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業務方法書（案） 

 

第１章  総則 

 

（目的） 

第１条 この業務方法書は、当社が行う有価証券債務引受業その他の業務に関し、必要な

事項を定める。 

 

（有価証券債務引受業等） 

第２条 当社は、有価証券債務引受業のほか、証券取引法（昭和２３年法律第２５号。以

下「法」という。）第１５６条の６第１項の業務を行う。 

 

（清算対象取引） 

第３条 当社の有価証券債務引受業及び前条の業務（以下「有価証券債務引受業等」とい

う。）の対象とする債務の起因となる取引（以下「清算対象取引」という。）の対象とす

る有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。 

（１） 内国法人の発行する株券（内国法人の発行する新株引受権証書、優先出資証券

（協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。）及び優先出資引受権

証書並びに出資証券（特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（優先出

資証券を除く。）をいう。）を含む。） 
（２） 外国法人の発行する株券（外国法人の発行する新株引受権証書及び外国株預託

証券（外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。）を含む。） 
（３） 投資信託受益証券（投資信託の受益証券をいう。以下同じ。）、投資証券、外国

投資信託の受益証券及び外国投資証券 

（４） 新株予約権証券 

（５） 債券 

２ 前項に規定する清算対象取引は、次の各号に掲げる取引（当社が定めるものに限る。）

とする。 

（１） 当社が指定する市場開設者（以下「指定市場開設者」という。）が開設する取引

所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場（以下「指定有価証券市場」という。）にお

ける有価証券の売買（有価証券先物取引を除く。） 

（２） 指定有価証券市場における株券オプション取引（株券の売買に係る有価証券オ

プション取引をいう。以下同じ。）の権利行使により成立する対象株券の売買 

（３） 前２号に規定する売買の決済に必要な金銭又は株券等（指定市場開設者がその

決済機構を利用して法第１５６条の２４第１項の業務を行う者として指定し、当社に

通知した証券金融会社（清算参加者（第５条に規定する清算参加者をいう。以下次条
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までにおいて同じ。）である証券金融会社に限る。以下「指定証券金融会社」という。）

が定める貸借取引貸出規程（以下単に「貸借取引貸出規程」という。）に規定する株券

等をいう。以下この条において同じ。）の貸借（指定証券金融会社が清算参加者に対し

て、貸借取引貸出規程に基づき、指定市場開設者の決済機構を利用して貸し付けるも

のに限る。以下「貸借取引」という。） 

（４） 貸借取引に必要な株券等の貸借（清算参加者が指定証券金融会社に対して、貸

借取引貸出規程に基づき、指定市場開設者の決済機構を利用して貸し付けるものに限

る。以下「品貸取引」という。） 

（５） 貸借取引又は品貸取引に係る本担保等（貸借取引貸出規程に規定する融資担保

株券等、貸株等代り金又は借株等代り金をいう。以下同じ。）の授受 

（６） バイイン（第６３条に規定するバイインをいう。以下第５４条までにおいて同

じ。）による売買 

 

（休業日） 

第４条 当社は、次の各号に掲げる日を休業日とする。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日 

（３） 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日 

（４） 前日及び翌日が国民の祝日である日 

（５） 土曜日 

（６） 年始３日間 

（７） １２月３１日 

２ 当社は、必要があると認めるときは、臨時休業日を定めることができる。 

３ 当社は、必要があると認めるときは、有価証券債務引受業等に係る業務の全部若しく

は一部を臨時に停止し又は臨時に行うことができる。 

４ 前２項の場合には、当社は、あらかじめその旨を清算参加者及び指定市場開設者に通

知する。 

 

第２章 清算参加者 

 

第１節 通則 

 

（清算参加者） 

第５条  清算参加者とは、当社が行う有価証券債務引受業の相手方となるための資格（以

下「清算資格」という。）を有する者をいう。 

２  前項に規定する清算資格は、当社が行う有価証券債務引受業に関して、有価証券等清
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算取次ぎを行うことができない清算資格（以下「自社清算資格」という。）と、第３章に

定めるところにより有価証券等清算取次ぎを行うことができる清算資格（以下「他社清

算資格」という。）に区分し、自社清算資格を有する清算参加者を自社清算参加者と、他

社清算資格を有する清算参加者を他社清算参加者と称する。 

 

第２節  清算資格の取得 

 

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条  次の各号に掲げる者は、自社清算資格又は他社清算資格の別を示して、当社が定

めるところにより、当社に清算資格の取得の申請を行うことができる。 

（１） 証券会社 

（２） 外国証券会社（外国証券業者に関する法律（昭和４６年法律第５号）第２条第

２号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。） 

（３） 登録金融機関（法第６５条の２第３項に規定する登録金融機関をいう。以下同

じ。） 

２ 証券金融会社は、清算資格が第３条第２項第３号から第６号までに掲げる取引のみを

清算対象取引とすることを条件とする自社清算資格を取得しようとするものであること

を示して、当社が定めるところにより、当社に清算資格の取得の申請を行うことができ

る。 

３  当社は、前２項の規定により清算資格の取得の申請があった場合において、清算資格

の取得申請者が審査により適当であると認めるときは、清算資格の取得の承認を行う。 

４  前項の承認は、清算資格を取得すべき期日を指定して行う。 

 

（清算資格の要件） 

第７条 前条第１項の申請に係る同条第３項の審査は、清算資格の取得申請者に関する次

の各号に掲げる事項その他有価証券債務引受業等の運営に関して必要と認める事項につ

いて行うものとする。 

（１）  経営の体制 

当社の有価証券債務引受業等の運営に鑑みて適当でないと認められる者の支配又は

影響を受けていないことなど当社が行う有価証券債務引受業等について社会的な信用

が十分に確保されると見込まれる健全な経営の体制であること。 

（２）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次のａ又はｂに掲げる区分に従い、当該ａ又は

ｂに定める基準に適合すると見込まれ、かつ、清算参加者として安定した収益力が見

込まれること。 

ａ  証券会社又は外国証券会社 
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（ａ）  資本の額が３億円以上であること。 

（ｂ）  純財産額が２０億円以上（他社清算資格の場合には２００億円以上）であ

り、かつ、資本の額を上回っていること。 

（ｃ）  自己資本規制比率が２００パーセントを上回っていること。 

ｂ  登録金融機関 

（ａ）  資本の額又は出資の総額（相互会社にあっては、基金（基金償却積立金を

含む。）の総額）が３億円以上であること。 

（ｂ）  純資産額が２０億円以上（他社清算資格の場合には２００億円以上）であ

り、かつ、資本の額又は出資の総額（相互会社にあっては、基金（基金償却積立

金を含む。）の総額）を上回っていること。 

（ｃ）  保険会社以外の登録金融機関にあっては、海外営業又は事業拠点を有する

場合は国際統一基準に係る単体又は連結自己資本比率が８パーセントを、海外営

業又は事業拠点を有しない場合は国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が４

パーセントを上回っていること（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）、保険会社にあっては、ソルベンシー・マージン比率が４００パー

セントを上回っていること。 

（３）  業務執行体制 

清算対象取引についての第４６条に定める債務の引受けに係る約定（第６４条の規

定に基づく有価証券の貸借を含む。以下「清算約定」という。）の決済、損失の危険の

管理及び法令（法及びその関係法令をいう。以下同じ。）、法令に基づく行政官庁の処

分、この業務方法書その他の規則の遵守に関し適切な業務執行の体制を備えているこ

と。 

２ 前条第２項の申請に係る同条第３項の審査は、清算資格の取得申請者に関する次の各

号に掲げる事項その他有価証券債務引受業等の運営に関して必要と認める事項について

行うものとする。 

（１）  財務基盤 

清算資格を取得すべき期日までに、次に掲げる基準に適合すると見込まれ、かつ、

清算参加者として安定した収益力が見込まれること。 

ａ  資本の額が１億円以上であること。 

ｂ  純資産額が２０億円以上であり、かつ、資本の額を上回っていること。 

（２） 前項第１号及び第３号に掲げる事項 

 

（清算資格の取得手続の履行） 

第８条  当社が第６条第３項の規定により清算資格の取得の承認を行ったときは、当社は、

同条第４項の規定により当社が指定した期日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。第６４条第３項第２号及び第５号を除き、以下同じ。）までに、清算資格の取得
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申請者をして、現物取引清算基金の預託その他当社が定める清算資格の取得手続を履行

させるものとする。 

２  清算資格の取得申請者が第６条第４項の規定により当社が指定した期日の前日までに、

前項の手続を履行しないときは、その清算資格の取得申請を取り下げたものとみなす。 

 

（清算資格取得の日） 

第９条  当社は清算資格の取得申請者が前条第１項の規定による手続を履行したときは、

第６条第４項の規定により当社が指定した期日に、当該申請に係る清算資格を付与する。 

２  当社は、前項の規定により清算資格の取得申請者に清算資格を付与したときは、その

旨を清算参加者及び指定市場開設者に通知する。 

 

（非清算参加者が清算資格を取得した場合の未決済約定の取扱い） 

第１０条  指定市場開設者の取引参加者、会員又は協会員であって、当社の清算参加者で

ない者（以下「非清算参加者」という。）が前条第１項の規定により清算資格を取得して

清算参加者となったときは、当該非清算参加者は、当該非清算参加者が指定市場開設者

の定めるところにより常に有価証券等清算取次ぎの委託先とする者として指定した清算

参加者（以下「指定清算参加者」という。）から当該非清算参加者の有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく清算約定で未決済のものを引き継ぐ。 

 

第３節  清算参加者の義務 

 

（清算参加者契約の締結） 

第１１条 清算参加者は、当社との間で、当社が定める清算参加者契約を締結しなければ

ならない。 

 

（清算参加者代表者） 

第１２条  清算参加者は、その代表取締役（清算参加者が外国証券会社又は外国銀行の場

合は、日本における代表者で、かつ、取締役と同等以上の地位にある者）のうちから、

当社において当該清算参加者を代表するのに適当な者１人を、当社が定めるところによ

り、あらかじめ清算参加者代表者として当社に届け出なければならない。 

２  清算参加者と当社との関係においては、清算参加者代表者のみが当該清算参加者を代

表するものとする。ただし、日常業務に関しては、あらかじめその範囲を明確にして、

当社に届け出た日常業務代行者をして行わせることができる。 

 

（決済業務責任者） 

第１３条  清算参加者は、清算約定の決済に係る業務の統括に当たらせるため、その役員
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又は従業員のうちから決済業務責任者１人を選任し、当社が定めるところにより、当社

に届け出なければならない。 

 

（役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係） 

第１４条  当社は、清算参加者の役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係が当社の

有価証券債務引受業等の運営に鑑みて適当でないと認めるときは、当該清算参加者を審

問のうえ、理由を示して、その変更を請求することができる。ただし、当該清算参加者

が陳述書を提出したときは、その提出をもって、審問に代えることができる。 

２  当社は、清算参加者が正当な理由がないにもかかわらず前項の審問に応じない場合に

は、審問を行わずに同項の変更請求を行うことができる。 

３  清算参加者は、第１項の変更請求が不当であると認めるときは、変更請求の通知を受

けた日から１０日以内に、当社に対し書面をもって、理由を示して、異議の申立てを行

うことができる。 

４  当社は、前項の異議の申立てを受理したときは、遅滞なく、取締役会を開催する。 

５  前項の取締役会において、第１項の変更請求を変更し、又は取り消すことが適当であ

ると認められたときは、直ちに同項の変更請求を変更し、又は取り消すものとする。 

 

（清算参加者による手数料の納入） 

第１５条  清算参加者は、当社が規則で定める手数料を、その定めるところにより、当社

に納入しなければならない。 

 

（現物取引清算基金の預託） 

第１６条  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現物取引清算基金を、

当社が定めるところにより、当社に預託しなければならない。 

２  清算参加者は、当社に預託している現物取引清算基金が当社が規則により定める現物

取引清算基金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、不足額が生じた日の翌

日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。）の正午までに当社に追加預託

しなければならない。 

３  現物取引清算基金は、当社が定めるところにより、有価証券（流動性等を勘案して当

社が適当と認めるものに限る。）をもって代用差入れすることができる。 

４ 前項に定める有価証券の代用価格は、当該有価証券の差入日の前々日（休業日に当た

るときは、順次繰り上げる。以下同じ。）における当社が定める時価に当社が定める率を

乗じた額とする。ただし、当社は、相場に著しい変動を生じた場合等特に必要があると

認めた場合には、代用価格を臨時に変更することができる。 

５ 前２項の規定のほか、現物取引清算基金の代用有価証券に関する事項については、当

社が定める。 
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（現物取引清算基金の返還請求権の譲渡の禁止等） 

第１７条  清算参加者は、前条に規定する現物取引清算基金の返還請求権を、他の者に譲

渡し、譲渡の予約をし、又は担保の目的に供することはできない。 

 

（有価証券債務引受業等に関する責任の所在） 

第１８条  当社は、清算参加者が業務上、当社が行う有価証券債務引受業等に関し損害を

受けることがあっても、当社に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償す

る責めに任じない。 

 

（届出事項） 

第１９条  清算参加者は、次に掲げる行為をしようとするときは、当社が定めるところに

より、あらかじめその内容を当社に届け出なければならない。 

（１）  証券業（登録金融機関にあっては証券業務、証券金融会社にあっては法第１５

６条の２４第１項に規定する業務）の廃止 

（２）  当該清算参加者が他の会社と合併して消滅することとなる場合の当該合併及び

当該清算参加者が他の会社と合併して会社を設立する場合の当該合併 

（３）  合併及び破産以外の事由による解散 

（４）  分割による営業（登録金融機関にあっては証券業務に関する営業又は事業を、

証券金融会社にあっては法第１５６条の２４第１項に規定する業務に関する営業をい

う。以下この条及び第２９条第５項において同じ。）の全部又は一部の他の会社への承

継 

（５）  営業の全部又は一部の譲渡 

（６）  当該清算参加者が他の会社と合併して合併後存続することとなる場合の当該合

併 

（７）  分割による営業の全部又は一部の他の会社からの承継 

（８）  営業の全部又は一部の譲受け 

（９）  商号又は名称の変更（英文の商号又は名称の変更を含む。） 

（１０）  役員の変更又は他の会社その他の法人の役員への就任若しくは退任 

（１１）  本店その他の営業所又は主たる事務所その他の事務所の変更 

 

（報告事項） 

第２０条  清算参加者は、当社が定める場合に該当することとなったときは、直ちにその

内容を当社に報告しなければならない。 

 

（清算参加者の調査） 
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第２１条  当社は、次の各号に掲げる場合その他当社の有価証券債務引受業等の運営上必

要があると認める場合は、清算参加者に対し、当該清算参加者の営業若しくは事業又は

財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当社の職員をして

当該清算参加者の営業若しくは事業若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を

検査させることができる。 

（１） 清算参加者によるこの業務方法書その他の規則の遵守の状況の調査を行う場合 

（２） 清算参加者の財務の状況の調査を行う場合 

（３） 指定市場開設者から有価証券の売買その他の取引等の公正の確保を図るための調

査に関し、情報提供の要請があった場合において、当社が当該要請に応じることが相当

と認める場合 

 

第４節  清算資格の喪失 

 

（清算資格の喪失申請） 

第２２条  清算参加者が清算資格を喪失しようとするときは、当社が定めるところにより、

清算資格の喪失の申請を行わなければならない。 

 

（清算資格の喪失申請者の未決済約定の取扱い） 

第２３条  清算参加者は、清算資格の喪失申請を行う場合には、あらかじめ、当該清算参

加者の清算約定で未決済のものを、すべて解消しなければならない。 

２  他社清算参加者は、他社清算資格の喪失申請を行う場合には、あらかじめ、当該清算

資格に係る清算受託契約（第３９条に規定する清算受託契約をいう。以下第３４条まで

において同じ。）をすべて解約しなければならない。 

 

（清算資格の喪失申請者の合併等の場合の適用除外） 

第２４条  清算参加者は、前条第１項の場合において、清算資格の喪失と同時に、清算資

格を取得する者又は清算資格を有する者に合併され、分割により営業を承継させ又は営

業を譲渡する等の場合で、当該清算参加者の清算約定で未決済のもののすべてを解消さ

せる必要がないと当社が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当社が認める範囲に

おいて、当該清算約定で未決済のものを解消しないことができる。 

２  他社清算参加者は、前条第２項の場合において、他社清算資格の喪失と同時に、他社

清算資格を取得する者又は他社清算資格を有する者に合併され、分割により営業を承継

させ又は営業を譲渡する等の場合で、当該他社清算参加者が締結している清算受託契約

のすべてを解約させる必要がないと当社が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当

社が認める範囲において、当該清算受託契約を解約しないことができる。 
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（清算資格の喪失申請者に係る債務の引受けの停止） 

第２５条  当社は、清算参加者から清算資格の喪失申請を受理した翌日から、その清算参

加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務について新たな債務の引受けを停止する。 

２  当社は、清算資格の喪失申請者が、その喪失と同時に、清算資格を取得する者若しく

は清算資格を有する者に合併され、分割により営業を承継させ若しくは営業を譲渡する

等の場合で、当該清算参加者の清算約定で未決済のものを解消させる必要がないと認め

るとき又は清算資格の喪失申請者が指定有価証券市場における株券オプション取引に係

る清算資格に相当する資格を有する者であるときは、前項の規定にかかわらず、当該清

算資格の喪失申請者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の引受けの全部又は一部

を停止しないことができる。 

 

（清算資格の喪失の承認） 

第２６条  清算資格の喪失の承認は、当社が将来の一定の期日を指定して行う。 

２  当社は、清算資格の喪失を承認した場合は、清算参加者及び指定市場開設者に、その

旨を通知する。 

 

（清算資格の喪失の際の現物取引清算基金の返戻） 

第２７条  当社は、清算参加者が清算資格を喪失（取消しによる喪失を含む。以下この条

及び次条において同じ。）したときは、当該清算資格の喪失の日以降現物取引清算基金の

返戻を行うものとする。ただし、当該清算資格を喪失した者の清算約定で未決済のもの

がある場合その他当社が必要と認める場合は、その事由の消滅するまでの間、現物取引

清算基金の返戻を停止することができる。 

 

（清算資格の喪失の際の債務弁済） 

第２８条  清算資格を喪失した者は、当社から返付を受ける金銭又は有価証券をもって、

その者が清算参加者として当社に対して負担した一切の債務の弁済に充てなければなら

ない。 

 

第５節 清算参加者に対する措置等 

 

（清算参加者が業務方法書に違反した場合等の取扱い） 

第２９条 当社は、清算参加者がこの業務方法書その他の規則に違反したとき、又は清算

参加者が当社若しくは清算参加者の信用を失墜させた場合において有価証券債務引受業

等の運営に鑑みて必要であると認めるときは、あらかじめ当該清算参加者を審問のうえ、

当該清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の引受けの全部若しくは一部

の停止又は当該清算参加者の清算資格の取消しを行うことができる。この場合において、
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清算資格の取消しについては、取締役会の決議を要するものとする。 

２ 当社は、清算参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該清

算参加者を審問のうえ、理由を示して、当該清算参加者を当事者とする清算対象取引に

基づく債務の引受けの全部若しくは一部の停止その他当社が必要かつ適当と認める措置

を行うことができる。 

（１）  第１４条の規定による役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係の変更請

求に応じないとき。 

（２）  総株主の議決権（商法（明治３２年法律第４８号）第２１１条の２第４項に規

定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第５項の規定により議決権を有するもの

とみなされる株式に係る議決権を含む。）又は出資に係る議決権の過半数が当社の有価

証券債務引受業等の運営に鑑みて適当でないと認められる者によって保有されるに至

ったとき。 

（３）  相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、清算参加者に

対し取締役と同等以上の支配力を有する者が、当社の有価証券債務引受業等の運営に

鑑みて適当でないと認められるとき。 

３  当社は、清算参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該清

算参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該清算参加者を当事者とする清算

対象取引に基づく債務の引受けの全部若しくは一部の停止を行うことができる。 

（１）  資本の額若しくは出資の総額（相互会社にあっては、基金（基金償却積立金を

含む。）の総額）が３億円（第６条第２項の申請に基づき清算資格を取得した証券金融

会社にあっては、１億円）を下回ったとき。 

（２） 純財産額（登録金融機関及び証券金融会社にあっては、純資産額）が３億円を

下回ったとき。 

（３）  証券会社又は外国証券会社について、自己資本規制比率が１２０パーセントを

下回ったとき。 

（４）  保険会社以外の登録金融機関（当該登録金融機関が証券金融会社である場合に

は、第６条第２項の申請に基づき清算資格を取得した者を除く。）について、海外営業

又は事業拠点を有する場合は国際統一基準に係る単体又は連結自己資本比率が４パー

セントを、海外営業又は事業拠点を有しない場合は国内基準に係る単体又は連結自己

資本比率が２パーセントを下回ったとき（外国銀行にあっては、これに準ずる場合で

当社が必要と認めるとき）。 

（５）  保険会社について、ソルベンシー・マージン比率が１００パーセントを下回っ

たとき。 

４  当社は、清算参加者が他社清算参加者である場合で、当該清算参加者が次の各号のい

ずれかに該当することとなったときは、当該清算参加者を審問のうえ、その事由の消滅

するまで、当該清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務（有価証券等清算



 

 11 

取次ぎに係るものに限る。）の全部又は一部の引受けの停止を行うことができる。 

（１）  純財産額（登録金融機関にあっては、純資産額）が、２００億円を下回り、速

やかな回復が見込めないとき。 

（２）  証券会社又は外国証券会社について、自己資本規制比率が２００パーセントを

下回り、速やかな回復が見込めないとき。 

（３）  保険会社以外の登録金融機関について、海外営業又は事業拠点を有する場合は

国際統一基準に係る単体又は連結自己資本比率が８パーセントを、海外営業又は事業

拠点を有しない場合は国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が４パーセントを下

回り、速やかな回復が見込めないとき（外国銀行にあっては、これに準ずる場合で当

社が必要と認めるとき）。 

（４）  保険会社について、ソルベンシー・マージン比率が４００パーセントを下回り、

速やかな回復が見込めないとき。 

５  当社は、清算参加者が第１９条第１号から第５号までのいずれかに掲げる事項（同条

第４号にあっては営業の全部の承継、第５号にあっては営業の全部の譲渡に限る。）に係

る公告を行った場合において、清算資格の喪失申請を行わないときは、当該清算参加者

を審問のうえ、当該清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の全部又は一

部の引受けの停止を行うことができる。 

 

（証券業の廃止等において清算資格喪失申請を行わないことにより債務の引受けの停止を

受けた清算参加者に対する措置） 

第３０条 当社は、前条第５項の規定により当該清算参加者を当事者とする清算対象取引

に基づく債務の引受けの停止を行った場合には、当該清算参加者の清算約定で未決済の

ものの他の清算参加者への引継ぎその他当社が必要と認める整理を行わせることができ

る。 

２ 当社は、前項の規定による整理を行うためその他当社が必要と認める限度において、

当該清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の引受けを行うことができる。 

３ 当社は、必要があると認めるときは、第１項に定める整理を、他の清算参加者をして

行わせることができる。この場合においては、その清算参加者と同項の債務の引受けの

停止の対象清算参加者との間に委任契約が成立していたものとする。 

 

（債務の引受けの停止等の措置の解除） 

第３１条  当社が第２９条の規定により期間を定めないで債務の引受けの停止（有価証券

等清算取次ぎに係る債務に限って行うものを除く。）を行った場合には、対象清算参加者

は、その事由を除去したときは、説明書を添付して停止の解除を申請することができる。 

２  当社は、前項の申請に基づく停止の解除が適当であると認めるときは、その申請を承

認する。 



 

 12 

３  第１項の対象清算参加者が、同項の停止を受けた日から１年以内に、前項の承認を受

けられない場合は、当社は、取締役会の決議により、当該対象清算参加者の清算資格を

取り消すことができる。 

４ 前３項の規定は、当社が第２９条の規定により期間を定めないで債務の引受けの停止

（有価証券等清算取次ぎに係る債務に限って行うものに限る。）を行った場合について準

用する。この場合において、第３項中「清算資格を取り消す」とあるのは「他社清算資

格を取り消し、自社清算資格を付与する」と読み替えるものとする。 

 

（異議の申立て等） 

第３２条  第１４条第１項ただし書及び第２項の規定は第２９条の審問について、第１

４条第３項から第５項までの規定は第２９条の措置について、それぞれ準用する。 

 

（証券会社等に該当しないこととなった清算参加者に対する措置） 

第３３条 清算参加者は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、清算資格を喪失

する。 

（１） 証券会社、外国証券会社及び登録金融機関のいずれにも該当しないこととなる

こと（第６条第２項の申請に基づき清算資格を取得した証券金融会社にあっては、証

券金融会社に該当しないこととなること）。 

（２） 解散 

 

（措置の通知等） 

第３４条  当社は、この業務方法書に基づき債務の引受けの全部若しくは一部の停止を行

おうとするとき又は清算資格を取り消そうとするときは、その対象清算参加者又は当該

対象清算参加者と清算受託契約を締結している非清算参加者が取引資格を有する又は加

入する指定市場開設者及びその指定証券金融会社（対象清算参加者が証券金融会社（第

６条第２項の申請に基づき清算資格を取得した者に限る。）である場合にあっては、その

者を指定証券金融会社とする指定市場開設者）に対し、あらかじめその旨を通知する。 

２ 前項の規定は、前条の規定により清算参加者が清算資格を喪失したときについて準用

する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「直ちに」と読み替えるも

のとする。 

３ 当社が、この業務方法書に基づき有価証券等清算取次ぎに係る債務の引受けの全部若

しくは一部の停止を行ったとき若しくは他社清算参加者の清算資格を取り消したとき又

は前条の規定により他社清算参加者が清算資格を喪失したときは、当該他社清算参加者

は、清算受託契約を締結している非清算参加者に対し、直ちにその旨を通知しなければ

ならない。 

４ 当社は、この業務方法書に基づき清算資格の取消しを清算参加者に対して行ったとき
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又は前条の規定により清算参加者が清算資格を喪失したときは、清算参加者に対し、そ

の旨を通知する。 

 

（債務の引受けの停止を受けた清算参加者の措置） 

第３５条  当社がこの章の規定に基づき債務の引受けの全部若しくは一部の停止を行った

場合には、対象清算参加者は、当社の承認を受けて、その期間中、当該対象清算参加者

の清算約定で未決済のものを、他の清算参加者に引き継ぐことができる。 

 

（清算資格を取り消された者等の未決済約定の取扱い） 

第３６条  当社は、この業務方法書に基づき清算資格の取消しを清算参加者に対して行っ

たとき又は第３３条の規定により清算参加者が清算資格を喪失したときは、その者の清

算約定で未決済のものの他の清算参加者への引継ぎその他当社が必要と認める整理を行

わせることができる。 

２ 当社は、必要があると認めるときは、前項に定める整理を、他の清算参加者をして行

わせることができる。この場合においては、当該他の清算参加者と清算参加者であった

者との間に委任契約が成立していたものとする。 

３  第１項の清算参加者であった者は、その者の清算約定で未決済のものの決済又は整理

を行うためその他当社が必要と認める範囲内において、なお清算参加者とみなす。 

 

（清算参加者に対する勧告） 

第３７条  当社は、清算参加者の業務又は財産の状況が、当社の有価証券債務引受業等の

運営に鑑みて、適当でないと認めるときは、当該清算参加者に対し、適切な措置を講ず

ることを勧告することができる。 

２  当社は前項の勧告を行った場合において必要があると認めるときは、当該清算参加者

に対し、その対応について報告を求めることができる。 

 

第３章  有価証券等清算取次ぎ 

 

（有価証券等清算取次ぎの対象取引） 

第３８条 他社清算参加者が行うことができる有価証券等清算取次ぎの対象取引は、第３

条第２項に定める清算対象取引（同項第１号及び第３号から第５号までに係るものに限

る。）とする。 

２ 第３条第２項第２号に掲げる取引のうち、有価証券等清算取次ぎによる株券オプショ

ン取引の権利行使により成立する対象株券の売買については、有価証券等清算取次ぎに

よるものとみなしてこの業務方法書を適用する。 
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（非清算参加者との清算受託契約の締結） 

第３９条  他社清算参加者は、有価証券等清算取次ぎを行う場合には、非清算参加者が清

算参加者を代理して清算対象取引を成立させようとするときは、当該非清算参加者が有

価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎ

の受託をしたこととする旨その他当社が定める事項を記載した清算受託契約を、有価証

券等清算取次ぎの委託をする非清算参加者との間で、締結しなければならない。 

 

（清算受託契約の締結の届出） 

第４０条  他社清算参加者は、清算受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当

社が定めるところにより、その内容を当社に届け出なければならない。 

 

（清算受託契約の解約の届出） 

第４１条  他社清算参加者は、清算受託契約の解約については、次の各号に掲げる解約の

区分に従い、当該各号に定めるところにより、その内容を当社に届け出なければならな

い。 

（１）  合意による解約 

当該解約を行おうとする日の３日前（休業日を除外する。以下日数計算において同

じ。）の日までに届出を行う。 

（２）  他社清算参加者が事前に非清算参加者に対し書面により契約の解約の意思を申

し出ることによる解約 

当該解約の意思を申し出た後遅滞なく届出を行う。 

（３） 他社清算参加者が事前に非清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し

出を受けたことによる解約 

当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞なく届出を行う。 

（４）  非清算参加者が有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務について

の期限の利益の喪失事由に該当したことによる解約 

当該解約を行おうとする日の前日までに届出を行う。 

２ 当社は、前項の届出を受けた場合には、解約する契約の相手方である非清算参加者が

取引資格を有する又は加入する指定市場開設者に対し、その旨を通知する。 

 

（清算対象取引に係る区分管理） 

第４２条  他社清算参加者は、その清算対象取引について、有価証券等清算取次ぎによる

ものとそれ以外のものとを、区分して管理しなければならない。 

 

（指定清算参加者の変更等の場合の未決済約定の引継ぎ） 

第４３条  非清算参加者が指定市場開設者の定めるところにより指定清算参加者を変更し
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た場合には、変更した時点における当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく清算約定で未決済のものを、変更前の指定清算参加者から変更後の指定清算参加

者へ引き継ぐものとする。 

２  指定市場開設者の取引参加者、会員又は協会員である清算参加者が清算資格を喪失し、

指定市場開設者の定めるところにより他の清算参加者を指定清算参加者として指定する

場合には、指定した時点における清算資格を喪失する当該清算参加者の清算約定で未決

済のものを、清算資格を喪失する当該清算参加者から新たに指定清算参加者として指定

された清算参加者へ引き継ぐものとする。 

 
（非清算参加者が有価証券等清算取次ぎの委託を停止された場合の未決済約定の引継ぎ

等） 
第４４条  当社は、非清算参加者がその取引資格を有する又は加入する指定市場開設者か

ら有価証券等清算取次ぎの委託を停止若しくは制限された場合、会員権若しくは協会員

の権利を停止若しくは制限された場合又は取引資格を取り消され若しくは除名された場

合には、当該指定市場開設者の行う措置の内容に応じて、当該非清算参加者の有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく清算約定で未決済のものの他の清算参加者への引継ぎその

他必要な整理を行わせるものとする。 

２ 前項の規定は、当社が当該非清算参加者の指定清算参加者に対し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を行った場合には、適用しない。 

 

（清算参加者が有価証券の売買を停止された場合等の未決済約定の引継ぎ等） 
第４５条  当社は、清算参加者が取引資格を有する又は加入する指定市場開設者から有価

証券の売買を停止若しくは制限された場合、会員権若しくは協会員の権利を停止若しく

は制限された場合又は取引資格を取り消され若しくは除名された場合は、当該指定市場

開設者の行う措置の内容に応じて、当該清算参加者の清算約定で未決済のものの他の清

算参加者への引継ぎその他必要な整理を行わせるものとする。 

２ 前項の規定は、当社が当該清算参加者に対し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を行った場合には、適用しない。 

 

第４章  債務の引受け 

 

（債務の引受け） 

第４６条  当社が有価証券等債務引受業等として行う債務の引受けは、次の各号に掲げる

区分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 第３条第２項第１号又は第６号に掲げる清算対象取引 

  清算対象取引が指定市場開設者（第３条第２項第６号に定める清算対象取引にあっ
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ては、当社）の定めるところにより成立したときは、当該清算対象取引について、当

社は売方清算参加者がその相手方である買方清算参加者に対し負担する債務を免責的

に引き受け、当該売方清算参加者は当社により引き受けられた当該債務と同一内容の

債務を新たに当社に対し負担し、かつ、当社は買方清算参加者がその相手方である売

方清算参加者に対し負担する債務を免責的に引き受け、当該買方清算参加者は当社に

より引き受けられた当該債務と同一内容の債務を新たに当社に対し負担するものとす

る。 

（２） 第３条第２項第２号に掲げる清算対象取引 

  清算対象取引が指定市場開設者の定めるところにより成立したときは、当該清算対

象取引について、当社は指定市場開設者がその相手方である清算参加者に対し負担す

る債務を免責的に引き受け、当該指定市場開設者は当社により引き受けられた当該債

務と同一内容の債務を新たに当社に対し負担し、かつ、当社は清算参加者がその相手

方である指定市場開設者に対し負担する債務を免責的に引き受け、当該清算参加者は

当社により引き受けられた当該債務と同一内容の債務を新たに当社に対し負担するも

のとする。 

（３） 第３条第２項第３号から第５号までに掲げる清算対象取引 

  当社が、指定証券金融会社が当社の定めるところにより行う、当社が引き受けるべ

き債務の内容についての通知を受領し、その内容を確認したときは、当該通知の内容

に基づき、当社は指定証券金融会社がその相手方である清算参加者に対し負担する債

務（貸借取引による貸付け及び貸借取引の返済に伴う本担保等の返戻（株券等（第３

条第２項第３号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。）の貸借につき本

担保等の返戻を行う場合にあっては、貸借取引貸出規程の定めるところにより返済日

に返戻すべき額の貸株等代り金（貸借取引貸出規程に規定する貸株等代り金をいう。）

の返戻をいう。）並びに品貸取引による借入れに伴う本担保等の差入れ及び品貸取引の

返済に係る金銭債務又は株券等の引渡債務をいう。）を免責的に引き受け、当該指定証

券金融会社は当社により引き受けられた当該債務と同一内容の債務を新たに当社に対

し負担し、かつ、当社は清算参加者がその相手方である指定証券金融会社に対し負担

する債務（品貸取引による貸付け及び品貸取引の返済に伴う本担保等の返戻（貸借取

引貸出規程の定めるところにより返済日に返済すべき額の借株等代り金（貸借取引貸

出規程に規定する借株等代り金をいう。）の返戻をいう。）並びに貸借取引による借入

れに伴う本担保等の差入れ及び貸借取引の返済（金銭の貸借につき返済を行う場合に

あっては、貸借取引貸出規程の定めるところにより返済日に返済すべき額の金銭の返

済をいう。）に係る金銭債務又は株券等の引渡債務をいう。）を免責的に引き受け、当

該清算参加者は当社により引き受けられた当該債務と同一内容の債務を新たに当社に

対し負担するものとする。 

２ 当社は、前項の規定により引き受けた債務の内容及びその決済に必要な事項を、清算
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参加者に対し通知するものとする。 

３ 清算参加者は、前項の通知を受けたときは、速やかにその内容を確認するものとする。 

 

第５章  清算約定の決済 

 

第１節  株券等に係る清算約定の決済 

 

（決済方式の区分） 

第４７条  清算約定（国債証券に係るもの及び第６４条の規定に基づく有価証券の貸借を

除く。以下この節において同じ。）の決済は、当社から受方清算参加者への有価証券の引

渡しを第５３条において定めるところにより当該受方清算参加者から当社に引き渡され

た有価証券及び金銭の額等の範囲内に限って行う方式による決済（以下「ＤＶＰ決済」

という。）とそれ以外の方式による決済（以下「非ＤＶＰ決済」という。）とする。 

２  株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」という。）が保管振替業において取

り扱う有価証券（以下「機構取扱有価証券」という。）に係る清算約定の決済はＤＶＰ決

済によるものとし、保管振替機構が保管振替業において取り扱わない有価証券に係る清

算約定の決済は非ＤＶＰ決済によるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決済については、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 売買契約締結の日に決済を行う取引（以下「当日取引」という。）及び発行日取

引（証券取引法第１６１条の２に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令（昭

和２８年大蔵省令第７５号）第１条第２項に定める発行日取引をいう。以下同じ。）に

係る清算約定の決済 

 非ＤＶＰ決済により行うものとする。 

（２）  バイインの買付けに係る決済 

ＤＶＰ決済と非ＤＶＰ決済に分けて行うものとし、第５０条第３項に定める金銭及

び有価証券の授受はＤＶＰ決済により行い、第５４条第１項第２号に定める金銭の授

受は非ＤＶＰ決済により行うものとする。 
（３）  バイインの買付けに対する売付けに係る決済 

非ＤＶＰ決済により行うものとする。 

（４）  バイインにより売買が成立した場合において、当該売買の決済日に行う、バイ

イン請求を行った受方清算参加者への有価証券の引渡し（証券決済未了によって第６

２条の規定により繰り延べられた有価証券の引渡しであって、当該バイインによる売

買が成立した有価証券の数量に相当するものに限る。）及びそれに伴う金銭の授受（以

下この章において「バイインに伴う決済未了有価証券の決済」という。） 

非ＤＶＰ決済により行うものとする。 
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（５） 第３条第２項第２号に規定する清算対象取引（権利行使価格で売買単位（指定

市場開設者が定める売買単位をいう。以下同じ。）の売付け又は買付けを成立させるこ

とができる株券オプション以外の株券オプションに係るものに限る。）に基づく債務の

決済 

ＤＶＰ決済と非ＤＶＰ決済に分けて行うものとし、第５５条第１項第１号ａに定め

る金銭及び株券の授受はＤＶＰ決済により行い、同項第１号ｂ及び第２号に定める金

銭の授受は非ＤＶＰ決済により行うものとする 

 

（決済時限） 

第４８条  ＤＶＰ決済の決済時限は、次の各号に定めるところによる。 

（１）  金銭の授受については、支払いは午後２時１５分まで、受領は午後２時４５分

とする。 

（２）  有価証券の授受については、引渡しは午後１時まで、受領は午後２時１５分ま

でとする。 

２  非ＤＶＰ決済の決済時限は、次の各号に定めるところによる。 

（１）  金銭の授受については、支払いは午後１時まで、受領は午後２時４５分とする。 

（２）  有価証券の授受については、午後２時４５分までとする。 

３ 当日取引については、前項の規定を適用しない。 

 

（ＤＶＰ清算値段） 

第４９条  当社は、ＤＶＰ決済を行う銘柄について、毎日、当社が定めるところにより、

ＤＶＰ清算値段を定める。 

 

（ＤＶＰ決済のために授受する金銭及び有価証券） 

第５０条  清算参加者がＤＶＰ決済のために授受する金銭の額及び有価証券の数量は、次

の各号に定めるところによる。 

（１）  金銭の額は、ａに定める額に、ｂ及びｃに定める額を加減した額とする。 

ａ  ＤＶＰ清算値段による売付有価証券の総額と買付有価証券の総額の差引額 

その日を約定決済日（清算対象取引について、指定市場開設者が定める決済日（第

３条第２項第３号から第５号までに規定する清算対象取引については指定証券金融

会社が定める受渡日）をいう。以下同じ。）とする当該清算参加者の清算対象取引に

ついて、売付け（同項第３号から第５号までに定める清算対象取引については、引

渡し）に係る有価証券の総額（その日における各銘柄のＤＶＰ清算値段に有価証券

の数量を乗じた額（利付転換社債型新株予約権付社債券（転換社債型新株予約権付

社債券（新株予約権付社債券のうち、商法第３４１条の３第１項第７号及び第８号

に係る決議を行っているものをいう。以下同じ。）のうち利付であるものをいう。以
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下同じ。）については、その日が利払期日である場合を除き、その日における当該銘

柄に係る単位算出経過利子（１売買単位当たりの経過利子（指定市場開設者が定め

る経過利子をいう。以下同じ。）の金額に、有価証券の数量を１売買単位の数量で除

して得た数量を乗じた額をいう。以下同じ。）を加える。）の合計額をいう。以下同

じ。）と買付け（第３条第２項第３号から第５号までに規定する清算対象取引につい

ては、受領）に係る有価証券の総額の差引額 
ｂ  約定値段とＤＶＰ清算値段との差額 

その日を約定決済日とする当該清算参加者の清算対象取引について、その約定値

段（第３条第２項第３号から第５号までに規定する清算対象取引については、各指

定証券金融会社が定める貸借値段をいう。以下同じ。）とその日におけるＤＶＰ清算

値段との差に相当する額 
ｃ  経過利子と単位算出経過利子との差額 

その日を約定決済日とする当該清算参加者の利付転換社債型新株予約権付社債券

の清算対象取引について、銘柄ごとの経過利子と単位算出経過利子との差に相当す

る額 
（２）  有価証券の数量は、その日を約定決済日とする当該清算参加者の清算対象取引

について、銘柄ごとの有価証券の引渡数量と受領数量の差引数量とする。 

２  前日に発生した証券決済未了（利付転換社債型新株予約権付社債券について、その日

が利払期日（利払期日が銀行休業日に当たり、利払期日前に利子の支払が行われるとき

は、当該利子の支払が行われる日。以下この節において同じ。）に当たるときは、２日前

に発生した証券決済未了。第５３条第１項第８号において同じ。）によって第６２条の規

定により有価証券の引渡し及びそれに伴う金銭の授受がその日に繰り延べられた場合

（その日にバイインに伴う決済未了有価証券の決済を行うものを除く。）においては、当

該繰延べに係るものとして次の各号に定める金銭の額及び有価証券の数量を、前項のＤ

ＶＰ決済のために授受する金銭の額及び有価証券の数量の算出に含めるものとする。 

（１）  次に掲げる金銭の額（利付転換社債型新株予約権付社債券について、その日が

利払期日に当たるときは、次のａ及びｂに掲げる金銭の額） 

ａ  渡方清算参加者である場合における第６２条第１項の規定により引渡しが繰り延

べられた有価証券（以下この章において「引渡しに係る決済未了有価証券」という。）

の総額及び受方清算参加者である場合における同条第２項の規定により引渡しが繰

り延べられた有価証券（以下この章において「受領に係る決済未了有価証券」とい

う。）の総額 

ｂ  引渡しに係る決済未了有価証券及び受領に係る決済未了有価証券に係る前日にお

けるＤＶＰ清算値段（利付転換社債型新株予約権付社債券について、その日が利払

期日に当たるときは、２日前におけるＤＶＰ清算値段。第３項第１号ｂ、第５３条

第１項第８号及び第１０号並びに第５４条第１項第２号及び第４号において同じ。）
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とその日におけるＤＶＰ清算値段との差に相当する額 

ｃ  利付転換社債型新株予約権付社債券について、引渡しに係る決済未了有価証券及

び受領に係る決済未了有価証券に係る前日における単位算出経過利子とその日にお

ける単位算出経過利子との差に相当する額 

（２）  銘柄ごとの、引渡しに係る決済未了有価証券又は受領に係る決済未了有価証券

の数量 

３  バイインの買付けが成立した場合においては、次の各号に定める金銭の額及び有価証

券の数量を、バイインの買付けを行った清算参加者に係る第１項のＤＶＰ決済のために

授受する金銭の額及び有価証券の数量の算出に含めるものとする。 

（１）  次に掲げる金銭の額（利付転換社債型新株予約権付社債券について、その日が

利払期日に当たるときは、次のａ及びｂに掲げる金銭の額） 

ａ  第６３条第２項の規定によりその日を決済日とするバイインの買付けに係る有価

証券の総額 

ｂ  第６３条第２項の規定によりその日を決済日とするバイインの買付有価証券に係

る前日におけるＤＶＰ清算値段とその日におけるＤＶＰ清算値段との差に相当する

額 

ｃ  利付転換社債型新株予約権付社債券について、第６３条第２項の規定によりその

日を決済日とするバイインの買付有価証券に係る前日における単位算出経過利子と

その日における単位算出経過利子との差に相当する額 

（２）  銘柄ごとの、第６３条第２項の規定によりその日を決済日とするバイインの買

付有価証券の数量 

４  その日に発生した証券決済未了によって第６２条の規定により有価証券の引渡し及び

それに伴う金銭の授受が繰り延べられる場合においては、当該繰延べに係るものとして

次の各号に定める金銭の額及び有価証券の数量を、第１項のＤＶＰ決済のために授受す

る金銭の額及び有価証券の数量の算出から除外するものとする。 

（１）  引渡しに係る決済未了有価証券の総額及び受領に係る決済未了有価証券の総額 

（２）  銘柄ごとの、引渡しに係る決済未了有価証券又は受領に係る決済未了有価証券

の数量 

 

（ＤＶＰ決済に係る予定受払代金の差入れ） 

第５１条  清算参加者は、その日に証券決済未了が発生しないものとして前条（第４項を

除く。）に定めるところにより仮に算出したＤＶＰ決済のために授受する金銭の額（以下

「ＤＶＰ予定受払代金」という。）が支払いとなる場合には、清算対象取引に基づく当該

清算参加者の当社に対する債務の履行を確保するためのものとしてＤＶＰ予定受払代金

を当該日の午後１時までに当社に対して差し入れなければならない。 

２  前項の規定により当社に対して差し入れたＤＶＰ予定受払代金は、前条に規定するＤ
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ＶＰ決済のために授受する金銭の額（以下「ＤＶＰ受払代金」という。）が確定した時点

でその支払いに充当するものとする。この場合において、その日に証券決済未了が発生

したことによってＤＶＰ受払代金が前項の規定により当社に差し入れているＤＶＰ予定

受払代金を下回ることとなったときは、清算参加者は当該ＤＶＰ予定受払代金のうち余

剰額に相当する金銭の返還を当該日の午後２時４５分に当社から受けるものとする。 

３  前２項の金銭の受払いについては、当社が定めるところによるものとする。 

 

（ＤＶＰ決済に係る前日差入担保金） 

第５２条  清算参加者は、ＤＶＰ決済において、ＤＶＰ予定受払代金の差入れ又は有価証

券の引渡しを行う前においても有価証券を受領し得るよう、清算対象取引に基づく当該

清算参加者の当社に対する債務の履行を確保するためのものとして前日差入担保金を決

済日の前日の正午までに当社に預託することができる。 

２ 前日差入担保金は、当社が定めるところにより、有価証券（流動性等を勘案して当社

が適当と認めるものに限る。）をもって代用差入れすることができる。 

３ 前項に定める有価証券の代用価格は、当該有価証券の決済日の前々日における当社が

定める時価に当社が定める率を乗じた額とする。ただし、当社は、相場に著しい変動を

生じた場合等特に必要があると認めた場合には、代用価格を臨時に変更することができ

る。 

４ 前２項の規定のほか、前日差入担保金の代用有価証券に関する事項については、当社

が定める。 

 

（ＤＶＰ決済における当社から受方清算参加者への有価証券の引渡しの限度） 

第５３条  ＤＶＰ決済において、当社から受方清算参加者への有価証券の引渡しは、当該

引渡しを行う有価証券の総額が、第１号から第４号までに定める額の合計額から第５号

に定める額を減じた額に第６号から第１１号まで（利付転換社債型新株予約権付社債券

について、その日が利払期日に当たるときは、第９号及び第１１号を除く。）に定める額

を加減した額を超えない範囲内に限って当社が定めるところにより行うものとする。 

（１）  当該受方清算参加者から当社に引き渡された有価証券の総額 

（２）  当該受方清算参加者がＤＶＰ予定受払代金として当社に差し入れた額とＤＶＰ

受払代金として当社に支払い（第５１条第２項の規定による充当によるものを除く。）

をした額の合計額 

（３）  前条に規定するところにより、当該受方清算参加者が当社に預託している前日

差入担保金の額 

（４）  その日の前日において、当該受方清算参加者が当社に預託している現物取引清

算基金の額が現物取引清算基金所要額（受方清算参加者がその日に新たに清算参加者

となった者である場合には、清算資格取得時における現物取引清算基金所要額とす
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る。）を超えている場合の当該超過額。ただし、その日に証券決済未了が発生しないも

のとして第５０条（第４項を除く。）に定めるところにより仮に算出したＤＶＰ決済の

ためにその日に当該受方清算参加者に引き渡される各有価証券の数量に係る有価証券

の総額に、第６号から第１１号まで（利付転換社債型新株予約権付社債券について、

その日が利払期日に当たるときは、第９号及び第１１号を除く。）に定める額を加減し、

第３号に定める額を減じた額を限度とする。（当該受方清算参加者が当社に対して申

請を行った場合に限る。） 

（５）  当社から当該受方清算参加者に引き渡された有価証券の総額（次項の規定の適

用を受ける有価証券を除いて算出する。） 

（６）  第５０条第１項第１号ｂに規定する約定値段とその日におけるＤＶＰ清算値段

との差に相当する額 

（７）  利付転換社債型新株予約権付社債券について、第５０条第１項第１号ｃに規定

する経過利子とその日における単位算出経過利子との差に相当する額 

（８）  第５０条第２項第１号ｂに規定する前日に発生した証券決済未了に係る前日に

おけるＤＶＰ清算値段とその日におけるＤＶＰ清算値段との差に相当する額 

（９）  利付転換社債型新株予約権付社債券について、第５０条第２項第１号ｃに規定

する前日に発生した証券決済未了に係る前日における単位算出経過利子とその日にお

ける単位算出経過利子との差に相当する額 

（１０）  第５０条第３項第１号ｂに規定するその日を決済日とするバイインの買付有

価証券に係る前日におけるＤＶＰ清算値段とその日におけるＤＶＰ清算値段との差に

相当する額 

（１１）  利付転換社債型新株予約権付社債券について、第５０条第３項第１号ｃに規

定するその日を決済日とするバイインの買付有価証券に係る前日における単位算出経

過利子とその日における単位算出経過利子との差に相当する額 

２  前項の規定にかかわらず、その日が第６４条第３項各号（第５号を除く。）に掲げる日

（休業日に当たるときは、当該日の前日）に当たる有価証券に係る当社から受方清算参

加者への引渡しについては、当社が定めるところにより行うものとする。 

 

（非ＤＶＰ決済のために授受する金銭及び有価証券） 

第５４条  清算参加者が非ＤＶＰ決済のために授受する金銭の額及び有価証券の数量は、

次の各号に定めるところによる。 

（１） 当日取引に係る決済 

同一清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの有価証券の売付

数量と買付数量の差引数量 
（２）  バイインの買付けに係る決済 

決済日を同一とする同一清算参加者の当該買付けに係る約定値段と前日におけるＤ
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ＶＰ清算値段の差に相当する額（利付転換社債型新株予約権付社債券については、そ

の日における経過利子と前日における単位算出経過利子との差に相当する額を含む

（その日が利払期日に当たる場合を除く。）。） 

（３）  バイインの買付けに対する売付けに係る決済 

決済日を同一とする同一清算参加者の総売付代金と銘柄ごとの有価証券の売付数量 

（４）  バイインにより売買が成立した場合において、当該売買の決済日に行う、バイ

インに伴う決済未了有価証券の決済 

次のａに定める金銭の額とｂに定める有価証券の数量 

ａ  ｂに定める数量の有価証券について、各銘柄の前日におけるＤＶＰ清算値段に有

価証券の数量を乗じた額の合計額（利付転換社債型新株予約権付社債券については、

前日における単位算出経過利子を含む（その日が利払期日に当たる場合を除く。）。） 

ｂ  決済日を同一とする同一清算参加者の銘柄ごとのバイインに伴う決済未了有価証

券の決済により受領すべき決済未了有価証券の数量 

（５） 前各号以外の決済 

決済日を同一とする同一清算参加者の総売付代金（第３条第２項第３号から第５号

までに規定する清算対象取引については、総受領金額）と総買付代金（同項第３号か

ら第５号までに規定する清算対象取引については、総引渡金額）の差引額及び銘柄ご

との有価証券の売付数量（同項第３号から第５号までに規定する清算対象取引につい

ては、総引渡数量）と買付数量（同項第３号から第５号までに規定する清算対象取引

については、総受領数量）の差引数量（円貨建外国債券に係る清算対象取引にあって

は、決済日を同一とする同一の清算参加者の銘柄ごとの売付数量と買付数量につき、

当社が定めるところにより差引計算を行い算出した数量） 
２  前項第２号から第４号までに規定する金銭の額は、同項第５号に規定する金銭の額に

含めて授受するものとし、同項第３号及び第４号に規定する有価証券の数量は、その差

引数量を授受するものとする。 

 

（権利行使により成立する株券の売買の決済のために授受する金銭及び有価証券） 

第５５条 第５０条第１項及び前条の規定にかかわらず、清算参加者が、第３条第２項第

２号に規定する清算対象取引（権利行使価格で売買単位の売付け又は買付けを成立させ

ることができる株券オプション以外の株券オプションに係るものに限る。）に係る清算約

定の決済のために授受する金銭の額及び株券の数量は、次の各号に定める区分に従い、

当該各号に定めるところによる。 
（１） 最小単位の権利行使により成立する対象株券の売買に係る数量が当該対象株券

の売買単位を上回る場合 
ａ 売買単位数量（最小単位の権利行使により成立する対象株券の売買に係る数量か

ら当該対象株券の売買単位に満たない数量を差し引いた数量をいう。以下この条に
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おいて同じ。）に相当する部分 
（ａ） ＤＶＰ清算値段による売付有価証券の総額と買付有価証券の総額の差引額 
  その日を約定決済日とする当該清算参加者の権利行使により成立する対象株券の

売買について、売付けに係る有価証券の総額（対象株券に係る各銘柄について、売

買単位数量にその日におけるＤＶＰ清算値段を乗じて得た額に、当該権利行使に係

る株券オプションの数量を乗じて算出した額の合計額をいう。以下同じ。）と買付け

に係る有価証券の総額の差引額 
（ｂ） 権利行使価格とＤＶＰ清算値段との差額 

  その日を約定決済日とする当該清算参加者の権利行使により成立する対象株券

の売買について、売買単位数量に係る権利行使価格とその日におけるＤＶＰ清算

値段との差に相当する額 
（ｃ） 売買単位数量に当該権利行使に係る株券オプションの数量を乗じて算出した

数量の株券 
ｂ 売買単位未満数量（最小単位の権利行使により成立する対象株券の売買に係る数

量から売買単位数量を差し引いた数量をいう。以下この条において同じ。）に相当す

る部分 
（ａ） 権利行使により成立する対象株券の売買に係る売付代金及び買付代金（売買

単位未満数量に権利行使価格を乗じて得た額（円位未満の端数を生じた場合は、切

り捨てる。）に、当該権利行使に係る株券オプションの数量を乗じて算出した額をい

う。） 
（ｂ） 売買単位未満数量にオプション清算値段（それぞれの指定市場開設者が定め

るオプション清算値段をいう。以下同じ。）を乗じて得た額（円位未満の端数を生じ

た場合は、切り捨てる。）に、当該権利行使に係る株券オプションの数量を乗じて算

出した額に相当する金銭 
（２） 最小単位の権利行使により成立する対象株券の売買に係る数量が当該対象株券

の売買単位を下回る場合 
ａ 権利行使により成立する対象株券の売買に係る売付代金及び買付代金（最小単位

の権利行使により成立する対象株券の売買に係る数量に権利行使価格を乗じて得た

額（円位未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。）に、当該権利行使に係る株券オ

プションの数量を乗じて算出した額をいう。） 
ｂ 最小単位の権利行使により成立する対象株券の売買に係る数量にオプション清算

値段を乗じて得た額（円位未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。）に、当該権利

行使に係る株券オプションの数量を乗じて算出した額に相当する金銭 
２ 前項第１号ａの規定により授受する金銭の額及び株券の数量は、第５０条第１項に規

定するＤＶＰ決済のために授受する金銭の額及び有価証券の数量に含めるものとし、前

項第１号ｂ及び第２号の規定により授受する金銭の額は、前条第１項第５号に規定する
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非ＤＶＰ決済のために授受する金銭の額に含めるものとする。この場合において、前項

第１号ｂの（ｂ）又は第２号ｂに規定する金銭は、権利行使により成立する対象株券の

売買に係る売方清算参加者であるときは、前条第１項第５号に規定する総買付代金に、

当該売買に係る買方清算参加者であるときは、同号に規定する総売付代金に含めるもの

とする。 

３ 前条第１項第１号の規定は、第４６条第１項第２号の規定による債務の引受けに基づ

く当社と指定市場開設者の間の債権債務について準用する。 

 

（決済方法） 

第５６条  清算約定の決済に係る金銭の授受は、当社との間において行う。この場合にお

ける金銭の受払いについては、当社が定めるところによるものとする。 

２  清算約定の決済に係る有価証券の授受は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、

当該各号に定めるところにより行う。 

（１） 機構取扱有価証券 

当社との間において、保管振替機構における口座の振替により行うものとする。こ

の場合における渡方清算参加者の口座から当社の口座への振替請求は、当社が渡方清

算参加者に代わって保管振替機構に対して行うものとし、当社の口座から受方清算参

加者の口座への振替請求は、当社が保管振替機構に対して行うものとする。 

（２） 外国法人の発行する株券（外国法人の発行する新株引受権証書、外国投資信託

受益証券、外国投資証券及び外国株預託証券を含む。） 

渡方清算参加者と受方清算参加者との間において、混蔵保管された有価証券につき、

当該清算対象取引が行われた指定有価証券市場の指定市場開設者が管理する口座の振

替により行うものとし、当該振替をもって、渡方清算参加者と当社との間及び当社と

受方清算参加者との間における有価証券の授受が行われたものとする。この場合にお

ける口座振替の指図は、当社が行う。 

（３） 内国法人の発行する新株引受権証書、優先出資引受権証書及び保管振替機構が

保管振替業において取り扱わない転換社債型新株予約権付社債券（以下「機構非取扱

転換社債型新株予約権付社債券」という。） 

渡方清算参加者と受方清算参加者との間において、混蔵保管された有価証券につき、

日本証券決済株式会社における口座の振替により行うものとし、当該振替をもって、

渡方清算参加者と当社との間及び当社と受方清算参加者との間における有価証券の授

受が行われたものとする。この場合における口座振替の指図は、当社が行う。 

（４）  前３号以外の有価証券 

当社との間において、有価証券を授受することにより行う。 

 

（決済物件の制限） 
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第５７条  株式の併合に伴い株式数が読み替えられる株券については、当該併合の効力発

生の日以後、決済物件として取り扱わないものとする。 

２ 前項の規定は、投資信託受益証券及び投資証券について準用する。 

 

（有価証券の組合せ） 

第５８条  渡方清算参加者が第５６条第２項第４号に定める有価証券の決済のために引き

渡す有価証券の券種の組合せについては、当社が定めるところによるものとする。 

 

（旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い） 

第５９条  株券（優先出資証券、投資信託受益証券及び投資証券を含む。以下この条にお

いて同じ。）について、指定有価証券市場に旧株券と新株券との双方が既に上場若しくは

登録されているか、又はその一方が既に上場若しくは登録され他の一方が新たに上場又

は登録されることとなった場合で、その権利義務が同一となり、両者を併合して売買が

行われることとなった場合には、当該売買開始の日以降に到来する決済については、こ

れらを同一に取り扱うものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、発行日取引に係る清算約定の決済については、旧株券をも

ってこれに代えることができない。 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第６０条  指定有価証券市場に株券が上場又は登録されている会社（以下「上場会社等」

という。）が、他の上場会社等を吸収合併する場合において、被合併会社株式１株に対し

て１株の数の新株式が割り当てられるとき、又は被合併会社株式１株に対して１株を超

える数の新株式が割り当てられるときは、合併登記日の翌日以降における当該上場会社

等の株券の決済（旧株券と新株券の双方が上場又は登録されている場合は、新株券の決

済）については、当社が定める期間に限り、当社が定めるものを決済物件として取り扱

うことができる。 

２ 前項の規定は、優先出資証券及び投資証券について準用する。 

 

（商号変更の場合の決済物件） 

第６１条  株券の発行者が商号変更を行った場合の商号変更日以降の株券の決済について

は、当社が定める期間に限り、当社が定めるものを決済物件として取り扱うことができ

る。 

２ 前項の規定は、優先出資証券又は投資証券の発行者が名称変更を行った場合の当該優

先出資証券又は投資証券、及び投資信託の名称変更が行われた場合の受益証券について、

それぞれ準用する。 
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（ＤＶＰ決済に係る証券決済未了の場合の取扱い） 

第６２条  ＤＶＰ決済について、渡方清算参加者がやむを得ない事由によってＤＶＰ決済

の決済時限までに有価証券の引渡し（当該決済日の前日（利付転換社債型新株予約権付

社債券について、当該決済日が利払期日に当たるときは、２日前の日）に本条の規定に

より繰り延べられた決済に係る有価証券の引渡しを含む。）を行わなかった場合（以下こ

の節において「証券決済未了の場合」という。）は、当該有価証券の引渡し及びそれに伴

う金銭の授受を翌日（利付転換社債型新株予約権付社債券について、当該翌日が利払期

日の前日に当たるときは、翌々日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）。以下こ

の条及び次条において同じ。）に繰り延べる。 

２  前項の規定により渡方清算参加者から当社への決済が繰り延べられた場合は、当社か

ら受方清算参加者への当該繰延べに係る当社がその都度指定する有価証券の引渡し及び

それに伴う金銭の授受を翌日に繰り延べる。 

３  前２項の規定にかかわらず、当社が必要と認めて定める日においては、証券決済未了

を発生させてはならない。 

４  前３項のほか、証券決済未了の場合の取扱いに関し必要な事項は、当社が規則により

定める。 

 

（バイイン） 

第６３条  バイインとは、証券決済未了の場合において決済未了となっている清算約定の

決済を完了させることを目的とする有価証券の買付けであって、当該証券決済未了に係

る受方清算参加者からの請求に基づき、証券決済未了に係る渡方清算参加者が自己の計

算において当社が定めるところにより買付けを行うものをいう。 

２  バイインによる売買は、売買契約締結の日の翌日に決済を行うものとする。 

３  バイインに関し必要な事項は、当社が規則により定める。 

 

（有価証券引渡票による決済） 

第６４条  非ＤＶＰ決済（発行日取引に係るものを除く。）において、渡方清算参加者は、

やむを得ない事由によって非ＤＶＰ決済の決済時限までに有価証券の引渡しを行うこと

ができない場合において、当社にその事由をそ明し、かつ、当社が指定する有価証券引

渡票の受方となる清算参加者（以下「有価証券引渡票受方清算参加者」という。）の承認

を受けたときは、有価証券引渡票を当社に交付し、当社は、当該有価証券引渡票を有価

証券引渡票受方清算参加者に交付することができる。この場合においては、当該有価証

券引渡票の交付をもって、有価証券の決済が行われたものとする。 

２ 前項のほか、発行日取引に係る清算約定の決済について、非ＤＶＰ決済の決済時限ま

でに有価証券の引渡しを行うことができない場合において、当社が特に必要があると認

めた場合は、有価証券引渡票受方清算参加者の承認を受けて、有価証券引渡票を当社に
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交付し、当社は、当該有価証券引渡票を有価証券引渡票受方清算参加者に交付すること

ができる。この場合においては、当該有価証券引渡票の交付をもって、有価証券の決済

が行われたものとする。 

３  有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決済は、有価証券引渡票発行の日から起算し

て５日目（新株引受権証書については２日目）の日（以下この条において「有価証券引

渡票に係る有価証券の貸借の決済期限」という。）までに行うものとする。ただし、当該

有価証券引渡票発行の日から有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決済期限までの間

に次の各号に掲げる日が到来する場合の有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決済は、

有価証券引渡票受方清算参加者の承諾を受けたときを除き、当該各号に掲げる日の前日

（当該各号に掲げる日が休業日に当たるときは２日前の日）までに行わなければならな

い。 

（１）  株主（優先出資者、出資者、受益者及び投資主を含む。）の権利を確定するため

の基準日等の日 

（２）  種類株の発行者の定める転換条件の変更（転換請求期間の中断を含む。）が行わ

れる日の前日、転換社債型新株予約権付社債券の発行者の定める行使条件の変更（行

使期間の中断を含む。）が行われる日の前日及び交換社債券（法第２条第１項第４号に

掲げる有価証券又は同項第９号に掲げる有価証券のうち同項第４号の有価証券の性質

を有するもの（以下この号において「社債券」という。）であって、社債券を保有する

者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。以下同

じ。）の発行者の定める交換条件の変更（交換請求期間の中断を含む。）が行われる日

の前日 

（３）  期中償還請求権が付されている転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券

の期中償還請求期間満了の日 

（４）  内国法人の発行する株券又は優先出資証券（保管振替機構が保管振替業におい

て取り扱わない株券又は優先出資証券を除く。）の発行者が営業年度を１年とする法人

である場合（商法第２９３条の５第１項の規定により定款をもって営業年度中の一定

の日を定めている場合を除く。）において、各営業年度の開始の日から起算して６か月

を経過した日 

（５）  利付転換社債型新株予約権付社債券（機構非取扱転換社債型新株予約権付社債

券を除く。）の利払期日の前日 

４  第１項の規定に関わらず、第５４条第１項第３号の規定により行う当社への有価証券

の引渡しについては、本条の有価証券引渡票による決済を行うことができない。 

５  前各項のほか、有価証券引渡票に関し必要な事項については、当社が規則により定め

る。 

 

（抽選償還に係る受渡有価証券の引換え） 
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第６５条  抽選により償還されることが確定している債券（機構取扱有価証券及び国債証

券を除く。以下この条において「抽選償還当選債券」という。）が、当該当選番号発表の

日以降、決済のために用いられた場合において、当該抽選償還当選債券を受領した清算

参加者は、当社が定める規則により、当該抽選償還当選債券を当社に交付した清算参加

者に当該銘柄の他の債券との引換えを請求することができる。 

 

（発行日取引の清算値段） 

第６６条  当社は、発行日取引が行われている銘柄について、毎日、当社が定めるところ

により、清算値段を定める。 

 

（発行日取引の約定値段と清算値段との差額の授受） 

第６７条  発行日取引について、その約定値段と当該売買契約締結の日の清算値段とを比

較して差額を生じたときは、清算参加者はその差額に相当する金銭を発行日取引が成立

した日から起算して４日目の日の非ＤＶＰ決済の決済時限までに、当社が定めるところ

により当社との間で授受するものとする。 

２  前項に規定する金銭の額は、第５４条第１項第５号に規定する金銭の額に含めるもの

とする。 

 

（発行日取引の清算値段間の差額の授受） 

第６８条  当該日の清算値段と前日の清算値段とを比較して差額を生じたときは、清算参

加者はその差額に相当する金銭をその日から起算して４日目の日の非ＤＶＰ決済の決済

時限までに、当社が定めるところにより当社との間で授受するものとする。 

２  前条第２項の規定は、前項に規定する金銭の授受について準用する。 

 

（発行日取引の決済値段） 

第６９条  発行日取引の決済値段は、当該発行日取引の最終日（各指定市場開設者が定め

る最終日をいう。）の清算値段とする。 

 

（発行日取引の売買証拠金） 

第７０条  清算参加者は、発行日取引について、当社が定めるところにより算出した額以

上の売買証拠金を当該発行日取引が成立した日から起算して４日目の日の正午までに、

当社に預託するものとする。ただし、当該銘柄の売付け又は買付けに対当する買付け又

は売付けがある場合においては、その総売付数量と総買付数量との差引数量につき算出

した額の売買証拠金の預託があれば足りるものとする。 

２ 前項の売買証拠金は、当社が定めるところにより、有価証券（流動性等を勘案して当

社が適当と認めるものに限る。）をもって代用差入れすることができる。 
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３ 前項に定める有価証券の代用価格は、当該有価証券の有価証券の差入日の前々日にお

ける当社が定める時価に当社が定める率を乗じた額とする。 

４ 前２項の規定のほか、売買証拠金の代用有価証券に関する事項については、当社が定

める。 

５ 当社は、相場に著しい変動を生じた場合等当社が特に必要と認めた場合には、第１項

に定める額若しくは日時又は第３項の代用価格を臨時に変更することができる。 

第２節  国債証券に係る清算約定の決済 

 

（決済のために授受する金銭及び国債証券） 

第７１条  国債証券に係る清算約定の決済のために清算参加者が当社との間で授受する金

銭の額及び国債証券の数量は、売買契約締結ごとの売買代金の額及び国債証券の数量と

する。 

 

（決済時限及び方法） 

第７２条  国債証券に係る清算約定の決済に係る国債証券及び金銭の授受は、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、次の各号に定めるところ

により、当社との間において行う。 

（１）  国債証券を引き渡す清算参加者は、約定決済日の午後１時３０分までに、当社

が定めるところにより、国債証券を引き渡し、金銭を受領しなければならない。 

（２）  金銭を支払う清算参加者は、約定決済日の午後２時までに、当社が定めるとこ

ろにより、金銭を支払い、国債証券を受領しなければならない。 

２  清算参加者は、前項の規定に基づき決済を行う場合、円滑な決済の確保に努めるもの

とする。 

 

（証券決済未了の場合の取扱い） 

第７３条  国債証券に係る清算約定の決済について、渡方清算参加者が約定決済日におい

て前条第１項第１号に規定する時限までに国債証券の引渡しを行わなかった場合（以下

この条において「証券決済未了の場合」という。）は、当該決済はその翌日以降の日に繰

り延べる。 

２  前項の場合においては、当該渡方清算参加者は、約定決済日から起算して５日目の日

までの日（約定決済日から起算して５日目の日が当該国債証券の利払期日前３日間（銀

行休業日を除外する。）のいずれかの日に当たる場合にあっては、当該利払期日の３日前

（銀行休業日を除外する。）の日の前日までの日又は当該利払期日（休業日に当たる場合

は、順次繰り下げる。）のいずれかの日）（休業日を除く。）に決済を行わなければならな

い。この場合において、当該渡方清算参加者は、あらかじめ決済を行う日を当社に申告

するものとし、当該日をもって証券決済未了の場合における決済日とする。 
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３  第１項の規定により渡方清算参加者と当社との間における決済が繰り延べられた場合

は、当社と受方清算参加者との間における決済のうち当社が指定するものについては、

前項の証券決済未了の場合における決済日に行うものとする。 

４  証券決済未了の場合における前条の規定の適用については、「約定決済日」とあるのは

「証券決済未了の場合における決済日」とする。 

５  前各項のほか、証券決済未了の場合の取扱いに関し必要な事項は、当社が規則により

定める。 
 

第６章 清算預託金 

 

（清算預託金） 

第７４条 当社が、債務の履行を確保するためのものとして清算参加者から預託を受ける

第１６条に規定する現物取引清算基金、第５２条に規定する前日差入担保金及び第７０

条に規定する売買証拠金は、法第１５６条の１１に規定する清算預託金とする。 

 

（清算預託金の管理） 

第７５条 当社は、前条の清算預託金については、自己の固有の財産と口座を区分する等

の方法により分別して保管するものとし、清算参加者ごとに現物取引清算基金、前日差

入担保金及び売買証拠金の種類に区分して帳簿により管理するものとする。 

 

第７章  清算参加者の決済不履行時の措置 

 

（決済不履行の場合における措置） 

第７６条  当社は、清算参加者が清算約定の決済を履行しないとき又はそのおそれがある

と認めるときは、当社が必要と認める範囲において当社が必要と認める期間、当該清算

参加者（以下「不履行清算参加者」という。）を当事者とする清算対象取引に基づく債務

の引受けの停止並びに当社から受けるべき有価証券及び金銭の全部又は一部の引取りの

停止の措置を行う。 

２  当社は、不履行清算参加者が清算約定の決済を履行しない場合において、当社が指定

する他の清算参加者をして、当該不履行の処理に必要な有価証券の売付け又は買付け等

を行わせることができる。 

３  当社は、第１項の規定により引取りを停止した有価証券及び金銭については、不履行

清算参加者の清算約定の決済の不履行の弁済に充当することができる。 

４  第１項の規定により債務の引受けの停止の措置を受けた不履行清算参加者は、当社の

承認を受けて、その期間中、当該措置の対象とされた債務の起因となる清算対象取引に

係る清算約定で未決済のものを、他の清算参加者に引き継ぐことができる。ただし、次
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項の規定により、不履行清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づくすべての債務

の引受けの停止の措置が行われた場合は、この限りでない。 

５  当社は、第１項の措置を行った場合において、不履行清算参加者が支払不能となり又

はそのおそれがあると認めるときその他特に必要があると認めるときは、同項の規定に

かかわらず、その事由の消滅するまで、不履行清算参加者を当事者とする清算対象取引

に基づくすべての債務の引受けの停止並びに当社から受けるべき有価証券及び金銭の引

取りの停止の措置を行うことができる。 

６  第３項の規定は、前項の規定により引取りを停止した有価証券及び金銭について準用

する。 

７  当社は、第５項の規定により不履行清算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく

すべての債務の引受けの停止を行った場合には、その不履行清算参加者の清算約定で未

決済のものの他の清算参加者への引継ぎその他当社が必要と認める整理を行わせること

ができる。 

８ 当社は、前項の規定による整理を行うために必要とする限度において、第５項の規定

によりすべての債務の引受けの停止の措置を受けた不履行清算参加者から、当該不履行

清算参加者の清算対象取引に基づく債務の引受けを行うことができる。 

９ 当社は、必要があると認めるときは、第７項に定める整理を、他の清算参加者をして

行わせることができる。 

１０ 第２項及び前項の場合においては、その清算参加者と債務の引受けの停止の対象と

なった清算参加者との間に委任契約が成立していたものとする。 

 

（債務の引受けの停止の措置の通知） 

第７７条  当社は、前条第１項又は第５項の規定に基づき、清算参加者を当事者とする清

算対象取引に基づく債務の引受けの停止の措置を行った場合は、各清算参加者に対しそ

の旨を通知する。 

 

（決済不履行による損失の補填） 

第７８条  当社は、不履行清算参加者が清算約定の決済を履行しないことにより当社が損

失（当該不履行の処理（そのおそれがあると認めるときの処理を含む。）に際し当社が受

けた損失を含む。）を受けた場合には、当該損失について、それぞれ次に掲げるものによ

りその預託目的に従って補填する。 

（１）  不履行清算参加者が当社に預託している売買証拠金 

（２）  不履行清算参加者が当社に預託している前日差入担保金 

（３）  不履行清算参加者が当社に預託している現物取引清算基金 

２  当社は、前項のほか、当該損失について、それぞれ次に掲げるものにより補填する。 

（１）  前項各号に掲げるものについて、その預託目的に応じて使用した後、余剰部分
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がある場合は、当該余剰額 

（２）  不履行清算参加者が当社に預託しているその他の預託金（その預託目的に応じ

て当社が使用したときは、その残額） 

３ 当社は、前２項の規定により補填し得ない損失がある場合で、当該不履行清算参加者

が証券取引所の取引参加者又は会員である場合には、当該損失について、当該不履行参

加者がその取引資格を有する又は加入している証券取引所に預託している信認金（委託

者又は証券取引所が優先弁済権を行使したときは、その残額）により補填する。 

４  当社は、前３項の規定により補填し得ない損失がある場合で、第三者による損失補償

により受領する金銭その他特に当該損失の補填を目的とする金銭その他の財産（次条に

規定するものを除く。）がある場合は、当該金銭その他の財産により補填する。 

５  前各項に規定する損失の補填について必要な事項は、当社がその都度定める。 

 

（特別清算料） 

第７９条  当社は、不履行清算参加者が当社との間における清算約定を履行しないことに

より当社が受けた損失（第７６条の規定に基づく処理に際し当社が受けた損失を含む。）

について、前条に定めるところによってもなお補填し得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の剰余金相当額を超えた場合には、当該不履行が発生し

た日（不履行のおそれがあると認めた日を含む。以下この条において「不履行発生日」

という。）における不履行清算参加者以外の清算参加者（以下この条において「不履行発

生日の清算参加者」という。）は、当社が定めるところにより、特別清算料を納入するも

のとする。この場合においては、当社は、当該特別清算料をもって、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の剰余金相当額を超えた部分に限る。）を補填す

る。 

２  前項の当社の剰余金相当額は、不履行発生日の属する当社の事業年度（以下この項に

おいて「当期」という。）の直前事業年度（以下この項において「前期」という。）の末

日における純資産額（前期に関する定時総会において定めた利益処分又は損失処理後の

額とする。）から、前期の末日における資本金、資本準備金及び利益準備金（前期に関す

る定時総会において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。）並びに前期に関する定

時総会において定めた自己株式の取得価額の総額（商法第２１０条第３項の規定による

取得価額の総額の限度額に限る。）を差し引いた額（当期において別の不履行に係る補填

し得ない損失額がある場合は、その額を減じる。）をいう。 

３  第１項の特別清算料の額は、不履行発生日の清算参加者に対して、同項の当該補填し

得ない損失額が当社の剰余金相当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額とする。 

４  清算参加者が第１項の特別清算料の納入を行わないときは、当該未納入額について、

当該清算参加者が不履行発生日に清算約定の決済の履行を行わなかったものとみなし、
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第７６条からこの条までの規定を適用する。 

５  当社は、第３項の超過額を算出することが相当期間困難であると認める場合には、当

該超過額と見込まれる金額として当社が暫定的に算定した額を当該超過額とみなして、

当社が定める日に特別清算料の納入を求めることができる。この場合において、当社は、

同項の超過額が確定した場合には、当該確定した超過額と当社が暫定的に算定した額と

の差に相当する額を、不履行発生日の清算参加者との間で授受するものとする。 

６  当社は、不履行清算参加者から、第１項後段の規定により補填した損失に係る債権を

回収できたときは、不履行発生日の清算参加者に対して、その回収額を按分して返付す

るものとする。 

 

第８章  雑則 

 

（決済時限の臨時変更） 

第８０条  当社は、必要があると認めるときは、清算約定に係る当社と清算参加者の間の

決済時限（第５１条第１項及び第２項の時限を含む。）を臨時に変更することができる。

この場合においては、あらかじめその旨を清算参加者に通知する。 

 

（システム障害時等における決済日の繰延べ） 

第８１条  当社は、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社

又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない

事由により、当該システムを利用して清算約定の決済を行うことが不可能又は困難であ

ると認める場合は、当該決済の全部又は一部につき決済日をその翌日以降に繰り延べる

ことができる。この場合においては、あらかじめその旨を清算参加者に通知する。 

２  前項に規定する決済日の繰延べに関し必要な事項は、当社がその都度定める。 

 

（天災地変等の場合における非常措置） 

第８２条  当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを

得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、取

締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。 

２  前項の規定により当社が決済の条件を定めたときは、清算参加者は、これに従わなけ

ればならない。 

３  第１項の場合において、緊急の必要があるときは、当社は、取締役会の決議を経ずに、

決済の条件を改めて定めることができる。 

 

（発行日取引に基づく債権債務の解消等） 

第８３条  当社は、発行日取引による清算対象取引につき、その対象株券の発行条件が変
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更される場合又はその決済期日までに当該対象株券が発行されない場合若しくは発行さ

れないと認められる場合には、当該発行日取引の決済物件若しくは決済期日の変更又は

当該取引に基づく債権債務の解消に関する措置を行うことができる。 

２ 前項の規定は、新株引受権証書、優先出資証券、優先出資引受権証書、投資信託受益

証券及び投資証券について準用する。 

 

（指定市場開設者による手数料の納入） 

第８４条 指定市場開設者は、当社が規則で定める手数料を、その定めるところにより、

当社に納入しなければならない。 

 

（事務の委任） 

第８５条  当社は、有価証券債務引受業等に関し、当社が定める事務を、当社が指定する

者に委任することができる。 

２  清算参加者は、この業務方法書に定めるほか、前項の事務に関して同項により指定す

る者が当社の承認を受けて定めるところによらなければならない。 

３ 第１８条の規定は、第１項の場合について準用する。 

 

（新株予約権証券を付した社債券） 

第８６条  同時に募集され、かつ、同時に割り当てられた社債券及び新株予約権証券であ

って、一体で売買されるものは、この業務方法書の適用については、新株予約権証券を

付した社債券とみなす。 

 

（有価証券債務引受業等に関する必要事項の決定） 

第８７条  当社は、この業務方法書に定める事項のほか、有価証券債務引受業等に関して

必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。 

 

（附帯業務） 

第８８条  当社は、有価証券債務引受業等に附帯する業務を行う。 

 

（改正権限） 

第８９条  この業務方法書の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容

が軽微である場合は、この限りでない。 

 

付  則 

１ この業務方法書は、平成１５年１月１４日から施行する。ただし、第２章第１節及び

第２節（第１０条を除く。）並びに第１６条の規定は同年１月１０日から、第６６条の規
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定は同年１月８日から施行する。 

２ 平成１５年１月１０日に第６条第１項の規定により自社清算資格の取得申請を行った

者が、現に指定市場開設者の取引参加者、会員又は協会員である場合には、第７条第１

項第２号に定める事項の審査は、これを行わないものとする。ただし、第２９条第３項

各号のいずれにも該当しないことを要するものとする。 

３ 平成１５年１月１０日に第６条第３項の承認を受けた清算参加者が株式会社東京証券

取引所（以下「東証」という。）の現物等清算参加者である場合において、当該清算参加

者が当該日において東証の清算・決済規程に基づき清算基金として東証に預託している

金銭の額及び有価証券を代用価格により評価した額の合計額（当該清算参加者が、平成

１５年１月１４日（以下「施行日」という。）において東証の業務方法書に規定する先物・

オプション取引清算基金とするための東証が定める手続きを行ったものに係る額を控除

する。）が第１６条に規定する現物取引清算基金所要額以上であるときの当該清算参加者

に対する第８条第１項の規定の適用については、同項に定める現物取引清算基金の預託

を行っているものとみなす。 
４ 施行日前に成立した第３条第２項に規定する清算対象取引であって施行日において未

決済のもの（施行日において当社の清算参加者である者が当事者となっているものに限

る。）については、当社は、次項に規定する場合を除き、施行日をもって第４６条第１項

の規定に基づき債務の引受けを行うものとする。 

５ 施行日の前日において、指定市場開設者が当該清算対象取引に係る債務の引受けを行

っている場合（指定市場開設者が株券オプションの権利行使により成立する対象株券の

売買の当事者となっている場合を含む。）には、当社は、当該指定市場開設者と清算参加

者（施行日において当社の清算参加者となっている者に限る。）との間の債務の引受けを

行うものとする。この場合において、当該債務の引受けについては第４６条第１項の規

定を、当該債務の引受けに基づく当社と指定市場開設者の間の債権債務については第５

４条第１項第１号の規定を、それぞれ準用する。 

６ 施行日の前日において東証の現物等清算参加者であった当社の清算参加者が、施行日

前における東証の清算・決済規程第３９条第１項第４号に規定する申請を行っている場

合には、第５３条第１項第４号に規定する申請を行っているものとみなす。 

７ 施行日において第３９条に定める清算受託契約を締結しようとする場合の第４０条の

規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」とする。 

８ 発行日取引に関して清算参加者が施行日において当社との間で授受する金銭は、第６

７条に定める金銭のほか、東証及び証券会員制法人札幌証券取引所が開設する有価証券

市場において平成１５年１月７日以前に成立した発行日取引については、同年１月７日

における当該市場開設者が定める清算値段と同年１月８日の当社が定める清算値段の差

額に相当する金銭、株式会社大阪証券取引所、証券会員制法人福岡証券取引所及び日本

証券業協会が開設する有価証券市場において平成１５年１月７日以前に成立した発行日



 

 37 

取引については、その約定値段と同年１月８日の当社が定める清算値段の差額に相当す

る金銭、株式会社名古屋証券取引所が開設する有価証券市場において平成１５年１月７

日以前に成立した発行日取引については、その約定日の当該市場開設者が定める清算値

段と同年１月８日の当社が定める清算値段の差額に相当する金銭とする。 

９ 第７９条第２項の適用については、平成１５年３月３１日までの間、同項中「不履行

発生日の属する当社の事業年度（以下この項において「当期」という。）の直前事業年度

（以下この項において「前期」という。）の末日における純資産額（前期に関する定時総

会において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。）」とあるのは「平成１４年９月

末日における純資産額」と、「前期の末日における資本金、資本準備金及び利益準備金（前

期に関する定時総会において定めた利益処分又は損失処理後の額とする。）並びに前期に

関する定時総会において定めた自己株式の取得価額の総額（商法第２１０条第３項の規

定による取得価額の総額の限度額に限る。）」とあるのは「平成１４年９月末日における

資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額に当期未処分損益を加減した額」とする。 

１０ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第１２８号。以下この付則において

「商法等改正法」という。）附則第７条第１項の規定によりなお従前の例によるとされた

転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社

債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、この業務方法書を適用する。 

１１ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第３４１

条の１３第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、

この業務方法書を適用する。 

１２ 第２項から第９項までの規定のほか、この業務方法書の施行時における債務の引受

けの取扱いその他必要な事項については、当社がその都度定める。 

 


