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当初証拠金所要額に関する規則 

 
 

(目的) 

第１条 この規則は、業務方法書第１５条の２から第１５条の４までの規定に基づき、当

初証拠金所要額及び当初証拠金所要額(日中算出分)を定める。 

 

(当初証拠金所要額) 

第２条 業務方法書第１５条の２の規定に基づく各清算参加者が有する清算資格の種類ご

との当初証拠金所要額は、別表１「当初証拠金所要額の算出に関する表」により算出

される額(以下「当初証拠金所要額」という。)とする。 

２ 当社は、各清算参加者の現物清算資格に係る当初証拠金所要額を日々算出のうえ、各

清算参加者に通知する。 

３ 当社は、各清算参加者の国債先物等清算資格に係る当初証拠金所要額を指定市場開設

者が定める国債証券先物取引に係る現物先物取引(以下「現物先物取引」という。)の各

限月取引の取引最終日を算出基準日として算出し、当該取引最終日に各清算参加者に

通知する。 

４ 前２項の規定により算出した各清算参加者の当初証拠金所要額は、当該当初証拠金所

要額を通知した日から適用する。 

 

(現物清算資格に係る当初証拠金所要額(日中算出分)) 

第３条 業務方法書第１５条の３の規定に基づく各清算参加者の現物清算資格に係る当初

証拠金所要額(日中算出分)は、別表２「現物清算資格に係る当初証拠金所要額(日中算

出分)の算出に関する表」により算出される額(以下「現物清算資格に係る当初証拠金所

要額(日中算出分)」という。)とする。 

 

(現物清算資格に係る当初証拠金所要額の引上げの判定方法及び引上げ時の加算額) 

第４条 業務方法書第１５条の４第１項に規定するリスク相当額は、別表３「現物清算資

格に係る当初証拠金所要額の引上げに係るリスク相当額の算出に関する表」により清

算参加者ごとに算出される額とする。 

2 業務方法書第１５条の４第１項に規定する所要額引上判定基準額は、前項のリスク相

当額の算出時点において適用されている各清算参加者の現物清算資格に係る清算基金

所要額の総額の２分の１とする。ただし、同項のリスク相当額の算出時点が当月の５

日目の日の午前立会終了後の場合には、所要額引上判定基準額は当月の４日目の日に

適用されている各清算参加者の現物清算資格に係る清算基金所要額の総額の２分の１

とする。 
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3 当社は、業務方法書第１５条の４第１項の規定に基づき現物清算資格に係る当初証拠

金所要額の引上げを行う場合、第１項のリスク相当額から前項の所要額引上判定基準

額を差し引いた額を現物清算資格に係る当初証拠金所要額に加算する。 

付 則 

1 この規則は、平成２８年１月８日から施行する。 

2 前項の規定にかかわらず、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、この規則を施行することが適当でないと当社が認める場合

には、平成２８年１月８日以後の当社が定める日から施行する。 

付 則(平成３０年２月１３日) 
 

1 この改正規定は、平成３０年２月１３日から施行する。 

2 前項本文の規定にかかわらず、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、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認

める場合には、平成３０年２月１４日以後の当社が定める日から施行する。 

付 則(平成３１年４月１日) 
 

この改正規定は、平成３１年４月 1日から施行し、同月の前月の末日を算出基準日と

する純財産額に基づく割増額（別表１の１．ｃに規定する純財産額に基づく割増額をい

う。）から適用する。 

付 則(令和３年１月１８日) 
 

1 この改正規定は、令和３年１月１８日から施行する。 

2 前項本文の規定にかかわらず、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、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認

める場合には、令和３年１月１８日以後の当社が定める日から施行する。 

付 則(令和４年４月４日) 
 

1 この改正規定は、令和４年４月４日から施行する。 

2 前項本文の規定にかかわらず、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、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認

める場合には、令和４年４月４日以後の当社が定める日から施行する。 
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別表１ 

当初証拠金所要額の算出に関する表 

 

１．現物清算資格に係る当初証拠金所要額 

現物清算資格に係る当初証拠金所要額は、次の計算式により算出される額（当該額

が負数となる場合はゼロ）とし、現物清算参加者と同一の企業集団（法第５条第１項

第２号に規定する企業集団をいう。以下同じ。）に属するＥＴＦ特別清算参加者が存

在する場合においては、当該現物清算参加者の清算約定で未決済のものについて次の

計算式により算出される額と、当該現物清算参加者の清算約定で未決済のものから当

該現物清算参加者と当該ＥＴＦ特別清算参加者との間の業務方法書第３条第２項第１

２号又は第１３号に規定する清算対象取引に係るものを除いて次の計算式により算出

される額のいずれか大きい方の額とする。ただし、当該額が適当でないと認められる

場合には、当社が定める額とする。なお、計算式における用語の意義は、次のａから

ｃまでに定めるとおりとする。 

 

現物清算資格に係る当初証拠金所要額 

＝総値洗損失相当額＋総想定損失相当額＋純資産額に基づく割増額 

 

ａ 総値洗損失相当額とは、各現物清算参加者の当日までの有価証券(国債証券

を除く。以下同じ。)に係る清算約定(当日取引、バイインに係るもの及び業務

方法書第６４条の規定に基づく有価証券の貸借に係るものを除く。以下同

じ。)で未決済のものについて、銘柄ごとに次の計算式により算出される額を

いう。なお、計算式における用語の意義は、次のイからリまでに定めるとおり

とする。 

値洗損失相当額 

＝(当該銘柄の総買付代金－当該銘柄の総買付有価証券当日評価額)＋(当該

銘柄の総売付有価証券当日評価額－当該銘柄の総売付代金) 

イ 当該銘柄の総買付代金について、業務方法書第３条第２項第８号から第

１０号までに規定する清算対象取引については、総引渡金額とする。 

ロ 当該銘柄の総買付代金について、業務方法書第３条第２項第１２号及び

第１３号に規定する清算対象取引（設定に係る授受に限る。）については、

計算書（同第４５条の３第２項に規定する計算書をいう。以下同じ。）に

記載された受益証券等申込者のＥＴＦ特別清算参加者に対する上場投資信

託構成銘柄の引渡債務の額及び金銭の支払債務の額の合計額とする。 
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ハ 当該銘柄の総買付代金について、業務方法書第３条第２項第１２号及び

第１３号に規定する清算対象取引（交換に係る授受に限る。）については、

計算書に記載されたＥＴＦ特別清算参加者の受益証券等申込者に対する当

該銘柄の返還債務の額の合計額又は引渡債務の額の合計額とする。  

二 当該銘柄の総売付代金について、業務方法書第３条第２項第７号から第

９号までに規定する清算対象取引については、総受領金額とする。 

ホ 当該銘柄の総売付代金について、業務方法書第３条第２項第１２号及び

第１３号に規定する清算対象取引（設定に係る授受に限る。）については、

計算書に記載された受益証券等申込者のＥＴＦ特別清算参加者に対する当

該銘柄の引渡債務の額の合計額とする。 

へ 当該銘柄の総売付代金について、業務方法書第３条第２項第１２号及び

第１３号に規定する清算対象取引（交換に係る授受に限る。）については、

計算書に記載されたＥＴＦ特別清算参加者の受益証券等申込者に対する上

場投資信託構成銘柄の引渡債務の額及び交換時残余返還口数の上場投資信

託受益証券の返還債務の額の合計額とする。 

ト 当該銘柄の総売付代金について、業務方法書第３条第２項第１２号及び

第１３号に規定する清算対象取引（元本の一部償還に係る授受に限る。）

については、計算書に記載されたＥＴＦ特別清算参加者の受益証券等申込

者に対する金銭の支払債務の額の合計額とする。 

チ 当該銘柄の総買付有価証券当日評価額とは、買付有価証券数量(業務方

法書第３条第２項第７号から第９号まで並びに第１２号及び第１３号に規

定する清算対象取引にあっては、受領有価証券数量。以下同じ。)に翌日

の当該銘柄に係るＤＶＰ清算値段(ＤＶＰ清算値段がない銘柄については、

当社が定める値段。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。 

リ 当該銘柄の総売付有価証券当日評価額とは、売付有価証券数量(業務方

法書第３条第２項第７号から第９号まで並びに第１２号及び第１３号に規

定する清算対象取引については、引渡有価証券数量。以下同じ。)に翌日

の当該銘柄に係るＤＶＰ清算値段を乗じて得た額をいう。 

ｂ 総想定損失相当額とは、当日までの当該現物清算参加者の有価証券(国債証

券を除く。)に係る清算約定で未決済のものについて、次の計算式により算出

される額(当該額が負数となる場合はゼロ)をいう。なお、計算式における用語

の意義は、次のイ及びロに定めるとおりとする。 

総想定損失相当額 

＝算定期間内適用想定損失額合計 ＋ 銘柄別加算額 
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イ 算定期間内適用想定損失額合計とは、ヒストリカルシナリオ別想定損失

額合計の算定期間(当日から起算して２５０日前(休業日を除外する。以下

日数計算において同じ。)から当日までをいう。)における９９％カバー最

小値相当額をいう。 

(注１) ヒストリカルシナリオ別想定損失額合計とは、各ヒストリカルシ

ナリオにおける清算参加者の想定損失額合計をいう。 

(注１－１) ヒストリカルシナリオとは、算定期間における各銘柄のＤＶ

Ｐ清算値段変動率の組合せをいう。以下この別表において同じ。 

(注１－１－１) 各銘柄のＤＶＰ清算値段変動率とは、次に定める計算式

により算出される数値をいう。 

各銘柄のＤＶＰ清算値段変動率 

＝(一の日の各銘柄のＤＶＰ清算値段－前日の各銘柄のＤＶＰ清算

値段)／前日の各銘柄のＤＶＰ清算値段 

(注１－２) 想定損失額合計とは、ヒストリカルシナリオの下で各清算参

加者の当該清算参加者の現物清算資格に係る取引における当日まで

の各銘柄(銘柄別加算額の算出対象となっている銘柄を除く。)の未

決済約定から生じる損益額の合計額をいう。 

(注２) ９９％カバー最小値とは、対象となる数値について、一の数値以

下の数値の個数が、対象となるすべての数値の個数の１００分の９

９以上となる場合の当該数値のうち最小の数値をいう。以下同じ。 

ロ 銘柄別加算額とは、当社が想定損失額合計の算出対象として適当でない

と認めた銘柄について、次に定める計算式により算出される額をいう。 

銘柄別加算額 

＝｜各銘柄の買付有価証券数量－各銘柄の売付有価証券数量｜×一の

日の各銘柄のＤＶＰ清算値段×当社が定める乗数 

 

ｃ 純財産額に基づく割増額とは、当該割増額の算出基準日時点における直近の 

現物清算参加者の純財産額（登録金融機関又は証券金融会社にあっては、純資

産額をいう。以下同じ。）が２０億円未満となった場合において、次の計算式

により算出される額とする。なお、計算式における用語の意義は、次のイ及び

ロに定めるとおりとする。 

 

純財産額に基づく割増額 

＝当初証拠金所要額の割増基礎額×割増率 
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イ 当初証拠金所要額の割増基礎額とは、純財産額に基づく割増額の算出基 

準日からさかのぼって３か月間の日々の当初証拠金所要額（純財産額に基 

づく割増額を除く。）の上位５０％の平均額（一の数値以下の数字の個数 

が総数の５０％以上となる場合の当該当初証拠金所要額のうち最小値を超 

えるものの平均額）をいう。 

ロ 割増率とは、純財産額に基づく割増額の算出基準日時点における直近の 

清算参加者の純財産額に応じ、次に定める率をいう。 

純財産額が２０億円未満１０億円以上：０．５ 

純財産額が１０億円未満：１．０ 

（注） 純財産額に基づく割増額は、前月の末日を算出基準日（同日が休業日

に当たるときは順次繰り上げる。）として毎月算出し、当月の５日目の日

から適用する。 

 

 

 

２．国債先物等清算資格に係る当初証拠金所要額 

 

 国債先物等清算資格に係る当初証拠金所要額とは、現物先物取引の各限月取引の

取引最終日から受渡決済期日の前日までにおいて、各限月取引の取引最終日を算

出基準日として銘柄ごとに次の計算式により算出される受渡決済基準額の合計額

をいう。なお、計算式における用語の意義は、次のａ及びｂに定めるとおりとす

る。 

 

受渡決済基準額 

＝当該銘柄の受渡決済建玉数量×１億円（超長期国債標準物に係る取引にあって

は１千万円）×当該銘柄の価格変動率 

ａ 当該銘柄の受渡決済建玉数量とは、現物先物取引の各銘柄につき、取引最

終日を迎えた限月取引における、当該清算参加者の最終売建玉と最終買建

玉の差引数量として算出される数値(当該２つの数量のうち大きい方の数値

から小さい方の数値を差し引いて得た数値をいう。)をいう。 

ｂ 当該銘柄の価格変動率とは、現物先物取引の当該銘柄の清算値段価格変動

率の価格変動率算定期間における９９％カバー最小値をいう。 
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(注１) 当該銘柄の清算値段価格変動率とは、次に定める計算式により算出

される数値をいう。ただし、計算式における当該銘柄の清算値段につい

て適当でないと認められる場合には、当社が定める値段とする。 

当該銘柄の清算値段価格変動率 

＝｜一の取引日の当該銘柄の清算値段－４取引日前の当該銘柄の清算

値段｜／４取引日前の当該銘柄の清算値段 

(注２) 価格変動率算定期間とは、前月の末日に終了する取引日から起算し

て１２０日前から前月の末日までをいう。 
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別表２ 

現物清算資格に係る当初証拠金所要額(日中算出分)の算出に関する表 

 

現物清算資格に係る当初証拠金所要額(日中算出分)は、次の計算式により算出される

額とする。ただし、当該額が適当でないと認められる場合には、当社が定める額とす

る。なお、計算式における用語の意義は、次のａ及びｂに定めるとおりとする。 

 

    

 

現物清算資格に係る当初証拠金所要額(日中算出分) 

＝総値洗損失相当額(日中算出分)＋総想定損失相当額(日中算出分) 

      ａ 総値洗損失相当額(日中算出分)とは、別表１ａの規定中「当日までの」

とあるのは「当日の午前立会終了後、当社が確認した」と、「値洗損失

相当額」とあるのは「値洗損失相当額(日中算出分)」と、「総買付有価証

券当日評価額」とあるのは「総買付有価証券前場評価額」と、「総売付

有価証券当日評価額」とあるのは「総売付有価証券前場評価額」と、

「翌日の当該銘柄に係るＤＶＰ清算値段」とあるのは「午前立会終了時

の当該銘柄に係る日中清算値段」と、「ＤＶＰ清算値段がない銘柄につ

いては、当社が定める値段」とあるのは「日中清算値段がない銘柄につ

いては、当社が定める値段」と、それぞれ読み替えて同ａの規定により

計算した額をいう。なお、日中清算値段とは、各銘柄の当日の午前立会

における売買状況に基づき、各銘柄の当日の午前立会終了時の約定値段

として業務方法書の取扱い第１１条に定めるＤＶＰ清算値段の算出方

法に準じて算出した値段をいう(次ｂにおいて同じ。)。 

      ｂ 総想定損失相当額(日中算出分)とは、別表１ｂの規定中「当日までの」

とあるのは「当日の午前立会終了後、当社が確認した」と、「当日から

起算して２５０日前から当日まで」とあるのは「当日から起算して２５

０日前から当日午前立会終了時まで」と、それぞれ読み替えて同ｂの規

定により計算した額(当該額が負数となる場合はゼロ)をいう。なお、前日

から当日午前立会終了時までの各銘柄のＤＶＰ清算値段変動率は、次に

定める計算式により算出される数値をいう。 

前日から当日午前立会終了時までの各銘柄のＤＶＰ清算値段変動率 

＝(一の日の各銘柄の日中清算値段－前日の各銘柄のＤＶＰ清算値段)／

前日の各銘柄のＤＶＰ清算値段 
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別表３ 

現物清算資格に係る当初証拠金所要額の引上げに係るリスク相当額の算出に関する表 

 

１．営業日ごとに算出するリスク相当額は、次の計算式により算出される額(当該額

が負数となる場合はゼロ)とする。なお、計算式における用語の意義は、次のａから

ｃまでに定めるとおりとする。 

 

リスク相当額 

＝ストレス時リスク額＋総値洗損失相当額－現物清算資格に係る当初証拠金所要

額 

ａ ストレス時リスク額とは、ストレスシナリオの下で各清算参加者の当日までの

有価証券に係る清算約定で未決済のものから生じる損益額（清算参加者と同一の

企業集団に属するＥＴＦ特別清算参加者が存在する場合においては、当該現物清

算参加者の未決済約定から生じる損失額と、当該未決済約定から当該現物清算参

加者と当該ＥＴＦ特別清算参加者との間の業務方法書第３条第２項第１２号又は

第１３号に規定する清算対象取引に係る未決済約定を除いたものから生じる損失

額のいずれか大きい方の額）をいう。 

(注) ストレスシナリオとは、極端ではあるが現実に起こり得る市場環境として

当社が定める価格変動の組合せをいう。以下この別表において同じ。 

ｂ 総値洗損失相当額とは、リスク相当額算出時における別表１ａに規定する総値

洗損失相当額をいう。 

ｃ 現物清算資格に係る当初証拠金所要額とは、リスク相当額算出時における別表

１に規定する現物清算資格に係る当初証拠金所要額をいう。 

 

２．各営業日の午前立会終了後に算出するリスク相当額は、次の計算式により算出

される額(当該額が負数となる場合はゼロ)とする。なお、計算式における用語の意義

は、次のａからｃまでに定めるとおりとする。 

 

リスク相当額 

＝ストレス時リスク額＋総値洗損失相当額－現物清算資格に係る当初証拠金所要

額 

ａ ストレス時リスク額とは、ストレスシナリオの下で各清算参加者の当日の午前

立会終了後、当社が確認した有価証券に係る清算約定で未決済のものから生じる

損益額（清算参加者と同一の企業集団に属するＥＴＦ特別清算参加者が存在する

場合においては、当該現物清算参加者の未決済約定から生じる損失額と、当該未
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決済約定から当該現物清算参加者と当該ＥＴＦ特別清算参加者との間の業務方法

書第３条第２項第１２号又は第１３号に規定する清算対象取引に係る未決済約定

を除いたものから生じる損失額のいずれか大きい方の額）をいう。以下この別表

において同じ。 

ｂ 総値洗損失相当額とは、リスク相当額算出時における別表２ａに規定する総値

洗損失相当額(日中算出分)をいう。 

ｃ 現物清算資格に係る当初証拠金所要額とは、リスク相当額算出時の前日に適用

された別表１に規定する現物清算資格に係る当初証拠金所要額をいう。ただし、

リスク相当額算出時において、現物清算資格に係る取引の相場が日中立会におい

て大幅に変動した場合その他当社が定める場合に該当し、リスク相当額算出時に

おける別表２に規定する現物清算資格に係る当初証拠金所要額(日中算出分)から

リスク相当額算出時の前日に適用された別表１に規定する現物清算資格に係る当

初証拠金所要額を控除した額が３，０００万円を超える場合には、当該現物清算

資格に係る当初証拠金所要額(日中算出分)をいう。 

 

 

 


