日等を同一とする各国債店頭取引清算参加者からその日に引き受けた債務に係る清算対象取引における取引金額

の合計額×決済日等までの超過日数÷365×万分の 0.015

ＤＶＰ決済手数料 ＤＶＰ決済１件あたり 200 円

担保管理事務手数料 当初証拠金の返還１件あたり 200 円

ＷＥＢ端末利用手数料 10,000 円×ＷＥＢ端末のユーザーＩＤ数の月中最大数

別紙４



18

証明書発行手数料 当初証拠金残高証明書１通あたり 3,000 円


