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株式会社日本商品清算機構との統合に合わせて実施する規則の改正及び制定について

Ⅰ．趣旨

１．株式会社日本商品清算機構との清算機能の統合に伴う証券取引等清算業務に関する業務

方法書等の一部改正等

２０２０年７月２７日に予定する株式会社日本商品清算機構との清算機能の統合に伴い、

当社において商品市場に係る清算業務を開始することから、証券取引等清算業務に関する

業務方法書において清算対象取引を追加するとともに、商品取引債務引受業に関する業務

方法書を新設するなど、別紙のとおり所要の規定整備を行う。

２．上場デリバティブ清算業務における損失補償制度及びリスク管理制度の見直しに係る証

券取引等清算業務に関する業務方法書等の一部改正等

清算参加者破綻時において清算参加者が事後的に負担する可能性のある特別清算料に上

限を設ける等により上場デリバティブ清算業務における損失補償制度を国際的に調和のと

れた制度に見直すとともに、清算基金所要額の計算方法をより保守的なものへと変更する

等によりリスク管理制度を強化すべく、証券取引等清算業務に関する業務方法書等に関し

て所要の改正を行うとともに、新設する商品取引債務引受業に係る業務方法書等に関して

別紙のとおり所要の規定整備を行う。

３．上場デリバティブ清算業務における緊急取引証拠金制度の見直しに係る先物・オプショ

ン取引に係る取引証拠金等に関する規則等の一部改正等

上場デリバティブ清算業務において、商品市場に係る清算業務を開始すること等に伴い、

緊急取引証拠金の発動判定対象取引の追加を行うなど、証券取引等清算業務における先

物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則等に関して所要の改正を行うととも

に、新設する商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則等に関して別紙のとお

り所要の規定整備を行う。

Ⅱ．改正及び制定概要

１．株式会社日本商品清算機構との清算機能の統合に伴う「商品取

引債務引受業に関する業務方法書」及び関連諸規則の制定並び

に証券取引等清算業務に関する「業務方法書」等の一部改正

（１）清算対象取引

・以下の市場開設者の商品市場における取引を清算対象とする。

 大阪取引所 貴金属市場

 大阪取引所 ゴム市場

 大阪取引所 農産物市場

 東京商品取引所 エネルギー市場、中京石油市場

 大阪堂島商品取引所 農産物市場

（備  考）

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第３条

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第３条
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 大阪堂島商品取引所 砂糖市場

（２）清算参加者制度

・以下の商品市場に係る清算資格を設け、清算資格の区分（自社

清算参加者、他社清算参加者）、 清算資格の取得、清算参加者

の義務（手数料の納入、届出事項、報告事項、清算参加者に対

する調査等）、清算資格の喪失及び清算参加者に対する措置（改

善指示、債務引受けの停止、清算資格の取消し等）等について

の規定を設ける。

 貴金属先物等清算資格

 ゴム先物等清算資格

 農産物先物等清算資格

 エネルギー先物等清算資格

 堂島農産物先物等清算資格

 堂島砂糖先物等清算資格

（３）有価証券等清算取次ぎ（商品清算取引）

・他社清算参加者と清算委託者との間の清算受託契約の締結、清

算対象取引に係る区分管理及び指定清算参加者の変更等の場

合の未決済約定の引継ぎ等についての規定を設ける。

（４）債務の引受け

・債務の引受けの成立並びにギブアップの成立による債務の消滅

及び新たな債務の負担についての規定を設ける。

（５）口座の区分管理

・清算対象取引を管理する口座の区分についての規定を設ける。

（６）清算約定の決済

・決済に係るクローズアウト数量の申告、清算値段（帳入値段）、

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第２章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第５条等

・商品市場にかかる清算資

格の喪失についても項番

２．（１）⑥の取扱いと同

様とする。

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第３章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第３８条

等

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第４章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第４章

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第５章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第４章の

２

・商品取引債務引受業に関
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現物先物取引における受渡決済、現金決済先物取引における最

終決済及び商品先物オプション取引の決済等についての規定

を設ける。

（７）取引証拠金

・取引証拠金、日中取引証拠金及び緊急取引証拠金の所要額及び

預託実務、取引証拠金所要額の引上げ、取引受渡証拠金並びに

商品取引債務引受業に係る取引証拠金における差換預託ＬＧ

契約及び直接預託ＬＧ契約の取扱い等についての規定を設け

る。

（８）建玉の移管

・他の清算参加者への建玉の移管及び移管の停止についての規定

を設ける。

（９）清算基金

・清算基金の預託義務及び所要額等についての規定を設ける。

（１０）決済不履行時の措置

・清算参加者の決済不履行時の措置（債務引受けの停止、金銭等

の引渡しの停止等）及び決済不履行による損失の補填等につい

ての規定を設ける。

する業務方法書第６章及

び第７章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７３条

の３１の２から第７３条

の３１の６８まで及び第

７３条の４０等

・商品取引債務引受業に係

る取引証拠金等に関する

規則等

・証券取引等清算業務にお

ける先物・オプション取引

に係る取引証拠金等に関

する規則第２条等

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第９章等

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７３条

の４４

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第１０章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第１６条

及び第６章

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第１１章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７６条

等
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（１１）その他

・システム障害時等における決済日の繰延べ等の雑則的事項につ

いての規定を設ける。

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第１２章

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第８１条

及び第８８条

２．上場デリバティブ清算業務における損失補償制度及びリスク管

理制度の見直しに係る業務方法書等の一部改正

（１）上場デリバティブ清算業務における損失補償制度の見直し

① 損失補償財源の見直し

・上場デリバティブ清算業務における清算参加者の支払不能等の

認定により当社に発生する損失について、次のとおり、第４順

位までで補填できない場合には、第一特別清算料及び第二特別

清算量により補填することに改める。

（第１順位）破綻参加者の取引証拠金・清算基金等による補填

（第２順位）市場開設者による補填

（第３順位）当社の決済保証準備金による補填

（第４順位）生存参加者の清算基金による補填

（第５順位）第一特別清算料による補填

（第６順位）第二特別清算料による補填

② 生存参加者の清算基金（第４順位）の取扱い

・生存参加者の清算基金による負担は、破綻処理単位期間におい

て適用される清算基金所要額を限度とする規定を設ける。

③ 第一特別清算料（第５順位）の取扱い

・第一特別清算料は、第４順位までの損失補償財源により補填で

きない損失の超過額を、生存清算参加者の破綻処理単位期間に

おいて適用される清算基金所要額に応じて按分した額とし、当

該清算基金所要額の３倍の額を上限とする規定を設ける。

④ 第二特別清算料（第６順位）の取扱い

・第二特別清算料は、第５順位までの損失補償財源により補填で

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７９条

の２

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第８３条

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７８条

の２

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第８２条

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７９条

の２

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第８３条

・証券取引等清算業務に関
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きない損失の超過額を、生存清算参加者の処分期間における差

金代金相当額の勝ち分に応じて按分した額とし、当該処分期間

における差金代金相当額の勝ち分の額を上限とする規定を設

ける。

⑤ 破綻処理単位期間における担保預託

・破綻処理単位期間においては、当該破綻処理単位期間の開始日

の前日における清算基金所要額を適用する規定を設ける。

・破綻処理単位期間においては、通常定める方法により清算基金

所要額の適用が行われていた場合の清算基金の額から算出す

る破綻時証拠金の預託を求める規定を設ける。

⑥ 清算資格喪失申請者の取扱い

・清算参加者が上場デリバティブ清算資格の喪失申請をした場

合、原則として当該申請の日の翌日から起算して３０日目の日

と当事者となっているすべての未決済取引が解消された日の

いずれか遅い時点で清算資格を喪失することに改める。

（２）上場デリバティブ清算業務における決済不履行時の処理スキ

ームの見直し

・上場デリバティブ取引に係る清算資格を有する清算参加者が支

払不能等の認定をされた場合、原則として最初の支払不能等の

認定から３０日を経過するまでの期間を破綻処理単位期間と

して設定する。

・破綻参加者の不履行約定を次の順で処理することのできる規定

を設ける。

a. 破綻参加者をして、破綻参加者の不履行約定の生存参加者

への引継ぎ、転売若しくは買戻し、権利行使又は当該破綻

参加者の計算による損失回避取引その他当社が必要と認め

る整理

する業務方法書第７９条

の２

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第８３条

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第１７条

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第６９条

・先物・オプション取引に

係る取引証拠金等に関す

る規則第６条の３

・商品取引債務引受業に係

る取引証拠金等に関する

規則第９条

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第２２条

から第２７条

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第２３条

から第２６条

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７６条

の２

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第７７条

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７６条

から第７６条の４

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第７６条、

第７８条及び第７９条
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b. 破綻処理オークションの実施

c. 協議の実施

d. （協議不成立時の）破綻参加者の不履行約定（処分未了数

量）に係る期限前終了の実施

・商品市場に係る受渡決済が確定した建玉（違約受渡玉）が破綻

参加者の不履行約定となっている場合の決済の決了のための

処理及び破綻処理オークションについての規定を設ける。

（３）上場デリバティブ清算業務に係る清算基金所要額の計算方法

の見直し

・上場デリバティブ取引に係る清算資格の清算基金所要額は、極

端ではあるが現実に起こりうる市場環境下において清算参加

者が破綻した場合に想定される損失額が上位である２社をカ

バーできる額とする。

・清算基金所要額は毎営業日算出し、適用することに改める。

・証券取引等清算業務に関

する業務方法書第７６条

・商品取引債務引受業に関

する業務方法書第７６条

・証券取引等清算業務に関

する清算基金所要額に関

する規則第２条及び別表

１

・商品取引債務引受業に関

する清算基金所要額に関

する規則第２用及び別表

３．上場デリバティブ清算業務における緊急取引証拠金制度の見直

しに係る業務方法書等の一部改正

（１）緊急取引証拠金の発動判定対象値段の見直し

・発動判定時に参照する値段について、前取引日の清算値段（清

算数値）から当該取引日の日中清算値段（日中清算数値）を参

照する方式に改める。

（２）緊急取引証拠金の発動判定対象取引の追加

・緊急取引証拠金の発動判定対象取引に貴金属先物取引及び石油

先物取引を追加する。

・証券取引等清算業務にお

ける先物・オプション取引

に係る取引証拠金等に関

する規則の取扱い第４条

・商品取引債務引受業に係

る取引証拠金等に関する

規則の取扱い第７条

・証券取引等清算業務にお

ける先物・オプション取引

に係る取引証拠金等に関

する規則第２１条及び第

２２条

・商品取引債務引受業に係

る取引証拠金等に関する
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規則第２６条から第２８

条まで

・先物・オプション取引に

係る取引証拠金等に関す

る規則の取扱い第３条及

び第４条

・商品取引債務引受業に係

る取引証拠金等に関する

規則の取扱い第７条及び

第８条

Ⅲ．施行日

２０２０年７月２７日から施行する。

以  上
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第７節の２ 商品先物取引の決済 

第１款 清算約定に係る申告（第７３

条の３１の２） 

第２款 商品先物取引に係る清算約定

の決済（第７３条の３１の３―第７

３条の３１の５） 

第３款 現物先物取引における受渡決

済 

第１目 金、銀、白金及びパラジウ

ム（第７３条の３１の６―第７３

条の３１の１３） 

第２目 ＲＳＳ（第７３条の３１の

１４―第７３条の３１の２３） 

第３目 ＴＳＲ（第７３条の３１の

２４―第７３条の３１の３２） 

第４目 一般大豆（第７３条の３１

の３３―第７３条の３１の４１） 

第５目 小豆（第７３条の３１の４

２―第７３条の３１の４８） 

第６目 とうもろこし（第７３条の

３１の４９―第７３条の３１の５

５） 

第７目 その他（第７３条の３１の

５６・第７３条の３１の５７） 

第４款 現金決済先物取引における最

終決済（第７３条の３１の５８―第

７３条の３１の６１） 

第５款 雑則（第７３条の３１の６２） 

第７節の３ 商品先物オプション取引の

決済（第７３条の３１の６３―第７３

第１章～第４章 （略） 

第５章 清算約定の決済 

第１節～第７節 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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条の３１の６８） 

第８節・第９節 （略） 

第５章の２～第８章 （略） 

 

第８節・第９節 （略） 

第５章の２～第８章 （略） 

  

（清算対象取引） 

第３条 当社の証券取引等清算業務の対象

とする債務の起因となる取引（以下「清

算対象取引」という。）の対象とする金融

商品は、次の各号に掲げる金融商品とす

る。 

（１）～（６） （略） 

（７） 金 

（８） 銀 

（９） 白金 

（１０） パラジウム 

（１１） くん煙シート（別名Ｒｉｂｂ

ｅｄ Ｓｍｏｋｅｄ Ｓｈｅｅｔ。以

下「ＲＳＳ」という。） 

（１２） 技術的格付けゴム（別名Ｔｅ

ｃｈｎｉｃａｌｌｙ Ｓｐｅｃｉｆｉ

ｅｄ Ｒｕｂｂｅｒ。以下「ＴＳＲ」

という。） 

（１３） 一般大豆 

（１４） 小豆 

（１５） とうもろこし 

（１６） （略） 

２ 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）～（６） （略） 

（６）の２ 指定金融商品市場における

商品先物取引（法第２条第２１項第１

号又は同項第２号に掲げる取引のうち

商品（同条第２４項第３号の３に規定

する商品をいう。以下同じ。）に係るも

のをいう。以下同じ。） 

（６）の３ 指定金融商品市場における

（清算対象取引） 

第３条 当社の証券取引等清算業務の対象

とする債務の起因となる取引（以下「清

算対象取引」という。）の対象とする金融

商品は、次の各号に掲げる金融商品とす

る。 

（１）～（６） （略） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（７） （略） 

２ 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）～（６） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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商品先物オプション取引（法第２条第

２１項第３号に掲げる取引のうち同項

第２号に掲げる取引に準ずる取引とし

て指定市場開設者が定める取引（商品

に係る取引に限る。）に係るものをい

う。以下同じ。） 

（７）～（１１） （略） 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

（７）～（１１） （略） 

３ （略） 

  

（清算参加者） 

第５条 （略） 

２ 前項に規定する清算資格は、現物清算

資格、国債先物等清算資格、指数先物等

清算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム

先物等清算資格、農産物先物等清算資格

及びＦＸ清算資格の７種類とし、それぞ

れ次の各号に定めるものとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） 貴金属先物等清算資格は、第３

条第２項第６号の２及び第６号の３に

掲げる清算対象取引（金、銀、白金及

びパラジウムに係るものに限る。）につ

いて、当社が行う金融商品債務引受業

等の相手方となるための資格とする。 

（５） ゴム先物等清算資格は、第３条

第２項第６号の２に掲げる清算対象取

引（ＲＳＳ及びＴＳＲに係るものに限

る。）について、当社が行う金融商品債

務引受業等の相手方となるための資格

とする。 

（６） 農産物先物等清算資格は、第３

条第２項第６号の２に掲げる清算対象

取引（一般大豆、小豆及びとうもろこ

しに係るものに限る。）について、当社

が行う金融商品債務引受業等の相手方

となるための資格とする。 

（清算参加者） 

第５条 （略） 

２ 前項に規定する清算資格は、現物清算

資格、国債先物等清算資格、指数先物等

清算資格及びＦＸ清算資格の４種類と

し、それぞれ次の各号に定めるものとす

る。 

 

（１）～（３） （略）  

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（７） （略） 

３ この業務方法書においては、前項第１

号に定める現物清算資格を有する者を現

物清算参加者と、同項第２号に定める国

債先物等清算資格を有する者を国債先物

等清算参加者と、同項第３号に定める指

数先物等清算資格を有する者を指数先物

等清算参加者と、同項第４号に定める貴

金属先物等清算資格を有する者を貴金属

先物等清算参加者と、同項第５号に定め

るゴム先物等清算資格を有する者をゴム

先物等清算参加者と、同項第６号に定め

る農産物先物等清算資格を有する者を農

産物先物等清算参加者と、同項第４号か

ら第６号までに定める清算資格のいずれ

かを有する者を商品先物等清算参加者

と、同項第７号に定めるＦＸ清算資格を

有する者をＦＸ清算参加者という。 

４ （略） 

（４） （略） 

３ この業務方法書においては、前項第１

号に定める現物清算資格を有する者を現

物清算参加者と、同項第２号に定める国

債先物等清算資格を有する者を国債先物

等清算参加者と、同項第３号に定める指

数先物等清算資格を有する者を指数先物

等清算参加者と、同項第４号に定めるＦ

Ｘ清算資格を有する者をＦＸ清算参加者

という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

  

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条 金融商品取引業者は、自社清算資

格又は他社清算資格の別を示して、取得

しようとする清算資格の種類ごとに、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。こ

の場合において、取得しようとする清算

資格が次の各号に掲げる清算資格である

ときは、当該各号に定める者に限り申請

を行うことができることとする。 

（１） 現物清算資格又は国債先物等清

算資格 

法第２８条第１項第１号に掲げる行

為に係る業務の登録を受けた者 

（２） 指数先物等清算資格 

法第２８条第１項第１号に掲げる行

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条 金融商品取引業者は、次の各号に

掲げる者の区分に従い、当該各号に定め

る清算資格について、自社清算資格又は

他社清算資格の別を示して、取得しよう

とする清算資格の種類ごとに、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。この場合

において、取得しようとする清算資格が

指数先物等清算資格であるとき（有価証

券オプション取引に係る取引資格を有し

ない者が指数先物等清算資格を取得しよ

うとする場合を除く。）は、現物清算資格

を有する者又は指定現物清算参加者（現

物清算資格に係る取引につき、指定市場

開設者の取引参加者（指定市場開設者が
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為に係る業務の登録を受けた者（有価

証券オプション取引に係る取引資格を

有する者が指数先物等清算資格を取得

しようとする場合にあっては、当該業

務の登録を受けた者であって、現物清

算資格を有する者又は指定現物清算参

加者（現物清算資格に係る取引につき、

指定市場開設者の取引参加者（指定市

場開設者が私設取引システムを運営す

る者である場合は、有価証券の売買に

参加できる者をいう。以下同じ。）又は

会員であって、その者が有する取引資

格（指定市場開設者が私設取引システ

ムを運営する者である場合は、有価証

券の売買に参加するための資格をい

う。以下同じ。）又は会員権の種類に係

る当社の清算資格を有しない者（以下

「非清算参加者」という。）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。）をいう。以下同

じ。）を指定している者に限る。） 

（３） 貴金属先物等清算資格（他社清

算資格に限る。）、ゴム先物等清算資格

（他社清算資格に限る。）又は農産物先

物等清算資格（他社清算資格に限る。） 

法第２８条第１項第１号の２に掲げ

る行為に係る業務の登録を受けた者 

（４） ＦＸ清算資格 

法第２８条第２項第３号に掲げる行

為に係る業務の登録（取引所ＦＸ取引

の委託を受けようとするときにあって

は、当該業務及び同条第５項に掲げる

行為に係る業務の登録）を受けた者 

 

私設取引システムを運営する者である場

合は、有価証券の売買に参加できる者を

いう。以下同じ。）又は会員であって、そ

の者が有する取引資格（指定市場開設者

が私設取引システムを運営する者である

場合は、有価証券の売買に参加するため

の資格をいう。以下同じ。）又は会員権の

種類に係る当社の清算資格を有しない者

（以下「非清算参加者」という。）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。）をいう。以下同じ。）

を指定している者に限り、申請を行うこ

とができることとする。 

（１） 法第２８条第１項第１号に掲げ

る行為に係る業務の登録を受けた者 

現物清算資格、国債先物等清算資格

又は指数先物等清算資格 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２） 法第２８条第２項第３号に掲げ

る行為に係る業務の登録（取引所ＦＸ

取引の委託を受けようとするときにあ

っては、当該業務及び同条第５項に掲

げる行為に係る業務の登録）を受けた

者 

ＦＸ清算資格 
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２ 登録金融機関（法第２条第１１項に規

定する登録金融機関をいう。以下同じ。）

は、次の各号に掲げる清算資格について、

自社清算資格又は他社清算資格の別を示

して、取得しようとする清算資格の種類

ごとに、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） （略） 

（２） 国債先物等清算資格、貴金属先

物等清算資格、ゴム先物等清算資格、

農産物先物等清算資格又はＦＸ清算資

格 

３ （略） 

４ 商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若し

くは代理、生産、加工又は使用を業とし

て行う者等（以下「当業者等」という。）

は、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等

清算資格又は農産物先物等清算資格につ

いて、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、取得しようとす

る清算資格の種類ごとに、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。 

５ 第１項、第２項又は前項の規定による

貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清算

資格又は農産物先物等清算資格の取得の

申請に際し、親会社等（清算資格の取得

申請者の親会社（清算資格の取得申請者

の財務及び事業の方針の決定を支配して

いる他の法人等をいい、当該他の法人等

の親会社を含む。以下同じ。）及び清算資

格の取得申請者の親会社の子会社（清算

資格の取得申請者の親会社によって財務

及び事業の方針の決定を支配されている

他の法人等をいい、当該他の法人等の子

２ 登録金融機関（法第２条第１１項に規

定する登録金融機関をいう。以下同じ。）

は、次の各号に掲げる清算資格について、

自社清算資格又は他社清算資格の別を示

して、取得しようとする清算資格の種類

ごとに、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） （略） 

（２） 国債先物等清算資格又はＦＸ清

算資格 

 

 

３ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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会社を含む。以下同じ。）その他これらに

類する者として当社が認める者をいう。

以下同じ。）からの保証（以下「親会社等

保証」という。）を受けようとする清算資

格の取得申請者は、当社が定める様式に

よる当該親会社等の保証に関する書面

（当社が当該書面と内容が同一であると

認める書面を含む。）を当社に提出するも

のとする。 

６ 当社は、前各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、当該清算資格の取

得の承認を行う。 

７ 第１項から第５項までの規定にかかわ

らず、特定承継金融機関等（預金保険法

（昭和４６年法律第３４号。以下「預保

法」という。）第１２６条の３４第３項第

５号に定める特定承継金融機関等をい

う。以下同じ。）は、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。この場合において、

当社は、清算資格の取得申請者に対する

当該清算資格の取得の承認を行うことが

できる。 

８ （略） 

９ 新たに現物清算資格を取得しようとす

る者が、当該清算資格の取得の申請と同

時に指数先物等清算資格の取得の申請を

行った場合における第１項第２号の規定

の適用については、当該者は現物清算資

格を有する者と、新たに指数先物等清算

資格を取得しようとする者が、当該清算

資格の取得の申請と同時に指定現物清算

参加者を指定することが見込まれる場合

における第１項第２号の規定の適用につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 当社は、前３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、当該清算資格の取

得の承認を行う。 

５ 第１項から第３項までの規定にかかわ

らず、特定承継金融機関等（預金保険法

（昭和４６年法律第３４号。以下「預保

法」という。）第１２６条の３４第３項第

５号に定める特定承継金融機関等をい

う。以下同じ。）は、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。この場合において、

当社は、清算資格の取得申請者に対する

当該清算資格の取得の承認を行うことが

できる。 

６ （略） 

７ 新たに現物清算資格を取得しようとす

る者が、当該清算資格の取得の申請と同

時に指数先物等清算資格の取得の申請を

行った場合における第１項後段の規定の

適用については、当該者は現物清算資格

を有する者と、新たに指数先物等清算資

格を取得しようとする者が、当該清算資

格の取得の申請と同時に指定現物清算参

加者を指定することが見込まれる場合に

おける同項後段の規定の適用について
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いては、当該者は指定現物清算参加者を

指定している者と、それぞれみなす。 

は、当該者は指定現物清算参加者を指定

している者と、それぞれみなす。 

  

（清算資格の要件） 

第７条 前条第１項又は第２項の申請（貴

金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資

格又は農産物先物等清算資格に係る申請

を除く。）に係る同条第６項の審査は、清

算資格の取得申請者に関する次の各号に

掲げる事項その他証券取引等清算業務の

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）・（２） （略） 

（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（有価

証券オプション取引の権利行使により

成立する対象有価証券の売買又は取

引、第３条第２項第４号に規定する国

債証券先物オプション取引の権利行使

により成立する国債証券先物取引及び

同項第６号に規定する指数オプション

取引の権利行使により成立する取引、

第４６条の２に定めるギブアップの成

立により新たに負担する債務に係る取

引並びに第６４条の規定に基づく有価

証券の貸借を含む。）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３項の申請に係る同条第６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証券取引等

（清算資格の要件） 

第７条 前条第１項又は第２項の申請に係

る同条第４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

の他証券取引等清算業務の運営に関して

必要と認める事項について行うものとす

る。 

 

 

（１）・（２） （略） 

（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（有価

証券オプション取引の権利行使により

成立する対象有価証券の売買又は取

引、第３条第２項第４号に規定する国

債証券先物オプション取引の権利行使

により成立する国債証券先物取引及び

同項第６号に規定する指数オプション

取引の権利行使により成立する取引、

第４６条の２に定めるギブアップの成

立により新たに負担する債務に係る取

引並びに第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３項の申請に係る同条第４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証券取引等
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清算業務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）・（２） （略） 

３ 前条第１項、第２項又は第４項におけ

る貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清

算資格又は農産物先物等清算資格の申請

に係る同条第６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

項その他証券取引等清算業務の運営に関

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 

当社の証券取引等清算業務の運営に

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

社が行う証券取引等清算業務について

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 

当該清算資格を取得すべき期日まで

に、次のａ、ｂ又はｃに掲げる区分に

従い、当該ａ、ｂ又はｃ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 金融商品取引業者 

（ａ） 資本金の額が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、資本金の額を

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。 

（ｄ） 特別金融商品取引業者にあっ

清算業務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）・（２） （略） 

（新設） 
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ては、連結自己資本規制比率が２０

０パーセントを上回っていること。 

ｂ 登録金融機関 

（ａ） 資本金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、資本金の額又

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） 国際統一基準行等にあって

は、次のイからハまでに該当してい

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）。 

イ 単体又は連結普通株式等Ｔｉ

ｅｒ１比率が４．５パーセントを

上回っていること。 

ロ 単体又は連結Ｔｉｅｒ１比率

が６パーセントを上回っている

こと。 

ハ 単体又は連結総自己資本比率

が８パーセントを上回っている

こと。 

（ｄ） 国内基準行等にあっては、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。 

（ｅ） 保険会社にあっては、単体又

は連結ソルベンシー・マージン比率

が４００パーセントを上回ってい

ること。 

ｃ 当業者等 
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（ａ） 資本金の額が３億円以上であ

ること。 

（ｂ） 純資産額が２０億円以上であ

ること。 

（ｃ） 当社が定めるところによる審

査により、保有する資産等に照ら

し、自己資本の充実の状況等が適当

であること。 

（３） 親会社等の財務基盤 

前条第５項に定める書面を提出した

場合は、当該清算資格を取得すべき期

日までに、清算資格の取得申請者が前

号ａの（ｃ）若しくは（ｄ）、同ｂの

（ｃ）、（ｄ）若しくは（ｅ）又は同

ｃの（ｃ）に定める基準に該当すると

ともに、清算資格の取得申請者の親会

社等（当該清算資格の取得申請者のた

めに親会社等保証を行う親会社等に限

る。）の資本金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

かつ純資産額（金融商品取引業者にあ

っては純財産額）が２００億円以上で

あり、資本金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

ることが見込まれること。 

（４） 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３

条第２項第６号の３に規定する商品先

物オプション取引の権利行使により成

立する取引を含む。）の決済、損失の

危険の管理及び法令、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
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体制を備えていること。 

（５） 取引参加者資格等 

自社清算資格の取得を申請する場合

にあっては、指定市場開設者の取引参

加者若しくは会員であること又は当該

清算資格を取得すべき期日までに指定

市場開設者の取引参加者若しくは会員

となることが見込まれること。 

（６） 拠点 

国内に営業所又は事務所を有するこ

と。 

  

（清算資格の取得手続の履行） 

第８条 当社が第６条第６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８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４号を除き、以下同じ。）ま

でに、清算資格の取得申請者をして、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（特定承継金融

機関等である者を除く。）が第６条第８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。 

３ 当社が第６条第７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、当社がその都度定める日までに、清

算資格の取得申請者をして、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。 

（清算資格の取得手続の履行） 

第８条 当社が第６条第４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６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４号を除き、以下同じ。）ま

でに、清算資格の取得申請者をして、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（特定承継金融

機関等である者を除く。）が第６条第６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。 

３ 当社が第６条第５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、当社がその都度定める日までに、清

算資格の取得申請者をして、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。 

  

（清算資格取得の日） （清算資格取得の日） 
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第９条 当社は清算資格の取得申請者が前

条第１項又は第３項の規定による手続

（同項の規定による手続にあっては、第

６条第８項の規定により当社が指定した

期日までの日を当社が履行の期日と定め

たものに限る。）を履行したときは、同項

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 （略） 

第９条 当社は清算資格の取得申請者が前

条第１項又は第３項の規定による手続

（同項の規定による手続にあっては、第

６条第６項の規定により当社が指定した

期日までの日を当社が履行の期日と定め

たものに限る。）を履行したときは、同項

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 （略） 

  

（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 非清算参加者が前条第１項の規

定により当該取引資格又は会員権の種類

に係る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、指

定清算参加者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（第７条第１項第３号に定める約定

及び同条第３項第４号に定める約定をい

う。以下同じ。）で未決済のものを引き継

ぐ。 

（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 非清算参加者が前条第１項の規

定により当該取引資格又は会員権の種類

に係る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、指

定清算参加者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。 

  

（清算資格の区分の変更） 

第１０条の２ 第６条第１項、第２項、第

４項から第７項まで、第７条、第９条、

第２３条第２項及び第２６条の規定は、

清算参加者がその有する清算資格の区分

を変更する場合について準用する。この

場合において、第６条第１項、第２項、

第４項、第５項及び第６項中「清算資格

の取得」とあるのは「清算資格の区分の

変更」と、同項、第７条及び第９条中「清

算資格の取得申請者」とあるのは「清算

資格の区分の変更申請者」と、第６条第

８項並びに第７条第１項第２号及び第３

（清算資格の区分の変更） 

第１０条の２ 第６条第１項、第２項、第

４項及び第５項、第７条、第９条、第２

３条第２項並びに第２６条の規定は、清

算参加者がその有する清算資格の区分を

変更する場合について準用する。この場

合において、第６条第１項、第２項及び

第４項中「清算資格の取得」とあるのは

「清算資格の区分の変更」と、同項、第

７条及び第９条中「清算資格の取得申請

者」とあるのは「清算資格の区分の変更

申請者」と、第６条第５項及び第７条第

１項第２号中「清算資格を取得すべき期
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項第２号中「清算資格を取得すべき期日」

とあるのは「清算資格の区分を変更すべ

き期日」と、第９条第１項中「清算資格

を付与する」とあるのは「清算資格の区

分を変更する」と、同条第２項中「清算

資格を付与したとき」とあるのは「清算

資格の区分を変更したとき」と、第２３

条第２項中「喪失申請」とあるのは「自

社清算資格への区分の変更申請」と、第

２６条中「喪失」とあるのは「区分変更」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

日」とあるのは「清算資格の区分を変更

すべき期日」と、第９条第１項中「清算

資格を付与する」とあるのは「清算資格

の区分を変更する」と、同条第２項中「清

算資格を付与したとき」とあるのは「清

算資格の区分を変更したとき」と、第２

３条第２項中「喪失申請」とあるのは「自

社清算資格への区分の変更申請」と、第

２６条中「喪失」とあるのは「区分変更」

と、それぞれ読み替えるものとする。 

  

（親会社等保証に係る取扱い） 

第１０条の３ 商品先物等清算参加者は、

当該清算参加者が第７条第３項第３号に

定める基準に適合する場合には、当該親

会社等に、当社が定める様式による保証

に関する書面（当社が当該書面と内容が

同一であると認める書面を含む。）を当社

に提出させることにより、当該親会社等

から親会社等保証を受けることができ

る。この場合において、当該親会社等に

対しては、この業務方法書（この業務方

法書に基づく規則を含む。）の親会社等に

係る規定が適用されるものとする。 

 

（新設） 

  

（清算参加者代表者） 

第１２条 清算参加者は、その代表取締役

又は代表執行役（清算参加者が外国の法

令に準拠して設立された法人の場合は、

日本における代表者で、かつ、取締役又

は執行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

（清算参加者代表者） 

第１２条 清算参加者は、その代表取締役

又は代表執行役（清算参加者が外国法人

である金融商品取引業者又は外国銀行の

場合は、日本における代表者で、かつ、

取締役又は執行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
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ならない。 

２ （略） 

出なければならない。 

２ （略） 

  

（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目的及び当社が他の

清算参加者の破綻等を認定した場合にお

いてこの業務方法書の定めるところによ

り当社に生じた損失の補填に充てる目的

の清算基金を、次の各号に掲げる区分ご

とに、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。 

（１）～（３） （略） 

（４） 貴金属先物等清算資格に係る清

算基金 

（５） ゴム先物等清算資格に係る清算

基金 

（６） 農産物先物等清算資格に係る清

算基金 

（７） （略） 

２～７ （略） 

（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目的及び当社が他の

清算参加者の破綻等を認定した場合にお

いてこの業務方法書の定めるところによ

り当社に生じた損失の補填に充てる目的

の清算基金を、次の各号に掲げる区分ご

とに、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。 

（１）～（３） （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（４） （略） 

２～７ （略） 

  

（破綻処理単位期間における清算基金の特

則） 

第１７条 破綻処理単位期間（第７６条の

２第１項に定める破綻処理単位期間をい

う。以下同じ。ただし、破綻処理期間の

最終日を除く。）における各清算参加者の

清算資格の種類ごとの清算基金所要額

（前条第１項第１号及び第７号に掲げる

ものを除く。以下この条において同じ。）

は、前条第１項の規定にかかわらず、当

該破綻処理単位期間の開始日の前日にお

ける当該各清算参加者の各清算資格に係

る清算基金所要額とする。 

２ 破綻処理単位期間において第７８条の

 

 

第１７条 削除 
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２第１項第２号の規定により各清算基金

の全部又は一部が取り崩された場合、前

条第２項の規定にかかわらず、当該破綻

処理単位期間が終了するまでの間、清算

参加者は、当該取崩しに対応する額の各

清算基金の追加預託義務を負わない。 

  

（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） 次のａからｃまでに掲げる清算

参加者の区分に従い、当該ａからｃま

でに定める行為 

ａ （略） 

ｂ 商品先物等清算参加者 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げ

る区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）

までに定める行為 

（ａ） 金融商品取引業者 

法第２８条第１項第１号の２に

掲げる業務の廃止 

（ｂ） 登録金融機関 

登録金融機関業務の廃止又は商

品先物取引及び商品先物オプショ

ン取引に関する業務の廃止 

（ｃ） 当業者等 

商品先物取引及び商品先物オプ

ション取引に関する業務の廃止 

ｃ （略） 

（２）・（３） （略） 

（４） 分割による事業（登録金融機関

にあっては登録金融機関業務に関する

事業又は商品先物取引及び商品先物オ

プション取引に関する事業を、証券金

（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） 次のａ及びｂに掲げる清算参加

者の区分に従い、当該ａ又はｂに定め

る行為 

ａ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ （略） 

（２）・（３） （略） 

（４） 分割による事業（登録金融機関

にあっては登録金融機関業務に関する

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
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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事業

を、当業者等にあっては商品先物取引

及び商品先物オプション取引に関する

事業をいう。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

の他の法人への承継 

（５）～（１０） （略） 

（１１） 本店又は主たる事務所（商品

先物等清算参加者にあっては、商品先

物取引及び商品先物オプション取引に

関する従たる営業所又は従たる事務所

を含む。）の変更 

（１２） 商品先物等清算参加者にあっ

ては、指定市場開設者への加入又は脱

退（取引資格の取得又は喪失を含む。） 

２ （略） 

３ 清算参加者は、親会社等から親会社等

保証を受けている場合には、前２項に規

定するほか、当該親会社等が第１項第２

号から第８号までに掲げる行為及び清算

参加者のために親会社等保証を行う事業

の廃止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。この

場合において、同項第２号及び第６号中

「清算参加者」とあるのは「清算参加者

の親会社等（当該清算参加者のために親

会社等保証を行う親会社等に限る。）」と、

同項第４号中「登録金融機関にあっては

登録金融機関業務に関する事業又は商品

先物取引及び商品先物オプション取引に

関する事業を、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

務に関する事業を、当業者等にあっては

商品先物取引及び商品先物オプション取

に関する事業をいう。以下この条及び

第２９条第５項において同じ。）の全部

又は一部の他の法人への承継 

 

 

 

 

（５）～（１０） （略） 

（１１） 本店又は主たる事務所の変更 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

２ （略） 

（新設） 



 

 

１ 

19 

引に関する事業」とあるのは「清算参加

者のために親会社等保証を行う事業」と、

それぞれ読み替えるものとする。 

  

（清算参加者の調査） 

第２１条 （略） 

２ 前項の規定は、当社が清算参加者のた

めに親会社等保証を行う親会社等の財務

の状況の調査を行う場合その他当社の証

券取引等清算業務の運営上必要があると

認める場合に準用する。この場合におい

て「清算参加者」とあるのは、「清算参

加者の親会社等（当該清算参加者のため

に親会社等保証を行う親会社等に限

る。）」と読み替えるものとする。 

（清算参加者の調査） 

第２１条 （略） 

（新設） 

  

（委託に基づく未決済約定に関し過大なポ

ジションを保有している清算参加者に対す

る調査） 

第２１条の２ 当社は、清算参加者が顧客

の委託に基づく先物・オプション取引（有

価証券オプション取引、国債証券先物取

引、国債証券先物オプション取引、指数

先物取引、指数オプション取引、商品先

物取引及び商品先物オプション取引をい

う。以下同じ。）（非清算参加者の有価証

券等清算取次ぎの委託に基づく取引を含

む。以下この条において同じ。）及び商品

取引債務引受業に関する業務方法書第２

条に規定する清算対象取引（非清算参加

者の商品清算取引（商品先物取引法（昭

和２５年法律第２３９号）第２条第２０

項に規定する商品清算取引をいう。以下

同じ。）の委託に基づく取引を含む。以下

この条において同じ。）（以下「先物・オ

プション取引等」という。）において過大

（委託に基づく未決済約定に関し過大なポ

ジションを保有している清算参加者に対す

る調査） 

第２１条の２ 当社は、清算参加者が顧客

の委託に基づく先物・オプション取引（有

価証券オプション取引、国債証券先物取

引、国債証券先物オプション取引、指数

先物取引及び指数オプション取引をい

う。以下同じ。）（非清算参加者の有価証

券等清算取次ぎの委託に基づく取引を含

む。以下この条において同じ。）において

過大なポジションを保有しているとの疑

いがあると認められる場合（当該清算参

加者の当該先物・オプション取引に係る

未決済約定が負っているものと想定され

るリスク相当額（当該清算参加者が当該

先物・オプション取引に係る未決済約定

を有する取引に係る各銘柄の価格の変動

により損失が発生し得る危険に相当する

額をいう。第２９条の２及び第２９条の
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なポジションを保有しているとの疑いが

あると認められる場合（当該清算参加者

の当該先物・オプション取引等に係る未

決済約定が負っているものと想定される

リスク相当額（当該清算参加者が当該先

物・オプション取引等に係る未決済約定

を有する取引に係る各銘柄の価格の変動

により損失が発生し得る危険に相当する

額をいう。第２９条の２及び第２９条の

３において同じ。）が、当該清算参加者（清

算参加者が親会社等保証を受けている場

合には、親会社等保証を行っている親会

社等）の純財産額（登録金融機関又は当

業者等にあっては、純資産額をいう。）又

は現金等の財産の状況に比し過大である

との疑いがある場合をいう。）には、当該

清算参加者に対して、次の各号に掲げる

事項の全部又は一部について報告を求め

ることができる。 

（１）～（４） （略） 

２～５ （略） 

３において同じ。）が、当該清算参加者の

純財産額（登録金融機関にあっては、純

資産額をいう。）又は現金等の財産の状況

に比し過大であるとの疑いがある場合を

いう。）には、当該清算参加者に対して、

次の各号に掲げる事項の全部又は一部に

ついて報告を求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）～（４） （略） 

２～５ （略） 

  

（清算資格の喪失申請） 

第２２条 （略） 

２・３ （略） 

４ 清算参加者が第１項の規定により先物

等清算資格（国債先物等清算資格、指数

先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、

ゴム先物等清算資格又は農産物先物等清

算資格をいう。以下同じ。）の喪失を申請

した場合、当該清算資格を有する各清算

参加者及び当該清算資格に係る清算対象

取引に係る金融商品市場を開設する指定

市場開設者に、その旨を通知する。 

（清算資格の喪失申請） 

第２２条 （略） 

２・３ （略） 

（新設） 

  

（現物清算資格又はＦＸ清算資格に係る喪 （清算資格の喪失申請者の未決済約定の取
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失申請者の未決済約定の取扱い） 

第２３条 現物清算参加者又はＦＸ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、当該清算参加者の当

該清算資格に係る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 現物清算資格又はＦＸ清算資格に係る

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をすべて解

約しなければならない。 

 

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

清算参加者の当該清算資格に係る清算約

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、清算資格の喪失

と同時に、当該清算資格と同種の清算資

格を取得する者又は当該清算資格と同種

の清算資格を有する者に合併され、分割

により事業を承継させ又は事業を譲渡す

る等の場合で、当該清算参加者の当該清

算資格に係る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、前条第１項及び第２６条

第２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、他社清算資格の喪

失と同時に、当該他社清算資格と同種の

他社清算資格を取得する者又は当該他社

清算資格と同種の他社清算資格を有する

者に合併され、分割により事業を承継さ

せ又は事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、前条第２項及び第

（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、

当該清算資格と同種の清算資格を取得す

る者又は当該清算資格と同種の清算資格

を有する者に合併され、分割により事業

を承継させ又は事業を譲渡する等の場合

で、当該清算参加者の当該清算資格に係

る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、

当該他社清算資格と同種の他社清算資格

を取得する者又は当該他社清算資格と同

種の他社清算資格を有する者に合併さ

れ、分割により事業を承継させ又は事業

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
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２６条第２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。 

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。 

  

（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（喪失を申

請する清算資格が現物清算資格、国債先

物等清算資格、指数先物等清算資格、貴

金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資

格若しくは農産物先物等清算資格である

場合において休業日に当たるとき又は喪

失を申請する清算資格がＦＸ清算資格で

ある場合においてＦＸ休業日に当たると

きは、順次繰り下げる。）から、その清算

参加者を当事者とする当該清算資格に係

る清算対象取引に基づく債務について新

たな債務の引受けの停止（第４６条の２

に定めるギブアップの成立による債務の

負担の停止を含む。以下同じ。）を行う。

ただし、先物等清算資格を有する清算参

加者が、第２６条第２項に定める清算約

定で未決済のものを解消する目的で行う

清算対象取引に基づく債務についての新

たな債務の引受けについては、この限り

ではない。 

２ （略） 

（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（喪失を申

請する清算資格が現物清算資格、国債先

物等清算資格若しくは指数先物等清算資

格である場合において休業日に当たると

き又は喪失を申請する清算資格がＦＸ清

算資格である場合においてＦＸ休業日に

当たるときは、順次繰り下げる。）から、

その清算参加者を当事者とする当該清算

資格に係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の停止（第４

６条の２に定めるギブアップの成立によ

る債務の負担の停止を含む。以下同じ。）

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

  

（清算資格の喪失） 

第２６条 現物清算資格又はＦＸ清算資格

の喪失の承認は、当社が将来の一定の期

日を指定して行い、当該清算資格は、当

該期日をもって喪失する。 

２ 清算参加者が第２２条第１項の規定に

より先物等清算資格の喪失を申請した場

（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い、当

該清算資格は、当該期日をもって喪失す

る。 

（新設） 
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合、当該清算参加者は、次の各号に掲げ

る事項を履行した時点のいずれか遅い時

点において、清算資格を喪失する。 

（１） 喪失申請の日の翌日から起算し

て３０日目の日の当社が定める時点

（ただし、当該喪失申請が破綻処理単

位期間中に行われた場合又は当該喪失

申請の日から清算参加者について清算

資格の喪失の効力が生じるまでの間に

破綻処理単位期間が開始した場合に

は、当該破綻処理単位期間が終了する

日の当社が定める時点） 

（２） 清算参加者が、喪失申請した清

算資格に係る清算約定で未決済のもの

をすべて解消した時点 

（３） 清算参加者が他社清算参加者で

ある場合には、喪失申請した他社清算

資格に係る清算受託契約をすべて解約

した時点 

３ 当社は、第１項に基づき清算資格の喪

失を承認した場合又は第２項に基づき清

算参加者が清算資格を喪失した場合に

は、当該清算資格を有する各清算参加者

及び当該清算資格に係る清算対象取引に

係る金融商品市場を開設する指定市場開

設者に、その旨を通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 当社は、清算資格の喪失を承認した場

合は、当該清算資格を有する各清算参加

者及び当該清算資格に係る清算対象取引

に係る金融商品市場を開設する指定市場

開設者に、その旨を通知する。 

  

（清算資格の喪失の際の清算基金の返戻） 

第２７条 当社は、清算参加者が清算資格

の全部又は一部を喪失（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、その喪失の日以降当

該喪失した清算資格に係る清算基金の返

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

（清算資格の喪失の際の清算基金の返戻） 

第２７条 当社は、清算参加者が現物清算

資格、国債先物等清算資格及び指数先物

等清算資格を全て喪失（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、その喪失の日以降第

１６条第１項第１号から第３号までに掲

げる清算資格の種類ごとの清算基金の返

戻を行うものとする。ただし、当該清算
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る場合は、その事由の消滅するまでの間、

当該喪失した清算資格に係る清算基金の

返戻を停止することができる。 

 

 

 

２ 第１項の規定にかかわらず、清算参加

者の先物等清算資格の喪失の申請が第７

６条の２第１項に定める破綻処理単位期

間中に行われた場合又は当該申請の日か

ら当該清算参加者について清算資格の喪

失の効力が生じるまでの間に破綻処理単

位期間が開始した場合で、当該破綻処理

単位期間において第７８条の２第１項第

２号に定める不履行清算参加者以外の清

算参加者の清算基金による損失の補填が

行われた場合には、当該清算資格の喪失

の日以降、第１７条に掲げる清算資格の

種類ごとの清算基金から当該損失の補填

のための額を除いた額の返戻を行うもの

とする。 

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、

第１６条第１項第１号から第３号までに

掲げる清算資格の種類ごとの清算基金の

返戻を停止することができる。 

２ 当社は、清算参加者がＦＸ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、その喪失の日以降ＦＸ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、

ＦＸ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、有価証券、倉荷

証券等（倉荷証券及び受渡決済のために

授受する倉荷証券以外の書類をいう。以

下同じ。）又は商品をもって、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。 

（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。 

  

 （清算参加者に対する措置） 

第２９条 （略） 

２ （略） 

３ 当社は、清算参加者が次の各号のいず

（清算参加者に対する措置） 

第２９条 （略） 

２ （略） 

３ 当社は、清算参加者が次の各号のいず
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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

受けの全部又は一部の停止の措置を行う

ことができる。 

（１） （略） 

（２） 純財産額（登録金融機関、証券

金融会社及び当業者等にあっては、純

資産額）が３億円（商品先物等清算参

加者である場合は１０億円）を下回り、

速やかな回復が見込めないとき。 

（３）～（７） （略） 

（８） 当業者等について、当社が定め

るところにより、保有する資産等に照

らし、自己資本の充実の状況が適当で

ないと当社が認めたとき。 

４～６ （略） 

７ 当社は、清算参加者のために親会社等

保証を行う親会社等が第３項第１号又は

第２号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の引

受けの全部又は一部の停止の措置を行う

ことができる。この場合において、同項

第２号中「商品先物等清算参加者である

場合は１０億円」とあるのは「商品先物

等清算参加者のために親会社等保証を行

う親会社等である場合は２００億円」と

読み替えるものとする。 

８ 当社は、清算参加者のために親会社等

保証を行う親会社等が親会社等保証を解

消しようとする場合、清算参加者のため

に親会社等保証を行う事業の廃止につい

て清算参加者が当社へ届出を行った場合

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

受けの全部又は一部の停止の措置を行う

ことができる。 

（１） （略） 

（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

３億円を下回り、速やかな回復が見込

めないとき。 

 

（３）～（７） （略） 

（新設） 

 

 

 

４～６ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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又は当該親会社等が第１９条第１項第３

号から第５号までのいずれかに掲げる事

項に係る公告を行った場合において、当

該清算参加者が貴金属先物等清算資格、

ゴム先物等清算資格又は農産物先物等清

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

く債務の引受けの全部又は一部の停止の

措置を行うことができる。 

  

（過大なポジションを保有している清算参

加者に対する措置） 

第２９条の２ 当社は、清算参加者が過大

なポジションを保有していると認められ

る場合（当該清算参加者の未決済約定が

負っているものと想定されるリスク相当

額が、当該清算参加者（清算参加者が親

会社等保証を受けている場合には、親会

社等保証を行っている親会社等）の純財

産額（登録金融機関、証券金融会社及び

当業者等にあっては、純資産額）又は現

金等の財産の状況に比し過大であると認

められる場合であって、当該リスク相当

額が当該清算参加者の自己の計算による

取引若しくは少数の顧客の委託に基づく

取引（非清算参加者の有価証券等清算取

次ぎ及び商品清算取引の委託に基づく取

引を含む。）に起因しているときをいう。

次条において同じ。）又はその具体的なお

それがあると認められる場合には、次の

各号に掲げる措置その他当社が必要と認

める措置を行うことができる。 

（１） （略） 

（２） 取引証拠金等を有価証券又は倉

荷証券をもって代用する場合における

（過大なポジションを保有している清算参

加者に対する措置） 

第２９条の２ 当社は、清算参加者が過大

なポジションを保有していると認められ

る場合（当該清算参加者の未決済約定が

負っているものと想定されるリスク相当

額が、当該清算参加者の純財産額（登録

金融機関及び証券金融会社にあっては、

純資産額）又は現金等の財産の状況に比

し過大であると認められる場合であっ

て、当該リスク相当額が当該清算参加者

の自己の計算による取引若しくは少数の

顧客の委託に基づく取引（非清算参加者

の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引を含む。）に起因しているときをい

う。次条において同じ。）又はその具体的

なおそれがあると認められる場合には、

次の各号に掲げる措置その他当社が必要

と認める措置を行うことができる。 

 

 

 

（１） （略） 

（２） 取引証拠金等を有価証券をもっ

て代用する場合における当社が指定す
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当社が指定する銘柄等の制限 

（３） 取引証拠金等を有価証券又は倉

荷証券をもって代用する場合の代用価

格の計算における時価に乗ずべき率の

引下げ 

２ （略） 

る銘柄の制限 

（３） 取引証拠金等を有価証券をもっ

て代用する場合の代用価格の計算にお

ける時価に乗ずべき率の引下げ 

 

２ （略） 

  

（ポジション保有状況の改善指示） 

第２９条の３ （略） 

２ 前項に規定するポジション保有状況の

改善指示を受けた清算参加者は、当社が

その都度指定する日までに、当該指示を

受けた事由を解消することを目的とし

て、資本充実（清算参加者が親会社等保

証を受けている場合は、親会社等保証を

行っている当該親会社等の資本充実）、当

該清算参加者の清算約定で未決済のもの

の決済又は他の清算参加者への引継ぎそ

の他具体的な措置を講じなければならな

い。 

３～６ （略） 

（ポジション保有状況の改善指示） 

第２９条の３ （略） 

２ 前項に規定するポジション保有状況の

改善指示を受けた清算参加者は、当社が

その都度指定する日までに、当該指示を

受けた事由を解消することを目的とし

て、資本充実、当該清算参加者の清算約

定で未決済のものの決済又は他の清算参

加者への引継ぎその他具体的な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

３～６ （略） 

  

（担保の預託状況が不適当と認められる場

合等における清算参加者への措置） 

第２９条の４ 一の清算参加者が清算預託

金（第７４条に規定する清算預託金及び

商品取引債務引受業に関する業務方法書

第７０条に規定する清算預託金をいう。

以下この条において同じ。）及び取引証拠

金（自己の計算による先物・オプション

取引等に係る取引証拠金及び顧客の委託

に基づくもののうち当該清算参加者と同

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

属する者及び当該清算参加者と同一の企

業集団に属する者と実質的に同視できる

（担保の預託状況が不適当と認められる場

合等における清算参加者への措置） 

第２９条の４ 一の清算参加者が清算預託

金（第７４条に規定する清算預託金をい

う。以下この条において同じ。）及び取引

証拠金（自己の計算による先物・オプシ

ョン取引に係る取引証拠金及び顧客の委

託に基づくもののうち当該清算参加者と

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。）

に属する者及び当該清算参加者と同一の

企業集団に属する者と実質的に同視でき

る者（以下「アフィリエイト」という。）

の計算による先物・オプション取引に係
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者（以下「アフィリエイト」という。）の

計算による先物・オプション取引等に係

る取引証拠金その他当社が定める取引証

拠金に限る。以下この項において同じ。）

の当社への預託を株券等（株券、優先出

資証券、投資信託受益証券、投資証券を

いう。以下この条において同じ。）による

代用により行っている場合において、銘

柄ごとに合計した預託数量が当該銘柄の

上場株式数（優先出資証券にあっては上

場優先出資口数をいい、投資信託受益証

券にあっては上場受益権口数をいい、投

資証券にあっては上場投資口数をいう。

以下同じ。）の２パーセント相当数量を超

えている場合には、当社は、当該清算参

加者に対し、次の各号に掲げる措置を行

うことができる。 

（１） 清算預託金を有価証券をもって

代用する場合及び取引証拠金を有価証

券又は倉荷証券をもって代用する場合

における当社が指定する銘柄等の制限 

（２） 清算預託金を有価証券をもって

代用する場合及び取引証拠金を有価証

券又は倉荷証券をもって代用する場合

の代用価格の計算における時価に乗ず

べき率の引下げ 

２ 一の清算参加者が清算預託金及び取引

証拠金（自己の計算による先物・オプシ

ョン取引等に係る取引証拠金、アフィリ

エイトの計算による先物・オプション取

引等に係る取引証拠金その他当社が定め

る取引証拠金に限る。以下この項及び第

４項において同じ。）の当社への預託を株

券等による代用により行っている場合に

おいて、銘柄ごとに合計した預託数量が

当該銘柄の上場株式数の５パーセント相

る取引証拠金その他当社が定める取引証

拠金に限る。以下この項において同じ。）

の当社への預託を株券等（株券、優先出

資証券、投資信託受益証券及び投資証券

をいう。以下この条において同じ。）によ

る代用により行っている場合において、

銘柄ごとに合計した預託数量が当該銘柄

の上場株式数（優先出資証券にあっては

上場優先出資口数をいい、投資信託受益

証券にあっては上場受益権口数をいい、

投資証券にあっては上場投資口口数をい

う。以下同じ。）の２パーセント相当数量

を超えている場合には、当社は、当該清

算参加者に対し、次の各号に掲げる措置

を行うことができる。 

 

 

（１） 清算預託金及び取引証拠金を有

価証券をもって代用する場合における

当社が指定する銘柄の制限 

 

（２） 清算預託金及び取引証拠金を有

価証券をもって代用する場合の代用価

格の計算における時価に乗ずべき率の

引下げ 

 

２ 一の清算参加者が清算預託金及び取引

証拠金（自己の計算による先物・オプシ

ョン取引に係る取引証拠金、アフィリエ

イトの計算による先物・オプション取引

に係る取引証拠金その他当社が定める取

引証拠金に限る。以下この項及び第４項

において同じ。）の当社への預託を株券等

による代用により行っている場合におい

て、銘柄ごとに合計した預託数量が当該

銘柄の上場株式数の５パーセント相当数
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当数量を超えている場合には、当社は、

当該清算参加者に対し、次の各号に掲げ

る措置を行うことができる。 

（１） 清算預託金を有価証券をもって

代用する場合及び取引証拠金を有価証

券又は倉荷証券をもって代用する場合

における当社が指定する銘柄等の制限 

（２） 清算預託金を有価証券をもって

代用する場合及び取引証拠金を有価証

券又は倉荷証券をもって代用する場合

の代用価格の計算における時価に乗ず

べき率の引下げ 

３ 一の清算参加者が清算預託金及び取引

証拠金（自己の計算による先物・オプシ

ョン取引等に係る取引証拠金及びアフィ

リエイトの計算による先物・オプション

取引等に係る取引証拠金に限る。以下こ

の項において同じ。）に係る担保所要額の

合計額に対して地方債、特殊債、社債及

び円貨建外債以外の代用有価証券及び倉

荷証券の評価額及び金銭の額の合計額が

８０パーセントを下回る場合には、当社

は、当該清算参加者に対し、次の各号に

掲げる措置を行うことができる。 

（１） 清算預託金を有価証券をもって

代用する場合及び取引証拠金を有価証

券又は倉荷証券をもって代用する場合

における当社が指定する銘柄等の制限 

（２） 清算預託金を有価証券をもって

代用する場合及び取引証拠金を有価証

券又は倉荷証券をもって代用する場合

の代用価格の計算における時価に乗ず

べき率の引下げ 

４ （略） 

５ 前各項に掲げる場合のほか、清算参加

者の当社に対する債務の履行確保の観点

量を超えている場合には、当社は、当該

清算参加者に対し、次の各号に掲げる措

置を行うことができる。 

（１） 清算預託金及び取引証拠金を有

価証券をもって代用する場合における

当社が指定する銘柄の制限 

 

（２） 清算預託金及び取引証拠金を有

価証券をもって代用する場合の代用価

格の計算における時価に乗ずべき率の

引下げ 

 

３ 一の清算参加者が清算預託金及び取引

証拠金（自己の計算による先物・オプシ

ョン取引に係る取引証拠金及びアフィリ

エイトの計算による先物・オプション取

引に係る取引証拠金に限る。以下この項

において同じ。）に係る担保所要額の合計

額に対して地方債、特殊債、社債及び円

貨建外債以外の代用有価証券の評価額及

び金銭の額の合計額が８０パーセントを

下回る場合には、当社は、当該清算参加

者に対し、次の各号に掲げる措置を行う

ことができる。 

（１） 清算預託金及び取引証拠金を有

価証券をもって代用する場合における

当社が指定する銘柄の制限 

 

（２） 清算預託金及び取引証拠金を有

価証券をもって代用する場合の代用価

格の計算における時価に乗ずべき率の

引下げ 

 

４ （略） 

５ 前各項のほか、清算参加者の当社に対

する債務の履行確保の観点から当社が必
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から当社が必要と認めた場合には、当社

は、当該清算参加者に対し、前各項に掲

げる措置を行うことができる。 

要と認めた場合には、当社は、当該清算

参加者に対し、第１項から第４項までに

掲げる措置を行うことができる。 

  

（業務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、第２９条第５項、第６

項又は第８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 （略） 

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。 

（業務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、第２９条第５項又は第

６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 （略） 

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、そ

の対象となった清算参加者は、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 （略） 

３ 第１項の清算参加者が、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

（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 （略） 

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
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の決議により、当該清算参加者の清算資

格を取り消すことができる。 

４・５ （略） 

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・５ （略） 

  

（金融商品取引業者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、次の各号に掲げ

るいずれかの事由が生じた場合には、当

該各号に定める清算資格を喪失する。 

（１） 現物清算参加者、国債先物等清

算参加者又は指数先物等清算参加者

が、法第２８条第１項第１号に掲げる

行為に係る業務の登録を受けた金融商

品取引業者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３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）。 

  現物清算資格、国債先物等清算資格

又は指数先物等清算資格 

（２） 商品先物等清算参加者が、法第

２８条第１項第１号の２に掲げる行為

に係る業務の登録を受けた金融商品取

引業者、登録金融機関及び指定市場開

設者の取引参加者又は会員のいずれに

も該当しないこととなること。 

  貴金属先物等清算資格、ゴム先物等

清算資格又は農産物先物等清算資格 

（３） ＦＸ清算参加者が、法第２８条

第２項第３号に掲げる行為に係る業務

の登録（取引所ＦＸ取引の委託を受け

る者であるときは、当該業務及び同条

第５項に掲げる行為に係る業務の登

録）を受けた金融商品取引業者及び登

録金融機関のいずれにも該当しないこ

（金融商品取引業者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） 現物清算参加者、国債先物等清

算参加者又は指数先物等清算参加者

が、法第２８条第１項第１号に掲げる

行為に係る業務の登録を受けた金融商

品取引業者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３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）。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ＦＸ清算参加者が、法第２８条

第２項第３号に掲げる行為に係る業務

の登録（取引所ＦＸ取引の委託を受け

る者であるときは、当該業務及び同条

第５項に掲げる行為に係る業務の登

録）を受けた金融商品取引業者及び登

録金融機関のいずれにも該当しないこ



 

 

１ 

32 

ととなること。 

  ＦＸ清算資格 

（４） 解散 

  すべての清算資格 

ととなること。 

 

（３） 解散 

  

（清算参加者に対する勧告） 

第３７条 当社は、清算参加者の業務若し

くは財産の状況又は清算参加者のために

親会社等保証を行う親会社等の財務の状

況が、当社の証券取引等清算業務の運営

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。 

 

（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、当社の証券取引等清算業

務の運営に鑑みて、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。 

  

（有価証券等清算取次ぎの対象取引） 

第３８条 （略） 

２ 有価証券オプション取引の権利行使に

より成立する対象有価証券の売買又は取

引のうち現物清算資格を有しない者によ

る有価証券オプション取引の権利行使

（対象有価証券の売買が発生するものに

限る。）及び有価証券等清算取次ぎによる

有価証券オプション取引の権利行使によ

り成立するもの、第３条第２項第４号に

掲げる国債証券先物オプション取引の権

利行使により成立する国債証券先物取引

のうち有価証券等清算取次ぎによる国債

証券先物オプション取引の権利行使によ

り成立するもの、同項第６号に掲げる指

数オプション取引の権利行使により成立

する取引のうち有価証券等清算取次ぎに

（有価証券等清算取次ぎの対象取引） 

第３８条 （略） 

２ 有価証券オプション取引の権利行使に

より成立する対象有価証券の売買又は取

引のうち現物清算資格を有しない者によ

る有価証券オプション取引の権利行使

（対象有価証券の売買が発生するものに

限る。）及び有価証券等清算取次ぎによる

有価証券オプション取引の権利行使によ

り成立するもの、第３条第２項第４号に

掲げる国債証券先物オプション取引の権

利行使により成立する国債証券先物取引

のうち有価証券等清算取次ぎによる国債

証券先物オプション取引の権利行使によ

り成立するもの並びに同項第６号に掲げ

る指数オプション取引の権利行使により

成立する取引のうち有価証券等清算取次
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よる指数オプション取引の権利行使によ

り成立するもの並びに同項第６号の３に

掲げる商品先物オプション取引の権利行

使により成立する商品先物取引のうち有

価証券等清算取次ぎによる商品先物オプ

ション取引の権利行使により成立するも

のについては、それぞれ有価証券等清算

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。ただし、現物清算参加

者による有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく有価証券オプション取引の権利行

使により成立する対象有価証券の売買に

ついては、この限りでない。 

３ 第３条第２項第２号から第６号の３ま

でに掲げる取引のうち、非清算参加者を

清算執行取引参加者（第４６条の２第１

項第１号に定める清算執行取引参加者を

いう。）とするギブアップ（指定市場開設

者（第３条第２項第２号から第６号の３

までの指定金融商品市場を開設する指定

市場開設者に限る。）が定めるギブアップ

をいう。以下同じ。）の成立により当社と

当該非清算参加者の指定清算参加者との

間に発生する取引については、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。 

ぎによる指数オプション取引の権利行使

により成立するものについては、それぞ

れ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。ただ

し、現物清算参加者による有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく有価証券オプシ

ョン取引の権利行使により成立する対象

有価証券の売買については、この限りで

ない。 

 

 

 

 

３ 第３条第２項第２号から第６号までに

掲げる取引のうち、非清算参加者を清算

執行取引参加者（第４６条の２第１項第

１号に定める清算執行取引参加者をい

う。）とするギブアップ（指定市場開設者

（第３条第２項第２号から第６号までの

指定金融商品市場を開設する指定市場開

設者に限る。）が定めるギブアップをい

う。以下同じ。）の成立により当社と当該

非清算参加者の指定清算参加者との間に

発生する取引については、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。 

  

（債務の引受け） 

第４６条 当社が証券取引等清算業務とし

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、第３号、

第５号、第６号の２、第１０号又は第

１１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

（債務の引受け） 

第４６条 当社が証券取引等清算業務とし

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、第３号、

第５号、第１０号又は第１１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
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３条第２項第１０号に定める清算対象

取引にあっては、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、第４号、

第６号又は第６号の３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、当社は売方

清算参加者の相手方である買方清算参

加者のオプションの付与者としての地

位を承継し（ただし、取引代金請求権

を除く。）、当該売方清算参加者は当社

に対して、当社によりその付与者とし

ての地位が承継された当該オプション

と同一内容の新たなオプションの付与

者の地位に立つものとする。この場合

において、当社は当該買方清算参加者

が当該売方清算参加者に対し負担する

取引代金支払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。 

３条第２項第１０号に定める清算対象

取引にあっては、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、第４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

清算参加者の相手方である買方清算参

加者のオプションの付与者としての地

位を承継し（ただし、取引代金請求権

を除く。）、当該売方清算参加者は当社

に対して、当社によりその付与者とし

ての地位が承継された当該オプション

と同一内容の新たなオプションの付与

者の地位に立つものとする。この場合

において、当社は当該買方清算参加者

が当該売方清算参加者に対し負担する

取引代金支払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。 
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（３） （略） 

２・３ （略） 

（３） （略） 

２・３ （略） 

  

（ギブアップの成立による債務の消滅及び

新たな債務の負担） 

第４６条の２ 指定市場開設者（第３条第

２項第２号から第６号の３までの指定金

融商品市場を開設する指定市場開設者に

限る。以下この条において同じ。）の定め

るところによりギブアップが成立した場

合における前条第１項の債務は、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３号、第５号又

は第６号の２に掲げる清算対象取引 

指定市場開設者の定めるところによ

りギブアップが成立したときは、当該

ギブアップの成立により消滅した清算

対象取引について、前条第１項第１号

の規定により当社が注文執行取引参加

者（指定市場開設者が定める注文執行

取引参加者をいう。以下同じ。）である

清算参加者（当該注文執行取引参加者

が非清算参加者である場合には、その

指定清算参加者。以下この条において

同じ。）に対し負担する債務及び当該注

文執行取引参加者である清算参加者が

当社に対し負担する債務が将来に向か

って消滅し、同時に、当社は、当該ギ

ブアップの成立により消滅した清算対

象取引について、当社が当該注文執行

取引参加者である清算参加者に対し負

担していた債務と同一内容の債務を清

算執行取引参加者（指定市場開設者が

定める清算執行取引参加者をいう。以

下同じ。）である清算参加者（当該清算

（ギブアップの成立による債務の消滅及び

新たな債務の負担） 

第４６条の２ 指定市場開設者（第３条第

２項第２号から第６号までの指定金融商

品市場を開設する指定市場開設者に限

る。以下この条において同じ。）の定める

ところによりギブアップが成立した場合

における前条第１項の債務は、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３号又は第５号

に掲げる清算対象取引 

指定市場開設者の定めるところによ

りギブアップが成立したときは、当該

ギブアップの成立により消滅した清算

対象取引について、前条第１項第１号

の規定により当社が注文執行取引参加

者（指定市場開設者が定める注文執行

取引参加者をいう。以下同じ。）である

清算参加者（当該注文執行取引参加者

が非清算参加者である場合には、その

指定清算参加者。以下この条において

同じ。）に対し負担する債務及び当該注

文執行取引参加者である清算参加者が

当社に対し負担する債務が将来に向か

って消滅し、同時に、当社は、当該ギ

ブアップの成立により消滅した清算対

象取引について、当社が当該注文執行

取引参加者である清算参加者に対し負

担していた債務と同一内容の債務を清

算執行取引参加者（指定市場開設者が

定める清算執行取引参加者をいう。以

下同じ。）である清算参加者（当該清算
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執行取引参加者が非清算参加者である

場合には、その指定清算参加者。以下

この条において同じ。）に対し新たに負

担し、当該清算執行取引参加者である

清算参加者は、当該注文執行参加者で

ある清算参加者が当社に対し負担して

いた債務と同一内容の債務を当社に対

し新たに負担するものとする。 

（２） 第３条第２項第２号、第４号、

第６号又は第６号の３に掲げる清算対

象取引 

ａ （略） 

ｂ 注文執行取引参加者が買方清算参

加者である場合 

指定市場開設者の定めるところに

よりギブアップが成立したときは、

当該ギブアップの成立により消滅し

た清算対象取引について、前条第１

項第２号の規定により当社が承継し

た売方清算参加者のオプション付与

者としての地位及び注文執行取引参

加者である清算参加者が当社に対し

負担する債務が消滅し、同時に、当

該ギブアップの成立により消滅した

清算対象取引について、当社は、清

算執行取引参加者である清算参加者

に対して、当社が承継していた売方

清算参加者のオプション付与者とし

ての地位と同一内容の地位に新たに

立ち、当該清算執行取引参加者であ

る清算参加者は、当社に対して、当

該注文執行取引参加者である清算参

加者が当社に対し負担していた債務

と同一内容の債務を新たに負担する

ものとする。 

２ （略） 

執行取引参加者が非清算参加者である

場合には、その指定清算参加者。以下

この条において同じ。）に対し新たに負

担し、当該清算執行取引参加者である

清算参加者は、当該注文執行参加者で

ある清算参加者が当社に対し負担して

いた債務と同一内容の債務を当社に対

し新たに負担するものとする。 

（２） 第３条第２項第２号、第４号又

は第６号に掲げる清算対象取引 

 

ａ （略） 

ｂ 注文執行取引参加者が買方清算参

加者である場合 

指定市場開設者の定めるところに

よりギブアップが成立したときは、

当該ギブアップの成立により消滅し

た清算対象取引について、前条第１

項第３号の規定により当社が承継し

た売方清算参加者のオプション付与

者としての地位及び注文執行取引参

加者である清算参加者が当社に対し

負担する債務が消滅し、同時に、当

該ギブアップの成立により消滅した

清算対象取引について、当社は、清

算執行取引参加者である清算参加者

に対して、当社が承継していた売方

清算参加者のオプション付与者とし

ての地位と同一内容の地位に新たに

立ち、当該清算執行取引参加者であ

る清算参加者は、当社に対して、当

該注文執行取引参加者である清算参

加者が当社に対し負担していた債務

と同一内容の債務を新たに負担する

ものとする。 

２ （略） 
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第５章 （略） 第５章 （略） 

  

第１節～第７節 （略） 第１節～第７節 （略） 

  

第７節の２ 商品先物取引の決済 （新設） 

  

第１款 清算約定に係る申告 （新設） 

  

（クローズアウト数量等申告） 

第７３条の３１の２ 商品先物等清算参加

者は、商品先物取引の各限月取引（指定

市場開設者（第３条第２項第６号の２の

指定金融商品市場を開設する指定市場開

設者をいう。以下この節において同じ。）

が定める限月取引をいう。以下この節に

おいて同じ。）及び各限日取引（指定市

場開設者が定める限日取引をいう。以下

この節において同じ。）について、クロ

ーズアウト数量並びに転売又は買戻しを

した場合（次項に定める場合を除く。）

における転売及び買戻しの数量を第４６

条の３に規定する区分口座ごとに当社が

定める時限までに当社に申告するものと

する。 

２ 商品先物等清算参加者は、商品先物取

引の各限月取引及び各限日取引につい

て、クローズアウト数量（有価証券等清

算取次ぎの委託に基づくものに限る。）

並びに清算取次買建玉に係る転売又は清

算取次売建玉に係る買戻しをした場合に

おける当該清算取次買建玉又は当該清算

取次売建玉に係る商品先物等非清算参加

者（貴金属先物取引（清算対象取引のう

ち金、銀、白金及びパラジウムに係るも

のをいう。）に係る取引資格を有する者
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のうち貴金属先物等清算資格を有しない

者、ゴム先物取引（清算対象取引のうち

ＲＳＳ及びＴＳＲに係るものをいう。）

に係る取引資格を有する者のうちゴム先

物等清算資格を有しない者又は農産物先

物取引（清算対象取引のうち大豆、小豆

及びとうもろこしに係るものをいう。）

に係る取引資格を有する者のうち農産物

先物等清算資格を有しない者をいう。以

下この節において同じ。）の転売及び買

戻しの数量を、第４６条の４に規定する

区分口座ごとに当社が定める時限までに

当社に申告するものとする。この場合に

おいて、商品先物等清算参加者は、自ら

の申告に代えて、当該清算取次買建玉又

は当該清算取次売建玉に係る商品先物等

非清算参加者をして当該申告を行わせる

ことができる。 

３ 当社は、第１項の規定に基づき申告を

受けた場合には、当該申告に係るクロー

ズアウト数量並びに転売及び買戻しの数

量を、決済に係るものとして、当該商品

先物等清算参加者が管理する第４６条の

３に規定する区分口座ごとに買建玉及び

売建玉から減じるものとする。 

４ 当社は、第２項の規定に基づき申告を

受けた場合には、当該申告に係るクロー

ズアウト数量並びに転売及び買戻しの数

量を、決済に係るものとして、当該商品

先物等清算参加者が管理する第４６条の

４に規定する区分口座ごとに清算取次買

建玉及び清算取次売建玉から減じるもの

とする。 

５ 当社は、第１項又は第２項の申告を受

けた場合には、当該申告に係るクローズ

アウト数量並びに転売及び買戻しの数量
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を、指定市場開設者に通知する。 

  

第２款 商品先物取引に係る清算約定

の決済 

（新設） 

  

（清算値段） 

第７３条の３１の３ 当社は、取引日（指

定市場開設者が商品先物取引について定

める取引日をいう。以下この節において

同じ。）ごとに、商品先物取引の各限月取

引について、当社が定めるところにより、

清算値段を定める。 

 

（新設） 

  

（約定値段と清算値段との差に相当する金

銭の授受） 

第７３条の３１の４ 商品先物取引におけ

る約定値段と当該取引契約締結を行った

取引日の清算値段とを比較して差を生じ

たときは、商品先物等清算参加者はその

差に相当する金銭を当該取引日の終了す

る日の翌日において、当社との間で授受

するものとする。この場合において、金

銭を支払う商品先物等清算参加者は、当

該金銭の授受を行う日の午前１１時まで

に、金銭を受領する商品先物等清算参加

者は、当該金銭の授受を行う日の午後１

時に、金銭を支払い又は受領しなければ

ならない。 

 

 

（新設） 

  

（清算値段間の差に相当する金銭の授受） 

第７３条の３１の５ 当該取引日の清算値

段と前取引日の清算値段とを比較して差

を生じたときは、商品先物等清算参加者

はその差に相当する金銭を当該取引日の

終了する日の翌日において、当社との間

で授受するものとする。この場合におい

 

（新設） 
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て、金銭を支払う商品先物等清算参加者

は、当該金銭の授受を行う日の午前１１

時までに、金銭を受領する商品先物等清

算参加者は、当該金銭の授受を行う日の

午後１時に、金銭を支払い又は受領しな

ければならない。 

  

第３款 現物先物取引における受渡決

   済 

（新設） 

  

第１目 金、銀、白金及びパラジウ

    ム 

（新設） 

  

（貴金属に係る受渡決済のために授受する

受渡品及び金銭） 

第７３条の３１の６ 貴金属先物等清算参

加者が貴金属に係る受渡決済（現物先物

取引（指定市場開設者が定める商品先物

取引に係る現物先物取引をいう。以下同

じ。）に係る受渡決済をいう。以下この款

において同じ。）のために授受する受渡品

の数量及び金銭の額は、次の各号に定め

るところによる。 

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂ

に掲げる区分に従い、当該ａ及びｂに

定めるところによる。 

ａ 受渡品の引渡し 

最終売建玉（取引最終日（指定市

場開設者が現物先物取引（貴金属に

係るものに限る。以下この目におい

て同じ。）に関し定める取引最終日を

いう。以下この目において同じ。）ま

での間に第７３条の３１の２第１項

及び第２項に規定する申告が行われ

なかった売建玉をいう。以下この目

において同じ。）又は早受渡し（指定

 

 

（新設） 



 

 

１ 

41 

市場開設者が定める早受渡しをい

う。以下同じ。）若しくは申告受渡（指

定市場開設者が定める申告受渡をい

う。以下同じ。）により受渡決済が行

われる現物先物取引に係る売建玉を

受渡倍率（指定市場開設者が商品先

物取引に関して定める受渡単位の取

引単位に対する倍率をいう。以下同

じ。）で除して得た数量 

ｂ 受渡品の受領 

最終買建玉（取引最終日までの間

に第７３条の３１の２第１項及び第

２項に規定する申告が行われなかっ

た買建玉をいう。以下この目におい

て同じ。）又は早受渡し若しくは申告

受渡により受渡決済が行われる現物

先物取引に係る買建玉を受渡倍率で

除して得た数量 

（２） 金銭の額は、次のａ及びｂに掲

げる単位の区分ごとに算出した、前号

ａに規定する最終売建玉又は売建玉に

係る受渡決済代金等（受渡決済代金及

びその消費税（地方消費税を含む。以

下同じ。）相当額の合計額をいう。以下

同じ。）の合計額と同号ｂに規定する最

終買建玉又は買建玉に係る受渡決済代

金等の合計額の差額 

ａ 第４６条の３第１号及び第３号に

規定する単位 

ｂ 第４６条の３第２号並びに第４６

条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

  

（貴金属に係る受渡品の決定） 

第７３条の３１の７ 貴金属に係る受渡決

済において、受渡品を受領する貴金属先

 

（新設） 
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物等清算参加者（以下「受方貴金属先物

等清算参加者」という。）が受領する各受

渡品は、当社が定めるところにより割り

当てる。 

２ 他社清算参加者である貴金属先物等清

算参加者が非清算参加者に対して受渡品

を割り当てる場合には、当該貴金属先物

等清算参加者があらかじめ定めた抽選そ

の他の方法により公平に行うものとす

る。 

  

（貴金属に係る受渡決済における決済時限

及び方法） 

第７３条の３１の８ 貴金属に係る受渡決

済における受渡品及び金銭の授受は、次

の各号に定めるところに従い、当社が定

めるところにより、当社との間において

行う。 

（１） 受渡品を引き渡す貴金属先物等

清算参加者（以下「渡方貴金属先物等

清算参加者」という。）は、受渡決済期

日の前日の午後３時までに、受渡品の

倉荷証券（指定市場開設者が定める要

件を満たしたものに限る。以下同じ。）

（受方貴金属先物等清算参加者が同意

した場合にあっては、荷渡指図書（そ

の発行の日から３か月以内のものに限

る。以下同じ。）。以下この目において

同じ。）を引き渡し、受方貴金属先物等

清算参加者は、受渡決済期日の午後２

時４５分までに当該倉荷証券を受領し

なければならない。 

（２） 金銭を支払う貴金属先物等清算

参加者は、受渡決済期日の午前１１時

までに金銭を支払い、金銭を受領する

貴金属先物等清算参加者は、同日の午

 

 

（新設） 
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後１時に金銭を受領しなければならな

い。 

  

（貴金属に係る受渡品提供後の滅失又は毀

損） 

第７３条の３１の９ 渡方貴金属先物等清

算参加者が受渡しのため倉荷証券を当社

に引き渡した後、当社がこれを受方貴金

属先物等清算参加者に交付するまでに、

受渡しの当事者の責めに帰することがで

きない事由により受渡品の全部又は一部

が滅失又は毀損した場合は、渡方貴金属

先物等清算参加者がその損失を負担する

ものとする。 

２ 前項に定める場合には、渡方貴金属先

物等清算参加者は、直ちにその旨を当社

に申し出て、当該申し出の日の翌日から

起算して５日目の日までに、その滅失又

は毀損した受渡品の代品の倉荷証券をも

って受渡しを履行しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、渡方貴金属

先物等清算参加者は、滅失又は毀損した

受渡品の全部又は一部につき、代品をも

って受渡しを履行することができない場

合には、当社の承認を受けて、その受渡

しの義務を免れることができる。この場

合においては、当社及び受方貴金属先物

等清算参加者は、受渡しが履行されなか

った分に係る受渡品の引渡し及び金銭の

支払いを要しない。 

４ 受方貴金属先物等清算参加者は、前２

項に定める受渡しに係る取扱いについ

て、これを拒むことができない。 

 

 

（新設） 

  

（貴金属に係る早受渡し） 

第７３条の３１の１０ 貴金属に係る受渡

 

（新設） 
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決済を早受渡しにより行う場合には、第

７３条の３１の８の規定にかかわらず、

指定市場開設者が定めるところにより早

受渡しの受渡決済期日と決定された日

（以下「早受渡し日」という。）において、

次の各号に定めるところに従い、当社が

定めるところにより、その受渡決済を当

社との間において行う。 

（１） 渡方貴金属先物等清算参加者は、

早受渡し日の午前１１時までに受渡品

の倉荷証券を引き渡し、受方貴金属先

物等清算参加者は、同日の午後２時４

５分までに当該倉荷証券を受領する。 

（２） 金銭を支払う貴金属先物等清算

参加者は、早受渡し日の午前１１時ま

でに金銭を支払い、金銭を受領する貴

金属先物等清算参加者は、同日の午後

１時に金銭を受領する。 

２ 前条の規定は、前項に規定する早受渡

しにより受渡決済を行う場合について準

用する。 

  

（貴金属に係る申告受渡） 

第７３条の３１の１１ 貴金属に係る受渡

決済を申告受渡により行う場合には、第

７３条の３１の８の規定にかかわらず、

次の各号に定めるところに従い、当社が

定めるところにより、その受渡決済を当

社との間において行う。 

（１） 渡方貴金属先物等清算参加者は、

申告受渡日（指定市場開設者が定める

ところにより渡方貴金属先物等清算参

加者及び受方貴金属先物等清算参加者

の間で申告受渡を行う受渡決済期日と

して合意された日をいう。以下この条

において同じ。）の前日の午後３時まで

 

（新設） 
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に受渡しを確約する書面等を提出し、

受方貴金属先物等清算参加者は、申告

受渡日の午後２時４５分までに当該書

面等を受領する。 

（２） 金銭を支払う貴金属先物等清算

参加者は、申告受渡日の午前１１時ま

でに金銭を支払い、金銭を受領する貴

金属先物等清算参加者は、同日の午後

１時に金銭を受領する。 

２ 前項に規定する申告受渡が成立した売

建玉及び買建玉については、当該申告受

渡が成立した日の翌取引日から第７３条

の３１の４及び第７３条の３１の５の規

定は適用しない。 

３ 第７３条の３１の９の規定は、第１項

に規定する申告受渡により受渡決済を行

う場合について準用する。 

  

（貴金属に係る受渡条件調整） 

第７３条の３１の１２ 貴金属に係る受渡

決済を受渡条件調整（指定市場開設者が

定める受渡条件調整をいう。以下同じ。）

により行う場合には、第７３条の３１の

８の規定にかかわらず、次の各号に定め

るところに従い、当社が定めるところに

より、その受渡決済を当社との間におい

て行う。 

（１） 渡方貴金属先物等清算参加者

は、受渡決済期日の前日の午後３時ま

でに受渡しを確約する書面等を提出

し、受方貴金属先物等清算参加者は、

受渡決済期日の午後２時４５分まで

に当該書面等を受領する。 

（２） 金銭を支払う貴金属先物等清算

参加者は、受渡決済期日の午前１１時

までに金銭を支払い、金銭を受領する

 

（新設） 
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貴金属先物等清算参加者は、同日の午

後１時に金銭を受領する。 

２ 第７３条の３１の９の規定は、前項に

規定する受渡条件調整により受渡決済を

行う場合について準用する。 

３ 貴金属に係る受渡条件調整による受渡

決済に関して、この業務方法書その他当

社が定めるところ以外の事項について

は、受渡しの当事者間の合意により決定

する。 

  

（貴金属に係るＡＤＰ） 

第７３条の３１の１３ 指定市場開設者が

貴金属に係る受渡決済をＡＤＰ（指定市

場開設者が定めるＡＤＰ（Ａｌｔｅｒｎ

ａｔｉｖｅ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ Ｐｒｏ

ｃｅｄｕｒｅ）をいう。以下同じ。）によ

り行うことについて承認した場合には、

当該ＡＤＰに係る渡方貴金属先物等清算

参加者及び受方貴金属先物等清算参加者

の受渡決済は、当該承認をもって結了し

たものとみなす。 

２ 前項のＡＤＰに係る渡方貴金属先物等

清算参加者及び受方貴金属先物等清算参

加者の受渡品及び金銭の授受は、第７３

条の３１の８及び第７３条の３１の９の

規定にかかわらず、受渡しの当事者間で

取り決めた方法により当該受渡しの当事

者間で行うものとする。 

 

（新設） 

  

第２目 ＲＳＳ （新設） 

  

（ＲＳＳに係る受渡決済のために授受する

受渡品及び金銭） 

第７３条の３１の１４ ゴム先物等清算参

加者がＲＳＳに係る受渡決済のために授

 

（新設） 
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受する受渡品の数量及び金銭の額は、次

の各号に定めるところによる。 

（１） 受渡品の数量 

受渡品の数量は、次のａ及びｂに掲

げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。 

ａ 受渡品の引渡し 

最終売建玉（取引最終日（指定市

場開設者が現物先物取引（ＲＳＳに

係るものに限る。以下この目におい

て同じ。）に関し定める取引最終日を

いう。以下この目において同じ。）ま

での間に第７３条の３１の２第１項

及び第２項に規定する申告が行われ

なかった売建玉をいう。以下この目

において同じ。）又は早受渡し若しく

は申告受渡により受渡決済が行われ

る現物先物取引に係る売建玉の数量 

ｂ 受渡品の受領 

最終買建玉（取引最終日までの間

に第７３条の３１の２第１項及び第

２項に規定する申告が行われなかっ

た買建玉をいう。以下この目におい

て同じ。）又は早受渡し若しくは申告

受渡により受渡決済が行われる現物

先物取引に係る買建玉の数量 

（２） 金銭の額 

金銭の額は、次のａ及びｂに掲げる

単位の区分ごとに算出した、前号ａに

規定する最終売建玉又は売建玉に係る

受渡決済代金等の合計額と同号ｂに規

定する最終買建玉又は買建玉に係る受

渡決済代金等の合計額の差額。この場

合において、受渡代金には指定市場開

設者が定める運賃及び保険料の額を加

減するものとする。 
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ａ 第４６条の３第１号及び第３号に

規定する単位 

ｂ 第４６条の３第２号並びに第４６

条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

  

（ＲＳＳに係る受渡品の決定） 

第７３条の３１の１５ ＲＳＳに係る受渡

決済において、受渡品を受領するゴム先

物等清算参加者（以下「受方ゴム先物等

清算参加者」という。）が受領する各受渡

品は、当社が定めるところにより割り当

てる。 

２ 他社清算参加者であるゴム先物等清算

参加者が非清算参加者に対して受渡品を

割り当てる場合には、当該ゴム先物等清

算参加者があらかじめ定めた抽選その他

の方法により公平に行うものとする。 

 

（新設） 

  

（ＲＳＳに係る受渡決済における決済時限

及び方法） 

第７３条の３１の１６ ＲＳＳに係る受渡

決済における倉荷証券及び金銭の授受

は、次の各号に定めるところに従い、当

社が定めるところにより、当社との間に

おいて行う。 

（１） 受渡品を引き渡すゴム先物等清

算参加者（以下「渡方ゴム先物等清算

参加者」という。）は、受渡決済期日

の前日の午後１時までに、受渡品の倉

荷証券（受方ゴム先物等清算参加者が

同意した場合にあっては、荷渡指図

書。以下この目において同じ。）を引

き渡し、受方ゴム先物等清算参加者

は、受渡決済期日の午後２時４５分ま

でに当該倉荷証券を受領する。 

 

 

（新設） 
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（２） 金銭を支払うゴム先物等清算参

加者は、受渡決済期日の午前１１時ま

でに金銭を支払い、金銭を受領するゴ

ム先物等清算参加者は、同日の午後１

時に金銭を受領する。 

  

（ＲＳＳに係る受渡品提供後の滅失又は毀

損） 

第７３条の３１の１７ 渡方ゴム先物等清

算参加者が受渡しのため倉荷証券を当社

に引き渡した後、当社がこれを受方ゴム

先物等清算参加者に交付するまでに、受

渡しの当事者の責めに帰することができ

ない事由により受渡品の全部又は一部が

滅失又は毀損した場合は、渡方ゴム先物

等清算参加者がその損失を負担するもの

とする。 

２ 前項に定める場合には、渡方ゴム先物

等清算参加者は、直ちにその旨を当社に

申し出て、当該申し出の日の翌日から起

算して５日目の日までに、その滅失又は

毀損した受渡品の代品の倉荷証券をもっ

て受渡しを履行しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、渡方ゴム先

物等清算参加者は、滅失又は毀損した受

渡品の全部又は一部につき、代品をもっ

て受渡しを履行することができない場合

には、当社の承認を受けて、その受渡し

の義務を免れることができる。この場合

においては、当社及び受方ゴム先物等清

算参加者は、受渡しが履行されなかった

分に係る受渡品の引渡し及び金銭の支払

いを要しない。 

４ 受方ゴム先物等清算参加者は、前２項

に定める受渡しに係る取扱いについて、

これを拒むことができない。 

 

 

（新設） 
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（ＲＳＳに係る早受渡し） 

第７３条の３１の１８ ＲＳＳに係る受渡

決済を早受渡しにより行う場合には、第

７３条の３１の１６の規定にかかわら

ず、早受渡し日において、次の各号に定

めるところに従い、当社が定めるところ

により、その受渡決済を当社との間にお

いて行う。 

（１） 渡方ゴム先物等清算参加者は、

早受渡し日の午前１１時までに受渡品

の倉荷証券を引き渡し、受方ゴム先物

等清算参加者は、同日の午後２時４５

分までに当該倉荷証券を受領する。 

（２） 金銭を支払うゴム先物等清算参

加者は、早受渡し日の午前１１時まで

に金銭を支払い、金銭を受領するゴム

先物等清算参加者は、同日の午後１時

に金銭を受領する。 

２ 前条の規定は、前項に規定する早受渡

しにより受渡決済を行う場合について準

用する。 

 

（新設） 

  

（ＲＳＳに係る申告受渡） 

第７３条の３１の１９ ＲＳＳに係る受渡

決済を申告受渡により行う場合には、第

７３条の３１の１６の規定にかかわら

ず、次の各号に定めるところに従い、当

社が定めるところにより、その受渡決済

を当社との間において行う。 

（１） 渡方ゴム先物等清算参加者は、

申告受渡日（指定市場開設者が定める

ところにより渡方ゴム先物等清算参加

者及び受方ゴム先物等清算参加者の間

で申告受渡を行う受渡決済期日として

合意された日をいう。以下この条、第

 

（新設） 
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７３条の３１の２７及び第７３条の３

１の５６において同じ。）の前日の午後

１時までに受渡しを確約する書面等を

提出し、受方ゴム先物等清算参加者は、

申告受渡日の午後２時４５分までに当

該書面等を受領する。 

（２） 金銭を支払うゴム先物等清算参

加者は、申告受渡日の午前１１時まで

に金銭を支払い、金銭を受領するゴム

先物等清算参加者は、同日の午後１時

に金銭を受領する。 

２ 前項の申告受渡が成立した売建玉及び

買建玉については、当該申告受渡が成立

した日の翌取引日から第７３条の３１の

４及び第７３条の３１の５の規定は適用

しない。 

３ 第７３条の３１の１７の規定は、第１

項に規定する申告受渡により受渡決済を

行う場合について準用する。 

  

（ＲＳＳに係る受渡条件調整） 

第７３条の３１の２０ ＲＳＳに係る受渡

決済を受渡条件調整により行う場合に

は、第７３条の３１の１６の規定にかか

わらず、次の各号に定めるところに従い、

当社が定めるところにより、その受渡決

済を当社との間において行う。 

（１） 渡方ゴム先物等清算参加者は、

受渡決済期日の前日の午後１時までに

受渡しを確約する書面等を提出し、受

方ゴム先物等清算参加者は、受渡決済

期日の午後２時４５分までに当該書面

等を受領する。 

（２） 金銭を支払うゴム先物等清算参

加者は、受渡決済期日の午前１１時ま

でに金銭を支払い、金銭を受領するゴ

 

（新設） 
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ム先物等清算参加者は、同日の午後１

時に金銭を受領する。 

２ 第７３条の３１の１７の規定は、前項

に規定する受渡条件調整により受渡決済

を行う場合について準用する。 

３ ＲＳＳに係る受渡条件調整による受渡

決済に関して、この業務方法書その他当

社が定めるところ以外の事項について

は、受渡しの当事者間の合意により決定

する。 

  

（ＲＳＳに係るＡＤＰ） 

第７３条の３１の２１ 指定市場開設者が

ＲＳＳに係る受渡決済をＡＤＰにより行

うことについて承認した場合には、当該

ＡＤＰに係る渡方ゴム先物等清算参加者

及び受方ゴム先物等清算参加者の受渡決

済は、当該承認をもって結了したものと

みなす。 

２ 前項のＡＤＰに係る渡方ゴム先物等清

算参加者及び受方ゴム先物等清算参加者

の受渡品及び金銭の授受は、第７３条の

３１の１６及び第７３条の３１の１７の

規定にかかわらず、受渡しの当事者間で

取り決めた方法により当該受渡しの当事

者間で行うものとする。 

 

（新設） 

  

（ＲＳＳに係る検品等） 

第７３条の３１の２２ 受渡品に関する検

品及び検量並びに故障の処理に関して必

要な事項は、当社が別に定める。 

 

（新設） 

  

（ＲＳＳに係る故障の処理による決済の繰

延べ） 

第７３条の３１の２３ 前条の検品若しく

は検量又は故障の処理のため、第７３条

 

 

（新設） 
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の３１の１６に定める受渡時限までに決

済を結了させることができないと当社が

認める受渡しについては、同条の規定に

より受方ゴム先物等清算参加者から受渡

決済代金等を、渡方ゴム先物等清算参加

者から倉荷証券又は荷渡指図書を、当該

受渡時限までに当社に提出させたうえ

で、その受渡しが可能となるまで決済を

繰り延べる。 

２ 前項の規定により受渡しが受渡決済期

日を超えて行われる場合において、当該

受渡しが行われる日の属する期に係る保

管料及び保険料が新たに発生するとき

は、渡方ゴム先物等清算参加者がその負

担を行うものとする。 

  

第３目 ＴＳＲ （新設） 

  

（ＴＳＲに係る受渡決済のために授受する

受渡品及び金銭） 

第７３条の３１の２４ ゴム先物等清算参

加者がＴＳＲに係る受渡決済のために授

受する受渡品の数量及び金銭の額は、次

の各号に定めるところによる。 

（１） 受渡品の数量 

受渡品の数量は、次のａ及びｂに掲

げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。 

ａ 受渡品の引渡し 

最終売建玉（取引最終日（指定市

場開設者が現物先物取引（ＴＳＲに

係るものに限る。以下この目におい

て同じ。）に関し定める取引最終日を

いう。以下この目において同じ。）ま

での間に第７３条の３１の２第１項

及び第２項に規定する申告が行われ

 

 

（新設） 
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なかった売建玉をいう。以下この目

において同じ。）又は申告受渡により

受渡決済が行われる現物先物取引に

係る売建玉を受渡倍率で除して得た

数量 

ｂ 受渡品の受領 

最終買建玉（取引最終日までの間

に第７３条の３１の２第１項及び第

２項に規定する申告が行われなかっ

た買建玉をいう。以下この目におい

て同じ。）又は申告受渡により受渡決

済が行われる現物先物取引に係る買

建玉を受渡倍率で除して得た数量 

（２） 金銭の額 

金銭の額は、次のａ及びｂに掲げる

単位の区分ごとに算出した、受渡しを

行う日を同日とする前号ａに規定する

最終売建玉又は売建玉に係る受渡決済

代金の合計額と同号ｂに規定する最終

買建玉又は買建玉に係る受渡決済代金

の合計額の差額 

ａ 第４６条の３第１号及び第３号に

規定する単位 

ｂ 第４６条の３第２号並びに第４６

条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

  

（ＴＳＲに係る受渡品の決定） 

第７３条の３１の２５ ＴＳＲに係る受渡

決済において、最終買建玉（第７３条の

３１の２８及び第７３条の３１の２９に

より受渡決済を行う最終買建玉を除く。）

を有するゴム先物等清算参加者が２以上

となる場合には、各受方ゴム先物等清算

参加者が受領する受渡品は、合議、抽選

その他当社が定めるところにより割り当

 

（新設） 
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てる。 

２ 他社清算参加者であるゴム先物等清算

参加者が非清算参加者に対して受渡品を

割り当てる場合には、当該ゴム先物等清

算参加者があらかじめ定めた抽選その他

の方法により公平に行うものとする。 

  

（ＴＳＲに係る受渡決済における決済時限

及び方法） 

第７３条の３１の２６ ＴＳＲに係る受渡

決済における受渡品及び金銭の授受は、

次の各号に定めるところに従い、当社が

定めるところにより、当社との間におい

て行う。 

（１） 受渡品の授受 

受渡品の授受は本船渡し（Ｆｒｅｅ 

ｏｎ Ｂｏａｒｄ）とし、受渡しの当

事者は、次のａからｄまでに定めると

ころに従い、当該受渡品の授受を行う。 

ａ 渡方ゴム先物等清算参加者は、当

社が定めるところにより、自らが指

定する受渡場所において、受方ゴム

先物等清算参加者が指定する船積

日、船舶をもって、受渡品を船積す

る。 

ｂ 渡方ゴム先物等清算参加者及び受

方ゴム先物等清算参加者は、前ａに

規定する船積日の翌日から起算して

５日目の日の正午までに、連署によ

り当社が定める受渡通知書を当社が

定めるところにより当社に提出す

る。 

ｃ 渡方ゴム先物等清算参加者は、前

ｂの受渡通知書の提出日から起算し

て４日目の日の午前１１時までに、

当社が定めるところにより、船荷証

 

 

（新設） 
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券その他の受渡書類のうち受方ゴム

先物等清算参加者が指定する書類を

当社に提出し、受方ゴム先物等清算

参加者は、受渡決済期日に当該受渡

書類を受領する。 

ｄ 受方ゴム先物等清算参加者は、受

渡決済期日の翌々日（休業日に当た

るときは、順次繰り下げる。）の午後

３時３０分までに当社が定める受渡

完了通知書を当社に提出する。 

（２） 金銭の授受 

金銭を支払うゴム先物等清算参加者

は、前号ａに規定する船積日の午前１

１時までに金銭の支払いを、金銭を受

領するゴム先物等清算参加者は、同号

ｄの受渡完了通知書の提出日の翌日の

午後１時に金銭の受領を、それぞれ行

う。 

  

（ＴＳＲに係る申告受渡） 

第７３条の３１の２７ ＴＳＲに係る受渡

決済を申告受渡により行う場合には、前

条第１号の規定にかかわらず、指定市場

開設者が定めるところにより、受渡場所、

船積日等を受渡しの当事者間での合意に

より決定する。 

２ 申告受渡により受渡決済を行う当事者

間の合意により、当社が定めるところに

より受渡報告書が申告受渡日の前日の正

午までに当社に提出された場合には、前

条第１号の規定にかかわらず、同号ｂの

受渡通知書、同号ｃの受渡書類及び同号

ｄの受渡完了通知書の提出を要しない。

この場合において、同条第２号の規定の

適用にあっては、「同号ｄの受渡完了通知

書」とあるのは「受渡報告書」と読み替
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える。 

３ 第１項に規定する申告受渡が成立した

売建玉及び買建玉については、当該申告

受渡が成立した日の翌取引日から第７３

条の３１の４及び第７３条の３１の５の

規定は適用しない。 

  

（ＴＳＲに係る受渡条件調整） 

第７３条の３１の２８ ＴＳＲに係る受渡

決済を受渡条件調整により行う場合に

は、第７３条の３１の２６第１号の規定

にかかわらず、指定市場開設者が定める

ところにより、受渡場所、船積日等を受

渡しの当事者間での合意により決定す

る。 

２ 受渡条件調整により受渡決済を行う当

事者間の合意により、当社が定めるとこ

ろにより受渡報告書が受渡決済期日の前

日の正午までに当社に提出された場合に

は、第７３条の３１の２６第１号の規定

にかかわらず、同号ｂの受渡通知書、同

号ｃの受渡書類及び同号ｄの受渡完了通

知書の提出を要しない。この場合におい

て、同条第２号の規定の適用にあっては、

「同号ｄの受渡完了通知書」とあるのは

「受渡報告書」と読み替える。 

３ 前２項のほか、第１項の受渡条件調整

において必要な手続は当社が定める。 

４ ＴＳＲに係る受渡条件調整による受渡

決済に関して、この業務方法書その他当

社が定めるところ以外の事項について

は、受渡しの当事者間の合意により決定

する。 

 

（新設） 

  

（ＴＳＲに係るＡＤＰ） 

第７３条の３１の２９ 指定市場開設者が

 

（新設） 
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ＴＳＲに係る受渡決済をＡＤＰにより行

うことについて承認した場合には、当該

ＡＤＰに係る渡方ゴム先物等清算参加者

及び受方ゴム先物等清算参加者の受渡決

済は、当該承認をもって結了したものと

みなす。 

２ 前項のＡＤＰに係る渡方ゴム先物等清

算参加者及び受方ゴム先物等清算参加者

の受渡品及び金銭の授受は、第７３条の

３１の２６の規定にかかわらず、受渡し

の当事者間で取り決めた方法により当該

受渡しの当事者間で行うものとする。 

  

（ＴＳＲに係る渡方ゴム先物等清算参加者

の責任範囲） 

第７３条の３１の３０ ＴＳＲに係る受渡

決済における渡方ゴム先物等清算参加者

は、受渡品の全部が船積される時点まで、

当該受渡品の全部又は一部の滅失又は毀

損に対して、その損失を負担するものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、申告受渡、

受渡条件調整又はＡＤＰにより、指定市

場開設者が定める受渡供用品又は受渡場

所以外をもってＴＳＲに係る受渡しを行

う場合には、受渡しの当事者の合意によ

り、同項に規定する損失の負担を決定す

る。 

 

 

（新設） 

  

（ＴＳＲに係る検品等） 

第７３条の３１の３１ 受渡品に関する検

品及び検量並びに故障の処理に関して必

要な事項は、当社が別に定める。 

 

（新設） 

  

（その他） 

第７３条の３１の３２ 第７３条の３１の

 

（新設） 
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２４から前条までのほか、ＴＳＲに係る

受渡決済において必要な事項は、当社が

別に定める。 

  

第４目 一般大豆 （新設） 

  

（一般大豆に係る受渡決済のために授受す

る受渡品及び金銭） 

第７３条の３１の３３ 農産物先物等清算

参加者が一般大豆に係る受渡決済のため

に授受する受渡品の数量及び金銭の額

は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 受渡品の数量 

受渡品の数量は、次のａ及びｂに掲

げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。 

ａ 受渡品の引渡し 

最終売建玉（取引最終日（指定市

場開設者が現物先物取引（一般大豆

に係るものに限る。以下この目にお

いて同じ。）に関し定める取引最終日

をいう。以下この目において同じ。）

までの間に第７３条の３１の２第１

項及び第２項に規定する申告が行わ

れなかった売建玉をいう。以下この

目において同じ。）又は早受渡し若し

くは申告受渡により受渡決済が行わ

れる現物先物取引に係る売建玉の数

量 

ｂ 受渡品の受領 

最終買建玉（取引最終日までの間

に第７３条の３１の２第１項及び第

２項に規定する申告が行われなかっ

た買建玉をいう。以下この目におい

て同じ。）又は早受渡し若しくは申告

受渡により受渡決済が行われる現物
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先物取引に係る買建玉の数量 

（２） 金銭の額 

金銭の額は、次のａ及びｂに掲げる

単位の区分ごとに算出した、受渡しの

日を同日とする前号ａに規定する最終

売建玉又は売建玉に係る受渡決済代金

等の合計額と同号ｂに規定する最終買

建玉又は買建玉に係る受渡決済代金等

の合計額の差額 

ａ 第４６条の３第１号及び第３号に

規定する単位 

ｂ 第４６条の３第２号並びに第４６

条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

  

（一般大豆に係る受渡品の決定） 

第７３条の３１の３４ 一般大豆に係る受

渡決済において、最終買建玉（第７３条

の３１の４０により受渡決済を行う最終

買建玉を除く。）を有する農産物先物等清

算参加者が２以上となる場合には、受渡

品を受領する農産物先物等清算参加者

（以下「受方農産物先物等清算参加者」

という。）が受領する各受渡品は、合議、

抽選その他当社が定めるところにより割

り当てる。 

２ 他社清算参加者である農産物先物等清

算参加者が非清算参加者に対して受渡品

を割り当てる場合には、当該農産物先物

等清算参加者があらかじめ定めた抽選そ

の他の方法により公平に行うものとす

る。 

 

（新設） 

  

（一般大豆に係る受渡決済における決済時

限及び方法） 

第７３条の３１の３５ 一般大豆に係る受
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渡決済に係る受渡品及び金銭の授受は、

次の各号に定めるところに従い、当社が

定めるところにより、当社との間におい

て行う。 

（１） 渡方農産物先物等清算参加者（受

渡品を引き渡す農産物先物等清算参加

者をいう。以下第６目までにおいて同

じ。）は、受渡決済期日の午前１１時ま

でに受渡品の倉荷証券を引き渡し、受

方農産物先物等清算参加者は、同日の

午後２時４５分までに当該倉荷証券を

受領する。 

（２） 金銭を支払う農産物先物等清算

参加者は、受渡決済期日の午前１１時

までに金銭を支払い、金銭を受領する

農産物先物等清算参加者は、同日の午

後１時に金銭を受領する。 

  

（一般大豆に係る受渡品提供後の滅失又は

毀損） 

第７３条の３１の３６ 渡方農産物先物等

清算参加者が受渡しのため倉荷証券を当

社に引き渡した後、当社がこれを受方農

産物先物等清算参加者に交付するまで

に、受渡しの当事者の責めに帰すること

ができない事由により受渡品の全部又は

一部が滅失又は毀損した場合は、渡方農

産物先物等清算参加者がその損失を負担

するものとする。 

２ 前項に定める場合には、渡方農産物先

物等清算参加者は、直ちにその旨を当社

に申し出て、当該申し出の日の翌日から

起算して３日目の日までに、その滅失又

は毀損した受渡品の代品の倉荷証券をも

って受渡しを履行しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、渡方農産物
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先物等清算参加者は、滅失又は毀損した

受渡品の全部又は一部につき、代品をも

って受渡しを履行することができない場

合には、当社の承認を受けて、その受渡

しの義務を免れることができる。この場

合においては、当社及び受方農産物先物

等清算参加者は、受渡しが履行されなか

った分に係る受渡品の引渡し及び金銭の

支払いを要しない。 

４ 受方農産物先物等清算参加者は、前２

項に定める受渡しに係る取扱いについ

て、これを拒むことができない。 

５ 第２項の規定により代品を提供して受

渡しを結了した渡方農産物先物清算参加

者は、当該代品に係る受渡決済代金に１

００分の１を乗じて得た金額に相当する

遅滞金を当社に支払い、当社は、当該遅

滞金を受領した場合には、遅滞なく、こ

れを受方農産物先物等清算参加者に交付

する。 

  

（一般大豆に係る早受渡し） 

第７３条の３１の３７ 一般大豆に係る受

渡決済を早受渡しにより行う場合には、

第７３条の３１の３５の規定にかかわら

ず、早受渡し日において、次の各号に定

めるところに従い、当社が定めるところ

により、その受渡決済を当社との間にお

いて行う。 

（１） 渡方農産物先物等清算参加者は、

早受渡し日の午前１１時までに受渡品

の倉荷証券を引き渡し、受方農産物先

物等清算参加者は、同日の午後２時４

５分までに当該倉荷証券を受領する。 

（２） 金銭を支払う農産物先物等清算

参加者は、早受渡し日の午前１１時ま
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でに金銭を支払い、金銭を受領する農

産物先物等清算参加者は、同日の午後

１時に金銭を受領する。 

２ 前条の規定は、前項に規定する早受渡

しにより受渡決済を行う場合について準

用する。 

  

（一般大豆に係る申告受渡） 

第７３条の３１の３８ 一般大豆に係る受

渡決済を申告受渡により行う場合には、

第７３条の３１の３５の規定にかかわら

ず、次の各号に定めるところに従い、当

社が定めるところにより、その受渡決済

を当社との間において行う。 

（１） 渡方農産物先物等清算参加者は、

申告受渡日（指定市場開設者が定める

ところにより渡方農産物先物等清算参

加者及び受方農産物先物等清算参加者

の間で申告受渡を行う受渡決済期日と

して合意された日をいう。以下この条

において同じ。）の午前１１時までに受

渡品に係る倉荷証券又は当社が適当と

認める受渡書類を提出し、受方農産物

先物等清算参加者は、同日の午後２時

４５分までに当該倉荷証券又は当該書

類を受領する。 

（２） 金銭を支払う農産物先物等清算

参加者は、申告受渡日の午前１１時ま

でに金銭を支払い、金銭を受領する農

産物先物等清算参加者は、同日の午後

１時に金銭を受領する。 

２ 前項に規定する申告受渡が成立した売

建玉及び買建玉については、当該申告受

渡が成立した日の翌取引日から第７３条

の３１の４及び第７３条の３１の５の規

定は適用しない。 
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３ 第７３条の３１の３６の規定は、第１

項に規定する申告受渡により受渡決済を

行う場合について準用する。 

  

（一般大豆に係る受渡条件調整） 

第７３条の３１の３９ 一般大豆に係る受

渡決済を受渡条件調整により行う場合に

は、第７３条の３１の３５の規定にかか

わらず、次の各号に定めるところに従い、

当社が定めるところにより、その受渡決

済を当社との間において行う。 

（１） 渡方農産物先物等清算参加者は、

受渡決済期日の午前１１時までに受渡

品に係る倉荷証券又は当社が適当と認

める受渡書類を提出し、受方農産物先

物等清算参加者は、同日の午後２時４

５分までに当該倉荷証券又は当該書類

を受領する。 

（２） 金銭を支払う農産物先物等清算

参加者は、受渡決済期日の午前１１時

までに金銭を支払い、金銭を受領する

農産物先物等清算参加者は、同日の午

後１時に金銭を受領する。 

２ 第７３条の３１の３６の規定は、前項

に規定する受渡条件調整により受渡決済

を行う場合について準用する。 

３ 一般大豆に係る受渡条件調整による受

渡決済に関して、この業務方法書その他

当社が定めるところ以外の事項について

は、受渡しの当事者間の合意により決定

する。 

 

（新設） 

  

（一般大豆に係るＡＤＰ） 

第７３条の３１の４０ 指定市場開設者が

一般大豆に係る受渡決済をＡＤＰにより

行うことについて承認した場合には、当
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該ＡＤＰに係る渡方農産物先物等清算参

加者及び受方農産物先物等清算参加者の

受渡決済は、当該承認をもって結了した

ものとみなす。 

２ 前項のＡＤＰに係る渡方農産物先物等

清算参加者及び受方農産物先物等清算参

加者の受渡品及び金銭の授受は、第７３

条の３１の３５及び第７３条の３１の３

６の規定にかかわらず、受渡しの当事者

間で取り決めた方法により当該受渡しの

当事者間で行うものとする。 

  

（一般大豆に係る検品等） 

第７３条の３１の４１ 受渡品に関する検

品及び故障の処理に関して必要な事項

は、当社が別に定める。 

 

（新設） 

  

第５目 小豆 （新設） 

  

（小豆に係る受渡決済のために授受する受

渡品及び金銭） 

第７３条の３１の４２ 農産物先物等清算

参加者が小豆に係る受渡決済のために授

受する受渡品の数量及び金銭の額は、次

の各号に定めるところによる。 

（１） 受渡品の数量 

受渡品の数量は、次のａ及びｂに掲

げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。 

ａ 受渡品の引渡し 

最終売建玉（取引最終日（指定市

場開設者が現物先物取引（小豆に係

るものに限る。以下この目において

同じ。）に関し定める取引最終日をい

う。以下この目において同じ。）まで

の間に第７３条の３１の２第１項及

 

 

（新設） 
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び第２項に規定する申告が行われな

かった売建玉をいう。以下この目に

おいて同じ。）又は早受渡しにより受

渡決済が行われる現物先物取引に係

る売建玉の数量 

ｂ 受渡品の受領 

最終買建玉（取引最終日までの間

に第７３条の３１の２第１項及び第

２項に規定する申告が行われなかっ

た買建玉をいう。以下この目におい

て同じ。）又は早受渡しにより受渡決

済が行われる現物先物取引に係る買

建玉の数量 

（２） 金銭の額 

金銭の額は、次のａ及びｂに掲げる

単位の区分ごとに算出した、前号ａに

規定する最終売建玉又は売建玉に係る

受渡決済代金等の合計額と同号ｂに規

定する最終買建玉又は買建玉に係る受

渡決済代金等の合計額の差額に、指定

市場開設者が定める貨物運送運賃の額

を合計した額 

ａ 第４６条の３第１号及び第３号に

規定する単位 

ｂ 第４６条の３第２号並びに第４６

条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

  

（小豆に係る受渡品の決定） 

第７３条の３１の４３ 小豆に係る受渡決

済において、最終買建玉（第７３条の３

１の４７により受渡決済を行う最終買建

玉を除く。）を有する農産物先物等清算参

加者が２以上となる場合には、受方農産

物先物等清算参加者が受領する各受渡品

は、合議、抽選その他当社が定めるとこ

 

（新設） 
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ろにより割り当てる。 

２ 他社清算参加者である農産物先物等清

算参加者が非清算参加者に対して受渡品

を割り当てる場合には、当該農産物先物

等清算参加者があらかじめ定めた抽選そ

の他の方法により公平に行うものとす

る。 

  

（小豆に係る受渡決済における決済時限及

び方法） 

第７３条の３１の４４ 小豆に係る受渡決

済における受渡品及び金銭の授受は、次

の各号に定めるところに従い、当社が定

めるところにより、当社との間において

行う。 

（１） 渡方農産物先物等清算参加者は、

受渡決済期日の午前１１時までに、受

渡品の倉荷証券を引き渡し、受方農産

物先物等清算参加者は、同日の午後２

時４５分までに当該倉荷証券を受領す

る。 

（２） 金銭を支払う農産物先物等清算

参加者は、受渡決済期日の午前１１時

までに金銭を支払い、金銭を受領する

農産物先物等清算参加者は、同日の午

後１時に金銭を受領する。 

 

 

（新設） 

  

（小豆に係る受渡品提供後の滅失又は毀

損） 

第７３条の３１の４５ 渡方農産物先物等

清算参加者が受渡しのため倉荷証券を当

社に引き渡した後、当社がこれを受方農

産物先物等清算参加者に交付するまで

に、受渡しの当事者の責めに帰すること

ができない事由により受渡品の全部又は

一部が滅失又は毀損した場合は、渡方農

 

 

（新設） 
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産物先物等清算参加者がその損失を負担

するものとする。 

２ 前項に定める場合には、渡方農産物先

物等清算参加者は、直ちにその旨を当社

に申し出て、当該申し出の日の翌日から

起算して３日目の日までに、その滅失又

は毀損した受渡品の代品の倉荷証券をも

って受渡しを履行しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、渡方農産物

先物等清算参加者は、滅失又は毀損した

受渡品の全部又は一部につき、代品をも

って受渡しを履行することができない場

合には、当社の承認を受けて、その受渡

しの義務を免れることができる。この場

合においては、当社及び受方農産物先物

等清算参加者は、受渡しが履行されなか

った分に係る受渡品の引渡し及び金銭の

支払いを要しない。 

４ 受方農産物先物等清算参加者は、前２

項に定める受渡しに係る取扱いについ

て、これを拒むことができない。 

５ 第２項の規定により代品を提供して受

渡しを結了した渡方農産物先物清算参加

者は、当該代品に係る受渡決済代金に１

００分の１を乗じて得た金額に相当する

遅滞金を当社に支払い、当社は、当該遅

滞金を受領した場合には、遅滞なく、こ

れを受方農産物先物等清算参加者に交付

する。 

  

（小豆に係る早受渡し） 

第７３条の３１の４６ 小豆に係る受渡決

済を早受渡しにより行う場合には、第７

３条の３１の４４の規定にかかわらず、

早受渡し日において、次の各号に掲げる

ところに従い、当社が定めるところによ

 

（新設） 
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り、その受渡決済を当社との間において

行う。 

（１） 渡方農産物先物等清算参加者は、

早受渡し日の午前１１時までに受渡品

の倉荷証券を引き渡し、受方農産物先

物等清算参加者は、同日の午後２時４

５分までに当該倉荷証券を受領する。 

（２） 金銭を支払う農産物先物等清算

参加者は、早受渡し日の午前１１時ま

でに金銭を支払い、金銭を受領する農

産物先物等清算参加者は、同日の午後

１時に金銭を受領する。 

２ 前条の規定は、前項に規定する早受渡

しにより受渡決済を行う場合について準

用する。 

  

（小豆に係るＡＤＰ） 

第７３条の３１の４７ 指定市場開設者が

小豆に係る受渡決済をＡＤＰにより行う

ことについて承認した場合には、当該Ａ

ＤＰに係る渡方農産物先物等清算参加者

及び受方農産物先物等清算参加者の受渡

決済は、当該承認をもって結了したもの

とみなす。 

２ 前項のＡＤＰに係る渡方農産物先物等

清算参加者及び受方農産物先物等清算参

加者の受渡品及び金銭の授受は、第７３

条の３１の４４及び第７３条の３１の４

５の規定にかかわらず、受渡しの当事者

間で取り決めた方法により当該受渡しの

当事者間で行うものとする。 

 

（新設） 

  

（小豆に係る検品等） 

第７３条の３１の４８ 受渡品に関する検

品及び検量並びに故障の処理に関して必

要な事項は、当社が別に定める。 

 

（新設） 
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第６目 とうもろこし （新設） 

  

（とうもろこしに係る受渡決済のために授

受する受渡品及び金銭） 

第７３条の３１の４９ 農産物先物等清算

参加者がとうもろこしに係る受渡決済の

ために授受する受渡品の数量及び金銭の

額は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 受渡品の数量 

受渡品の数量は、次のａ及びｂに掲

げる区分に従い、当該ａ及びｂに定め

るところによる。 

ａ 受渡品の引渡し 

最終売建玉（取引最終日（指定市

場開設者が現物先物取引（とうもろ

こしに係るものに限る。以下この目

において同じ。）に関し定める取引最

終日をいう。以下この目において同

じ。）までの間に第７３条の３１の２

第１項及び第２項に規定する申告が

行われなかった売建玉をいう。以下

この目において同じ。）又は早受渡し

により受渡決済が行われる現物先物

取引に係る売建玉の数量 

ｂ 受渡品の受領 

最終買建玉（取引最終日までの間

に第７３条の３１の２第１項及び第

２項に規定する申告が行われなかっ

た買建玉をいう。以下この目におい

て同じ。）又は早受渡しにより受渡決

済が行われる現物先物取引に係る買

建玉の数量 

（２） 金銭の額 

金銭の額は、次のａ及びｂに掲げる

単位の区分ごとに算出した、受渡しの

 

 

（新設） 
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日を同日とする前号ａに規定する最終

売建玉又は売建玉に係る受渡決済代金

の合計額と同号ｂに規定する最終買建

玉又は買建玉に係る受渡決済代金の合

計額の差額 

ａ 第４６条の３第１号及び第３号に

規定する単位 

ｂ 第４６条の３第２号並びに第４６

条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

  

（とうもろこしに係る受渡品の決定） 

第７３条の３１の５０ とうもろこしに係

る受渡決済において、最終買建玉（第７

３条の３１の５５により受渡決済を行う

最終買建玉を除く。）を有する農産物先物

等清算参加者が２以上となる場合には、

受方農産物先物等清算参加者が受領する

各受渡品は、合議、抽選その他当社が定

めるところにより割り当てる。 

２ 他社清算参加者である農産物先物等清

算参加者が非清算参加者に対して受渡品

を割り当てる場合には、当該農産物先物

等清算参加者があらかじめ定めた抽選そ

の他の方法により公平に行うものとす

る。 

 

（新設） 

  

（とうもろこしに係る受渡決済における決

済時限及び方法） 

第７３条の３１の５１ とうもろこしに係

る受渡決済における受渡品及び金銭の授

受は、次の各号に定めるところに従い、

当社が定めるところにより、当社との間

において行う。 

（１） 受渡品の授受 

受渡品の授受は運賃保険料込み条件

 

 

（新設） 
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（Ｃｏｓｔ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ ａ

ｎｄ Ｆｒｅｉｇｈｔ）とし、受渡し

の当事者は、次のａからｃまでに定め

るところに従い、当該受渡品の授受を

行う。 

ａ 渡方農産物先物等清算参加者は、

積来本船の荷受渡港への入港予定日

の７日前の日の正午までに、当社が

定める受渡品明細通知書を当社に提

出する。 

ｂ 渡方農産物先物等清算参加者は、

受渡決済期日の午前１１時までに、

受渡品の受渡書類（荷渡指図書その

他の当社が定める書類をいう。以下

この目において同じ。）を引き渡し、

受方農産物先物等清算参加者は、同

日の午後２時４５分までに当該受渡

書類を受領する。 

ｃ 受方農産物先物等清算参加者は、

受渡品の荷卸の完了後速やかに、当

社にその旨を通知する。 

（２） 金銭の授受 

金銭を支払う農産物先物等清算参加

者は、受渡決済期日の午前１１時まで

に金銭を支払い、金銭を受領する農産

物先物等清算参加者は、前号ｃに規定

する通知が当社に行われた日の翌日の

午後１時に金銭を受領する。 

  

（とうもろこしに係る早受渡し） 

第７３条の３１の５２ とうもろこしに係

る受渡決済を早受渡しにより行う場合に

は、前条の規定にかかわらず、早受渡し

日において、次の各号に定めるところに

従い、当社が定めるところにより、その

受渡決済を当社との間において行う。こ
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の場合において、荷受渡しの場所は、受

渡しの当事者の合意による港の埠頭（日

本国内の埠頭に限る。）とすることができ

る。 

（１） 受渡品の授受 

ａ 渡方農産物先物等清算参加者は、

当社が定めるところにより、早受渡

し日の午前１１時までに受渡品の受

渡書類を引き渡し、受方農産物先物

等清算参加者は、同日の午後２時４

５分までに当該受渡書類を受領す

る。 

ｂ 受方農産物先物等清算参加者は、

受渡品の荷卸の完了後速やかに、当

社にその旨を通知する。 

（２） 金銭の授受 

金銭を支払う農産物先物等清算参加

者は、早受渡し日の午前１１時までに

金銭の支払いを、金銭を受領する農産

物先物等清算参加者は、前号ｂに規定

する通知が当社に行われた日の翌日の

午後１時に金銭の受領を、当社が定め

るところにより、それぞれ行う。 

  

（とうもろこしに係る受渡品の重量による

調整） 

第７３条の３１の５３ 受方農産物先物等

清算参加者は、指定市場開設者が指定す

る検定機関により検量された正味陸揚重

量を、受渡品の受渡後遅滞なく、当社が

定めるところにより当社に届け出るもの

とする。 

２ 正味陸揚重量と受渡品の量との過不足

分に係る受渡決済代金等の調整その他の

必要な調整は、当社が定めるところによ

り行う。 

 

 

（新設） 
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（とうもろこしに係る受渡諸費用による負

担等） 

第７３条の３１の５４ とうもろこしに係

る受渡決済により発生する諸費用の負担

は、当社が定めるところによる。 

 

 

（新設） 

  

（とうもろこしに係るＡＤＰ） 

第７３条の３１の５５ 指定市場開設者が

とうもろこしに係る受渡決済をＡＤＰに

より行うことについて承認した場合に

は、当該ＡＤＰに係る渡方農産物先物等

清算参加者及び受方農産物先物等清算参

加者の受渡決済は、当該承認をもって結

了したものとみなす。 

２ 前項のＡＤＰに係る渡方農産物先物等

清算参加者及び受方農産物先物等清算参

加者の受渡品及び金銭の授受は、第７３

条の３１の５１及び前２条の規定にかか

わらず、受渡しの当事者間で取り決めた

方法により当該受渡しの当事者間で行う

ものとする。 

 

（新設） 

  

第７目 その他 （新設） 

  

（本船事故等による受渡不能時の処理） 

第７３条の３１の５６ 商品先物取引の受

渡決済（ＡＤＰによる場合を除く。）にお

いて、本船事故その他の受渡しの当事者

の責めに帰することができない事由とし

て当社が定める事由により、受渡決済期

日、早受渡し日又は申告受渡日に受渡し

（当社が定めるものに限る。）が行われな

かった場合には、当該受渡しに係る取引

についての指定市場開設者が定める受渡

しの期間又は当社が認める期間におい

 

（新設） 
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て、受渡しの当事者で協議のうえ、受渡

決済期日を改めて設け、受渡しを行うも

のとする。ただし、これにより受渡しを

行うことが不可能又は非効率的であると

当社が認める場合には、指定市場開設者

が定める受渡値段をもって清算すること

により、受渡しが結了したものとみなす。 

２ 前項の規定による受渡品の授受が、受

渡決済期日、早受渡し日又は申告受渡日

を超える場合には、受渡品を引き渡す商

品先物等清算参加者は、当該受渡決済期

日、当該早受渡し日又は申告受渡日を超

えた１日（休業日を含む。）につき受渡決

済代金の１００分の１を乗じて得た額に

相当する遅滞金を当社に支払い、当社は

これを受領した場合には、遅滞なく受渡

品を受領する商品先物等清算参加者に交

付する。ただし、当社が定める場合にあ

っては、この限りでない。 

３ 受渡しの当事者は、前２項の処理につ

いて異議を申し立てることはできない。 

  

（現物先物取引の現金決済による結了等） 

第７３条の３１の５７ この節に定めると

ころにより現物先物取引に係る受渡しを

清算参加者が履行しない場合（ＡＤＰに

よる受渡決済を除く。）には、当社は、

当社が別に定める金額を当該清算参加者

から徴収し、これを当該受渡しにおいて

受渡品を授受する他の清算参加者に交付

することをもって、指定市場開設者が定

める受渡値段により当該受渡しに係る建

玉の転売又は買戻しを行ったものとみな

して、当該受渡しを結了させるものとす

る。この場合において、必要な事項は当

社が別に定める。 

 

（新設） 
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２ 清算参加者は、やむを得ない場合を除

き、前項に定めるところにより受渡しの

結了を行ってはならない。 

  

第４款 現金決済先物取引における最

終決済 

（新設） 

  

（限月現金決済先物取引の最終決済に伴う

金銭の授受） 

第７３条の３１の５８ 限月現金決済先物

取引（指定市場開設者が定める限月現金

決済先物取引をいう。以下同じ。）にお

ける最終決済（指定市場開設者が定める

最終決済をいう。）において、最終清算

数値（指定市場開設者が定める最終清算

数値をいう。以下同じ。）と取引最終日

（指定市場開設者が限月現金決済先物取

引に関し定める取引最終日をいう。）の

清算値段とを比較して差を生じたとき

は、商品先物等清算参加者はその差に相

当する金銭を最終決済日（指定市場開設

者が定める限月現金決済先物取引におけ

る最終決済日をいう。）において、当社

との間で授受するものとする。この場合

において、金銭を支払う商品先物等清算

参加者は、当該金銭の授受を行う日の午

前１１時までに、金銭を受領する商品先

物等清算参加者は、当該金銭の授受を行

う日の午後１時に、金銭を支払い又は受

領しなければならない。 

 

 

（新設） 

  

（限日現金決済先物取引の決済に伴う金銭

の授受） 

第７３条の３１の５９ 限日現金決済先物

取引（指定市場開設者が定める限日現金

決済先物取引をいう。以下同じ。）におい

 

 

（新設） 
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て、商品先物等清算参加者は、次の各号

に掲げる金銭の合計額を、ロールオーバ

ー（指定市場開設者が定めるロールオー

バーをいう。以下この節において同じ。）

若しくは第７３条の３１の２第１項及び

第２項に規定する申告が行われた取引日

の翌日又は希望受渡し（指定市場開設者

が定める希望受渡しをいう。以下同じ。）

が合意された取引日の翌日に、当社との

間で授受するものとする。この場合にお

いて、金銭を支払う商品先物等清算参加

者は、当該金銭の授受を行う日の午前１

１時までに、金銭を受領する商品先物等

清算参加者は、当該金銭の授受を行う日

の午後１時に、金銭を支払い又は受領し

なければならない。 

（１） 当該取引日の終了時にロールオ

ーバーが行われた建玉にあっては、次

のａ及びｂに掲げる金銭 

ａ 当該取引日に成立した取引による

建玉について、その約定値段と当該

取引日の清算値段との差に相当する

金銭 

ｂ 当該取引日より前に成立した取引

による建玉について、当該取引日の

清算値段とその前取引日の清算値段

との差に相当する金銭 

（２） 第７３条の３１の２第１項及び

第２項に規定する申告が行われた建玉

にあっては、次のａ及びｂに掲げる金

銭 

ａ 当該申告が行われた取引日に成立

した取引による建玉について、当該

取引の約定値段と当該申告に係る取

引の約定値段との差に相当する金銭 

ｂ 当該申告が行われた取引日より前
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に成立した取引による建玉につい

て、前取引日の清算値段と当該申告

に係る取引の約定値段との差に相当

する金銭 

（３） 希望受渡しが合意された建玉に

あっては、次のａ及びｂに掲げる金銭 

ａ 当該合意がされた取引日に成立し

た取引による建玉について、当該取

引の約定値段と当該取引日の清算値

段との差に相当する金銭 

ｂ 当該合意がされた取引日より前に

成立した取引による建玉について、

前取引日の清算値段と当該取引日の

清算値段との差に相当する金銭 

  

（限日現金決済先物取引における希望受渡

し） 

第７３条の３１の６０ 貴金属先物等清算

参加者が限日現金決済先物取引において

希望受渡しにより受渡決済を行う場合に

おいて授受する受渡品の数量及び金銭の

額は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 受渡品の数量は、次のａ及びｂ

に定めるところによる。 

ａ 受渡品の引渡しにあっては、希望

受渡しを行う売建玉の合計数量を受

渡倍率で除して得た数量 

ｂ 受渡品の受領にあっては、希望受

渡しを行う買建玉の合計数量を受渡

倍率で除して得た数量 

（２） 金銭の額は、次のａ及びｂに掲

げる単位の区分ごとに算出した、希望

受渡しを行う売建玉に係る受渡決済代

金等の合計額と希望受渡しを行う買建

玉に係る受渡決済代金等の合計額の差

額 

 

 

（新設） 
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ａ 第４６条の３第１号及び第３号に

規定する単位 

ｂ 第４６条の３第２号並びに第４６

条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

２ 前項の希望受渡しにおける受渡品及び

金銭の授受は、希望受渡しが成立した日

の翌々日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。）までの受渡決済期日とし

て決定された日を受渡しの日（以下「希

望受渡日」という。）として、次の各号

に定めるところに従い、当社が定めると

ころにより、当社との間において行う。 

（１） 受渡品の授受 

ａ 金の授受 

指定倉庫において渡方貴金属先物

等清算参加者から受方貴金属先物等

清算参加者へ受渡品に関する所有名

義を変更することによって行うもの

とする。 

ｂ 白金の授受 

渡方貴金属先物等清算参加者は、

希望受渡日の午前１１時までに、受

渡品の倉荷証券（受方貴金属先物等

清算参加者が同意した場合にあって

は、荷渡指図書。以下この款におい

て同じ。）を引き渡し、受方貴金属

先物等清算参加者は、同日の午後２

時４５分までに当該倉荷証券を受領

する。 

（２） 金銭の授受 

金銭を支払う貴金属先物等清算参加

者は、希望受渡日の前日の午前１１時

までに金銭を支払い、金銭を受領する

貴金属先物等清算参加者は、同日の午

後１時に金銭を受領する。 
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（限日現金決済先物取引における希望受渡

しの受渡条件調整） 

第７３条の３１の６１ 前条に規定する希

望受渡しを受渡条件調整により行う場合

における受渡品及び金銭の授受は、同条

第２項の規定にかかわらず、希望受渡日

において、次の各号に定めるところに従

い、当社が定めるところにより、当社と

の間において行う。 

（１） 受渡品の授受 

渡方貴金属先物等清算参加者は、希

望受渡日の午前１１時までに、受渡品

の倉荷証券を引き渡し、受方貴金属先

物等清算参加者は、同日の午後２時４

５分までに当該倉荷証券を受領する。 

（２） 金銭の授受 

金銭を支払う貴金属先物等清算参加

者は、希望受渡日の前日の午前１１時

までに金銭を支払い、金銭を受領する

貴金属先物等清算参加者は、同日の午

後１時に金銭を受領する。 

２ 第７３条の３１の９の規定は、前項に

規定する受渡条件調整により受渡決済を

行う場合について準用する。 

３ この業務方法書その他当社が定めると

ころ以外の事項については、受渡しの当

事者間の合意により決定する。 

 

 

（新設） 

  

第５款 雑則 （新設） 

  

（清算値段の算出が不能等の場合の責任の

所在） 

第７３条の３１の６２ 商品先物等清算参

加者は、清算値段の算出の不能、遅延、

誤り又は最終清算値段の変更により損害

 

 

（新設） 
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を被った場合においても、当社及び指定

市場開設者に対してその損害の賠償請求

をすることができない。 

  

第７節の３ 商品先物オプション取引の

決済 

（新設） 

  

（クローズアウト数量等申告） 

第７３条の３１の６３ 商品先物等清算参

加者は、商品先物オプション取引の各銘

柄について、クローズアウト数量並びに

転売又は買戻しをした場合（次項に定め

る場合を除く。）における転売及び買戻し

の数量を第４６条の３に規定する区分口

座ごとに当社が定める時限までに当社に

申告するものとする。 

２ 商品先物等清算参加者は、商品先物オ

プション取引の各銘柄について、クロー

ズアウト数量（有価証券等清算取次ぎの

委託に基づくものに限る。）並びに清算取

次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉

に係る買戻しをした場合における当該清

算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に

係る商品先物等非清算参加者の転売及び

買戻しの数量を、第４６条の４に規定す

る区分口座ごとに当社が定める時限まで

に当社に申告するものとする。この場合

において、商品先物等清算参加者は、自

らの申告に代えて、当該清算取次買建玉

又は当該清算取次売建玉に係る商品先物

等非清算参加者をして当該申告を行わせ

ることができる。 

３ 当社は、第１項の規定に基づき申告を

受けた場合には、当該申告に係るクロー

ズアウト数量並びに転売及び買戻しの数

量を、決済に係るものとして、当該商品

 

（新設） 
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先物等清算参加者が管理する第４６条の

３に規定する区分口座ごとに買建玉及び

売建玉から減じるものとする。 

４ 当社は、第２項の規定に基づき申告を

受けた場合には、当該申告に係るクロー

ズアウト数量並びに転売及び買戻しの数

量を、決済に係るものとして、当該商品

先物等清算参加者が管理する第４６条の

４に規定する区分口座ごとに清算取次買

建玉及び清算取次売建玉から減じるもの

とする。 

５ 当社は、第１項又は第２項の申告を受

けた場合には、当該申告に係るクローズ

アウト数量並びに転売及び買戻しの数量

を、指定市場開設者（第３条第２項第６

号の３の指定金融商品市場を開設する指

定市場開設者をいう。以下この節におい

て同じ。）に通知する。 

  

（取引代金の授受） 

第７３条の３１の６４ 商品先物オプショ

ンに係る清算約定が成立したときは、商

品先物等清算参加者は、その取引代金を

取引契約締結を行った取引日（指定市場

開設者が商品先物オプション取引につい

て定める取引日をいう。以下この節にお

いて同じ。）の終了する日の翌日におい

て、当社との間で授受するものとする。

この場合において、金銭を支払う商品先

物等清算参加者は、当該金銭の授受を行

う日の午前１１時までに、金銭を受領す

る商品先物等清算参加者は、当該金銭の

授受を行う日の午後１時に、金銭を支払

い又は受領しなければならない。 

 

（新設） 

  

（権利行使の申告）  
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第７３条の３１の６５ 商品先物オプショ

ン取引の買建玉（清算取次買建玉を除

く。）についての権利行使は、商品先物

等清算参加者が、銘柄ごとに権利行使に

係る数量を、顧客の委託に基づくものと

自己の計算によるものとに区分して指定

市場開設者が定める商品先物オプション

の消滅時限までの当社が定める時限まで

に当社に申告することにより行うものと

する。 

２ 商品先物オプション取引の買建玉（清

算取次買建玉に限る。）についての権利

行使は、銘柄ごとに権利行使に係る数量

を、当該清算取次買建玉に係る商品先物

等非清算参加者それぞれについて、顧客

の委託に基づくものと自己の計算による

ものとに区分して指定市場開設者が定め

る商品先物オプションの消滅時限までの

当社が定める時限までに当社に申告する

ことにより行うものとする。この場合に

おいて、商品先物等清算参加者は、自ら

の申告に代えて、当該清算取次買建玉に

係る商品先物等非清算参加者をして当該

申告を行わせることができる。 

３ 商品先物等清算参加者は、権利行使日

（指定市場開設者が定める商品先物オプ

ション取引の権利行使日をいう。以下こ

の節において同じ。）において次の各号

に定める場合に該当する銘柄について

は、前２項の権利行使の申告を行うこと

ができないものとする。 

（１） 商品先物プットオプションにつ

いては、権利行使価格がオプション清

算値段（指定市場開設者が定めるオプ

ション清算値段をいう。以下この節に

おいて同じ。）以下である場合 

（新設） 
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（２） 商品先物コールオプションにつ

いては、権利行使価格がオプション清

算値段以上である場合 

４ 権利行使日において次の各号に定める

場合に該当する銘柄については、当該日

の第１項又は第２項に規定する当社が定

める時限までに第１項又は第２項の権利

行使の申告が行われないときであって

も、当該権利行使の申告が行われたもの

とみなす。ただし、当該銘柄について、

商品先物等清算参加者が当該時限までに

権利行使を行わない旨の申告を行った場

合には、この限りでない。 

（１） 商品先物プットオプションにつ

いては、権利行使価格がオプション清

算値段を上回っている場合 

（２） 商品先物コールオプションにつ

いては、権利行使価格がオプション清

算値段を下回っている場合 

５ 指定市場開設者の売買システムの稼働

に支障が生じた場合その他やむを得ない

事由により、前項本文の規定により権利

行使の申告が行われたものとみなすこと

が適当でないと当社が認めるときは、同

項本文の規定は適用しないものとする。 

６ 当社は、第１項又は第２項に規定する

権利行使の申告を受けた場合（第４項の

規定により権利行使の申告を受けたとみ

なされる場合を含む。）には、当該申告

に係る権利行使の内容を、指定市場開設

者に通知する。 

  

（権利行使の割当て） 

第７３条の３１の６６ 当社は、商品先物

等清算参加者から権利行使の申告が行わ

れた場合には、銘柄ごとの権利行使に係

 

（新設） 
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る数量について、当社が定めるところに

より割当てを行う。 

２ 当社は、前項の規定により割当てを行

った場合には、割当てを受けた商品先物

等清算参加者に当該割当てに係る数量

を、顧客の委託に基づくものと自己の計

算によるもの（清算取次売建玉に対する

割当ての場合においては、当該清算取次

売建玉に係る商品先物等非清算参加者そ

れぞれについて顧客の委託に基づくもの

と自己の計算によるもの）とに区分して

通知するものとする。 

３ 前項の規定により清算取次売建玉に対

する割当てに係る通知を受けた商品先物

等清算参加者は、当該清算取次売建玉に

係る商品先物非清算参加者それぞれに対

して、当該割当てに係る数量を顧客の委

託に基づくものと自己の計算によるもの

とに区分して通知するものとする。 

４ 当社は、第１項の規定により割当てを

行った場合には、当該割当てに係る内容

を、指定市場開設者に通知する。 

  

（権利行使に係る決済のための金銭の授受） 

第７３条の３１の６７ 商品先物オプショ

ン取引における権利行使が行われたとき

は、商品先物等清算参加者は、権利行使

価格とオプション清算値段との差に相当

する金銭を権利行使が行われた日の翌日

において、当社との間で授受するものと

する。この場合において、金銭を支払う

商品先物等清算参加者は、当該金銭の授

受を行う日の午前１１時までに、金銭を

受領する商品先物等清算参加者は、当該

金銭の授受を行う日の午後１時に、金銭

を支払い又は受領しなければならない。 

 

（新設） 
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（オプション清算値段の算出が不能等の場

合の責任の所在） 

第７３条の３１の６８ 商品先物等清算参

加者は、オプション清算値段の算出の不

能、遅延若しくは誤り又は変更により損

害を被った場合においても、当社並びに

第３条第２項第６号の２及び同項第６号

の３の指定金融商品市場を開設する指定

市場開設者に対してその損害の賠償請求

をすることができない。 

 

 

（新設） 

  

（先物・オプション取引について授受する

金銭の額及び授受の方法） 

第７３条の４０ 第７３条の３、第７３条

の５の２、第７３条の８、第７３条の９、

第７３条の９の２、第７３条の１７、第

７３条の２２から第７３条の２４まで、

第７３条の２７、第７３条の３０、第７

３条の３１の４、第７３条の３１の５、

第７３条の３１の５８、第７３条の３１

の５９、第７３条の３１の６４及び第７

３条の３１の６７の規定による金銭の授

受は、次の各号に掲げる単位の区分に従

い、当該各号に定める金額により行うも

のとする。 

（１） （略） 

（２） 第４６条の３第２号並びに第４

６条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

同一清算参加者の第４６条の３第

２号ａ及びｂ、第４６条の４第１号並

びに第２号ａ及びｂに規定する区分口

座の支払金額と受入金額の差引額を合

計した金額 

２・３ （略） 

（先物・オプション取引について授受する

金銭の額及び授受の方法） 

第７３条の４０ 第７３条の３、第７３条

の５の２、第７３条の８、第７３条の９、

第７３条の９の２、第７３条の１７、第

７３条の２２から第７３条の２４まで、

第７３条の２７及び第７３条の３０の規

定による金銭の授受は、次の各号に掲げ

る単位の区分に従い、当該各号に定める

金額により行うものとする。 

 

 

 

 

（１） （略） 

（２） 第４６条の３第２号並びに第４

６条の４第１号及び第２号に規定する

単位 

同一清算参加者の第４６条の３第

２号、第４６条の４第１号並びに第２

号ａ及びｂに規定する区分口座の支払

金額と受入金額の差引額を合計した金

額 

２・３ （略） 
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（建玉の移管） 

第７３条の４４ この業務方法書に別に定

める場合のほか、清算参加者は、当社の

承認を受けて、他の清算参加者に先物・

オプション取引の未決済約定（Ｌａｒｇ

ｅ取引における取引最終日（指定市場開

設者（第３条第２項第３号の指定金融商

品市場を開設する指定市場開設者をい

う。）が当該取引に関し定める取引最終

日をいう。）が到来した限月取引の当該

取引最終日から起算して２日目の午後１

時以降の当該限月取引に係る未決済約

定、商品先物取引及び商品先物オプショ

ン取引における取引最終日（指定市場開

設者（第３条第２項第６号の２及び第６

号の３の指定金融商品市場を開設する指

定市場開設者をいう。）が当該取引に関

し定める取引最終日をいう。）が到来し

た限月取引の当該取引最終日の午後２時

以降の当該限月取引に係る未決済約定並

びにクロスマージン対象国債先物清算約

定を除く。以下この章において同じ。）

を引き継ぐことができる。 

２・３ （略） 

４ 第３条第２項第３号、第５号及び第６

号の２に掲げる清算対象取引に係る建玉

の移管は、当該建玉の移管が行われる日

の前日に終了する取引日（指定市場開設

者が先物・オプション取引に関し定める

取引日をいう。以下同じ。）における各

限月取引の清算値段若しくは清算数値又

は各限日取引の清算値段を約定値段又は

約定数値として行われるものとする。 

５ （略） 

（建玉の移管） 

第７３条の４４ この業務方法書に別に定

める場合のほか、清算参加者は、当社の

承認を受けて、他の清算参加者に先物・

オプション取引の未決済約定（Ｌａｒｇ

ｅ取引における取引最終日（指定市場開

設者（第３条第２項第３号の指定金融商

品市場を開設する指定市場開設者をい

う。）が当該取引に関し定める取引最終

日をいう。）が到来した限月取引の当該

取引最終日から起算して２日目の午後１

時以降の当該限月取引に係る未決済約定

及びクロスマージン対象国債先物清算約

定を除く。以下この章において同じ。）

を引き継ぐことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

４ 第３条第２項第３号及び第５号に掲げ

る清算対象取引に係る建玉の移管は、当

該建玉の移管が行われる日の前日に終了

する取引日（指定市場開設者が先物・オ

プション取引に関し定める取引日をい

う。以下同じ。）における各限月取引の

清算値段又は清算数値を約定値段又は約

定数値として行われるものとする。 

 

５ （略） 
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（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１５条の２に規定する当初証拠

金、第１６条及び第１７条に規定する清

算基金、第５２条に規定する決済促進担

保金並びに第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） 

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１５条の２に規定する当初証拠

金、第１６条に規定する清算基金、第５

２条に規定する決済促進担保金及び第７

０条に規定する売買証拠金は、法第１５

６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、第１５条の

２第１項各号に掲げる当初証拠金、第１

６条第１項各号及び第１７条に掲げる清

算基金、決済促進担保金並びに売買証拠

金の種類に区分して帳簿により管理する

ものとする。 

（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、第１５条の

２第１項各号に掲げる当初証拠金、第１

６条第１項各号に掲げる清算基金、決済

促進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。 

  

（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、倉荷

証券等、商品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、倉荷証

（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
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券等又は商品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、倉荷証券等、商品及

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 （略） 

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（以

下「支払不能等の認定」という。）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、倉荷証券等、商品及び金

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、倉荷証券等、

商品及び金銭について準用する。 

７ （略） 

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 （略） 

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 （略） 

８ 前項に定める方法によってもなお不履

行約定が残る場合又はそのおそれがある

場合、当社は、第７８条第１項に規定す

る損失の発生又は拡大を防止するために

必要と認めるときに限り、破綻処理オー

クション（不履行約定の処理を目的とす

る取引を行わせるためのオークション手

続をいう。以下同じ。）を行うことがで

きる。 

９ 第７項の規定にかかわらず、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

８ 前項に定める方法によってもなお不履

行約定がある場合、当社は、第７８条第

１項に規定する損失の発生又は拡大を防

止するために必要と認めるときに限り、

破綻処理オークション（不履行約定の処

理を目的とする取引を行わせるためのオ

ークション手続をいう。以下同じ。）を

行うことができる。 

 

（新設） 
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の引受けの停止を行った場合において、

当該不履行清算参加者の違約受渡玉（こ

の業務方法書に定めるところにより現物

先物取引に係る受渡しにより決済するこ

とが決定している不履行約定をいう。以

下同じ。）があるときは、当社は、当社

が定めるところにより当該違約受渡玉に

係る決済の結了のための処理及び破綻処

理オークションを行うものとする。 

１０ （略） 

１１ （略） 

１２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

 

（破綻処理単位期間の設定） 

第７６条の２ 当社は、不履行清算参加者

が先物等清算資格を有する場合において

は、次項に規定する破綻処理単位期間を

設定する。 

２ 破綻処理単位期間は、清算参加者につ

いて支払不能等の認定が行われた日（当

該支払不能等の認定の時点で既に破綻処

理単位期間が開始している場合を除く。）

から起算して３０日を経過するまでの期

間とする。ただし、当該期間中に他の清

算参加者について支払不能等の認定が行

われた場合には、当該期間は、当該他の

清算参加者の破綻処理が終了すると当社

が認めるまでの期間に延長されるものと

し、延長後の期間中に他の清算参加者に

ついて支払不能等の認定が行われた場合

も同様とする。 

 

 

（新設） 

（期限前終了回避に係る協議） 

第７６条の３ 先物等清算資格を有する不

履行清算参加者に係る不履行約定につい

て破綻処理オークションが実施された場

 

（新設） 
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合において、当該破綻処理オークション

を成立させたときに不履行清算参加者の

支払不能等の認定により生じる損失を、

第７９条の２第１項及び第３項の規定に

定めるところにより補填できないおそれ

があるときは、当社、指定市場開設者及

び清算参加者は、当該損失の処理等につ

いて、当社が定めるところにより対応を

協議する。 

２ 前項の規定による協議の結果、当社、

指定市場開設者及び清算参加者の間にお

いて次の各号に定める要件のすべてを満

たした場合には、損失の処理等について

合意が成立したものとし、当社は、当該

合意の定めるところにより当該損失の処

理等を行う。この場合において、当該損

失の処理等の内容は、当該損失の全部が

補填され、かつ、当社による各清算資格

に係る清算業務の継続が可能なものであ

ることを要する。 

（１） 協議に付された損失の処理等に

賛成する、破綻処理単位期間における

不履行清算参加者以外の清算参加者

（以下「破綻処理単位期間清算参加者」

という。）の破綻処理単位期間におけ

る清算基金所要額を合計した額を、破

綻処理単位期間における破綻処理単位

期間清算参加者の清算基金所要額の総

額で除して得た比率が、３分の２以上

であること 

（２） 協議に付された損失の処理等を

実施した場合に追加的に負担を行うこ

ととなる清算参加者、当社及び指定市

場開設者が同意していること 

３ 前２項に定めるもののほか、この条に

定める協議に必要な事項は、当社がその
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都度定める。 

 

（期限前終了） 

第７６条の４ 前条第１項の規定により協

議が行われた場合において、損失の処理

等について同条第２項の合意が成立しな

いときは、当社が定めるところにより、

不履行約定に係る建玉及び破綻処理単位

期間清算参加者の清算約定に係る建玉の

うち当社が指定して割り当てる建玉は、

当社又は清算参加者からの特段の意思表

示を要することなく、当社がその都度定

める時点において当然に期限前終了す

る。 

２ 前項の期限前終了とは、この業務方法

書に定めるところにより行われる清算参

加者の申告以外の事由により清算約定が

その取引最終日前に終了することをい

う。 

３ 清算約定が期限前終了したときは、期

限前終了した建玉について、当該不履行

清算参加者又は破綻処理単位期間清算参

加者から、転売又は買戻しの数量申告が

されたものとみなす。 

４ 前項の場合において、清算参加者は、

当社が定めるところにより期限前終了差

金を当社との間で授受するものとする。 

５ 前項の期限前終了差金は、当該期限前

終了により、第１項の規定により破綻処

理単位期間清算参加者に割り当てられた

建玉について、期限前終了日の清算値段、

清算数値又は清算価格によって転売又は

買戻し等の未決済約定に対する反対の取

引が行われたものとみなして当社が算出

する額とする。 

６ 前各項に定めるもののほか、期限前終

 

（新設） 
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了に必要な事項は、当社がその都度定め

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（代用有価証券又は

倉荷証券（以下「代用有価証券等」とい

う。）である場合には、当社が定めると

ころにより当該代用有価証券等を処分し

て得るもの）によりその預託目的に従っ

て補填する。 

（１）～（６） （略） 

（７） 不履行清算参加者が返還請求権

を有する商品先物取引に係る受渡代金

等 

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）・（２） （略） 

（３） 不履行清算参加者が当社に預託

した他の清算業務（当社が行う金融商

品債務引受業等及び商品取引債務引受

業並びにこれらに附帯する業務のうち

証券取引等清算業務以外のものをい

う。以下同じ。）に係る余剰担保（不

履行清算参加者が他の清算業務につい

て当社に預託した証拠金、清算基金そ

の他の担保（不履行清算参加者が返還

請求権を有するものに限る。）のうち、

他の清算業務に係る業務方法書の定め

るところにより不履行清算参加者の債

（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（代用有価証券であ

る場合には、当社が定めるところにより

当該代用有価証券を処分して得るもの）

によりその預託目的に従って補填する。 

 

 

（１）～（６） （略） 

（新設） 

 

 

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）・（２） （略） 

（３） 不履行清算参加者が当社に預託

した他の清算業務（当社が行う金融商

品債務引受業等及びこれに附帯する業

務のうち証券取引等清算業務以外のも

のをいう。以下同じ。）に係る余剰担

保（不履行清算参加者が他の清算業務

について当社に預託した証拠金、清算

基金その他の担保（不履行算参加者が

返還請求権を有するものに限る。）の

うち、他の清算業務に係る業務方法書

の定めるところにより不履行清算参加

者の債務の弁済に充当した残額に係る
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務の弁済に充当した残額に係るものを

いう。） 

３・４ （略） 

５ 当社は、次の各号に掲げる清算資格の

種類ごとに、第１項から前項までの規定

により補填し得ない損失がある場合は、

当社の次の各号に定める準備金の積立額

を取り崩すことにより補填する。 

（１） 現物清算資格、国債先物等清算

資格、指数先物等清算資格及びＦＸ清

算資格 

証券取引等決済保証準備金 

（２） 貴金属先物等清算資格、ゴム先

物等清算資格及び農産物先物等清算資

格 

  商品先物等決済保証準備金 

６ 前項の当社の証券取引等決済保証準備

金及び商品先物等決済保証準備金の積立

額は、当社が定めるところにより積立て

等を行った額とする。 

７ （略） 

ものをいう。） 

 

３・４ （略） 

５ 当社は、清算資格の種類ごとに、第１

項から第４項までの規定により補填し得

ない損失がある場合は、当社の証券取引

等決済保証準備金の積立額を取り崩すこ

とにより補填する。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

６ 前項の当社の証券取引等決済保証準備

金の積立額は、当社が定めるところによ

り積立て等を行った額とする。 

 

７ （略） 

  

（不履行清算参加者以外の清算参加者の清

算基金による損失の補填） 

第７８条の２ 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の決済を

履行しないことにより当社が受けた現物

清算資格、国債先物等清算資格、指数先

物等清算資格、貴金属先物等清算資格、

ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算

資格又はＦＸ清算資格に係る損失（第７

６条の規定に基づく処理に際し当社が受

けた損失を含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。）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

がある場合には、当社が定めるところに

（不履行清算参加者以外の清算参加者の清

算基金による損失の補填） 

第７８条の２ 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の決済を

履行しないことにより当社が受けた現物

清算資格、国債先物等清算資格、指数先

物等清算資格又はＦＸ清算資格に係る損

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。以下この条及

び次条において同じ。）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は、当社が定める

ところにより、当該損失に係る不履行が

発生した日（不履行のおそれがあると認



 

 

１ 

95 

より、次の各号に掲げる清算資格の区分

に従い、当該各号に定める清算基金の額

をもって、それぞれの清算資格に係る補

填し得ない損失額を補填する。 

 

 

 

 

 

 

（１） 現物清算資格又はＦＸ清算資格 

当該損失に係る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。以下この章において「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（以下この章

において「不履行発生日清算参加者」

という。）が当社に預託している第１

６条第１項第１号又は第７号に掲げる

当該清算資格の種類に係る清算基金の

うち清算基金所要額に相当する額 

（２） 先物等清算資格 

当該損失に係る破綻処理単位期間清

算参加者が当該破綻処理単位期間の開

始日の前日において当社に預託してい

る第１７条に規定する各清算資格の種

類ごとの清算基金のうち清算基金所要

額に相当する額 

２ 前項の場合において、当社が破綻処理

オークションを実施したときは、当社が

定めるところにより、当該破綻処理オー

クションにおける落札参加者（破綻処理

オークションにおいて入札した清算参加

者のうち落札者となった者をいう。以下

同じ。）以外の不履行発生日清算参加者

又は破綻処理単位期間清算参加者が当社

めた日を含む。以下この章において「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

章において「不履行発生日清算参加者」

という。）が当社に預託している第１６

条第１項各号で規定する清算資格の種類

ごとの清算基金のうち清算基金所要額に

相当する額をもって、それぞれの清算資

格に係る補填し得ない損失額を補填す

る。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の場合において、当社が破綻処理

オークションを実施したときは、当社が

定めるところにより、当該破綻処理オー

クションにおける落札参加者（破綻処理

オークションにおいて入札した清算参加

者のうち落札者となった者をいう。以下

同じ。）以外の不履行発生日清算参加者

が当社に預託している清算基金、落札参
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に預託している清算基金、落札参加者が

当社に預託している清算基金の順序で、

前項の補填し得ない損失の補填に充て

る。 

３ 当社は、第１項の補填し得ない損失額

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、当該補填し得ない損失

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補填し得ない損失額

とみなして、同項の補填を行うことがで

きる。この場合において、当社は、同項

の当該補填し得ない損失額が確定した場

合には、当該確定した補填し得ない損失

額と当社が暫定的に算定した額との差に

相当する額を、不履行発生日清算参加者

又は破綻処理単位期間清算参加者との間

で授受するものとする。 

４ 当社は、不履行清算参加者から、第１

項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、不履行発生日清算

参加者又は破綻処理単位期間清算参加者

に対して、その回収額を按分して返付す

るものとする。 

加者が当社に預託している清算基金の順

序で、前項の補填し得ない損失の補填に

充てる。 

 

３ 当社は、第１項の補填し得ない損失額

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、当該補填し得ない損失

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補填し得ない損失額

とみなして、同項の補填を行うことがで

きる。この場合において、当社は、同項

の当該補填し得ない損失額が確定した場

合には、当該確定した補填し得ない損失

額と当社が暫定的に算定した額との差に

相当する額を、不履行発生日清算参加者

との間で授受するものとする。 

 

４ 当社は、不履行清算参加者から、第１

項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。 

  

（現物清算資格又はＦＸ清算資格に係る特

別清算料） 

第７９条 当社は、現物清算資格又はＦＸ

清算資格を有する不履行清算参加者が当

社との間における清算約定の決済を履行

しないことにより当社が受けた損失につ

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は、不

履行発生日清算参加者は、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

（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の決済を履行

しないことにより当社が受けた損失につ

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は、不

履行発生日清算参加者は、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

ない損失額を補填する。 
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ない損失額を補填する。 

２～４ （略） 

 

２～４ （略） 

  

（先物等清算資格に係る特別清算料等） 

第７９条の２ 当社は、先物等清算資格を

有する不履行清算参加者が当社との間に

おける清算約定の決済を履行しないこと

により当社が受けた損失について、第７

８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は、破綻処理

単位期間清算参加者は、当社が定めると

ころにより、第一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、当該第一特別清算料をもって、当該

補填し得ない損失額を補填する。 

２ 前項の第一特別清算料の額は、清算資

格の種類ごとに、破綻処理単位期間清算

参加者に対して、同項の当該補填し得な

い損失額を当社が定めるところにより按

分した額とする。ただし、第一特別清算

料は破綻処理単位期間の開始日の前日に

おける破綻処理単位期間清算参加者の清

算基金所要額の３倍の額を上限とする。 

３ 前項の第一特別清算料によっても補填

し得ない損失がある場合には、破綻処理

単位期間清算参加者は、当社が定めると

ころにより、第二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、当該第二特別清算料をもって、当該

補填し得ない損失額を補填する。 

４ 前項の第二特別清算料の額は、清算資

格の種類ごとに、破綻処理単位期間清算

参加者に対して、第一特別清算料によっ

ても補填し得ない損失額を不履行清算参

加者の支払不能等の認定を行った日から

当該支払不能等の認定に係る処理が完了

 

（新設） 
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した日までの期間（以下「処分期間」と

いう。）において、破綻処理単位期間清

算参加者について処分期間に決済される

べき差金代金に相当する額として当社が

定める額（第７６条第８項に規定する破

綻処理オークションに伴い発生する差金

代金に相当する額及び第７６条の４第４

項の規定に定める期限前終了差金を含

む。以下「差金代金相当額」という。）

の受け取るべき額の総額から支払うべき

額の総額を控除した額（当該額が正の場

合に限る。）に応じて当社が定めるとこ

ろにより按分した額とする。 

５ 破綻処理単位期間清算参加者が第１項

の第一特別清算料、第３項の第二特別清

算料又は第７６条の４第４項に規定する

期限前終了差金の納入を行わないとき

は、当該未納入額について、当該破綻処

理単位期間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、第７６条からこの条までの

規定を適用する。 

６ 第７８条の２第３項及び第４項の規定

は、第１項の当該補填し得ない損失額を

算出することが相当期間困難であると認

める場合について準用する。この場合に

おいて、同条第３項前段中「同項の補填

を行うことができる」とあるのは「当社

が定める日に第一特別清算料及び第二特

別清算料の納入を求めることができる」

と読み替えるものとする。 

 

（クロスマージン特別清算料） 

第７９条の３ （略） 

（クロスマージン特別清算料） 

第７９条の２ （略） 

  

（有価証券オプション取引における建玉の （有価証券オプション取引における建玉の
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調整） 

第７９条の４ （略） 

調整） 

第７９条の３ （略） 

  

（システム障害時等における決済日の繰延

べ） 

第８１条 （略） 

２ 当社は、有価証券オプション取引、国

債証券先物オプション取引、指数オプシ

ョン取引及び商品先物オプション取引に

係る権利行使の申告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、権利行使の申告

を行うことが不可能又は困難であると認

める場合は、当該権利行使の全部又は一

部につき、権利行使期間若しくは権利行

使日の変更又は権利行使の停止を行うこ

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。 

３ （略） 

（システム障害時等における決済日の繰延

べ） 

第８１条 （略） 

２ 当社は、有価証券オプション取引、国

債証券先物オプション取引及び指数オプ

ション取引に係る権利行使の申告を行う

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、権

利行使の申告を行うことが不可能又は困

難であると認める場合は、当該権利行使

の全部又は一部につき、権利行使期間若

しくは権利行使日の変更又は権利行使の

停止を行うことができる。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。 

３ （略） 

  

（商品取引債務引受業及びその附帯業務） 

第８８条 当社は、商品先物取引法第１７

０条第２項に規定する商品取引債務引受

業及びこれに附帯する業務を行う。 

 

 

（新設） 

（改正権限） 

第８９条 （略） 

 

（改正権限） 

第８８条 （略） 

 

  

付 則 
 

 

 

１ この改正規定は、令和２年７月２７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

ために必要な当社が設置するシステムの

 



 

 

１ 

100 

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２年７月２７日以後の当社が

定める日から施行する。 

３ 当社は、貴金属先物等清算資格、ゴム

先物等清算資格及び農産物先物等清算資

格に関する次の各号に掲げる事項及び当

該事項に関し必要な手続その他の行為に

ついては、この改正規定施行の日（以下

「施行日」という。）前においても、改正

後の業務方法書の例により行うことがで

きる。 

（１） 改正後の第６条第６項の規定に

よる取得申請者に対する貴金属先物等

清算資格、ゴム先物等清算資格又は農

産物先物等清算資格の取得の承認 

（２） 改正後の第７条第３項の規定に

よる承認審査の実施 

 

４ 次の各号に掲げる者が、施行日前にお

いて、当社が定めるところにより当該各

号に定める清算資格の取得の申請を行う

とき（自社清算資格の場合に限る。）は、

当社は改正後の第７条第３項第２号の規

定に定める事項についての審査は行わな

いものとする。 

（１） 株式会社東京商品取引所（以下

「東京商品取引所」という。）の貴金属

市場に係る株式会社日本商品清算機構

（以下「日本商品清算機構」という。）

の清算資格を有する者 

  貴金属先物等清算資格 

（２） 東京商品取引所のゴム市場に係

る日本商品清算機構の清算資格を有す

る者 

  ゴム先物等清算資格 
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（３） 東京商品取引所の農産物・砂糖

市場に係る日本商品清算機構の清算資

格を有する者 

   農産物先物等清算資格 

５ 前項の規定により清算資格の取得の申

請を行った者のうち、改正後の第２９条

第３項各号のいずれかに該当する者にあ

っては、施行日から１年以内に、その事

由を消滅させることを要するものとし、

当該者がこれを充足できない場合には、

当社は、当該者の清算資格の取消しの措

置を行うことができるものとする。 

 

６ 施行日の前営業日以前に第２２条に定

める国債先物等清算資格、指数先物等清

算資格、貴金属先物等清算資格、ゴム先

物等清算資格又は農産物先物等清算資格

の喪失申請がされていた場合、第２６条

に定めるその喪失に係る取扱いについて

は、改正前の第２６条の定めるところに

よる。 

７ 金融商品取引業者等に関する内閣府令

附則(平成２６年内閣府令第１１号)第４

条の経過措置に基づき自己資本規制比率

を算出する者に対する改正後の第２９条

第３項第３号及び第４号の規定の適用に

ついては、「１２０パーセント」とあるの

は「１４０パーセント」とする。 

 

８ 第２項から前項までの規定のほか、こ

の改正規定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。 
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先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） 

第２条 この規則において「先物取引」と

は、国債証券先物取引、指数先物取引又

は商品先物取引をいう。 

２ この規則において「オプション取引」

とは、有価証券オプション取引、国債証

券先物オプション取引、指数オプション

取引又は商品先物オプション取引をい

う。 

３ この規則において「指定市場開設者」

とは、業務方法書第３条第２項第２号か

ら第６号の３までの指定金融商品市場を

開設する指定市場開設者をいう。 

４ （略） 

５ この規則において「先物・オプション

取引に係る債務」とは、先物・オプショ

ン取引の決済に係る金銭の支払債務、国

債証券先物取引における受渡決済、商品

先物取引における受渡決済及び有価証券

オプション取引における権利行使による

決済に係る有価証券、倉荷証券（受渡決

済のために授受する倉荷証券以外の書類

を含む。）又は商品（金融商品取引法（昭

和２３年法律第２５号。以下同じ。）第

２条第２４項第３号の３に規定する商品

をいう。以下同じ。）の引渡債務並びに

その他の先物・オプション取引に関して

負担すべき債務をいう。 

６～８ （略） 

９ この規則において「清算参加者」とは、

業務方法書第５条第１項に規定する清算

参加者のうち国債先物等清算資格、指数

先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、

（定義） 

第２条 この規則において「先物取引」と

は、国債証券先物取引又は指数先物取引

をいう。 

２ この規則において「オプション取引」

とは、有価証券オプション取引、国債証

券先物オプション取引又は指数オプショ

ン取引をいう。 

 

３ この規則において「指定市場開設者」

とは、業務方法書第３条第２項第２号か

ら第６号までの指定金融商品市場を開設

する指定市場開設者をいう。 

４ （略） 

５ この規則において「先物・オプション

取引に係る債務」とは、先物・オプショ

ン取引の決済に係る金銭の支払債務、国

債証券先物取引における受渡決済及び有

価証券オプション取引における権利行使

による決済に係る有価証券の引渡債務並

びにその他の先物・オプション取引に関

して負担すべき債務をいう。 

 

 

 

 

 

 

６～８ （略） 

９ この規則において「清算参加者」とは、

業務方法書第５条第１項に規定する清算

参加者のうち国債先物等清算資格又は指

数先物等清算資格を有する者をいう。 
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ゴム先物等清算資格又は農産物先物等清

算資格を有する者をいう。 

１０ この規則において「非清算参加者」

とは、業務方法書第７３条の２第２項に

規定する指数先物等非清算参加者、同第

７３条の６第２項に規定する国債先物等

非清算参加者、同第７３条の２０第２項

に規定する指数先物等非清算参加者、同

第７３条の２６第２項に規定する指数先

物等非清算参加者及び同第７３条の３１

の２第２項に規定する商品先物等非清算

参加者をいう。 

１１～１５ （略） 

 

 

 

１０ この規則において「非清算参加者」

とは、業務方法書第７３条の２第２項に

規定する指数先物等非清算参加者、同第

７３条の６第２項に規定する国債先物等

非清算参加者、同第７３条の２０第２項

に規定する指数先物等非清算参加者及び

同第７３条の２６第２項に規定する指数

先物等非清算参加者をいう。 

 

 

１１～１５ （略） 

（取引参加者の自己分の取引証拠金所要

額） 

第４条 自己分の取引証拠金所要額は、自

己分のＳＰＡＮ証拠金額から自己分のネ

ット・オプション価値の総額を差し引い

て得た額に自己分の取引受渡証拠金を加

えて得た額（第６条の２第１項及び第６

条の３第１項の規定に基づき自己分の取

引証拠金所要額の引上げが行われた場合

においては、当該引上げ額を加算する。）

とする。この場合において、これらの用

語の意義は、次の各号に定めるところに

よる。 

（１） （略） 

（２） 自己分のネット・オプション価

値の総額 

次のａに掲げる自己分の買オプシ

ョン価値の総額からｂに掲げる自己

分の売オプション価値の総額を差し

引いて得た額をいう。 

ａ 自己分の買オプション価値の総

額は、取引参加者の自己の計算によ

（取引参加者の自己分の取引証拠金所要

額） 

第４条 自己分の取引証拠金所要額は、自

己分のＳＰＡＮ証拠金額から自己分のネ

ット・オプション価値の総額を差し引い

て得た額（第６条の２第１項及び第６条

の３第１項の規定に基づき自己分の取引

証拠金所要額の引上げが行われた場合に

おいては、当該引上げ額を加算する。）

とする。この場合において、これらの用

語の意義は、次の各号に定めるところに

よる。 

 

（１） （略） 

（２） 自己分のネット・オプション価

値の総額 

次のａ又はｂに掲げる自己分の買

オプション価値の総額から自己分の

売オプション価値の総額を差し引い

て得た額をいう。 

ａ 自己分の買オプション価値の総

額は、取引参加者の自己の計算によ
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る買建玉が売建玉を上回るオプシ

ョン取引の銘柄のそれぞれについ

て、次の（ａ）から（ｄ）までに定

めるところにより算出した額の合

計額とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） 商品先物オプション取引に

ついては、取引参加者の自己の計

算による買超数量にその取引日

の当該銘柄の清算価格を乗じて

得た額に、当該銘柄の売買単位を

乗じて算出した額 

ｂ 自己分の売オプション価値の総

額は、取引参加者の自己の計算によ

る売建玉が買建玉を上回るオプシ

ョン取引の銘柄のそれぞれについ

て、次の（ａ）から（ｄ）までに定

めるところにより算出した額の合

計額とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） 

（ｄ） 商品先物オプション取引に

ついては、取引参加者の自己の計

算による売超数量にその取引日

の当該銘柄の清算価格を乗じて

得た額に、当該銘柄の売買単位を

乗じて算出した額 

（３） 自己分の取引受渡証拠金 

受渡しにより決済を行う場合に必

要となる証拠金額として、別表３「取

引受渡証拠金所要額の算出に関する

表」により算出される額をいう。 

 

る買建玉が売建玉を上回るオプシ

ョン取引の銘柄のそれぞれについ

て、次の（ａ）から（ｃ）までに定

めるところにより算出した額の合

計額とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

ｂ 自己分の売オプション価値の総

額は、取引参加者の自己の計算によ

る売建玉が買建玉を上回るオプシ

ョン取引の銘柄のそれぞれについ

て、次の（ａ）から（ｃ）までに定

めるところにより算出した額の合

計額とする。 

（ａ）～（ｃ） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（顧客の証拠金所要額） 

第５条 前条の規定は、次項に定める場合

を除き、顧客（顧客が取次者である場合

は、申込者をいう。以下同じ。）の証拠

（顧客の証拠金所要額） 

第５条 前条の規定は、次項に定める場合

を除き、顧客（顧客が取次者である場合

は、申込者をいう。以下同じ。）の証拠
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金所要額について準用する。この場合に

おいて、「自己分の取引証拠金所要額」

とあるのは「顧客の証拠金所要額」と、

「自己分のＳＰＡＮ証拠金額」とあるの

は「顧客のＳＰＡＮ証拠金額」と、「自

己分のネット・オプション価値の総額」

とあるのは「顧客のネット・オプション

価値の総額」と、「第６条の２第１項及

び第６条の３第１項」とあるのは「第６

条の２第２項」と、「取引参加者の自己

の計算による」とあるのは「当該顧客の

委託に基づく」と、「自己分の買オプシ

ョン価値の総額」とあるのは「顧客の買

オプション価値の総額」と、「自己分の

売オプション価値の総額」とあるのは「顧

客の売オプション価値の総額」と、「自

己分の取引受渡証拠金」とあるのは「顧

客の取引受渡証拠金」と読み替えるもの

とする。 

２ 前条の規定は、顧客を任意に細分化し

た場合における当該細分化した単位（以

下「任意に細分化した単位」という。）

の証拠金所要額について準用する。この

場合において、「自己分の取引証拠金所

要額」とあるのは「任意に細分化した単

位の証拠金所要額」と、「自己分のＳＰ

ＡＮ証拠金額」とあるのは「任意に細分

化した単位のＳＰＡＮ証拠金額」と、「自

己分のネット・オプション価値の総額」

とあるのは「任意に細分化した単位のネ

ット・オプション価値の総額」と、「第

６条の２第１項及び第６条の３」とある

のは「第６条の２第３項」と、「取引参

加者の自己の計算による」とあるのは「顧

客の委託に基づく当該任意に細分化した

単位の」と、「自己分の買オプション価

金所要額について準用する。この場合に

おいて、「自己分の取引証拠金所要額」

とあるのは「顧客の証拠金所要額」と、

「自己分のＳＰＡＮ証拠金額」とあるの

は「顧客のＳＰＡＮ証拠金額」と、「自

己分のネット・オプション価値の総額」

とあるのは「顧客のネット・オプション

価値の総額」と、「第６条の２第１項及

び第６条の３第１項」とあるのは「第６

条の２第２項」と、「取引参加者の自己

の計算による」とあるのは「当該顧客の

委託に基づく」と、「自己分の買オプシ

ョン価値の総額」とあるのは「顧客の買

オプション価値の総額」と、「自己分の

売オプション価値の総額」とあるのは「顧

客の売オプション価値の総額」と読み替

えるものとする。 

 

 

２ 前条の規定は、顧客を任意に細分化し

た場合における当該細分化した単位（以

下「任意に細分化した単位」という。）

の証拠金所要額について準用する。この

場合において、「自己分の取引証拠金所

要額」とあるのは「任意に細分化した単

位の証拠金所要額」と、「自己分のＳＰ

ＡＮ証拠金額」とあるのは「任意に細分

化した単位のＳＰＡＮ証拠金額」と、「自

己分のネット・オプション価値の総額」

とあるのは「任意に細分化した単位のネ

ット・オプション価値の総額」と、「第

６条の２第１項及び第６条の３」とある

のは「第６条の２第３項」と、「取引参

加者の自己の計算による」とあるのは「顧

客の委託に基づく当該任意に細分化した

単位の」と、「自己分の買オプション価
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値の総額」とあるのは「任意に細分化し

た単位の買オプション価値の総額」と、

「自己分の売オプション価値の総額」と

あるのは「任意に細分化した単位の売オ

プション価値の総額」と、「自己分の取

引受渡証拠金」とあるのは「任意に細分

化した単位の取引受渡証拠金」と読み替

えるものとする。 

 

値の総額」とあるのは「任意に細分化し

た単位の買オプション価値の総額」と、

「自己分の売オプション価値の総額」と

あるのは「任意に細分化した単位の売オ

プション価値の総額」と読み替えるもの

とする。 

（リスク量に応じた取引証拠金所要額の引

上げ） 

第６条の２ （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項の規

定は、任意に細分化した単位の証拠金所

要額について準用する。この場合におい

て、「自己の計算による」とあるのは「顧

客の委託に基づく任意に細分化した単位

の」と、「自己分の取引証拠金所要額」

とあるのは「任意に細分化した単位の証

拠金所要額」と読み替えるものとする。 

４ （略） 

（リスク量に応じた取引証拠金所要額の引

上げ） 

第６条の２ （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項の規

定は、任意に細分化した単位の証拠金所

要額について準用する。この場合におい

て、「自己の計算による」とあるのは「顧

客の委託に基づく任意に細分化した単位

の」と、「自己の取引証拠金所要額」と

あるのは「任意に細分化した単位の証拠

金所要額」と読み替えるものとする。 

４ （略） 

 

（破綻処理単位期間における破綻時証拠金

による取引証拠金所要額の引上げ） 

第６条の３ 当社は、業務方法書第７６条

の２第１項に定める破綻処理単位期間に

おいて、一の清算参加者が負っているも

のと想定される破綻時証拠金（当社が規

則で定める額をいう。以下同じ。）が当

社が定める所要額引上げ基準に該当した

場合には、当該清算参加者の自己分の取

引証拠金所要額の引上げを行うことがで

きる。 

２ 前項に規定する取引証拠金所要額の引

上げの判定は、取引日ごとに算出を行い、

（担保超過リスク相当額に応じた取引証拠

金所要額の引上げ） 

第６条の３ 当社は、一の清算参加者が負

っているものと想定される担保超過リス

ク相当額（当社が規則で定める額をいう。

以下同じ。）が所要額引上判定基準額（当

社が規則で定める額をいう。）を上回っ

た場合には、当社が定めるところにより、

当該清算参加者の自己分の取引証拠金所

要額の引上げを行うことができる。 

２ 前項に規定する担保超過リスク相当額

は、取引日ごとに算出を行い、当該担保

超過リスク相当額の算出結果に基づき、
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当該算出結果に基づき行う。 

３ 当社は、第１項に規定する清算参加者

の自己分の取引証拠金所要額の引上げを

行った場合において、当該清算参加者が

当社に預託している自己分の取引証拠金

の額が、当該引上げ後の当該清算参加者

の自己分の取引証拠金所要額に満たない

ときは、当該清算参加者に対して、その

旨を速やかに通知する。 

４ 前項の通知を受けた清算参加者は、不

足額以上の額を、自己分の取引証拠金と

して、当該通知を受領した日の午後２時

までに当社に預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券及び倉荷証券（以下「有価証券

等」という。）をもって代用預託するこ

とができる。 

 

当社は、取引証拠金所要額の引上げの判

定を行う。 

３ 当社は、第１項に規定する清算参加者

の自己分の取引証拠金所要額の引上げを

行った場合において、当該清算参加者が

当社に預託している自己分の取引証拠金

の額が、当該引上げ後の当該清算参加者

の自己分の取引証拠金所要額に満たない

ときは、当該清算参加者に対して、その

旨を速やかに通知する。 

４ 前項の通知を受けた清算参加者は、不

足額以上の額を、自己分の取引証拠金と

して、当該通知を受領した日の午後２時

までに当社に預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券をもって代用預託することがで

きる。 

 

（代用有価証券等） 

第８条 取引証拠金、委託証拠金及び取次

証拠金として代用預託することができる

有価証券等（以下「代用有価証券等」と

いう。）に関する事項は、別表１に定め

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

が、当該有価証券等の預託に際し、当社

が指定する外国振替機関（外国の法令に

準拠して外国において振替業又は債券の

保管及び振替に関する業務を行う者をい

う。）を利用する場合には、当該清算参

加者、当社及び当該外国振替機関の間の

契約により定められた額とする。 

３ 前２項の規定のほか、取引証拠金、委

託証拠金及び取次証拠金の代用有価証券

等に関する事項については、当社が定め

る。 

（代用有価証券） 

第８条 取引証拠金、委託証拠金及び取次

証拠金の代用有価証券に関する事項は、

別表１に定める。 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

が、当該有価証券の預託に際し、当社が

指定する外国振替機関（外国の法令に準

拠して外国において振替業又は債券の保

管及び振替に関する業務を行う者をい

う。）を利用する場合には、当該清算参

加者、当社及び当該外国振替機関の間の

契約により定められた額とする。 

３ 前２項の規定のほか、取引証拠金、委

託証拠金及び取次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。 
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（自己分の取引証拠金の預託） 

第９条 清算参加者は、自己の計算による

先物取引の売付け若しくは買付けが成立

した場合、オプション取引の売付けが成

立した場合又は商品先物取引について受

渡しにより決済を行う場合は、第４条に

規定する自己分の取引証拠金所要額以上

の額の取引証拠金を、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。この場合において、当該取引証拠金

は、有価証券等をもって代用預託するこ

とができる。 

 

（自己分の取引証拠金の預託） 

第９条 清算参加者は、自己の計算による

先物取引の売付け若しくは買付け又はオ

プション取引の売付けが成立した場合

は、第４条に規定する自己分の取引証拠

金所要額以上の額の取引証拠金を、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。この場合において、当

該取引証拠金は、有価証券をもって代用

預託することができる。 

（委託分及び有価証券等清算取次ぎ分の取

引証拠金の預託） 

第１０条 清算参加者は、顧客の委託又は

非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく先物取引の売付け若しくは

買付けが成立した場合、オプション取引

の売付けが成立した場合又は商品先物取

引について受渡しにより決済を行う場合

は、第２４条の２第２項に規定する委託

分及び有価証券等清算取次ぎ分の取引証

拠金所要額以上の額の取引証拠金を、当

社に預託しなければならない。 

２ （略） 

３ 清算参加者は、前項の規定により、顧

客又は非清算参加者との間で合意ができ

た場合には、当該証拠金所要額に対して

引上げを行う額のうち当社が定める額に

対して、当該清算参加者の自己の金銭を

もって、当該清算参加者の自己分の取引

証拠金として、当社が定めるところによ

り、当社に預託することができる。この

場合において、当該取引証拠金は、有価

（委託分及び有価証券等清算取次ぎ分の取

引証拠金の預託） 

第１０条 清算参加者は、顧客の委託又は

非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく先物取引の売付け若しくは

買付け又はオプション取引の売付けが成

立した場合は、第２４条の２第２項に規

定する委託分及び有価証券等清算取次ぎ

分の取引証拠金所要額以上の額の取引証

拠金を、当社に預託しなければならない。 

 

 

２ （略） 

３ 清算参加者は、前項の規定により、顧

客又は非清算参加者との間で合意ができ

た場合には、当該証拠金所要額に対して

引上げを行う額のうち当社が定める額に

対して、当該清算参加者の自己の金銭を

もって、当該清算参加者の自己分の取引

証拠金として、当社が定めるところによ

り、当社に預託することができる。この

場合において、当該取引証拠金は、有価
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証券等をもって代用預託することができ

る。 

 

証券をもって代用預託することができ

る。 

 

（委託分の取引証拠金の預託） 

第１１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

は、顧客が取引証拠金を差し入れた日か

ら起算して４日目（休業日を除外する。

以下日数計算において同じ。）の日まで

の間においては、当該顧客が取引証拠金

として差し入れた金銭の額（外国通貨に

て金銭を差し入れた場合には、取引証拠

金の預託を行う日の前々日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）

における東京外国為替市場の対顧客直物

電信買相場の当該通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算して評価した額を

いう。次項、第１３条第２項及び第３項

において同じ。）及び有価証券等の時価

評価額（取引証拠金の預託を行う日の

前々日における時価（別表１第２項に規

定する時価をいう。以下同じ。）により

評価した額（当該有価証券等が外国国債

証券である場合には、その時価を取引証

拠金の預託を行う日の前々日における東

京外国為替市場の対顧客直物電信買相場

の各外国国債証券の評価に用いる通貨１

単位当たりの円貨額により円貨に換算し

た額）をいう。次項、第１３条第２項及

び第３項において同じ。）の合計額に相

当する額以上の自己の金銭をもって、取

引証拠金として、当社が定めるところに

より、当社に預託することができる。こ

の場合において、当該取引証拠金は、有

価証券等をもって代用預託することがで

きる。 

（委託分の取引証拠金の預託） 

第１１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

は、顧客が取引証拠金を差し入れた日か

ら起算して４日目（休業日を除外する。

以下日数計算において同じ。）の日まで

の間においては、当該顧客が取引証拠金

として差し入れた金銭の額（外国通貨に

て金銭を差し入れた場合には、取引証拠

金の預託を行う日の前々日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）

における東京外国為替市場の対顧客直物

電信買相場の当該通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算して評価した額を

いう。次項、第１３条第２項及び第３項

において同じ。）及び有価証券の時価評

価額（取引証拠金の預託を行う日の前々

日における時価（別表１第２項に規定す

る時価をいう。以下同じ。）により評価

した額（当該有価証券が外国国債証券で

ある場合には、その時価を取引証拠金の

預託を行う日の前々日における東京外国

為替市場の対顧客直物電信買相場の各外

国国債証券の評価に用いる通貨１単位当

たりの円貨額により円貨に換算した額）

をいう。次項、第１３条第２項及び第３

項において同じ。）の合計額に相当する

額以上の自己の金銭をもって、取引証拠

金として、当社が定めるところにより、

当社に預託することができる。この場合

において、当該取引証拠金は、有価証券

をもって代用預託することができる。 
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３ 清算参加者は、顧客が委託証拠金を預

託した場合においては、当該顧客が委託

証拠金として預託した金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額に相当する

額以上の自己の金銭をもって、取引証拠

金として、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。この場

合において、当該取引証拠金は、有価証

券等をもって代用預託することができ

る。 

４ 前３項の場合において、清算参加者は、

各顧客が清算参加者に取引証拠金として

差し入れた又は委託証拠金として預託し

た金銭の額（当該金銭が外国通貨である

場合には、取引証拠金の預託を行う日の

前々日における東京外国為替市場の対顧

客直物電信買相場の当該通貨１単位当た

りの円貨額により円貨に換算して評価し

た額に当社が定める率を乗じた額をい

う。第１３条第４項において同じ。）及

び有価証券等を代用価格（取引証拠金の

預託を行う日の前々日における時価に別

表１第２項に定める率を乗じた額（当該

有価証券等が外国国債証券である場合

は、その時価に同項に定める率を乗じた

額を取引証拠金の預託を行う日の前々日

における東京外国為替市場の対顧客直物

電信買相場の各外国国債証券の評価に用

いる通貨１単位当たりの円貨額により円

貨に換算した額）をいう。第１３条第４

項において同じ。）により評価した額の

合計額が当該顧客の証拠金所要額（第５

条の規定により読み替えて適用される第

４条に規定する当該顧客の証拠金所要額

をいう。以下同じ。）に満たないときは、

当該証拠金所要額から当該顧客が差し入

３ 清算参加者は、顧客が委託証拠金を預

託した場合においては、当該顧客が委託

証拠金として預託した金銭の額及び有価

証券の時価評価額の合計額に相当する額

以上の自己の金銭をもって、取引証拠金

として、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。この場合

において、当該取引証拠金は、有価証券

をもって代用預託することができる。 

 

４ 前３項の場合において、清算参加者は、

各顧客が清算参加者に取引証拠金として

差し入れた又は委託証拠金として預託し

た金銭の額（当該金銭が外国通貨である

場合には、取引証拠金の預託を行う日の

前々日における東京外国為替市場の対顧

客直物電信買相場の当該通貨１単位当た

りの円貨額により円貨に換算して評価し

た額に当社が定める率を乗じた額をい

う。第１３条第４項において同じ。）及

び有価証券を代用価格（取引証拠金の預

託を行う日の前々日における時価に別表

１第２項に定める率を乗じた額（当該有

価証券が外国国債証券である場合は、そ

の時価に同項に定める率を乗じた額を取

引証拠金の預託を行う日の前々日におけ

る東京外国為替市場の対顧客直物電信買

相場の各外国国債証券の評価に用いる通

貨１単位当たりの円貨額により円貨に換

算した額）をいう。第１３条第４項にお

いて同じ。）により評価した額の合計額

が当該顧客の証拠金所要額（第５条の規

定により読み替えて適用される第４条に

規定する当該顧客の証拠金所要額をい

う。以下同じ。）に満たないときは、当

該証拠金所要額から当該顧客が差し入れ
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れた取引証拠金又は預託した委託証拠金

を差し引いた額以上の自己の金銭をもっ

て、取引証拠金として、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。この場合において、当該取引証拠

金は、有価証券等をもって代用預託する

ことができる。 

 

た取引証拠金又は預託した委託証拠金を

差し引いた額以上の自己の金銭をもっ

て、取引証拠金として、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。この場合において、当該取引証拠

金は、有価証券をもって代用預託するこ

とができる。 

 

（有価証券等清算取次ぎ分の取引証拠金の

預託） 

第１３条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

は、非清算参加者が自己分の取引証拠金

を差し入れた日の翌日（休業日に当たる

場合は順次繰り下げる。以下同じ。）ま

での間においては、当該非清算参加者が

取引証拠金として差し入れた金銭の額及

び有価証券等の時価評価額の合計額に相

当する額以上の自己の金銭をもって、取

引証拠金として、当社が定めるところに

より、当社に預託することができる。こ

の場合において、当該取引証拠金は、有

価証券等をもって代用預託することがで

きる。 

３ 清算参加者は、非清算参加者が非清算

参加者証拠金（取引証拠金のうち指定市

場開設者の定める非清算参加者証拠金で

あるものをいう。以下同じ。）を預託し

た場合においては、当該非清算参加者が

非清算参加者証拠金として預託した金銭

の額及び有価証券等の時価評価額の合計

額に相当する額以上の自己の金銭をもっ

て、取引証拠金として、当社が定めると

ころにより、当社に預託するものとする。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券等をもって代用預託することが

（有価証券等清算取次ぎ分の取引証拠金の

預託） 

第１３条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

は、非清算参加者が自己分の取引証拠金

を差し入れた日の翌日（休業日に当たる

場合は順次繰り下げる。以下同じ。）ま

での間においては、当該非清算参加者が

取引証拠金として差し入れた金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額に相当

する額以上の自己の金銭をもって、取引

証拠金として、当社が定めるところによ

り、当社に預託することができる。この

場合において、当該取引証拠金は、有価

証券をもって代用預託することができ

る。 

３ 清算参加者は、非清算参加者が非清算

参加者証拠金（取引証拠金のうち指定市

場開設者の定める非清算参加者証拠金で

あるものをいう。以下同じ。）を預託し

た場合においては、当該非清算参加者が

非清算参加者証拠金として預託した金銭

の額及び有価証券の時価評価額の合計額

に相当する額以上の自己の金銭をもっ

て、取引証拠金として、当社が定めると

ころにより、当社に預託するものとする。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券をもって代用預託することがで
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できる。 

４ 前３項の場合において、清算参加者は、

各非清算参加者が清算参加者に取引証拠

金として差し入れた又は非清算参加者証

拠金として預託した金銭の額及び有価証

券等を代用価格により評価した額の合計

額が清算参加者が非清算参加者に対して

当該非清算参加者に係る有価証券等清算

取次ぎ分の取引証拠金所要額として通知

した額に満たないときは、当該額から当

該非清算参加者が差し入れた取引証拠金

又は預託した非清算参加者証拠金を差し

引いた額以上の自己の金銭をもって、取

引証拠金として、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。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券等をもって代用預託することが

できる。 

 

きる。 

４ 前３項の場合において、清算参加者は、

各非清算参加者が清算参加者に取引証拠

金として差し入れた又は非清算参加者証

拠金として預託した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

が指定市場開設者が定めるところにより

当該非清算参加者の取引証拠金所要額と

して非清算参加者が申告した額に満たな

いときは、当該額から当該非清算参加者

が差し入れた取引証拠金又は預託した非

清算参加者証拠金を差し引いた額以上の

自己の金銭をもって、取引証拠金として、

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。この場合において、

当該取引証拠金は、有価証券をもって代

用預託することができる。 

 

（取引証拠金の預託時限） 

第１５条 第９条から前条までの規定によ

る取引証拠金の預託は、先物取引の売付

け若しくは買付け又はオプション取引の

売付けが成立した取引日の終了する日

（有価証券オプション取引（指定市場開

設者が定めるフレックス限月取引を除

く。）にあっては、売付けが成立した日）

の翌日又は商品先物取引に係る受渡決済

の対象となる建玉が確定した日の翌日の

午前１１時までに行うものとする。 

 

（取引証拠金の預託時限） 

第１５条 第９条から前条までの規定によ

る取引証拠金の預託は、先物取引の売付

け若しくは買付け又はオプション取引の

売付けが成立した取引日の終了する日

（有価証券オプション取引（指定市場開

設者が定めるフレックス限月取引を除

く。）にあっては、売付けが成立した日）

の翌日の午前１１時までに行うものとす

る。 

（自己分の取引証拠金の維持） 

第１６条 清算参加者は、自己分の取引証

拠金として当社に預託されている金銭の

額（当該金銭が外国通貨である場合は、

計算する日の前日（休業日に当たるとき

（自己分の取引証拠金の維持） 

第１６条 清算参加者は、自己分の取引証

拠金として当社に預託されている金銭の

額（当該金銭が外国通貨である場合は、

計算する日の前日（休業日に当たるとき
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は、順次繰り上げる。以下同じ。）にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信

買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算して評価した額に当社

が定める率を乗じた額をいう。次条、第

１８条第２項及び第１９条第３項におい

て同じ。）及び有価証券等を代用価格（計

算する日の前日における時価に別表１第

２項に定める率を乗じた額（当該有価証

券等が外国国債証券である場合は、その

時価に同項に定める率を乗じた額を計算

する日の前日における東京外国為替市場

の対顧客直物電信買相場の各外国国債証

券の評価に用いる通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算した額）をいう。

次条、第１８条第２項及び第１９条第３

項において同じ。）により評価した額の

合計額が自己分の取引証拠金所要額に満

たない場合は、その不足額以上の額を、

自己分の取引証拠金として、不足額が生

じた日の翌日の午前１１時までに、当社

が定めるところにより、当社に追加預託

しなければならない。この場合において、

当該取引証拠金は、有価証券等をもって

代用預託することができる。 

 

は、順次繰り上げる。以下同じ。）にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信

買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算して評価した額に当社

が定める率を乗じた額をいう。次条、第

１８条第２項及び第１９条第３項におい

て同じ。）及び有価証券を代用価格（計

算する日の前日における時価に別表１第

２項に定める率を乗じた額（当該有価証

券が外国国債証券である場合は、その時

価に同項に定める率を乗じた額を計算す

る日の前日における東京外国為替市場の

対顧客直物電信買相場の各外国国債証券

の評価に用いる通貨１単位当たりの円貨

額により円貨に換算した額）をいう。次

条、第１８条第２項及び第１９条第３項

において同じ。）により評価した額の合

計額が自己分の取引証拠金所要額に満た

ない場合は、その不足額以上の額を、自

己分の取引証拠金として、不足額が生じ

た日の翌日の午前１１時までに、当社が

定めるところにより、当社に追加預託し

なければならない。この場合において、

当該取引証拠金は、有価証券をもって代

用預託することができる。 

 

（委託分及び有価証券等清算取次ぎ分の取

引証拠金の維持） 

第１７条 清算参加者は、委託分及び有価

証券等清算取次ぎ分の取引証拠金として

当社に預託している金銭の額及び有価証

券等を代用価格により評価した額の合計

額が第２４条の２第２項に規定する区分

口座ごとの委託分及び有価証券等清算取

次ぎ分の取引証拠金所要額（第６条の２

第２項又は第３項の規定に基づき委託分

（委託分及び有価証券等清算取次ぎ分の取

引証拠金の維持） 

第１７条 清算参加者は、委託分及び有価

証券等清算取次ぎ分の取引証拠金として

当社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

が第２４条の２第２項に規定する区分口

座ごとの委託分及び有価証券等清算取次

ぎ分の取引証拠金所要額（第６条の２第

２項又は第３項の規定に基づき委託分及
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及び有価証券等清算取次ぎ分の取引証拠

金所要額の引上げが行われた場合におい

ては、当該引上げ額を加算する。）に満

たない場合は、その不足額以上の額を、

委託分及び有価証券等清算取次ぎ分の取

引証拠金として、不足額が生じた日の翌

日の午前１１時までに、当社が定めると

ころにより、当社に追加預託しなければ

ならない。この場合において、当該取引

証拠金は、有価証券等をもって代用預託

することができる。 

 

び有価証券等清算取次ぎ分の取引証拠金

所要額の引上げが行われた場合において

は、当該引上げ額を加算する。）に満た

ない場合は、その不足額以上の額を、委

託分及び有価証券等清算取次ぎ分の取引

証拠金として、不足額が生じた日の翌日

の午前１１時までに、当社が定めるとこ

ろにより、当社に追加預託しなければな

らない。この場合において、当該取引証

拠金は、有価証券をもって代用預託する

ことができる。 

（委託分の取引証拠金の維持） 

第１８条 清算参加者は、第１１条第１項

から第３項まで又は第１２条の規定によ

り顧客に係る取引証拠金として当社に預

託している金銭の額（当該金銭が外国通

貨である場合は、計算する日の前日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信

買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算して評価した額をい

う。以下この項、次条第１項において準

用する第１３条第２項及び第３項、次条

第２項、第２４条及び第３０条において

同じ。）及び有価証券等の時価評価額（計

算する日の前日における時価により評価

した額（当該有価証券等が外国国債証券

である場合は、その時価を計算する日の

前日における東京外国為替市場の対顧客

直物電信買相場の各外国国債証券の評価

に用いる通貨１単位当たりの円貨額によ

り円貨に換算した額）をいう。以下この

項、次条第１項において準用する第１３

条第２項及び第３項、次条第２項及び第

２４条において同じ。）の合計額が、当

該顧客が取引証拠金として差し入れた又

（委託分の取引証拠金の維持） 

第１８条 清算参加者は、第１１条第１項

から第３項まで又は第１２条の規定によ

り顧客に係る取引証拠金として当社に預

託している金銭の額（当該金銭が外国通

貨である場合は、計算する日の前日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物電信

買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算して評価した額をい

う。以下この項、次条第１項において準

用する第１３条第２項及び第３項、次条

第２項、第２４条及び第３０条において

同じ。）及び有価証券の時価評価額（計

算する日の前日における時価により評価

した額（当該有価証券が外国国債証券で

ある場合は、その時価を計算する日の前

日における東京外国為替市場の対顧客直

物電信買相場の各外国国債証券の評価に

用いる通貨１単位当たりの円貨額により

円貨に換算した額）をいう。以下この項、

次条第１項において準用する第１３条第

２項及び第３項、次条第２項及び第２４

条において同じ。）の合計額が、当該顧

客が取引証拠金として差し入れた又は委
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は委託証拠金として預託した金銭の額及

び有価証券等の時価評価額の合計額に満

たない場合には、その不足額以上の額を、

委託分の取引証拠金として、不足額が生

じた日の翌日の午前１１時までに、第１

１条第１項から第３項まで又は第１２条

に準じて当社に追加預託しなければなら

ない。 

２ 清算参加者は、各顧客が取引証拠金と

して差し入れ又は委託証拠金として預託

した金銭の額及び有価証券等を代用価格

により評価した額の合計額が当該顧客の

証拠金所要額に満たないときは、その不

足額以上の額を、委託分の取引証拠金と

して、不足額が生じた日の翌日の午前１

１時までに、第１１条第４項に準じて当

社に追加預託しなければならない。 

 

託証拠金として預託した金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額に満たない

場合には、その不足額以上の額を、委託

分の取引証拠金として、不足額が生じた

日の翌日の午前１１時までに、第１１条

第１項から第３項まで又は第１２条に準

じて当社に追加預託しなければならな

い。 

２ 清算参加者は、各顧客が取引証拠金と

して差し入れ又は委託証拠金として預託

した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が当該顧客の証

拠金所要額に満たないときは、その不足

額以上の額を、委託分の取引証拠金とし

て、不足額が生じた日の翌日の午前１１

時までに、第１１条第４項に準じて当社

に追加預託しなければならない。 

（有価証券等清算取次ぎ分の取引証拠金の

維持） 

第１９条 （略） 

２ 清算参加者は、第１３条第２項（前項

において準用する場合を含む。）及び同

条第３項（前項において準用する場合を

含む。）の規定により非清算参加者に係

る取引証拠金として当社に預託している

金銭の額及び有価証券等の時価評価額の

合計額が、当該非清算参加者が自己分の

取引証拠金として差し入れた又は非清算

参加者証拠金として預託した金銭の額及

び有価証券等の時価評価額の合計額に満

たない場合には、その不足額以上の額を、

非清算参加者の自己分又は非清算参加者

の委託分の取引証拠金として、不足額が

生じた日の翌日の午前１１時までに、前

項において準用する第１３条第２項又は

（有価証券等清算取次ぎ分の取引証拠金の

維持） 

第１９条 （略） 

２ 清算参加者は、第１３条第２項（前項

において準用する場合を含む。）及び同

条第３項（前項において準用する場合を

含む。）の規定により非清算参加者に係

る取引証拠金として当社に預託している

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合

計額が、当該非清算参加者が自己分の取

引証拠金として差し入れた又は非清算参

加者証拠金として預託した金銭の額及び

有価証券の時価評価額の合計額に満たな

い場合には、その不足額以上の額を、非

清算参加者の自己分又は非清算参加者の

委託分の取引証拠金として、不足額が生

じた日の翌日の午前１１時までに、前項

において準用する第１３条第２項又は第
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第３項に準じて当社に追加預託しなけれ

ばならない。 

３ 清算参加者は、各非清算参加者が取引

証拠金として差し入れた又は非清算参加

者証拠金として預託した金銭の額及び有

価証券等を代用価格により評価した額の

合計額が清算参加者が非清算参加者に対

して当該非清算参加者に係る有価証券等

清算取次ぎ分の取引証拠金所要額として

通知した額に満たないときは、その不足

額以上の額を、取引証拠金として、不足

額が生じた日の翌日の午前１１時まで

に、第１３条第４項に準じて当社に追加

預託しなければならない。 

 

３項に準じて当社に追加預託しなければ

ならない。 

３ 清算参加者は、各非清算参加者が取引

証拠金として差し入れた又は非清算参加

者証拠金として預託した金銭の額及び有

価証券を代用価格により評価した額の合

計額が指定市場開設者が定めるところに

より当該非清算参加者の取引証拠金所要

額として非清算参加者が申告した額に満

たないときは、その不足額以上の額を、

取引証拠金として、不足額が生じた日の

翌日の午前１１時までに、第１３条第４

項に準じて当社に追加預託しなければな

らない。 

（取引証拠金の区分及び管理方法） 

第２０条 第９条から第１４条まで及び第

１６条から前条までの取引証拠金の預託

は、次の各号に掲げる取引証拠金に区分

して行うものとする。 

（１） （略） 

（２） 清算参加者自己分の取引証拠金

のうち、第１０条第３項の規定によ

り、顧客の委託又は非清算参加者の有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく

先物・オプション取引につき当社に預

託する取引証拠金 

（３）～（６） （略） 

（７） 非清算参加者自己分の取引証拠

金のうち、前号に定めるもの以外のも

の（以下「非清算参加者自己分の取引

証拠金（差換預託分）」という。） 

（８）～（１０） （略） 

２ （略） 

 

（取引証拠金の区分及び管理方法） 

第２０条 第９条から第１４条まで及び第

１６条から前条までの取引証拠金の預託

は、次の各号に掲げる取引証拠金に区分

して行うものとする。 

（１） （略） 

（２） 清算参加者自己分の取引証拠金

のうち、第１０条第３項の規定によ

り、顧客の委託若しくは非清算参加者

の有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく先物・オプション取引につき当社

に預託する取引証拠金 

（３）～（６） （略） 

（７） 非清算参加者自己分の取引証拠

金のうち、前号に定めるもの以外のも

の（以下「非清算参加者自己分の取引

証拠金（差換預託分）という。」 

（８）～（１０） （略） 

２ （略） 

 

（日中取引証拠金の預託） （日中取引証拠金の預託） 
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第２０条の２ 清算参加者は、自己分の取

引証拠金として当社に預託している金銭

の額（当該金銭が外国通貨である場合に

は、取引証拠金の預託を行う日の前々日

における東京外国為替市場の対顧客直物

電信買相場の当該通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算して評価した額に

当社が定める率を乗じた額をいう。第２

１条において同じ。）及び有価証券等を

代用価格（取引証拠金の預託を行う日の

前々日における時価に別表１第２項に定

める率を乗じた額により評価した額（当

該有価証券等が外国国債証券である場合

は、その時価に同項に定める率を乗じた

額を計算する日の前日における東京外国

為替市場の対顧客直物電信買相場の各外

国国債証券の評価に用いる通貨１単位当

たりの円貨額により円貨に換算した額）

をいう。第２１条において同じ。）によ

り評価した額の合計額が次条に規定する

日中取引証拠金所要額に満たないとき

は、その不足額以上の額を、自己分の取

引証拠金として、その日の午後２時まで

に当社に追加預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券等をもって代用預託することが

できる。 

２～４ （略） 

 

第２０条の２ 清算参加者は、自己分の取

引証拠金として当社に預託している金銭

の額（当該金銭が外国通貨である場合に

は、取引証拠金の預託を行う日の前々日

における東京外国為替市場の対顧客直物

電信買相場の当該通貨１単位当たりの円

貨額により円貨に換算して評価した額に

当社が定める率を乗じた額をいう。第２

１条において同じ。）及び有価証券を代

用価格（取引証拠金の預託を行う日の

前々日における時価に別表１第２項に定

める率を乗じた額により評価した額（当

該有価証券が外国国債証券である場合

は、その時価に同項に定める率を乗じた

額を計算する日の前日における東京外国

為替市場の対顧客直物電信買相場の各外

国国債証券の評価に用いる通貨１単位当

たりの円貨額により円貨に換算した額）

をいう。第２１条において同じ。）によ

り評価した額の合計額が次条に規定する

日中取引証拠金所要額に満たないとき

は、その不足額以上の額を、自己分の取

引証拠金として、その日の午後２時まで

に当社に追加預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券をもって代用預託することがで

きる。 

２～４ （略） 

 

（日中取引証拠金所要額） 

第２０条の３ 日中取引証拠金所要額は、

日中リスク再計算額に日中先物取引差金

相当額及び日中オプション取引代金相当

額を、当該額が支払いとなる場合は加え、

受領となる場合は減じて得た額に、業務

方法書第４６条の３及び第４６条の４に

（日中取引証拠金所要額） 

第２０条の３ 日中取引証拠金所要額は、

日中リスク再計算額に日中先物取引差金

相当額及び日中オプション取引代金相当

額を、当該額が支払いとなる場合は加え、

受領となる場合は減じて得た額に、業務

方法書第４６条の３及び第４６条の４に
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規定する区分口座（第４６条の３第１項

第１号に規定する区分口座を除く。以下

この条、第２２条、第２３条の２、第２

３条の３及び第２４条の２において同

じ。）ごとの担保超過リスク額を合計し

た額を加えた額とする。この場合におい

て、これらの用語の意義は、次の各号に

定めるところによる。 

（１） 日中リスク再計算額 

第４条の規定中「先物・オプション

取引に係る取引参加者の自己の計算

による」とあるのは「国債証券先物及

び国債証券先物オプション取引につ

いてはその取引日の終了する日の午

前立会終了時点、有価証券オプション

取引、指数先物取引及び指数オプショ

ン取引についてはその日（有価証券オ

プション取引（指定市場開設者が定め

るフレックス限月取引に限る。）、指

数先物取引又は指数オプション取引

にあっては、その取引日）の午前１１

時時点、商品先物取引及び商品先物オ

プション取引についてはその取引日

の午前１１時時点における取引参加

者の自己の計算による」と、「その取

引日にクロスマージンの申請の対象

となった建玉」とあるのは「その前取

引日にクロスマージンの申請の対象

となった建玉」と、「自己分の買オプ

ション価値の総額は、取引参加者の自

己の計算による」とあるのは「自己分

の買オプション価値の総額は、国債証

券先物及び国債証券先物オプション

取引についてはその取引日の終了す

る日の午前立会終了時点、有価証券オ

プション取引、指数先物取引及び指数

規定する区分口座（第４６条の３第１項

第１号に規定する区分口座を除く。以下

この条、第２２条、第２３条の２、第２

３条の３及び第２４条の２において同

じ。）ごとの担保超過リスク額を合計し

た額を加えた額とする。この場合におい

て、これらの用語の意義は、次の各号に

定めるところによる。 

（１） 日中リスク再計算額 

第４条の規定中「先物・オプション

取引に係る取引参加者の自己の計算

による」とあるのは「国債証券先物及

び国債証券先物オプション取引につ

いてはその取引日の終了する日の午

前立会終了時点、有価証券オプション

取引、指数先物取引及び指数オプショ

ン取引についてはその日（有価証券オ

プション取引（指定市場開設者が定め

るフレックス限月取引に限る。）、指

数先物取引又は指数オプション取引

にあっては、その取引日）の午前１１

時時点における取引参加者の自己の

計算による」と、「その取引日にクロ

スマージンの申請の対象となった建

玉」とあるのは「その前取引日にクロ

スマージンの申請の対象となった建

玉」と、「自己分の買オプション価値

の総額は、取引参加者の自己の計算に

よる」とあるのは「自己分の買オプシ

ョン価値の総額は、国債証券先物及び

国債証券先物オプション取引につい

てはその取引日の終了する日の午前

立会終了時点、有価証券オプション取

引、指数先物取引及び指数オプション

取引についてはその日（有価証券オプ

ション取引（指定市場開設者が定める
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オプション取引についてはその日（有

価証券オプション取引（指定市場開設

者が定めるフレックス限月取引に限

る。）、指数先物取引又は指数オプシ

ョン取引にあっては、その取引日）の

午前１１時時点、商品先物取引及び商

品先物オプション取引についてはそ

の取引日の午前１１時時点における

取引参加者の自己の計算による」と、

「有価証券オプション取引について

は、取引参加者の自己の計算による」

とあるのは「有価証券オプション取引

についてはその日（有価証券オプショ

ン取引（指定市場開設者が定めるフレ

ックス限月取引に限る。）については

その取引日）の午前１１時時点におけ

る取引参加者の自己の計算による」

と、「清算価格」とあるのは「日中清

算価格」と、「第７条に規定する清算

価格をいう。」とあるのは「次条に規

定する日中清算価格をいう。」と、「国

債証券先物オプション取引について

は、取引参加者の自己の計算による」

とあるのは「国債証券先物オプション

取引についてはその取引日の終了す

る日の午前立会終了時点における取

引参加者の自己の計算による」と、「指

数オプション取引については、取引参

加者の自己の計算による」とあるのは

「指数オプション取引については、そ

の取引日の午前１１時時点における

取引参加者の自己の計算による」と、

「商品先物オプション取引について

は、取引参加者の自己の計算による」

とあるのは「商品先物オプション取引

については、その取引日の午前１１時

フレックス限月取引に限る。）、指数

先物取引又は指数オプション取引に

あっては、その取引日）の午前１１時

時点における取引参加者の自己の計

算による」と、「有価証券オプション

取引については、取引参加者の自己の

計算による」とあるのは「有価証券オ

プション取引についてはその日（有価

証券オプション取引（指定市場開設者

が定めるフレックス限月取引に限

る。）についてはその取引日）の午前

１１時時点における取引参加者の自

己の計算による」と、「清算価格」と

あるのは「日中清算価格」と、「国債

証券先物オプション取引については、

取引参加者の自己の計算による」とあ

るのは「国債証券先物オプション取引

についてはその取引日の終了する日

の午前立会終了時点における取引参

加者の自己の計算による」と、「指数

オプション取引については、取引参加

者の自己の計算による」とあるのは

「指数オプション取引についてはそ

の取引日の午前１１時時点における

取引参加者の自己の計算による」と、

「自己分の売オプション価値の総額

は、取引参加者の自己の計算による」

とあるのは「自己分の売オプション価

値の総額は、国債証券先物及び国債証

券先物オプション取引についてはそ

の取引日の終了する日の午前立会終

了時点、有価証券オプション取引、指

数先物取引及び指数オプション取引

についてはその日（有価証券オプショ

ン取引（指定市場開設者が定めるフレ

ックス限月取引に限る。）、指数先物
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時点における取引参加者の自己の計

算による」と、「自己分の売オプショ

ン価値の総額は、取引参加者の自己の

計算による」とあるのは「自己分の売

オプション価値の総額は、国債証券先

物及び国債証券先物オプション取引

についてはその取引日の終了する日

の午前立会終了時点、有価証券オプシ

ョン取引、指数先物取引及び指数オプ

ション取引についてはその日（有価証

券オプション取引（指定市場開設者が

定めるフレックス限月取引に限る。）、

指数先物取引又は指数オプション取

引にあっては、その取引日）の午前１

１時時点、商品先物取引及び商品先物

オプション取引についてはその取引

日の午前１１時時点における取引参

加者の自己の計算による」と読み替え

て同条の規定により計算した自己分

の取引証拠金所要額に相当する額 

（２） 日中先物取引差金相当額 

先物取引について、次のａ及びｂに

定める額を合計した額とする。 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までに定め

る額を合計した額 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 商品先物取引について、そ

の取引日の夜間立会及び日中立

会のうち午前１１時までに行わ

れた自己の計算による商品先物

取引（当該取引日の午前１１時ま

でに行われたＪ－ＮＥＴ取引を

含む。）について、その約定値段

と日中清算値段との差に相当す

る額 

ｂ （略） 

取引又は指数オプション取引にあっ

ては、その取引日）の午前１１時時点

における取引参加者の自己の計算に

よる」と読み替えて同条の規定により

計算した自己分の取引証拠金所要額

に相当する額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 日中先物取引差金相当額 

先物取引について、次のａ及びｂに

定める額を合計した額とする。 

ａ 次の（ａ）及び（ｂ）に定める額

を合計した額 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ （略） 
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（３） 日中オプション取引代金相当額 

次のａからｃまでに定める額を合

計した額とする。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 商品先物オプション取引につい

て、その取引日の夜間立会及び日中

立会における午前１１時までに行

われた自己の計算によるオプショ

ン取引（当該取引日の午前１１時ま

でに行われたＪ－ＮＥＴ取引を含

む。）に係る取引代金に相当する額 

（４） （略） 

 

（３） 日中オプション取引代金相当額 

次のａ及びｂに定める額を合計し

た額とする。 

ａ・ｂ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（４） （略） 

 

（緊急取引証拠金の預託） 

第２１条 清算参加者は、国債証券先物取

引、指数先物取引、貴金属先物取引又は

石油先物取引（商品先物取引法（昭和２

５年法律第２３９号。）第２条第３項第

１号又は第２号に掲げる取引のうち石油

に係るものをいう。以下同じ。）の相場

が次の各号に該当する場合その他当社が

必要と認めたときにおいて、自己分の取

引証拠金として当社に預託している金銭

の額及び有価証券等を代用価格により評

価した額の合計額が次条に規定する緊急

取引証拠金所要額に満たないときは、そ

の不足額以上の額を、自己分の取引証拠

金として、その日の午後４時までに当社

に追加預託しなければならない。この場

合において、当該取引証拠金は、有価証

券等をもって代用預託することができ

る。 

（１）・（２） （略） 

（３） 貴金属先物取引の相場が日中立

会において当社が定める基準を超え

て変動した場合 

（緊急取引証拠金の預託） 

第２１条 清算参加者は、国債証券先物取

引又は指数先物取引の相場が次の各号に

該当する場合その他当社が必要と認めた

ときにおいて、自己分の取引証拠金とし

て当社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

額が次条に規定する緊急取引証拠金所要

額に満たないときは、その不足額以上の

額を、自己分の取引証拠金として、その

日の午後４時までに当社に追加預託しな

ければならない。この場合において、当

該取引証拠金は、有価証券をもって代用

預託することができる。 

 

 

 

 

 

（１）・（２） （略） 

（新設） 
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（４） 石油先物取引の相場が日中立会

において当社が定める基準を超えて

変動した場合 

２～４ （略） 

 

（新設） 

 

 

２～４ （略） 

 

（緊急取引証拠金所要額） 

第２２条 緊急取引証拠金所要額は、リス

ク再計算額に先物取引差金相当額及びオ

プション取引代金相当額を、当該額が支

払いとなる場合は加え、受領となる場合

は減じて得た額に、業務方法書第４６条

の３及び第４６条の４に規定する区分口

座ごとの担保超過リスク額を合計した額

を加えた額とする。この場合において、

これらの用語の意義は、次の各号に定め

るところによる。 

（１） リスク再計算額 

第４条の規定中「先物・オプション

取引に係る取引参加者の自己の計算

による」とあるのは「国債証券先物及

び国債証券先物オプション取引につ

いてはその取引日の終了する日の午

後１時時点、有価証券オプション取

引、指数先物取引及び指数オプション

取引についてはその日（有価証券オプ

ション取引（指定市場開設者が定める

フレックス限月取引に限る。）、指数

先物取引又は指数オプション取引に

あっては、その取引日）の午後１時時

点、商品先物取引及び商品先物オプシ

ョン取引についてはその取引日の午

後１時時点における取引参加者の自

己の計算による」と、「その取引日に

クロスマージンの申請の対象となっ

た建玉」とあるのは「その前取引日に

クロスマージンの申請の対象となっ

（緊急取引証拠金所要額） 

第２２条 緊急取引証拠金所要額は、リス

ク再計算額に先物取引差金相当額及びオ

プション取引代金相当額を、当該額が支

払いとなる場合は加え、受領となる場合

は減じて得た額に、業務方法書第４６条

の３及び第４６条の４に規定する区分口

座ごとの担保超過リスク額を合計した額

を加えた額とする。この場合において、

これらの用語の意義は、次の各号に定め

るところによる。 

（１） リスク再計算額 

第４条の規定中「先物・オプション

取引に係る取引参加者の自己の計算

による」とあるのは「国債証券先物及

び国債証券先物オプション取引につ

いてはその取引日の終了する日の午

後１時時点、有価証券オプション取

引、指数先物取引及び指数オプション

取引についてはその日（有価証券オプ

ション取引（指定市場開設者が定める

フレックス限月取引に限る。）、指数

先物取引又は指数オプション取引に

あっては、その取引日）の午後１時時

点における取引参加者の自己の計算

による」と、「その取引日にクロスマ

ージンの申請の対象となった建玉」と

あるのは「その前取引日にクロスマー

ジンの申請の対象となった建玉」と、

「自己分の買オプション価値の総額

は、取引参加者の自己の計算による」
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た建玉」と、「自己分の買オプション

価値の総額は、取引参加者の自己の計

算による」とあるのは「自己分の買オ

プション価値の総額は、国債証券先物

及び国債証券先物オプション取引に

ついてはその取引日の終了する日の

午後１時時点、有価証券オプション取

引、指数先物取引及び指数オプション

取引についてはその日（有価証券オプ

ション取引（指定市場開設者が定める

フレックス限月取引に限る。）、指数

先物取引又は指数オプション取引に

あっては、その取引日）の午後１時時

点、商品先物取引及び商品先物オプシ

ョン取引についてはその取引日の午

後１時時点における取引参加者の自

己の計算による」と、「有価証券オプ

ション取引については、取引参加者の

自己の計算による」とあるのは「有価

証券オプション取引についてはその

日（有価証券オプション取引（指定市

場開設者が定めるフレックス限月取

引に限る。）についてはその取引日）

の午後１時時点における取引参加者

の自己の計算による」と、「清算価格」

とあるのは「緊急清算価格」と、「第

７条に規定する清算価格をいう。」と

あるのは「次条に規定する緊急清算価

格をいう。」と、「国債証券先物オプ

ション取引については、取引参加者の

自己の計算による」とあるのは「国債

証券先物オプション取引については

その取引日の終了する日の午後１時

時点における取引参加者の自己の計

算による」と、「指数オプション取引

については、取引参加者の自己の計算

とあるのは「自己分の買オプション価

値の総額は、国債証券先物及び国債証

券先物オプション取引についてはそ

の取引日の終了する日の午後１時時

点、有価証券オプション取引、指数先

物取引及び指数オプション取引につ

いてはその日（有価証券オプション取

引（指定市場開設者が定めるフレック

ス限月取引に限る。）、指数先物取引

又は指数オプション取引にあっては、

その取引日）の午後１時時点における

取引参加者の自己の計算による」と、

「有価証券オプション取引について

は、取引参加者の自己の計算による」

とあるのは「有価証券オプション取引

についてはその日（有価証券オプショ

ン取引（指定市場開設者が定めるフレ

ックス限月取引に限る。）については

その取引日）の午後１時時点における

取引参加者の自己の計算による」と、

「清算価格」とあるのは「緊急清算価

格」と、「国債証券先物オプション取

引については、取引参加者の自己の計

算による」とあるのは「国債証券先物

オプション取引についてはその取引

日の終了する日の午後１時時点にお

ける取引参加者の自己の計算による」

と、「指数オプション取引については、

取引参加者の自己の計算による」とあ

るのは「指数オプション取引について

はその取引日の午後１時時点におけ

る取引参加者の自己の計算による」

と、「自己分の売オプション価値の総

額は、取引参加者の自己の計算によ

る」とあるのは「自己分の売オプショ

ン価値の総額は、国債証券先物及び国
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による」とあるのは「指数オプション

取引については、その取引日の午後１

時時点における取引参加者の自己の

計算による」と、「商品先物オプショ

ン取引については、取引参加者の自己

の計算による」とあるのは「商品先物

オプション取引については、その取引

日の午後１時時点における取引参加

者の自己の計算による」と、「自己分

の売オプション価値の総額は、取引参

加者の自己の計算による」とあるのは

「自己分の売オプション価値の総額

は、国債証券先物及び国債証券先物オ

プション取引についてはその取引日

の終了する日の午後１時時点、有価証

券オプション取引、指数先物取引及び

指数オプション取引についてはその

日（有価証券オプション取引（指定市

場開設者が定めるフレックス限月取

引に限る。）、指数先物取引又は指数

オプション取引にあっては、その取引

日）の午後１時時点、商品先物取引及

び商品先物オプション取引について

はその取引日の午後１時時点におけ

る取引参加者の自己の計算による」と

読み替えて同条の規定により計算し

た自己分の取引証拠金所要額に相当

する額 

（２） 先物取引差金相当額 

先物取引について、次のａ及びｂに

定める額を合計した額とする。 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）までに定め

る額を合計した額 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 商品先物取引について、そ

の取引日の夜間立会及び日中立

債証券先物オプション取引について

はその取引日の終了する日の午後１

時時点、有価証券オプション取引、指

数先物取引及び指数オプション取引

についてはその日（有価証券オプショ

ン取引（指定市場開設者が定めるフレ

ックス限月取引に限る。）、指数先物

取引又は指数オプション取引にあっ

ては、その取引日）の午後１時時点に

おける取引参加者の自己の計算によ

る」と読み替えて同条の規定により計

算した自己分の取引証拠金所要額に

相当する額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 先物取引差金相当額 

先物取引について、次のａ及びｂに

定める額を合計した額とする。 

ａ 次の（ａ）及び（ｂ）に定める額

を合計した額 

（ａ）・（ｂ） （略） 

（新設） 
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会のうち午後１時までに行われ

た自己の計算による商品先物取

引（当該取引日の午後１時までに

行われたＪ－ＮＥＴ取引を含

む。）について、その約定値段と

緊急清算値段との差に相当する

額 

ｂ （略） 

（３） オプション取引代金相当額 

次のａからｃまでに定める額を合

計した額とする。 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 商品先物オプション取引につい

て、その取引日の夜間立会及び日中

立会における午後１時までに行わ

れた自己の計算によるオプション

取引（当該取引日の午後１時までに

行われたＪ－ＮＥＴ取引を含む。）

に係る取引代金に相当する額 

（４） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ （略） 

（３） オプション取引代金相当額 

次のａ及びｂに定める額を合計し

た額とする。 

ａ・ｂ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（４） （略） 

 

（特定先緊急取引証拠金の預託） 

第２３条の２ 当社は、次の各号に定める

基準に該当した清算参加者に対して、取

引証拠金所要額を引き上げることができ

る。 

（１） （略） 

（２） 当該清算参加者の次条第２項に

規定する当該清算参加者の通常市場

環境下リスク相当額通算額を自己分

の取引証拠金見込み額で除して得た

数値が、当該清算参加者の純財産額

（金融商品取引業者以外の者にあっ

ては、純資産額をいう。）又は現金等

の財産の状況に応じて当社が定める

数値を超えるとき 

（特定先緊急取引証拠金の預託） 

第２３条の２ 当社は、次の各号に定める

基準に該当した清算参加者に対して、取

引証拠金所要額を引き上げることができ

る。 

（１） （略） 

（２） 当該清算参加者の次条第２項に

規定する当該清算参加者の通常市場

環境下リスク相当額通算額を自己分

の取引証拠金見込み額で除して得た

数値が、当該清算参加者の純財産額

（登録金融機関及び証券金融会社に

あっては、純資産額をいう。）又は現

金等の財産の状況に応じて当社が定

める数値を超えるとき 
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２ （略） 

３ 前項の通知を受けた清算参加者は、当

該不足額以上の額を、自己分の取引証拠

金として、当該通知時間の３時間後まで

に当社に追加預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券等をもって代用預託することが

できる。 

４・５ （略） 

 

２ （略） 

３ 前項の通知を受けた清算参加者は、当

該不足額以上の額を、自己分の取引証拠

金として、当該通知時間の３時間後まで

に当社に追加預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金は、

有価証券をもって代用預託することがで

きる。 

４・５ （略） 

 

（取引証拠金に係る返還請求権） 

第２４条 当社に預託された清算参加者の

各顧客に係る清算参加者委託分の取引証

拠金に対する返還請求権は、清算参加者

委託分の取引証拠金（直接預託分）とし

て当社に預託されている金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額並びに清

算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）として当社に預託されている金銭の

額及び有価証券等の時価評価額の合計額

のうち当該顧客により委託証拠金として

預託されている金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額（当該顧客が差し

入れた取引証拠金が当社に預託されるま

での間における当該取引証拠金に係る金

銭の額及び有価証券等の時価評価額の合

計額を含む。以下この項において「清算

参加者顧客分現預託合計額」という。）

を限度として、次の各号に掲げる者が、

当該各号に定める額に相当する部分につ

いて有するものとする。 

（１）・（２） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

の顧客が取次者である場合において当社

に預託された各申込者に係る清算参加者

委託分の取引証拠金に対する返還請求権

（取引証拠金に係る返還請求権） 

第２４条 当社に預託された清算参加者の

各顧客に係る清算参加者委託分の取引証

拠金に対する返還請求権は、清算参加者

委託分の取引証拠金（直接預託分）とし

て当社に預託されている金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額並びに清算

参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）

として当社に預託されている金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額のうち

当該顧客により委託証拠金として預託さ

れている金銭の額及び有価証券の時価評

価額の合計額（当該顧客が差し入れた取

引証拠金が当社に預託されるまでの間に

おける当該取引証拠金に係る金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額を含

む。以下この項において「清算参加者顧

客分現預託合計額」という。）を限度と

して、次の各号に掲げる者が、当該各号

に定める額に相当する部分について有す

るものとする。 

（１）・（２） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

の顧客が取次者である場合において当社

に預託された各申込者に係る清算参加者

委託分の取引証拠金に対する返還請求権
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は、当該申込者により清算参加者委託分

の取引証拠金（直接預託分）として当社

に預託されている金銭の額及び有価証券

等の時価評価額の合計額、清算参加者委

託分の取引証拠金（取次者差換預託分）

として当社に預託されている金銭の額及

び有価証券等の時価評価額の合計額のう

ち当該申込者により取次証拠金として預

託されている金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額並びに清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）として

当社に預託されている金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額のうち当該

申込者により取次証拠金又は委託証拠金

として預託されている金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額（当該顧客

が差し入れた取引証拠金が当社に預託さ

れるまでの間における当該取引証拠金に

係る金銭の額及び有価証券等の時価評価

額の合計額を含む。以下この項において

「清算参加者申込者分現預託合計額」と

いう。）を限度として、次の各号に掲げ

る者が、当該各号に定める額に相当する

部分について有するものとする。 

（１）～（３） （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、清算参加

者の顧客が取次者である場合において当

社に預託された各取次者に係る清算参加

者委託分の取引証拠金に対する返還請求

権は、清算参加者委託分の取引証拠金（取

次者差換預託分）として当社に預託され

ている金銭の額及び有価証券等の時価評

価額の合計額のうち当該申込者により取

次証拠金として預託されている金銭の額

及び有価証券等の時価評価額の合計額を

超えて当社に預託された額並びに清算参

は、当該申込者により清算参加者委託分

の取引証拠金（直接預託分）として当社

に預託されている金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額、清算参加者委託

分の取引証拠金（取次者差換預託分）と

して当社に預託されている金銭の額及び

有価証券の時価評価額の合計額のうち当

該申込者により取次証拠金として預託さ

れている金銭の額及び有価証券の時価評

価額の合計額並びに清算参加者委託分の

取引証拠金（差換預託分）として当社に

預託されている金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額のうち当該申込者に

より取次証拠金又は委託証拠金として預

託されている金銭の額及び有価証券の時

価評価額の合計額（当該顧客が差し入れ

た取引証拠金が当社に預託されるまでの

間における当該取引証拠金に係る金銭の

額及び有価証券の時価評価額の合計額を

含む。以下この項において「清算参加者

申込者分現預託合計額」という。）を限

度として、次の各号に掲げる者が、当該

各号に定める額に相当する部分について

有するものとする。 

（１）～（３） （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、清算参加

者の顧客が取次者である場合において当

社に預託された各取次者に係る清算参加

者委託分の取引証拠金に対する返還請求

権は、清算参加者委託分の取引証拠金（取

次者差換預託分）として当社に預託され

ている金銭の額及び有価証券の時価評価

額の合計額のうち当該申込者により取次

証拠金として預託されている金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額を超え

て当社に預託された額並びに清算参加者
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加者委託分の取引証拠金（差換預託分）

として当社に預託されている金銭の額及

び有価証券等の時価評価額の合計額のう

ち当該申込者により取次証拠金として預

託されている金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額を超えて委託証拠金

として清算参加者に預託された額（当該

顧客が差し入れた取引証拠金が当社に預

託されるまでの間における当該取引証拠

金に係る金銭の額及び有価証券等の時価

評価額の合計額を含む。以下この項にお

いて「清算参加者取次者分現預託合計額」

という。）を限度として、次の各号に掲

げる者が、当該各号に定める額に相当す

る部分について有するものとする。 

（１）・（２） （略） 

４ 当社に預託された非清算参加者の各顧

客に係る非清算参加者委託分の取引証拠

金に対する返還請求権は、非清算参加者

委託分の取引証拠金（直接預託分）とし

て当社に預託されている金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額並びに非

清算参加者委託分の取引証拠金（差換預

託分）として当社に預託されている金銭

の額及び有価証券等の時価評価額の合計

額のうち当該顧客により委託証拠金とし

て預託されている金銭の額及び有価証券

等の時価評価額の合計額（当該顧客が差

し入れた取引証拠金が当社に預託される

までの間における当該取引証拠金に係る

金銭の額及び有価証券等の時価評価額の

合計額を含む。以下この項において「非

清算参加者顧客分現預託合計額」とい

う。）を限度として、次の各号に掲げる

者が、当該各号に定める額に相当する部

分について有するものとする。 

委託分の取引証拠金（差換預託分）とし

て当社に預託されている金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額のうち当該

申込者により取次証拠金として預託され

ている金銭の額及び有価証券の時価評価

額の合計額を超えて委託証拠金として清

算参加者に預託された額（当該顧客が差

し入れた取引証拠金が当社に預託される

までの間における当該取引証拠金に係る

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合

計額を含む。以下この項において「清算

参加者取次者分現預託合計額」という。）

を限度として、次の各号に掲げる者が、

当該各号に定める額に相当する部分につ

いて有するものとする。 

（１）・（２） （略） 

４ 当社に預託された非清算参加者の各顧

客に係る非清算参加者委託分の取引証拠

金に対する返還請求権は、非清算参加者

委託分の取引証拠金（直接預託分）とし

て当社に預託されている金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額並びに非清

算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）として当社に預託されている金銭の

額及び有価証券の時価評価額の合計額の

うち当該顧客により委託証拠金として預

託されている金銭の額及び有価証券の時

価評価額の合計額（当該顧客が差し入れ

た取引証拠金が当社に預託されるまでの

間における当該取引証拠金に係る金銭の

額及び有価証券の時価評価額の合計額を

含む。以下この項において「非清算参加

者顧客分現預託合計額」という。）を限

度として、次の各号に掲げる者が、当該

各号に定める額に相当する部分について

有するものとする。 



 

 

 

２ 

129 

（１）～（３） （略） 

５ 前項の規定にかかわらず、非清算参加

者の顧客が取次者である場合において当

社に預託された各申込者に係る非清算参

加者委託分の取引証拠金に対する返還請

求権は、当該申込者により非清算参加者

委託分の取引証拠金（直接預託分）とし

て当社に預託されている金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額、非清算

参加者委託分の取引証拠金（取次者差換

預託分）として当社に預託されている金

銭の額及び有価証券等の時価評価額の合

計額のうち当該申込者により取次証拠金

として預託されている金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額並びに非清

算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）として当社に預託されている金銭の

額及び有価証券等の時価評価額の合計額

のうち当該申込者により取次証拠金又は

委託証拠金として預託されている金銭の

額及び有価証券等の時価評価額の合計額

（当該顧客が差し入れた取引証拠金が当

社に預託されるまでの間における当該取

引証拠金に係る金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額を含む。以下この

項において「非清算参加者申込者分現預

託合計額」という。）を限度として、次

の各号に掲げる者が、当該各号に定める

額に相当する部分について有するものと

する。 

（１）～（４） （略） 

６ 第４項の規定にかかわらず、非清算参

加者の顧客が取次者である場合において

当社に預託された各取次者に係る非清算

参加者委託分の取引証拠金に対する返還

請求権は、非清算参加者委託分の取引証

（１）～（３） （略） 

５ 前項の規定にかかわらず、非清算参加

者の顧客が取次者である場合において当

社に預託された各申込者に係る非清算参

加者委託分の取引証拠金に対する返還請

求権は、当該申込者により非清算参加者

委託分の取引証拠金（直接預託分）とし

て当社に預託されている金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額、非清算参

加者委託分の取引証拠金（取次者差換預

託分）として当社に預託されている金銭

の額及び有価証券の時価評価額の合計額

のうち当該申込者により取次証拠金とし

て預託されている金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額並びに非清算参加

者委託分の取引証拠金（差換預託分）と

して当社に預託されている金銭の額及び

有価証券の時価評価額の合計額のうち当

該申込者により取次証拠金又は委託証拠

金として預託されている金銭の額及び有

価証券の時価評価額の合計額（当該顧客

が差し入れた取引証拠金が当社に預託さ

れるまでの間における当該取引証拠金に

係る金銭の額及び有価証券の時価評価額

の合計額を含む。以下この項において「非

清算参加者申込者分現預託合計額」とい

う。）を限度として、次の各号に掲げる

者が、当該各号に定める額に相当する部

分について有するものとする。 

 

（１）～（４） （略） 

６ 第４項の規定にかかわらず、非清算参

加者の顧客が取次者である場合において

当社に預託された各取次者に係る非清算

参加者委託分の取引証拠金に対する返還

請求権は、非清算参加者委託分の取引証
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拠金（取次者差換預託分）として当社に

預託されている金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額のうち当該申込者

により取次証拠金として預託されている

金銭の額及び有価証券等の時価評価額の

合計額を超えて当社に預託された額並び

に非清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）として当社に預託されている

金銭の額及び有価証券等の時価評価額の

合計額のうち当該申込者により取次証拠

金として預託されている金銭の額及び有

価証券等の時価評価額の合計額を超えて

委託証拠金として非清算参加者に預託さ

れた額（当該顧客が差し入れた取引証拠

金が当社に預託されるまでの間における

当該取引証拠金に係る金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額を含む。以

下この項において「非清算参加者取次者

分現預託合計額」という。）を限度とし

て、次の各号に掲げる者が、当該各号に

定める額に相当する部分について有する

ものとする。 

（１）～（３） （略） 

７ 当社に預託された各非清算参加者に係

る非清算参加者自己分の取引証拠金及び

非清算参加者委託分の取引証拠金に対す

る返還請求権は、非清算参加者自己分の

取引証拠金（直接預託分）として当社に

預託されている金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額、非清算参加者自

己分の取引証拠金（差換預託分）として

当社に預託されている金銭の額及び有価

証券等の時価評価額の合計額のうち当該

非清算参加者により取引証拠金として清

算参加者に差し入れられている金銭の額

及び有価証券等の時価評価額の合計額、

拠金（取次者差換預託分）として当社に

預託されている金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額のうち当該申込者に

より取次証拠金として預託されている金

銭の額及び有価証券の時価評価額の合計

額を超えて当社に預託された額並びに非

清算参加者委託分の取引証拠金（差換預

託分）として当社に預託されている金銭

の額及び有価証券の時価評価額の合計額

のうち当該申込者により取次証拠金とし

て預託されている金銭の額及び有価証券

の時価評価額の合計額を超えて委託証拠

金として非清算参加者に預託された額

（当該顧客が差し入れた取引証拠金が当

社に預託されるまでの間における当該取

引証拠金に係る金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額を含む。以下この項

において「非清算参加者取次者分現預託

合計額」という。）を限度として、次の

各号に掲げる者が、当該各号に定める額

に相当する部分について有するものとす

る。 

（１）～（３） （略） 

７ 当社に預託された各非清算参加者に係

る非清算参加者自己分の取引証拠金及び

非清算参加者委託分の取引証拠金に対す

る返還請求権は、非清算参加者自己分の

取引証拠金（直接預託分）として当社に

預託されている金銭の額及び有価証券の

時価評価額の合計額、非清算参加者自己

分の取引証拠金（差換預託分）として当

社に預託されている金銭の額及び有価証

券の時価評価額の合計額のうち当該非清

算参加者により取引証拠金として清算参

加者に差し入れられている金銭の額及び

有価証券の時価評価額の合計額、非清算
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非清算参加者委託分の取引証拠金（差換

預託分）として当社に預託されている金

銭の額及び有価証券等の時価評価額の合

計額のうち非清算参加者に委託証拠金と

して預託されている金銭の額及び有価証

券等の時価評価額の合計額（当該顧客が

差し入れた取引証拠金が当社に預託され

るまでの間における当該取引証拠金に係

る金銭の額及び有価証券等の時価評価額

の合計額を含む。）を超えて当社に預託

された額並びに非清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）として当社に預

託されている金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額のうち非清算参加者

に委託証拠金として預託されている金銭

の額及び有価証券等の時価評価額の合計

額（当該顧客が差し入れた取引証拠金が

当社に預託されるまでの間における当該

取引証拠金に係る金銭の額及び有価証券

等の時価評価額の合計額を含む。）を超

えて非清算参加者証拠金として清算参加

者に預託された額（以下この項において

「非清算参加者分現預託合計額」とい

う。）を限度として、次の各号に掲げる

者が、当該各号に定める額に相当する部

分について有するものとする。 

（１）・（２） （略） 

８ 当社に預託された各清算参加者に係る

清算参加者自己分の取引証拠金及び清算

参加者委託分の取引証拠金に対する返還

請求権は、清算参加者自己分の取引証拠

金として当社に預託されている金銭の額

及び有価証券等の時価評価額の合計額、

清算参加者委託分の取引証拠金（差換預

託分）として当社に預託されている金銭

の額及び有価証券等の時価評価額の合計

参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）

として当社に預託されている金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額のうち

非清算参加者に委託証拠金として預託さ

れている金銭の額及び有価証券の時価評

価額の合計額（当該顧客が差し入れた取

引証拠金が当社に預託されるまでの間に

おける当該取引証拠金に係る金銭の額及

び有価証券の時価評価額の合計額を含

む。）を超えて当社に預託された額並び

に非清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）として当社に預託されている

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合

計額のうち非清算参加者に委託証拠金と

して預託されている金銭の額及び有価証

券の時価評価額の合計額（当該顧客が差

し入れた取引証拠金が当社に預託される

までの間における当該取引証拠金に係る

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合

計額を含む。）を超えて非清算参加者証

拠金として清算参加者に預託された額

（以下この項において「非清算参加者分

現預託合計額」という。）を限度として、

次の各号に掲げる者が、当該各号に定め

る額に相当する部分について有するもの

とする。 

（１）・（２） （略） 

８ 当社に預託された各清算参加者に係る

清算参加者自己分の取引証拠金及び清算

参加者委託分の取引証拠金に対する返還

請求権は、清算参加者自己分の取引証拠

金として当社に預託されている金銭の額

及び有価証券の時価評価額の合計額、清

算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）として当社に預託されている金銭の

額及び有価証券の時価評価額の合計額の
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額のうち清算参加者に委託証拠金として

預託されている金銭の額及び有価証券等

の時価評価額の合計額（当該顧客が差し

入れた取引証拠金が当社に預託されるま

での間における当該取引証拠金に係る金

銭の額及び有価証券等の時価評価額の合

計額を含む。）を超えて当社に預託され

た額、非清算参加者自己分の取引証拠金

（差換預託分）として当社に預託されて

いる金銭の額及び有価証券等の時価評価

額の合計額のうち当該非清算参加者によ

り取引証拠金として清算参加者に差し入

れられている金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額を超えて当社に預託

された額並びに非清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）として当社に預

託されている金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額のうち当該非清算参

加者により非清算参加者証拠金として清

算参加者に預託されている金銭の額及び

有価証券等の時価評価額の合計額を超え

て当社に預託された額（以下この項にお

いて「清算参加者分現預託合計額」とい

う。）を限度として、清算参加者が、清

算参加者分現預託合計額から当該清算参

加者が当社に対して支払い又は引き渡す

べきすべての先物・オプション取引に係

る債務のうち未履行部分に相当する額

（第１項第２号、第２項第３号、第３項

第２号、第４項第３号、第５項第４号、

第６項第３号及び前項第２号の規定によ

り控除された額を除く。）を控除した額

に相当する部分について有するものとす

る。 

９ （略） 

 

うち清算参加者に委託証拠金として預託

されている金銭の額及び有価証券の時価

評価額の合計額（当該顧客が差し入れた

取引証拠金が当社に預託されるまでの間

における当該取引証拠金に係る金銭の額

及び有価証券の時価評価額の合計額を含

む。）を超えて当社に預託された額、非

清算参加者自己分の取引証拠金（差換預

託分）として当社に預託されている金銭

の額及び有価証券の時価評価額の合計額

のうち当該非清算参加者により取引証拠

金として清算参加者に差し入れられてい

る金銭の額及び有価証券の時価評価額の

合計額を超えて当社に預託された額並び

に非清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）として当社に預託されている

金銭の額及び有価証券の時価評価額の合

計額のうち当該非清算参加者により非清

算参加者証拠金として清算参加者に預託

されている金銭の額及び有価証券の時価

評価額の合計額を超えて当社に預託され

た額（以下この項において「清算参加者

分現預託合計額」という。）を限度とし

て、清算参加者が、清算参加者分現預託

合計額から当該清算参加者が当社に対し

て支払い又は引き渡すべきすべての先

物・オプション取引に係る債務のうち未

履行部分に相当する額（第１項第２号、

第２項第３号、第３項第２号、第４項第

３号、第５項第４号、第６項第３号及び

前項第２号の規定により控除された額を

除く。）を控除した額に相当する部分に

ついて有するものとする。 

 

９ （略） 
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（取引証拠金所要額の通知） 

第２４条の２ 当社は、取引日ごとに（有

価証券オプション取引（指定市場開設者

が定めるフレックス限月取引を除く。）

にあっては、毎日）、建玉確定処理（業

務方法書第７３条の２、第７３条の６、

第７３条の１６、第７３条の２０、第７

３条の２６、第７３条の３１の２及び第

７３条の３１の６３の規定による申告数

量を決済に係るものとして減じる処理並

びに同第７３条の１９の規定によるオプ

ションの権利行使及び割当てに伴う建玉

の加減の処理をいう。以下この条におい

て同じ。）の後に、その取引日（有価証

券オプション取引（指定市場開設者が定

めるフレックス限月取引を除く。）にあ

っては、その日）の自己分の取引証拠金

所要額を清算参加者に通知するものとす

る。 

２ （略） 

 

（取引証拠金所要額の通知） 

第２４条の２ 当社は、取引日ごとに（有

価証券オプション取引（指定市場開設者

が定めるフレックス限月取引を除く。）

にあっては、毎日）、建玉確定処理（業

務方法書第７３条の２、第７３条の６、

第７３条の１６、第７３条の２０及び第

７３条の２６の規定による申告数量を決

済に係るものとして減じる処理並びに同

第７３条の１９の規定によるオプション

の権利行使及び割当てに伴う建玉の加減

の処理をいう。以下この条において同

じ。）の後に、その取引日（有価証券オ

プション取引（指定市場開設者が定める

フレックス限月取引を除く。）にあって

は、その日）の自己分の取引証拠金所要

額を清算参加者に通知するものとする。 

 

 

２ （略） 

 

第２章の２ 受渡代金等 

 

（新設） 

（自己分の受渡代金等の預託） 

第２６条の２ 清算参加者は、自己の計算

による商品先物取引について受渡しによ

り決済する場合であって、当該決済が金

銭又は倉荷証券その他の物をもって行わ

れるときは、受渡しの決済のための金銭

又は倉荷証券その他の物（以下「受渡代

金等」という。）を、当社が定めるところ

により、当社に預託することができる。 

 

 

（新設） 

（委託分の受渡代金等の預託） 

第２６条の３ 清算参加者は、顧客が受渡

代金等を差し入れた場合にあっては、当

 

（新設） 
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該受渡代金等を、当該顧客の代理人とし

て、当社が定めるところにより、当社に

預託することができる。 

 

（取次者に係る受渡代金等の預託に関する

特則） 

第２６条の４ 前条の規定にかかわらず、

清算参加者は、顧客が清算参加者に差し

入れた受渡代金等が申込者の代理人とし

て差し入れたものである場合は、当該受

渡代金等を、当該申込者の代理人として、

当社が定めるところにより、当社に預託

することができる。 

 

 

 

（新設） 

（有価証券等清算取次ぎ分の受渡代金等の

預託に関する特則） 

第２６条の５ 清算参加者は、非清算参加

者が差し入れた受渡代金等を、当該非清

算参加者又は当該非清算参加者の顧客の

代理人として、当社が定めるところによ

り、当社に預託することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

は、非清算参加者が清算参加者に差し入

れた受渡代金等が申込者の代理人として

差し入れたものである場合は、当該受渡

代金等を、当該申込者の代理人として当

社に預託することができる。 

 

 

 

（新設） 

（受渡代金等に係る返還請求権） 

第２６条の６ 当社に預託された各清算参

加者に係る受渡代金等に対する返還請求

権は、清算参加者が有するものとする。 

２ 当社に預託された各非清算参加者に係

る非清算参加者自己分の受渡代金等に対

する返還請求権は、当該各非清算参加者

が有するものとする。 

 

（新設） 
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３ 当社に預託された清算参加者の各顧客

に係る清算参加者委託分の受渡代金等に

対する返還請求権は、当該顧客が有する

ものとする。 

４ 清算参加者の顧客が取次者である場合

において当社に預託された各申込者に係

る清算参加者委託分の受渡代金等に対す

る返還請求権は、当該申込者が有するも

のとする。 

５ 当社に預託された非清算参加者の各顧

客に係る非清算参加者委託分の受渡代金

等に対する返還請求権は、当該顧客が有

するものとする。 

６ 非清算参加者の顧客が取次者である場

合において当社に預託された各申込者に

係る非清算参加者委託分の受渡代金等に

対する返還請求権は、当該申込者が有す

るものとする。 

７ 受渡代金等の返還請求権の行使は、次

の各号に定める方法によるものとする。 

（１） 清算参加者の有する返還請求権

は、当該清算参加者が当該返還請求権

の行使である旨を当社に通告し、これ

を行使するものとする。 

（２） 非清算参加者の有する返還請求

権は、指定清算参加者が当該非清算参

加者の代理人としてこれを行使する

ものとする。 

（３） 清算参加者の顧客の有する返還

請求権は、当該清算参加者が当該顧客

の代理人としてこれを行使するもの

とする。 

（４） 清算参加者の顧客が取次者であ

る場合において、申込者の有する返還

請求権は、当該申込者の委託に基づく

商品先物取引を取次者から受託した
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清算参加者が当該申込者の代理人と

してこれを行使するものとする。 

（５） 非清算参加者の顧客の有する返

還請求権は、当該非清算参加者及びそ

の指定清算参加者が当該顧客の代理

人としてこれを行使するものとする。 

（６） 非清算参加者の顧客が取次者で

ある場合において、申込者の有する返

還請求権は、当該申込者の委託に基づ

く商品先物取引を取次者から受託し

た非清算参加者及びその指定清算参

加者が当該申込者の代理人としてこ

れを行使するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委託分の取引証拠金の取扱い） 

第３０条 （略） 

２ 前項の規定により当社に預託したもの

とみなされる当該顧客に係る委託分の取

引証拠金のうち、清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）として預託され

ているものの額は、次の各号に掲げる額

のうちいずれか小さい額とする。 

（１） 顧客が支払不能等清算参加者に

委託証拠金として預託した金銭の額

及び有価証券等の時価評価額の合計

額に相当する額 

（２） 支払不能等清算参加者が当社に

預託していた清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）から、当該支

払不能等清算参加者が清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）とし

て預託している外国通貨をもって円

貨を取得し、又は代用預託していた有

価証券等を次条の規定により当社が

換金したときの当該換金に要した費

用を差し引いた額を、各顧客が支払不

（委託分の取引証拠金の取扱い） 

第３０条 （略） 

２ 前項の規定により当社に預託したもの

とみなされる当該顧客に係る委託分の取

引証拠金のうち、清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）として預託され

ているものの額は、次の各号に掲げる額

のうちいずれか小さい額とする。 

（１） 顧客が支払不能等清算参加者に

委託証拠金として預託した金銭の額

及び有価証券の時価評価額の合計額

に相当する額 

（２） 支払不能等清算参加者が当社に

預託していた清算参加者委託分の取

引証拠金（差換預託分）から、当該支

払不能等清算参加者が清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）とし

て預託している外国通貨をもって円

貨を取得し、又は代用預託していた有

価証券を次条の規定により当社が換

金したときの当該換金に要した費用

を差し引いた額を、各顧客が支払不能
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能等清算参加者に委託証拠金として

預託した金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額に相当する額に

応じて按分した額 

 

等清算参加者に委託証拠金として預

託した金銭の額及び有価証券の時価

評価額の合計額に相当する額に応じ

て按分した額 

（差換預託分の取引証拠金等の換金） 

第３１条 指定市場開設者が支払不能等清

算参加者の顧客の委託に基づく未決済約

定について転売若しくは買戻し若しくは

権利行使を行わせることとした場合又は

支払不能等清算参加者の顧客の委託に基

づく支払不能による売買停止時の建玉の

移管を行わせることとした場合には、当

社は、清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）として預託されている外国通

貨の全部若しくは一部をもって当社が適

当と認める方法により円貨を取得し、又

は代用預託されている有価証券等の全部

又は一部を当社が適当と認める方法によ

り換金することができる。この場合にお

いて、支払不能等清算参加者及びその顧

客と当社との間に委任契約が成立してい

たものとする。 

２ 前項の場合において、顧客が取次者で

あり、かつ、指定市場開設者が支払不能

等清算参加者に対する先物・オプション

取引に係る債務について期限の利益を喪

失している顧客又は支払不能による売買

停止時の建玉の移管を行うことが適当で

ないと認める顧客として定める者である

ときは、当社は、清算参加者委託分の取

引証拠金（取次者差換預託分）として預

託されている外国通貨の全部若しくは一

部をもって当社が適当と認める方法によ

り円貨を取得し、又は代用預託されてい

る有価証券等の全部又は一部を当社が適

（差換預託分の取引証拠金等の換金） 

第３１条 指定市場開設者が支払不能等清

算参加者の顧客の委託に基づく未決済約

定について転売若しくは買戻し若しくは

権利行使を行わせることとした場合又は

支払不能等清算参加者の顧客の委託に基

づく支払不能による売買停止時の建玉の

移管を行わせることとした場合には、当

社は、清算参加者委託分の取引証拠金（差

換預託分）として預託されている外国通

貨をもって全部若しくは一部を当社が適

当と認める方法により円貨を取得し、又

は代用預託されている有価証券の全部又

は一部を当社が適当と認める方法により

換金することができる。この場合におい

て、支払不能等清算参加者及びその顧客

と当社との間に委任契約が成立していた

ものとする。 

２ 前項の場合において、顧客が取次者で

あり、かつ、指定市場開設者が支払不能

等清算参加者に対する先物・オプション

取引に係る債務について期限の利益を喪

失している顧客又は支払不能による売買

停止時の建玉の移管を行うことが適当で

ないと認める顧客として定める者である

ときは、当社は、清算参加者委託分の取

引証拠金（取次者差換預託分）として預

託されている外国通貨をもって全部若し

くは一部を当社が適当と認める方法によ

り円貨を取得し、又は代用預託されてい

る有価証券の全部又は一部を当社が適当
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当と認める方法により換金することがで

きる。この場合において、支払不能等清

算参加者、顧客及びその申込者と当社と

の間に委任契約が成立していたものとす

る。 

 

と認める方法により換金することができ

る。この場合において、支払不能等清算

参加者、顧客及びその申込者と当社との

間に委任契約が成立していたものとす

る。 

 

（差換預託分の取引証拠金等の取扱いの特

例） 

第３２条 前条第１項の規定により当社が

外国通貨をもって円貨を取得し、又は有

価証券等を換金した場合は、清算参加者

委託分の取引証拠金（差換預託分）は、

支払不能等清算参加者が清算参加者委託

分の取引証拠金（差換預託分）として当

社に預託している当該取得に係る外国通

貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証

券等以外の有価証券等並びに当該取得後

の金銭の額から当該取得に要した費用を

差し引いた額の金銭及び当該換金後の金

銭の額から当該換金に要した費用を差し

引いた額の金銭とする。 

２ 前条第２項の規定により当社が外国通

貨をもって円貨を取得し、又は有価証券

等を換金した場合は、清算参加者委託分

の取引証拠金（取次者差換預託分）は、

支払不能等清算参加者が清算参加者委託

分の取引証拠金（取次者差換預託分）と

して当社に預託している当該取得に係る

外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る

有価証券等以外の有価証券等並びに当該

取得後の金銭の額から当該取得に要した

費用を差し引いた額の金銭及び当該換金

後の金銭の額から当該換金に要した費用

を差し引いた額の金銭とする。 

 

（差換預託分の取引証拠金等の取扱いの特

例） 

第３２条 前条第１項の規定により当社が

外国通貨をもって円貨を取得し、又は有

価証券を換金した場合は、清算参加者委

託分の取引証拠金（差換預託分）は、支

払不能等清算参加者が清算参加者委託分

の取引証拠金（差換預託分）として当社

に預託している当該取得に係る外国通貨

以外の金銭及び当該換金に係る有価証券

以外の有価証券並びに当該取得後の金銭

の額から当該取得に要した費用を差し引

いた額の金銭及び当該換金後の金銭の額

から当該換金に要した費用を差し引いた

額の金銭とする。 

２ 前条第２項の規定により当社が外国通

貨をもって円貨を取得し、及び有価証券

を換金した場合は、清算参加者委託分の

取引証拠金（取次者差換預託分）は、支

払不能等清算参加者が清算参加者委託分

の取引証拠金（取次者差換預託分）とし

て当社に預託している当該取得に係る外

国通貨以外の金銭及び当該換金に係る有

価証券以外の有価証券並びに当該取得後

の金銭の額から当該取得に要した費用を

差し引いた額の金銭及び当該換金後の金

銭の額から当該換金に要した費用を差し

引いた額の金銭とする。 

 

（委託分の取引証拠金に係る返還請求権の （委託分の取引証拠金に係る返還請求権の
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特例） 

第３３条 （略） 

２ （略） 

３ 当社は、前項の規定により、支払不能

等清算参加者の顧客が委託分の取引証拠

金の返還請求権を当社に対し直接行使す

る場合は、次の各号に掲げる取引の区分

に従い、当該各号に定める日以後におい

て、当社が必要と認める事項を当社に申

告させるものとする。 

（１）～（４） （略） 

（５） 商品先物取引 

当該顧客の委託に基づく未決済約

定について、転売若しくは買戻し、最

終決済又は受渡決済が行われた日 

（６） 商品先物オプション取引 

当該顧客の委託に基づく未決済約

定について、買戻しが行われた日又は

権利行使日 

４ （略） 

 

特例） 

第３３条 （略） 

２ （略） 

３ 当社は、前項の規定により、支払不能

等清算参加者の顧客が委託分の取引証拠

金の返還請求権を当社に対し直接行使す

る場合は、次の各号に掲げる取引の区分

に従い、当該各号に定める日以後におい

て、当社が必要と認める事項を当社に申

告させるものとする。 

（１）～（４） （略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

４ （略） 

 

（取次者に係る委託分の取引証拠金に係る

返還請求権の特例） 

第３４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の場合において、当該申込者に

係る委託分の取引証拠金（当該申込者か

らの直接預託分の取引証拠金として当社

に預託されているものを除く。）に対す

る返還請求権は、次の各号に掲げる額の

うちいずれか小さい額を限度とするもの

とする。 

（１） 顧客の申込者が顧客に取次証拠

金として又は支払不能等清算参加者

に委託証拠金として預託した金銭の

額（当該金銭が外国通貨である場合に

（取次者に係る委託分の取引証拠金に係る

返還請求権の特例） 

第３４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の場合において、当該申込者に

係る委託分の取引証拠金（当該申込者か

らの直接預託分の取引証拠金として当社

に預託されているものを除く。）に対す

る返還請求権は、次の各号に掲げる額の

うちいずれか小さい額を限度とするもの

とする。 

（１） 顧客の申込者が顧客に取次証拠

金として又は支払不能等清算参加者

に委託証拠金として預託した金銭の

額（当該金銭が外国通貨である場合に
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は、その時価を当該支払不能等による

売買停止等を行った日の前日におけ

る東京外国為替市場の対顧客直物電

信買相場の各外国国債証券の評価に

用いる通貨１単位当たりの円貨額に

より円貨に換算した額をいう。）及び

有価証券等の時価評価額（指定市場開

設者が支払不能等による売買停止等

を行った日の前日における時価によ

り評価した額（当該有価証券等が外国

国債証券である場合には、その時価を

当該支払不能等による売買停止等を

行った日の前日における東京外国為

替市場の対顧客直物電信買相場の各

外国国債証券の評価に用いる通貨１

単位当たりの円貨額により円貨に換

算した額）をいう。）の合計額に相当

する額 

（２） 次のａ及びｂに掲げる額の合計

額を、当該顧客の各申込者が当該顧客

に取次証拠金として預託した又は委

託証拠金として差し入れた金銭の額

及び有価証券等の時価評価額の合計

額に相当する額に応じて按分した額 

ａ 第３２条第１項に規定する清算

参加者委託分の取引証拠金（差換預

託分）の額を、各顧客が支払不能等

清算参加者に委託証拠金として預

託した金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額に相当する額

（当該支払不能等清算参加者が顧

客から差し入れられた取引証拠金

を当社に預託するまでの間におけ

る当該取引証拠金として差し入れ

られた金銭の額及び有価証券等の

時価評価額の合計額を含む。）に応

は、その時価を当該支払不能等による

売買停止等を行った日の前日におけ

る東京外国為替市場の対顧客直物電

信買相場の各外国国債証券の評価に

用いる通貨１単位当たりの円貨額に

より円貨に換算した額をいう。）及び

有価証券の時価評価額（指定市場開設

者が支払不能等による売買停止等を

行った日の前日における時価により

評価した額（当該有価証券が外国国債

証券である場合には、その時価を当該

支払不能等による売買停止等を行っ

た日の前日における東京外国為替市

場の対顧客直物電信買相場の各外国

国債証券の評価に用いる通貨１単位

当たりの円貨額により円貨に換算し

た額）をいう。）の合計額に相当する

額 

（２） 次のａ及びｂに掲げる額の合計

額を、当該顧客の各申込者が当該顧客

に取次証拠金として預託した又は委

託証拠金として差し入れた金銭の額

及び有価証券の時価評価額の合計額

に相当する額に応じて按分した額 

ａ 第３２条第１項に規定する清算

参加者委託分の取引証拠金（差換預

託分）の額を、各顧客が支払不能等

清算参加者に委託証拠金として預

託した金銭の額及び有価証券の時

価評価額の合計額に相当する額（当

該支払不能等清算参加者が顧客か

ら差し入れられた取引証拠金を当

社に預託するまでの間における当

該取引証拠金として差し入れられ

た金銭の額及び有価証券の時価評

価額の合計額を含む。）に応じて按
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じて按分した額 

ｂ （略） 

５ （略） 

 

分した額 

ｂ （略） 

５ （略） 

 

第３節の２ 顧客分の受渡代金等の取扱い 

 

（新設） 

（受渡代金等に係る返還請求権の特例） 

第３６条の２ 清算参加者が当社から支払

不能による債務引受停止を受けた場合又

は非清算参加者が指定市場開設者から支

払不能等による売買停止等を受けた場合

には、当該清算参加者の顧客（顧客が取

次者である場合は、申込者をいう。）及び

当該非清算参加者の顧客（顧客が取次者

である場合は、申込者をいう。）（以下こ

の条において「顧客等」という。）に係る

顧客分の受渡代金等の返還請求権は、当

社に対し直接行使することができるもの

とする。 

２ 当社は、前項の規定により、顧客等が

顧客分の受渡代金等の返還請求権を当社

に対し直接行使する場合は、当社が必要

と認める事項を当社に申告させるものと

し、当該申告を適当と認めたときは、当

社の本店所在地においてその支払いを行

うものとする。なお、当該返還請求権の

行使は、当該顧客等に係る未決済約定が

すべて決済された日以後においてできる

ものとする。 

 

 

 

（新設） 

付 則 

１ この改正規定は、令和２年７月２７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
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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２年７月

２７日以後の当社が定める日から施行す

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、金融商品

取引法等の一部を改正する法律（平成２

４年法律第８６号）附則第４条第１項に

規定する特定会員である清算参加者の顧

客が取引証拠金を差し入れた場合及び委

託証拠金を預託した場合における改正後

の第１１条第２項から第４項までの規定

の適用については、「自己の金銭」とあ

るのは「金銭」とする。 

 

 

 

 

 

別表１ 

代用有価証券等の種類及びその代用価格

等に関する表 

１ 取引証拠金、委託証拠金及び取次証拠

金の代用有価証券等の代用価格は、当

該代用有価証券等の差入日又は預託

日の前々日（休業日に当たるときは、

順次繰り上げる。）における時価に当

社の定める率を乗じた額（当該有価証

券等が外国国債証券である場合は、そ

の時価に当社の定める率を乗じた額

を取引証拠金の預託を行う日の前々

日における東京外国為替市場の対顧

客直物電信買相場の各外国国債証券

の評価に用いる通貨１単位当たりの

円貨額により円貨に換算した額）（委

託証拠金及び取次証拠金の代用有価

別表１ 

代用有価証券の種類及びその代用価格等

に関する表 

１ 取引証拠金、委託証拠金及び取次証拠

金の代用有価証券の代用価格は、当該

代用有価証券の差入日又は預託日の

前々日（休業日に当たるときは、順次

繰り上げる。）における時価に当社の

定める率を乗じた額（当該有価証券が

外国国債証券である場合は、その時価

に当社の定める率を乗じた額を取引

証拠金の預託を行う日の前々日にお

ける東京外国為替市場の対顧客直物

電信買相場の各外国国債証券の評価

に用いる通貨１単位当たりの円貨額

により円貨に換算した額）（委託証拠

金及び取次証拠金の代用有価証券の
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証券等の代用価格にあっては、当社の

定める率を乗じた額を超えない額）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、代用価格を変更す

ることができる。 

２  前項の有価証券等の種類、時価及び

当社の定める率は以下のとおりとす

る。 

有価証券等の種類 時価 

時価に

乗ずべ

き率 

（略） 

倉 荷 証 券

（注７） 

株 式 会

社 大 阪

取 引 所

が 定 め

る と こ

ろ に よ

り、取引

の 決 済

の た め

の 受 渡

し の 目

的 物 と

す る こ

と が で

き る 物

品 の 保

管 を 証

す る も

の 

最 初 に

取 引 最

終 日 が

到 来 す

る 限 月

取 引 に

係 る 清

算値段 

１００

分の７

０ 

（注）  

１．～５． （略） 

６． 清算参加者の自己の取引

代用価格にあっては、当社の定める率

を乗じた額を超えない額）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、代用価格を変更することが

できる。 

２  前項の有価証券の種類、時価及び当

社の定める率は以下のとおりとする。 

 

有価証券の種類 時価 

時価に

乗ずべ

き率 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  

１．～５． （略） 

６ 清算参加者の自己の取引証
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証拠金及びアフィリエイトの

取引証拠金に対する代用有価

証券等の範囲から除く。 

７． 貴金属に係るもの以外の

倉荷証券は、清算参加者の自

己の取引証拠金及びアフィリ

エイトの取引証拠金に対する

代用有価証券等の範囲から除

く。 

３  （略） 
 

 

 

拠金及びアフィリエイトの取

引証拠金に対する代用有価証

券の範囲から除く。 

（新設） 

 

 

 

 

 

３  （略） 
 

 

別表２ 

業務方法書第４６条の３及び第４６

条の４に規定する各区分口座の担保

超過リスク額の算出に関する表 

  

業務方法書第４６条の３及び第４６条の

４に規定する各区分口座の担保超過リスク

額は、算出時点において、一の区分口座に

おける顧客の委託若しくは非清算参加者の

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく建玉

のそれぞれについて、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ａからｃまでに定める

とおりとする。 

 

担保超過リスク額 

＝一の区分口座におけるリスク再計算額

＋一の区分口座における先物取引差金

相当額及びオプション取引代金相当額

－一の区分口座における取引証拠金預

託額 

 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 一の区分口座における取引証拠金預

託額とは、算出時点で一の区分口座の取

別表２ 

業務方法書第４６条の３及び第４６

条の４に規定する各区分口座の担保

超過リスク額の算出に関する表 

  

業務方法書第４６条の３及び第４６条の

４に規定する各区分口座の担保超過リスク

額は、算出時点において、一の区分口座に

おける顧客の委託若しくは非清算参加者の

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく建玉

のそれぞれについて、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ａからｃまでに定める

とおりとする。 

 

担保超過リスク額 

＝一の区分口座におけるリスク再計算額

＋一の区分口座における先物取引差金

相当額及びオプション取引代金相当額

－一の区分口座における取引証拠金預

託額 

 

ａ・ｂ （略） 

ｃ 一の区分口座における取引証拠金預

託額とは、算出時点で一の区分口座の取
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引証拠金として預託されている金銭の

額及び有価証券等の時価評価額の合計

額 

 

引証拠金として預託されている金銭の

額及び有価証券の時価評価額の合計額 

 

別表３ 

取引受渡証拠金所要額の算出に関する表 

  

１．貴金属に係る取引受渡証拠金所要額 

（１） 申告受渡を行う場合の貴金属に

係る取引受渡証拠金所要額は、次に定

める計算式により算出される額とす

る。 

 

貴金属に係る取引受渡証拠金所要額 

 ＝受渡値段×受渡単位の倍率×
１０

１００
 

 

（２） 前号に定める取引受渡証拠金は、

申告受渡が成立した日から申告受渡日

まで算出するものとする。 

 

２．ゴムに係る取引受渡証拠金所要額 

（１） 受渡し（ＲＳＳは申告受渡に限

る。）を行う場合のゴムに係る取引受渡

証拠金所要額は、次に定める計算式に

より算出される額とする。 

 

ゴムに係る取引受渡証拠金所要額 

 ＝受渡値段×受渡単位の倍率×
１０

１００
 

 

（２） 前号に定める取引受渡証拠金は、

次に定める期間算出するものとする。 

ａ ＲＳＳ 

申告受渡が成立した日から申告受

渡日まで 

（新設） 
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ｂ ＴＳＲ 

（ａ） 本受渡による受渡しにあっ

ては、直近の限月取引の取引最終

日から故障申立に係る申出期限の

日まで 

（ｂ） 申告受渡による受渡しにあ

っては、申告受渡が成立した日か

ら申告受渡日まで 

（ｃ） 受渡条件調整による受渡し

にあっては、直近の限月取引の取

引最終日から受渡決済期日まで 

（ｄ） ＡＤＰによる受渡しにあっ

ては、直近の限月取引の取引最終

日から当社がＡＤＰに係る申出を

承認した日まで 

 

３．農産物に係る取引受渡証拠金所要額 

（１） 一般大豆及びとうもろこしの受

渡しを行う場合の農産物に係る取引受

渡証拠金所要額は、次に定める計算式

により算出される額とする。 

 

農産物に係る取引受渡証拠金所要額 

 ＝受渡値段×受渡単位の倍率×
５

１００
 

 

（２） 前号に定める取引受渡証拠金は、

次に定める期間算出するものとする。 

ａ 一般大豆 

直近の限月取引の取引最終日（早

受渡し及び申告受渡にあっては当該

成立日）から業務方法書第７３条の

３１の４１に定める受渡品検品の請

求の提出期限が経過した日、又は受

渡品検品の請求による値引金額の調

整が終了した日のいずれか遅い日

（ＡＤＰによる受渡しにあっては、

当社が申出を承認した日）まで 

ｂ とうもろこし 
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直近の限月取引の取引最終日（早

受渡しにあっては当該成立日）から

業務方法書第７３条の３１の５３に

定める受渡品の重量による調整が終

了した日（ＡＤＰによる受渡しにあ

っては、当社が申出を承認した日）

まで 
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業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表

新 旧

（清算対象取引）

第３条 （略）

２～６ （略）

７ 業務方法書第３条第２項第６号の２に

定める取引に係る清算対象取引は、前条

第２号に掲げる指定市場開設者が開設す

る金融商品市場における次の各号に定め

る商品先物取引（過誤訂正のための取引

を含む。）とする。この場合における用

語の意義は、当該指定市場開設者が定め

るところによるものとする。

（１） 立会による取引

（２） Ｊ－ＮＥＴ取引

８ 業務方法書第３条第２項第６号の３に

定める取引に係る清算対象取引は、前条

第２号に掲げる指定市場開設者が開設す

る金融商品市場における次の各号に定め

る商品先物オプション取引（過誤訂正の

ための取引を含む。）とする。この場合

における用語の意義は、当該指定市場開

設者が定めるところによるものとする。

（１） 立会による取引

（２） Ｊ－ＮＥＴ取引

９ （略）

１０ （略）

１１ （略）

１２ （略）

１３ （略）

（清算対象取引）

第３条 （略）

２～６ （略）

（新設）

（新設）

７ （略）

８ （略）

９ （略）

１０ （略）

１１ （略）

（清算資格の取得申請）

第４条 業務方法書第６条第１項から第４

項までの清算資格の取得申請は、清算資

格の取得申請者が、次の各号に掲げる事

（清算資格の取得申請）

第４条 業務方法書第６条第１項から第３

項までの清算資格の取得申請は、清算資

格の取得申請者が、次の各号に掲げる事
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項を記載した所定の清算資格取得申請書

を当社に提出して行うものとする。

（１） 取得しようとする清算資格の種

類及び自社清算資格又は他社清算資格

の別（業務方法書第６条第３項に規定

する現物清算資格の取得の申請を行う

場合にあっては、同第３条第２項第７

号から第１０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

る自社清算資格である旨、同条第４項

に規定する貴金属先物等清算資格、ゴ

ム先物等清算資格又は農産物先物等清

算資格の取得の申請を行う場合にあっ

ては、自社清算資格である旨）

（２）～（５） （略）

２ 前項の規定は、業務方法書第６条第７

項の清算資格の取得申請について準用す

る。この場合において、前項中「業務方

法書第６条第３項に規定する現物清算資

格の取得の申請を行う場合」とあるのは

「特定事業譲受け等（預保法第１２６条

の３４第１項に定める特定事業譲受け等

をいう。）により証券金融会社の債務等

（同法第１２６条の３４第１項に規定す

る債務等をいう。）を引き継ぐ特定承継

金融機関等が業務方法書第６条第７項に

規定する清算資格の取得の申請を行う場

合」と読み替えるものとする。

３ （略）

項を記載した所定の清算資格取得申請書

を当社に提出して行うものとする。

（１） 取得しようとする清算資格の種

類及び自社清算資格又は他社清算資格

の別（業務方法書第６条第３項に規定

する現物清算資格の取得の申請を行う

場合にあっては、同第３条第２項第７

号から第１０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

る自社清算資格である旨）

（２）～（５） （略）

２ 前項の規定は、業務方法書第６条第５

項の清算資格の取得申請について準用す

る。この場合において、同項中「業務方

法書第６条第３項に規定する現物清算資

格の取得の申請を行う場合」とあるのは

「特定事業譲受け等（預保法第１２６条

の３４第１項に定める特定事業譲受け等

をいう。）により証券金融会社の債務等

（同法第１２６条の３４第１項に規定す

る債務等をいう。）を引き継ぐ特定承継

金融機関等が業務方法書第６条第５項に

規定する清算資格の取得の申請を行う場

合」と読み替えるものとする。

３ （略）

（親会社等保証に関する書面）

第４条の２ 業務方法書第６条第５項及び

同第１０条の３に規定する当社が定める

様式は、別紙様式１の様式とする。

（新設）

（当業者等に係る清算資格の取得審査の取
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扱い）

第４条の３ 業務方法書第７条第３項第２

号ｃの（ｃ）に定める基準への適合につ

いての審査は、清算資格の取得申請者に

係る流動比率、負債比率及び格付の状況

その他の観点から検討することにより行

う。

（新設）

（清算資格の取得手続）

第５条 （略）

２ 前項に規定する清算資格取得手数料

は、取得する清算資格の種類ごとに１０

０万円とし、消費税額及び地方消費税額

を加算して納入するものとする。ただし、

業務方法書及び商品取引債務引受業に関

する業務方法書に規定する複数の種類の

清算資格を同時に取得する場合にあって

は、その数にかかわらず１００万円とし、

消費税額及び地方消費税額を加算して納

入するものとする。

３ （略）

（清算資格の取得手続）

第５条 （略）

２ 前項に規定する清算資格取得手数料

は、取得する清算資格の種類ごとに１０

０万円とし、消費税額及び地方消費税額

を加算して納入するものとする。ただし、

複数の種類の清算資格を同時に取得する

場合にあっては、その数にかかわらず１

００万円とし、消費税額及び地方消費税

額を加算して納入するものとする。

３ （略）

（報告事項）

第８条 業務方法書第２０条に規定する当

社が定める場合は、次の各号に掲げる場

合とし、所定の報告書に当社が必要と認

める書類を添付して報告するものとす

る。

（１） （略）

（１）の２ 指定親会社（法第５７条の

１２第３項に規定する指定親会社をい

う。以下同じ。）が法第５７条の１３

第１項第６号に掲げる事項について法

第５７条の１４の届出を行ったことを

知ったとき。

（２） 次のａからｃまでに掲げる清算

（報告事項）

第８条 業務方法書第２０条に規定する当

社が定める場合は、次の各号に掲げる場

合とし、所定の報告書に当社が必要と認

める書類を添付して報告するものとす

る。

（１） （略）

（１）の２ 指定親会社（法５７条の１

２第３項に規定する指定親会社をい

う。以下同じ。）が法第５７条の１３

第１項第６号に掲げる事項について法

第５７条の１４の届出を行ったことを

知ったとき。

（２） 次のａ及びｂに掲げる清算参加
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参加者の区分に従い、当該ａからｃま

でに定める場合

ａ （略）

ｂ 商品先物等清算参加者

  次の（ａ）から（ｃ）までに掲げ

る区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）

までに定める行為

（ａ） 金融商品取引業者

法第２８条第１項第１号の２

に掲げる業務を休止し、又は再開

したとき。

（ｂ） 登録金融機関

登録金融機関業務又は商品先

物取引及び商品先物オプション

取引に関連する業務を休止し、又

は再開したとき。

（ｃ） 当業者等

商品先物取引及び商品先物オ

プション取引に関連する業務を

休止し、又は再開したとき。

ｃ （略）

（３）～（４）の２ （略）

（５） 純財産額（登録金融機関、証券

金融会社及び当業者等にあっては、純

資産額とする。以下この号において同

じ。）が３億円を下回ったとき（当該

清算参加者が商品先物等清算参加者か

つ自社清算参加者である場合は、純財

産額が１０億円を下回ったとき、当該

清算参加者が他社清算参加者である場

合は、純財産額が２００億円を下回っ

たとき）。

（６）～（１０） （略）

（１１） 金融商品取引業者にあっては、

役員が法第２９条の４第１項第２号イ

からリまでに掲げる者のいずれかに該

者の区分に従い、当該ａ又はｂに定め

る場合

ａ （略）

（新設）

ｂ （略）

（３）～（４）の２ （略）

（５） 純財産額（登録金融機関及び証

券金融会社にあっては、純資産額とす

る。以下この号において同じ。）が３

億円を下回ったとき（当該清算参加者

が他社清算参加者である場合は、純財

産額が２００億円を下回ったとき）。

（６）～（１０） （略）

（１１） 金融商品取引業者にあっては、

役員が法第２９条の４第１項第２号イ

からリまでに掲げる者のいずれかに該
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当することとなった事実を知ったと

き、登録金融機関、証券金融会社又は

当業者等にあっては、役員が破産手続

開始の決定、禁錮以上の刑又は法の規

定により罰金の刑を受けた事実を知っ

たとき。

（１１）の２～（１３）の２ （略）

（１４） 金融商品取引業者にあっては、

法第４６条の３第２項の規定に基づく

関係会社に関する報告書を作成したと

き、登録金融機関にあっては、法第４

８条の２第２項の規定に基づく関係会

社に関する報告書を作成したとき、外

国法人である金融商品取引業者にあっ

ては、法第４９条の３第２項の規定に

基づく関係会社に関する報告書を作成

したとき、当業者等にあっては、当社

が定める関係会社に関する報告書を作

成したとき。

（１５）～（１６）の３ （略）

（１６）の４ 当業者等にあっては、各

事業年度に係る有価証券報告書その他

の書類を作成したとき。

（１７）～（２７） （略）

２ 親会社等保証を受けている清算参加者

にあって、業務方法書第２０条に規定す

る当社が定める場合は、第１項各号（同

項第５号及び第６号を除く。）に掲げる

場合のほか、親会社等が第１項第３号、

第４号、第５号、第６号、第１３号、第

１４号から第１５号の２まで、第１６号

及び第１６号の２に該当することとなっ

た場合（第１項第３号にあっては、同項

第３号の２に基づき既に親会社等に係る

報告を行っている場合を、同項第４号に

あっては、同項第４号の２に基づき既に

当することとなった事実を知ったと

き、登録金融機関又は証券金融会社に

あっては、役員が破産手続開始の決定、

禁錮以上の刑又は法の規定により罰金

の刑を受けた事実を知ったとき。

（１１）の２～（１３）の２ （略）

（１４） 金融商品取引業者にあっては、

法第４６条の３第２項の規定に基づく

関係会社に関する報告書を作成したと

き、登録金融機関にあっては、法第４

８条の２第２項の規定に基づく関係会

社に関する報告書を作成したとき、外

国法人である金融商品取引業者にあっ

ては、法第４９条の３第２項の規定に

基づく関係会社に関する報告書を作成

したとき。

（１５）～（１６）の３ （略）

（新設）

（１７）～（２７） （略）

（新設）
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親会社等に係る報告を行っている場合

を、同項第１３号にあっては、同項第１

３号の２に基づき既に親会社等に係る報

告を行っている場合を、同項第１５号の

２にあっては、同項第１５号の３に基づ

き既に親会社等に係る報告を行っている

場合を除く。）とし、所定の報告書に当

社が必要と認める書類を添付して報告す

るものとする。この場合において、第５

項中「純財産額が３億円を下回ったとき」

とあるのは「親会社等（当該清算参加者

のために親会社等保証を行う親会社等に

限る。以下本条において同じ。）の純財

産額が２００億円を下回ったとき」と読

み替えるものとする。

３ 第１項に定めるもののほか、ＦＸ清算

参加者は、事業年度ごとに、所定の区分

管理状況等報告書（区分管理の状況及び

外部監査又は内部監査の状況を記載した

ものを含む。）を作成し提出しなければ

ならない。

４ 第１項第１６号に掲げる場合の報告に

おいては、同号本文に定めるもの（第２

項の規定により親会社等に関して報告す

る場合を含む。）のほか、事業報告書又

は単体の業務報告書に添付される計算書

類に係る会計監査人の監査報告書（これ

に準ずるものとして当社が適当と認める

ものを含む。）を添付するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、ＦＸ清算参

加者は、事業年度ごとに、所定の区分管

理状況等報告書（区分管理の状況及び外

部監査又は内部監査の状況を記載したも

のを含む。）を作成し提出しなければな

らない。

３ 第１項第１６号に掲げる場合の報告に

おいては、同項本文に定めるもののほか、

事業報告書又は単体の業務報告書に添付

される計算書類に係る会計監査人の監査

報告書（これに準ずるものとして当社が

適当と認めるものを含む。）を添付する

ものとする。

（当業者等に対する措置）

第９条の３ 業務方法書第２９条第３項第

８号に定める当業者等に対する措置につ

いては、当業者等に係る流動比率、負債

比率及び格付の状況その他の観点から検

討することにより行う。

（新設）
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（措置の対象とする取引証拠金）

第９条の４ 業務方法書第２９条の４第１

項に規定する当社が定める取引証拠金

は、先物・オプション取引に係る取引証

拠金等に関する規則第２０条第１項第２

号に掲げる取引証拠金並びに取引所ＦＸ

取引に係る取引証拠金等に関する規則第

１９条第１項第４号及び第８号に掲げる

取引証拠金とする。

２ （略）

（措置の対象とする取引証拠金）

第９条の３ 業務方法書第２９条の４第１

項に規定する当社が定める取引証拠金

は、先物・オプション取引に係る取引証

拠金等に関する規則第２０条第１項第２

号掲げる取引証拠金並びに取引所ＦＸ取

引に係る取引証拠金等に関する規則第１

９条第１項第４号及び第８号に掲げる取

引証拠金とする。

２ （略）

（緊急停止を行う時間）

第９条の５ 業務方法書第２９条の５に定

める当社が定める時間は、午後１時から

その翌日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。以下同じ。）の午前９時ま

での間とする。

（緊急停止を行う時間）

第９条の４ 業務方法書第２９条の５に定

める当社が定める時間は、午後１時から

その翌日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。）の午前９時までの間とす

る。

（清算受託契約）

第１０条 業務方法書第３９条に規定する

清算受託契約は、次の各号に掲げる他社

清算参加者の清算資格の種類に従い、当

該各号に定める別紙様式によるものとす

る。

（１） 現物清算資格

別紙様式２

（２） 国債先物等清算資格

別紙様式３

（３） 指数先物等清算資格

別紙様式４

（４） 貴金属先物等清算資格

別紙様式５

（５） ゴム先物等清算資格

別紙様式６

（６） 農産物先物等清算資格

別紙様式７

（清算受託契約）

第１０条 業務方法書第３９条に規定する

清算受託契約は、次の各号に掲げる他社

清算参加者の清算資格の種類に従い、当

該各号に定める別紙様式によるものとす

る。

（１） 現物清算資格

別紙様式１

（２） 国債先物等清算資格

別紙様式２

（３） 指数先物等清算資格

別紙様式３

（新設）

（新設）

（新設）



３

155

（７） ＦＸ清算資格

別紙様式８

（４） ＦＸ清算資格

別紙様式４

（アロケーション申告等）

第１０条の２ （略）

２ 前項の場合において、アロケーション

申告は、当該未決済約定に係る先物・オ

プション取引が成立した取引日（指定市

場開設者が有価証券オプション取引（指

定市場開設者が定めるフレックス限月取

引に限る。）、国債証券先物取引、国債

証券先物オプション取引、指数先物取引、

指数オプション取引、商品先物取引及び

商品先物オプション取引について定める

取引日をいう。）の終了する日の午後６

時まで（有価証券オプション取引（フレ

ックス限月取引を除く。）にあっては当

該取引が成立した日の午後６時まで）に

行うものとする。

３ （略）

（アロケーション申告等）

第１０条の２ （略）

２ 前項の場合において、アロケーション

申告は、当該未決済約定に係る先物・オ

プション取引が成立した取引日（指定市

場開設者が有価証券オプション取引（指

定市場開設者が定めるフレックス限月取

引に限る。）、国債証券先物取引、国債

証券先物オプション取引、指数先物取引

及び指数オプション取引について定める

取引日をいう。）の終了する日の午後６

時まで（有価証券オプション取引（フレ

ックス限月取引を除く。）にあっては当

該取引が成立した日の午後６まで）に行

うものとする。

３ （略）

（先物・オプション取引に係るクローズア

ウト数量等申告の申告時限）

第２０条の２ 業務方法書第７３条の２第

１項及び第２項、第７３条の６第１項及

び第２項、第７３条の１６第１項及び第

２項、第７３条の２０第１項及び第２項、

第７３条の２６第１項及び第２項、第７

３条の３１の２第１項及び第２項並びに

第７３条の３１の６３第１項及び第２項

に規定する申告（以下「クローズアウト

数量等申告」という。）は、決済を行う

取引日が終了する日において午後７時ま

でに行うものとする。

２ （略）

（先物・オプション取引に係るクローズア

ウト数量等申告の申告時限）

第２０条の２ 業務方法書第７３条の２第

１項及び第２項、第７３条の６第１項及

び第２項、第７３条の１６第１項及び第

２項、第７３条の２０第１項及び第２項

並びに第７３条の２６第１項及び第２項

に規定する申告（以下「クローズアウト

数量等申告」という。）は、決済を行う

取引日が終了する日において午後７時ま

でに行うものとする。

２ （略）
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（オプション取引に係る権利行使の申告時

限）

第２０条の３ 業務方法書第７３条の４第

１項及び第２項、第７３条の１８第１項

及び第２項、第７３条の２８第１項及び

第２項並びに第７３条の３１の６５第１

項及び第２項に規定する権利行使の申告

は、権利行使日において午後５時までに

行うものとする。

２ （略）

（オプション取引に係る権利行使の申告時

限）

第２０条の３ 業務方法書第７３条の４第

１項及び第２項、第７３条の１８第１項

及び第２項並びに第７３条の２８第１項

及び第２項に規定する権利行使の申告

は、権利行使日において午後５時までに

行うものとする。

２ （略）

（権利行使の割当方法）

第２０条の４ 業務方法書第７３条の５第

１項、第７３条の１９第１項、第７３条

の２９第１項及び第７３条の３１の６６

第１項に規定する権利行使の割当ては、

権利行使が行われた銘柄の売建玉につい

て、各清算参加者又は各非清算参加者の

自己分の数量及び委託分の数量を 小単

位に細分化して行うものとする。

（権利行使の割当方法）

第２０条の４ 業務方法書第７３条の５第

１項、第７３条の１９第１項及び第７３

条の２９第１項に規定する権利行使の割

当ては、権利行使が行われた銘柄の売建

玉について、各清算参加者又は各非清算

参加者の自己分の数量及び委託分の数量

を 小単位に細分化して行うものとす

る。

（国債証券先物取引の受渡決済に係る決済

物件の申告時限）

第２０条の７ 業務方法書第７３条の１４

に規定する当社が定める時限は、取引

終日の終了する日から起算して２日目

（休業日を除外する。以下日数計算にお

いて同じ。）の日の午後５時とする。た

だし、当社が必要と認める場合には、当

社がその都度定める時限とする。

（国債証券先物取引の受渡決済に係る決済

物件の申告時限）

第２０条の７ 業務方法書第７３条の１４

に規定する当社が定める時限は、取引

終日の終了する日から起算して２日目の

日の午後５時とする。ただし、当社が必

要と認める場合には、当社がその都度定

める時限とする。

（商品先物取引の清算値段）

第２１条 業務方法書第７３条の３１の３

に規定する当社が定める清算値段は、次

の各号に掲げる商品先物取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。た

（新設）
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だし、当社が当該各号に定めるところに

よることが適当でないと認める場合は、

当社がその都度定める。

（１） 現物先物取引（次号に掲げるも

のを除く。）

各取引日の現物先物取引の約定値段

（ストラテジー取引による約定値段を

除く。以下この条において同じ。）の

うち指定市場開設者が定める夜間立会

の開始時から日中立会の終了時までの

間における立会による 終の約定値段

とする。ただし、当該約定値段がない

場合には、直前の取引日の清算値段（取

引開始日における限月取引（指定市場

開設者が定める限月取引をいう。以下

この条において同じ。）にあっては、

取引 終日が も近い限月取引の清算

値段）とする。

（２） 現物先物取引（取引 終日が到

来した限月取引に限る。）

取引 終日の日中立会における現物

先物取引の加重平均値段（約定値段に

約定数量（ストラテジー取引によるも

のを除く。以下この号において同じ。）

を乗じて得た値を総約定数量で除する

方法により加重平均して得た値段をい

う。）とする。ただし、当該立会にお

いて約定値段がない場合には、同一の

取引日における 終約定値段とし、当

該取引日において約定値段がない場合

には、直前の取引日の清算値段とする。

（３） 限月現金決済先物取引

取引 終日が属する月を同一とする

現物先物取引（取引の対象とする金融

商品を同一とするものに限る。）の限

月取引に係る清算値段
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（商品先物取引の受渡決済における金銭の

授受方法）

第２２条 業務方法書第７３条の３１の

８、第７３条の３１の１０第 1項、第７

３条の３１の１１第１項、第７３条の３

１の１２第１項、第７３条の３１の１６、

第７３条の３１の１８第１項、第７３条

の３１の１９第１項、第７３条の３１の

２０第１項、第７３条の３１の２６、第

７３条の３１の３５、第７３条の３１の

３７第 1項、第７３条の３１の３８第１

項、第７３条の３１の３９第１項、第７

３条の３１の４４、第７３条の３１の４

６第 1項、第７３条の３１の５１、第７

３条の３１の５２、第７３条の３１の６

０第２項及び第７３条の３１の６１第１

項に規定する受渡決済に伴う金銭の授受

は、次の各号に定めるところにより行う

ものとする。

（１） 金銭を支払う清算参加者は、当

社が指定する銀行のうちから清算参加

者が選定した銀行（以下「受渡決済銀

行」という。）に口座を設け、当該口

座から当該受渡決済銀行に設けられた

当社名義の口座に振り込むものとす

る。

（２） 金銭を受領する清算参加者は、

受渡決済銀行に口座を設け、当該口座

において受領するものとする。

（新設）

（貴金属に係る受渡品の決定）

第２３条 業務方法書第７３条の３１の７

第１項の規定により、貴金属に係る受渡

決済における受方貴金属先物等清算参加

者への受渡品の割当ては、次の各号に定

（新設）
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めるところにより行う。

（１） 貴金属先物等清算参加者が保有

する 終買建玉（業務方法書第７３条

の３１の１２及び同第７３条の３１の

１３により受渡決済を行う 終買建玉

を除く。以下この条において同じ。）と

同数量の 終売建玉（同第７３条の３

１の１２及び同第７３条の３１の１３

により受渡決済を行う 終売建玉を除

く。）に係る受渡品は、当該貴金属先物

等清算参加者の 終買建玉に対して割

り当てる。

（２） 前号において受渡品の割当てが

行われなかった 終買建玉を有する貴

金属先物等清算参加者が２以上となる

場合には、当該 終買建玉について受

方貴金属先物等清算参加者が受領する

各受渡品は、抽選その他当社が定める

ところにより割り当てる。

（ＲＳＳに係る受渡品の決定）

第２４条 業務方法書第７３条の３１の１

５第１項の規定により、ＲＳＳに係る受

渡決済における受方ゴム先物等清算参加

者への受渡品の割当ては、次の各号に定

めるところにより行う。

（１） ゴム先物等清算参加者が保有す

る 終買建玉（業務方法書第７３条の

３１の２０及び同第７３条の３１の２

１により受渡決済を行う 終買建玉を

除く。以下この条において同じ。）と同

数量の 終売建玉（同第７３条の３１

の２０及び同第７３条の３１の２１に

より受渡決済を行う 終売建玉を除

く。）に係る受渡品は、当該ゴム先物等

清算参加者の 終買建玉に対して割り

（新設）
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当てる。

（２） 前号において受渡品の割当てが

行われなかった 終買建玉を有するゴ

ム先物等清算参加者が２以上となる場

合には、当該 終買建玉について受方

ゴム先物等清算参加者が受領する各受

渡品は、抽選その他当社が定めるとこ

ろにより割り当てる。

（ＲＳＳに係る検品請求等）

第２５条 ゴム先物等清算参加者は、業務

方法書第７３条の３１の１５第 1項に規

定する受渡品の決定までに指定市場開設

者が指定する倉庫への庫入れが完了した

ＲＳＳについての検品又は検量を希望す

るときは、当社が定めるところによりそ

の請求を行うものとする。

（新設）

（ＲＳＳに係る受方ゴム先物等清算参加者

による検品等）

第２６条 第２４条第１項の規定により受

領する受渡品が決定した受方ゴム先物等

清算参加者は、当社が定める場合を除き、

当該決定の日の翌日の午後５時までに受

渡品の検品又は検量を行うものとする。

２ 受方ゴム先物等清算参加者は、前項の

検品又は検量の結果、受渡品に故障があ

ると認める場合には、同項に規定する日

の翌日の午後５時までに、当社が定める

ところにより、当社に対して、故障の申

立てをすることができる。

３ 前項の申立ての後、受渡しの当事者間

において当該申立ての取下げに合意した

場合には、受方ゴム先物等清算参加者は、

次条に定める当社の検査が行われる日の

前日までに当社に申し出ることにより、

（新設）
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当該申立てを取り下げることができる。

（ＲＳＳに係る検品請求等に基づく検品

等）

第２７条 当社は、第２５条に規定する請

求及び前条第２項に規定する故障の申立

てがあった場合には、当社が定めるとこ

ろにより、検品又は検量を行うものとす

る。この場合において、当社が必要と認

めるときは、第三者をして当該検品又は

検量を行わせることができる。

２ 当社は、前項の検品又は検量の結果、

故障がないと認める場合には当該申立て

を却下し、故障があると認める場合には、

次の各号に掲げる場合の区分に応じて、

当該各号に定めるとおりに受渡決済を行

わせるものとする。この場合において、

受渡しの当事者はこれに従わなければな

らない。

（１） 故障が外装に係るものであり、

その程度が甚だしくなく、値引きによ

り受渡しをさせて支障がないと当社が

認める場合

該当する受渡数量に当社が決定する

値段を乗じて得た額を受渡代金から値

引きする。

（２） 故障が品質又は外装に係るもの

であり、その程度が甚だしく、受渡し

に適さないと当社が認める場合

ａ 当社が当該認定を行った日から起

算して５日目の日までに渡方ゴム先

物等清算参加者に対して代品を提供

させる。この場合において、その提

供がその月の 終営業日を超えたと

きは、渡方ゴム先物等清算参加者は、

その超えた日数１日（休業日を含

（新設）
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む。）につき、受渡値段の１，００

０分の３に受渡数量を乗じた得た額

の金銭を当社に支払い、当社は当該

金銭を受方ゴム先物等清算参加者に

交付するものとする。

ｂ 前ａに規定する代品提供がない場

合又は当該代品の故障の程度が甚だ

しく、受渡しに適さないと当社が認

める場合には、業務方法書第７３条

の３１の５７に定めによる。

（３） 受渡品の量目が表示量目に対し

て指定市場開設者が定める範囲を超え

て減量している場合

当該減量した量目に受渡値段を乗じ

て得た額を受渡代金から値引きする。

３ 前項に規定する故障の処理のための受

渡品の検品又は検量に対する費用の負担

は、次の各号に定めるとおりとする。

（１） 検品については、渡方ゴム先物

等清算参加者の負担とする。

（２） 検量について、故障がないと認

めた場合には、受方ゴム先物等清算参

加者の負担として、故障があると認め、

前項第３号に定める処理を行った場合

には、渡方ゴム先物等清算参加者の負

担とする。

（ＴＳＲの受渡しにおける通知事項等）

第２８条 受方ゴム先物等清算参加者は、

業務方法書第７３条の３１の２６に定め

るＴＳＲに係る受渡しにおいて、次の各

号に掲げる事項を渡方ゴム先物等清算参

加者に通知し、渡方ゴム先物等清算参加

者は、これに従うものとする。この場合

において、渡方ゴム先物等清算参加者及

び受方ゴム先物等清算参加者は、船積日

（新設）
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から起算して８日前（休業日を除外す

る。）の正午までに、連署をもって、当

社が定める船積通知書を当社に提出する

ものとする。

（１） 受渡品の船積日 船積日は、原

則として、各限月取引の取引 終日が

属する月の翌月の１０日目の日からそ

の翌月１５日（休業日を含む。）まで

の期間内で受方ゴム先物等清算参加者

が指定した日とする。

（２） ＴＳＲの受渡しを受渡単位ごと

に分割して行いたい場合にあっては、

その旨

２ 前項の受渡しのため、原則として、受

方ゴム先物等清算参加者が船舶（受渡場

所の入港許可基準に適合するものに限

る。）及びコンテナを手配し、渡方ゴム

先物等清算参加者は、当該船舶及びコン

テナに対する船積その他の手続について

協力するものとする。

３ 業務方法書第７３条の３１の２６第１

号ｃに規定する受渡書類は、次の各号に

掲げるものとする。

（１） 船荷証券

（２） 送り状

（３） 品質検査証明書

（４） 品質・重量証明書

（５） 原産地証明書

（６） パッキングリスト

（７） その他、国際ゴム取引において

一般的に受渡書類として使用されるも

の

（ＴＳＲに係る申告受渡又は受渡条件調整

における船積日等）

第２９条 ＴＳＲに係る受渡決済を申告受 （新設）
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渡又は受渡条件調整により行う場合に

は、前条第１項の規定にかかわらず、受

渡品の船積日は、原則として、受方ゴム

先物等清算参加者が次の各号に定めると

ころにより指定し、渡方ゴム先物等清算

参加者が合意した日とする。

（１） 申告受渡にあっては、申告受渡

が成立した日から起算して３日目の日

から各限月取引の取引 終日が属する

月の翌月の末日（休業日を含む。）ま

での期間内

（２） 受渡条件調整にあっては、各限

月取引の取引 終日が属する月の翌月

の１０日目の日からその翌月の末日

（休業日を含む。）までの期間内

２ ＴＳＲに係る受渡決済について、指定

市場開設者が定める受渡供用品以外又は

受渡場所以外をもって申告受渡又は受渡

条件調整により行う場合にあっては、前

条第２項の規定にかかわらず、船舶及び

コンテナの手配その他の手続は、受渡し

の当事者間で取り決めるものとする。

（ＴＳＲに係る受方ゴム先物等清算参加者

による故障の申立て）

第３０条 業務方法書第７３条の３１の２

６の規定（申告受渡の場合、受渡条件調

整において指定市場開設者が定める受渡

供用品以外又は受渡場所以外をもって行

う場合及び受渡品に対する渡方ゴム先物

等清算参加者の責任が同第７３条の３１

の３０第１項と異なる場合を除く。）に

より受渡品を受領した受方ゴム先物等清

算参加者は、受渡品について品質、量目、

包装、異物の付着等を認める場合には、

当該受渡品が仕向地の港で陸揚げされた

（新設）
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日から起算して４５日（休業日を含む。）

以内に、当社に対して、故障の申立てを

することができる。

２ 前項の申立ての後、受渡しの当事者間

において当該申立ての取り下げに合意し

た場合には、受方ゴム先物等清算参加者

は、当社に申し出ることにより、当該申

立てを取り下げることができる。

（ＴＳＲに係る故障の申立てに基づく検品

等）

第３１条 当社は、前条第１項に規定する

故障の申立てがあった場合には、当社が

定めるところにより、受渡品の検品又は

検量を行うものとする。この場合におい

て、当社が必要と認めるときは、第三者

をして当該検品又は検量を行わせること

ができる。

２ 当社は、前項前段の検品又は検量の結

果、故障がないと認める場合には当該申

立てを却下し、故障があると認める場合

には、次の各号に掲げる場合の区分に応

じて、当該各号に定めるとおりに受渡決

済を行わせるものとする。

（１） 故障の程度が軽微であり、値引

きにより受渡しをさせて支障がないと

当社が認める場合

該当する受渡数量に当社が決定する

値段を乗じて得た額を受渡代金から値

引きする。

（２） 故障の程度が甚だしく、受渡し

に適さないと当社が認める場合

ａ 受渡しの当事者間で合意がある場

合

渡方ゴム先物等清算参加者に対し

て代品を提供させる。この場合にお

（新設）
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いて、渡方ゴム先物等清算参加者は、

受方ゴム先物等清算参加者の指定す

る場所への代品提供に要する費用及

び当初の受渡日を超過した日数１日

（休業日を含む。）につき、受渡値

段の１００分の１の金銭の合計額を

当社に支払い、当社は当該金銭を受

方ゴム先物等清算参加者に交付す

る。

ｂ 前ａの代品提供がない場合又は当

該代品の故障の程度が甚だしく、受

渡しに適さないと当社が認める場合

業務方法書第７３条の３１の５７

に定めによる。

（３） 受渡品の量目が、指定市場開設

者が定める範囲を超えて増量又は減量

している場合

当該増量又は減量が、受渡量目の１

００分の１以内の場合には１００分の

０．５との差分について、受渡量目の

１００分の１を超える場合にはその増

量又は減量の全量について、受渡値段

を乗じて得た額により精算する。

３ 第１項後段の規定により、ＴＳＲ国際

契約（国際ゴム協会（Ｉｎｔｅｒｎａｔ

ｉｏｎａｌ Ｒｕｂｂｅｒ Ａｓｓｏｃ

ｉａｔｉｏｎ）がＴＳＲの標準取引条件

として設定した契約（Ｉｎｔｅｒｎａｔ

ｉｏｎａｌ Ｃｏｎｔｒａｃｔ ｆｏｒ

Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｌｙ Ｓｐｅｃｉ

ｆｉｅｄ Ｒｕｂｂｅｒ）をいう。）で

定められた仲裁センターが検品又は検量

を行った結果、受渡品に故障がないとさ

れた場合には、同項に規定する故障の申

立ては却下されるものとし、受渡品に故

障が認められるとされた場合には、受渡
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しの当事者は、当該仲裁センターの処理

に従って受渡決済を行うものとする。

４ 受渡しの当事者は、前２項の規定の決

定に従い受渡決済を行うものとし、これ

に対して異議を申し立てることはできな

い。

５ 第１項に規定する受渡品の検品又は検

量に対する費用の負担は、次の各号に定

めるとおりとする。

（１） 故障がないと認めた場合には、

鑑定手数料その他調査に要した実費

は、受方ゴム先物等清算参加者の負担

とする。

（２） 故障があると認めた場合には、

鑑定手数料その他調査に要した実費

は、渡方ゴム先物等清算参加者の負担

とする。ただし、第３項に規定する仲

裁センターの処理の場合にあっては、

受渡しの当事者は、仲裁センターの定

めに従ってそれぞれ費用の負担を行

う。

（ＴＳＲに係る受渡諸費用の負担）

第３２条 ＴＳＲに係る受渡決済における

諸費用の負担は、次の各号に定めるとお

りとする。

（１） 船積時に発生するコンテナター

ミナル使用料及び船積作業等に係る受

渡品全量の船積が完了するまでに要す

る費用は、渡方ゴム先物等清算参加者

の負担とする。

（２） 船舶及びコンテナの手配並びに

受渡品全量の船積完了後に要する費用

は、受方ゴム先物等清算参加者の負担

とする。

（３） その他業務方法書その他の規則

（新設）
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に定めのない費用の負担は、商慣習に

従い受渡しの当事者間で合議のうえ決

定する。

２ ＴＳＲに係る受渡決済について、指定

市場開設者が定める受渡供用品以外又は

受渡場所以外をもって申告受渡又は受渡

条件調整により行う場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、費用の負担は受

渡しの当事者間で合議のうえ決定する。

（一般大豆に係る受方農産物先物等清算参

加者による検品請求等）

第３３条 受方農産物先物等清算参加者

は、業務方法書第７３条の３１の３５及

び同第７３条の３１の３７の規定により

受領した受渡品について、その受渡しの

日から起算して３０日（休業日を含む。）

以内に出庫する場合には、当該出庫の日

の前日の午後２時までに、当社に対して

検品（品質に関するもののうち、当社が

認めるものに限る。）の請求を行うこと

ができる。

２ 前項に規定する請求を行った場合にあ

っては、受方農産物先物等清算参加者は、

当該請求に係る受渡品の出庫まで当該受

渡品の倉荷証券を解除してはならない。

（新設）

（一般大豆に係る検品請求に基づく検品

等）

第３４条 当社は、前条に規定する請求が

あった場合には、当社が定めるところに

より、検品を行うものとする。この場合

において、当社が必要と認めるときは、

第三者をして当該検品を行わせることが

できる。

２ 前項の検品の結果、故障がないと当社

（新設）
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が認める場合にあっては、当社は当該申

立てを却下し、故障があると当社が認め

る場合にあっては、渡方農産物先物等清

算参加者は、当社が決定する値引き金額

を、当該結果を当社が通知した日から起

算して３日目の日の正午までに当社に支

払い、当社は当該金銭を受方農産物先物

等清算参加者に交付する。この場合にお

いて、受渡しの当事者はこれに従わなけ

ればならない。

３ 前条第１項に規定する請求に対する費

用の負担は、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定めるとおりとす

る。

（１） 故障がないと当社が認めた場合

受渡しの日の属する期の翌期から出

庫日の属する期までの保管料及び検品

に係る分析費用その他の実費は、受方

農産物先物等清算参加者の負担とす

る。

（２） 故障があると当社が認めた場合

受渡しの日の属する期の翌期から出

庫日の属する期までの保管料は受方農

産物先物等清算参加者の負担とし、検

品に係る分析費用その他の実費は渡方

農産物先物等清算参加者の負担とす

る。

（小豆に係る希望前検査）

第３５条 農産物先物等清算参加者は、業

務方法書第７３条の３１の４３第１項に

規定する受渡品の決定までに指定市場開

設者が指定する倉庫への庫入れが完了し

た小豆についての検品又は検量を希望す

るときは、当社が定めるところによりそ

の請求を行うものとする。

（新設）
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２ 前項の請求が行われた場合には、当社

は、当社が定めるところにより検品又は

検量を行うものとする。

（小豆に係る受方農産物先物等清算参加者

による故障の申立て等）

第３６条 受方農産物先物等清算参加者

は、業務方法書第７３条の３１の４４及

び同第７３条の３１の４６の規定により

受領した受渡品について品質不良、量目

不足、包装不良その他の故障があると認

める場合には、受渡しの日から起算して

３日目の日の午後２時までに、当社に対

して故障の申立てを行うことができる。

ただし、前条の規定に基づく検査が行わ

れた事項については、この限りでない。

２ 受方農産物先物等清算参加者は、前項

の申立てを行った場合には、当社が故障

の処理の決定を行うまでの間、対象とな

る受渡品の出庫及び倉荷証券の解除を行

ってはならない。

（新設）

（小豆に係る故障の申立てに基づく検品

等）

第３７条 当社は、前条に規定する故障の

申立てがあった場合には、当社が定める

ところにより、検品又は検量を行うもの

とする。

２ 当社は、前項の検品又は検量の結果、

故障がないと認める場合には当該申立て

を却下し、故障があると認める場合には、

次の各号に掲げる場合の区分に従い、当

該各号に定めるところにより受渡決済を

行わせるものとする。この場合において、

受渡しの当事者はこれに従わなければな

らない。

（新設）
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（１） 故障の程度が甚だしくなく、値

引きにより受渡しをさせて支障がない

と当社が認める場合

当社が決定する額を受渡代金から値

引きする。

（２） 故障の程度が甚だしく、受渡し

に適さないと当社が認める場合

ａ 当社は、当該結果を当社が通知し

た日から起算して４日目の日までに

渡方農産物先物等清算参加者に対し

て、一度に限り代品を提供させるも

のとし、当該提供後の当社による代

品の検品の結果、故障がないと認め

る場合には当該代品をもって、当該

代品が前号に掲げるところに該当す

ると認める場合には同号に定めると

ころにより、受渡しは結了するもの

とする。この場合において、渡方農

産物先物等清算参加者は、当該代品

に係る受渡代金に１００分の１を乗

じて得た金銭に相当する遅滞金を当

社に支払い、当社は、当該遅滞金を

受領した場合には、遅滞なく、これ

を受方農産物先物等清算参加者に交

付する。

ｂ 前ａに規定する代品提供がない場

合又は当該代品の故障の程度が甚だ

しく、受渡しに適さないと当社が認

める場合には、業務方法書第７３条

の３１の５７に定めによる。

（３） 受渡品の量目の全部又は一部が

指定市場開設者が定める許容量目に不

足している場合

当社が決定する額を受渡代金から値

引きする。

３ 渡方農産物先物等清算参加者又は受方
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農産物先物等清算参加者は、前項の規定

による値引き、格差等に係る額を当社が

第１項に規定する検品の結果を通知した

日（前項第２号ａの場合にあっては、代

品の検査の結果を通知した日）から起算

して３日目の日の正午までに支払うもの

とし、当社は、これを受領した場合には、

その相手方に対して交付する。

４ 前条に規定する故障の申立てに対する

費用の負担は、次の各号に定めるとおり

とする。

（１） 受渡品のうち故障がないと当社

が認めた部分については、受渡しの日

の属する期の翌期から検品又は検量の

終了する日の属する期までの保管料及

び検品手数料は、受方農産物先物等清

算参加者の負担とする。

（２） 受渡品のうち故障があると当社

が認めた部分（値引きにより受渡しを

行う場合に限る。）については、受渡

しを結了する日の属する期までの保管

料は受方農産物先物等清算参加者の負

担とし、検品手数料は渡方農産物先物

等清算参加者の負担とする。

（３） 受渡品のうち故障があると当社

が認めた部分（代品により受渡しを行

う場合に限る。）については、代品が

立てられた小豆の検品手数料並びに当

該代品につき、その受渡しが結了する

日の属する期までの保管料及び第２項

第２号ａに規定する検品手数料は、渡

方農産物先物等清算参加者の負担とす

る。

（４） 第２項第２号ｂに定める場合に

あっては、検品手数料は渡方農産物先

物等清算参加者の負担とする。
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（小豆に係る前歴の踏襲等）

第３８条 前条第１項に規定する検品又は

検量が行われた受渡品は、当該検品又は

検量の結果をその供用期間中前歴として

踏襲し、当該受渡品に係る倉荷証券が受

渡しに提供される場合には、当社は、当

該倉荷証券の受方農産物先物等清算参加

者にその前歴を通知する。

２ 受方農産物先物等清算参加者は、前項

の前歴（各限月取引について、取引 終

日が属する月に行われた希望前検査によ

る前歴を除く。）に異議がある場合には、

故障の申立てを行うことできる。この場

合において、前２条の規定は、当該申立

てについて準用する。

（新設）

（とうもろこしに係る荷捌きの方法の決

定）

第３９条 業務方法書第７３条の３１の５

１柱書及び同第７３条の３１の５２柱書

に規定する受渡品の授受にあっては、荷

捌きの方法その他荷役遂行のために必要

な事項について協議するものとし、当該

協議は積来本船がとうもろこしの受渡決

済に係る荷受渡港に入港する日から起算

して６日前（休業日を含む。）までに行

うものとする。

（新設）

（とうもろこしに係る受渡書類）

第４０条 業務方法書第７３条の３１の５

１第１号ｂに規定する受渡品の受渡書類

は、次の各号に掲げる書類とする。

（１） 船荷証券、本船荷渡指図書又は

荷渡指図書

（２） 送り状

（新設）
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（３） 保険料請求書

（４） 傭船契約書の写し、保険証券若

しくは保険証明書の写し又はその他税

関により要求されるべきその他の書類

のうち、当社が必要と認めた書類

２ 前項に規定する書類は、次の各号に定

めるものでなければならない。

（１） 国際的契約、商慣習、国内法規

等により定められている事項の記載が

あるもの

（２） 船荷証券及び保険証券にあって

は、譲渡に要するすべての条件を備え

たもの

（３） 本船荷渡指図書にあっては、指

定市場開設者が特定した業者が 初に

裏書したもの

（４） 荷渡指図書にあっては、指定市

場開設者が特定した業者が発行したも

のであって、送り状、船荷証券等の書

類に基づき、産地品名等級、受渡数量、

積来本船名、出港年月日、荷受渡港名

（埠頭名）、荷受渡予定日、輸入商社

名及び旗振商社名、発行者名、発行年

月日、海上保険会社名その他必要事項

が記載されたもの

（５） 通関に必要な書類にあっては、

税関の要求する手続き等を備えたもの

（とうもろこしに係る荷卸完了通知の取扱

い）

第４１条 業務方法書第７３条の３１の５

１第１号ｃ及び同第７３条の３１の５２

第１号ｂに規定する受渡品の荷卸の完了

に関する通知のうち、午後３時３０分を

超えて当社に提出されたものについて

は、当該提出の日の翌日に提出されたも

（新設）
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のとして取り扱う。

（とうもろこしに係る受渡品の重量による

調整）

第４２条 業務方法書第７３条の３１の５

３第２項に規定するとうもろこしに係る

受渡代金等の調整は、次の各号に掲げる

場合の区分に従い、当該各号に定めると

おりに行う。

（１） 過不足重量が受渡品の量の１０

０分の５以内の増量の場合 正味陸揚

数量の当社に対する届出の日に当社が

受渡値段により算出した当該増量分

（キログラム未満は切り捨てる。）の

受渡代金を、受方農産物先物等清算参

加者は、当該日から起算して５日目の

日の正午までに当社に対して支払い、

当社は、その受領後遅滞なく渡方農産

物先物等清算参加者に対して交付す

る。

（２） 過不足重量が受渡品の量の１０

０分の５以内の減量の場合 正味陸揚

数量の当社に対する届出の日に当社が

受渡値段により算出した当該減量分

（キログラム未満は切り捨てる。）の

受渡代金を、渡方農産物先物等清算参

加者は、当該日から起算して５日目の

日の正午までに当社に対して支払い、

当社は、その受領後遅滞なく受方農産

物先物等清算参加者に対して交付す

る。

（３） 過不足重量が受渡品の量の１０

０分の５を超える増量の場合 受方農

産物先物等清算参加者は渡方農産物先

物等清算参加者に対して、当該超過す

る量の引き取りを請求できるものとす

（新設）
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る。ただし、受渡しの当事者間で合意

した場合には、当社の承認を得て、他

の方法により調整を行うことができ

る。

（４） 過不足重量が受渡品の量の１０

０分の５を超える減量の場合 渡方農

産物先物等清算参加者は受方農産物先

物等清算参加者に対して、不足分に相

当する受渡品を速やかに引き渡す。た

だし、受渡しの当事者間で合意した場

合には、当社の承認を得て、他の方法

により調整を行うことができる。

２ 前項第３号及び第４号の調整が完了し

た場合には、受渡しの当事者は当社にそ

の旨を通知するものとする。

（受渡諸費用の負担）

第４３条 業務方法書第７３条の３１の５

４に規定するとうもろこしに係る受渡決

済により発生する諸費用は、次の各号に

掲げる費用の区分に従い、当該各号に定

めるとおり負担するものとする。

（１） 荷卸費、検査料及び検量料 受

方農産物先物等清算参加者の負担とす

る。

（２） 揚港割増賃 渡方農産物先物等

清算参加者の負担とする。

（３） 早出料の割戻し 渡方農産物先

物等清算参加者の受取りとする。

（４） 滞船料及び夜間、休日等の特別

な荷役料 渡方農産物先物等清算参加

者の負担とする。ただし、受方農産物

先物等清算参加者の責めによる場合に

は、受方農産物先物等清算参加者の負

担とする。

（新設）
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（本船事故その他の事由）

第４４条 業務方法書第７３条の３１の５

６第１項に規定する当社が定める事由と

は、次の各号に掲げる場合をいう。

（１） 天災地変、戦争、暴動等により

船積及び輸送が行えない場合

（２） 本船事故の場合

（３） 本船の沈没等の海難事故により

受渡品が滅失した場合

（４） 出港地、寄港地又は入港地にお

ける船内荷役ストライキ及び沿岸荷役

ストライキ並びに公共機関による出入

港停止等の措置が講じられた場合

（５） 船長が事故防止のために船積を

中止又は中断する必要があると判断し

た場合

（６） 法令、行政処分等により受渡し

の当事者が受渡しを履行できなくなっ

た場合

（７） その他やむを得ない事由として

当社が認める場合

２ 業務方法書第７３条の３１の５６第１

項に規定する当社が定めるものとは、次

の各号に定める受渡しをいう。

（１） ＴＳＲ 前項各号の事由が生じ

る以前に、第２８条第１項に規定する

船積通知書が当社に提出されていた受

渡し

（２） とうもろこし 次のａ又はｂに

定める受渡し

ａ 前項各号の事由が生じる以前に、

業務方法書第７３条の３１の５１第

１号ａに規定する受渡品明細通知書

が当社に提出されていた受渡し

ｂ 前項各号の事由が生じる以前に、

業務方法書第７３条の３１の５２の

（新設）
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規定により早受渡しとして行われる

ことが合意された受渡し

（現物先物取引の現金決済による結了の場

合等に徴収する金銭）

第４５条 業務方法書第７３条の３１の５

７に規定する当社が定める金額は、次の

各号に掲げる場合の区分に従い、当該各

号に定めるところとする。

（１） 受渡品の引渡しが行われない場

合

受渡品を受領する商品先物等清算参

加者が、当該受領のために要した費用、

受渡品の調達に要する費用、逸失利益、

遅延損害等に相当する額等を勘案して

当社が定める額

（２） 受渡品の受領が行われない場合

受渡品を引き渡す商品先物等清算参

加者が、当該引渡しのために要した費

用、受渡品の販売に要する費用、逸失

利益、遅延損害等に相当する額等を勘

案して当社が定める額

（新設）

（取引所ＦＸ取引に係る建玉の申告時限）

第４６条 （略）

（取引所ＦＸ取引に係る建玉の申告時限）

第２０条の８の２ （略）

（取引所ＦＸ取引の清算数値）

第４７条 （略）

（取引所ＦＸ取引の清算数値）

第２０条の８の３ （略）

（取引所ＦＸ取引のスワップポイント基準

値）

第４８条 （略）

（取引所ＦＸ取引のスワップポイント基準

値）

第２０条の８の４ （略）

（非対円金融指標に係る差金の額）

第４９条 （略）

（非対円金融指標に係る差金の額）

第２０条の８の５ （略）
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（取引所ＦＸ取引に係る差金の額の申告及

び受払い）

第５０条 （略）

（取引所ＦＸ取引に係る差金の額の申告及

び受払い）

第２０条の８の６ （略）

（建玉の移管の申請時限等）

第５１条 （略）

（建玉の移管の申請時限等）

第２０条の９ （略）

（決済使用の終了）

第５２条 （略）

（決済使用の終了）

第２０条の９の２ （略）

（違約受渡玉に係る決済の結了のための処

理及び破綻処理オークション）

第５３条 業務方法書第７６条第９項の規

定に基づき違約受渡玉を対象とした破綻

処理オークションを実施するときは、当

社は、次の各号に定める方法により、違

約受渡玉との間で現物先物取引に係る受

渡決済を行う清算参加者（以下「被違約

受渡玉参加者」という。）及び当該清算

参加者の受渡玉（以下「被違約受渡玉」

という。）を決定する。

（１） 不履行参加者の支払不能等の認

定の時点において、違約受渡玉に係る

現物先物取引に係る受渡決済を行う相

手方となる清算参加者が決定していな

い場合

違約受渡玉（両建数量（売建玉に係

る受渡玉の数量と買建玉に係る受渡玉

の数量が対当している数量をいう。以

下同じ。）を除く。）を、その反対受

渡玉を有する清算参加者の反対受渡玉

の数量（両建数量を含む。）に応じて

按分して割り当て、当該割当てを受け

た清算参加者を被違約受渡玉参加者と

し、当該割り当てられた数量に相当す

る当該被違約受渡玉参加者の反対受渡

（新設）
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玉を被違約受渡玉とする。ただし、当

該割り当てられた数量について、受渡

単位に満たない端数が生じたときは、

当該端数を四捨五入して算出した数量

（当該端数を四捨五入した数量による

被違約受渡玉の総数に過不足が生じた

ときは、当社が被違約受渡玉の数量が

違約受渡玉の数量と同一になるよう被

違約受渡玉の数量を当社の抽選により

調整した数量）とする。

（２） 不履行参加者の支払不能等の認

定の時点において、違約受渡玉に係る

現物先物取引に係る受渡決済を行う相

手方となる清算参加者が既に決定して

いた場合

既に決定していた相手方となる清算

参加者を被違約受渡玉参加者とし、既

に受渡が決定していた当該被違約受渡

玉参加者の反対受渡玉を被違約受渡玉

とする。

２ 前項の違約受渡玉の破綻処理オークシ

ョンは、次の各号に定めるところにより

行うものとする。

（１） 対象とする違約受渡玉の数量は、

違約受渡玉のうち両建数量を除いた数

量とする。

（２） 入札に係る数量の単位は、違約

受渡玉に係る銘柄について指定市場開

設者が定める取引単位に準じた単位と

する。

（３） 入札に係る数量の売付申込値段

の単位は、違約受渡玉に係る銘柄の受

渡単位に準じた単位とする。

（４） 清算参加者が破綻処理オークシ

ョンに入札できる値段の制限について

は、違約受渡玉に係る受渡値段から入
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札可能値幅（受渡値段に１００分の１

０を乗じて算出した数値とする。以下

同じ。）を減じて得た値段を下限とし、

受渡値段に入札可能値幅を加えて得た

値段を上限とする。ただし、当社は、

必要があると認めるときは、入札でき

る値段の範囲を臨時に変更することが

できる。

（５） 前各号に定めるもののほか、違

約受渡玉に係る破綻処理オークション

の実施について必要な事項は、当社が

その都度定める。

３ 当社は、前項の規定に定めるところに

より、破綻処理オークションの対象から

除かれた違約受渡玉の両建数量について

は、当該違約受渡玉に係る受渡値段をも

って転売又は買戻ししたものとして、当

社が指定する日にその決済が結了したも

のとみなす。

４ 違約受渡玉の破綻処理オークションに

おいて、当該違約受渡玉を清算参加者が

落札し当該破綻処理オークションが成立

した場合、当社は、当該落札した清算参

加者の違約受渡玉と第１項に定める被違

約受渡玉参加者の被違約受渡玉の間で業

務方法書に定めるところにより現物先物

取引に係る受渡決済を行わせる。

５ 違約受渡玉の破綻処理オークションに

おいて、違約受渡玉が落札されず破綻処

理オークションが不成立となった場合、

当社は、当該違約受渡玉と第１項に定め

る被違約受渡玉参加者の被違約受渡玉

が、受渡値段をもって転売又は買戻しさ

れたものとして、当社が指定する日にそ

の決済が結了したものとみなす。

６ 前項による決済の結了の処理が行われ
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た場合、被違約受渡玉参加者は、当該決

済の結了の処理が行われず、被違約受渡

玉の現物先物取引に係る受渡決済が行わ

れていた場合に本来得ることのできた便

益を回復するために要した金銭（以下「再

構築コスト」という。）を、当社に対し

て請求することができる。

７ 前項の規定に定めるところにより、被

違約受渡玉参加者が再構築コストを当社

に請求する場合には、当該被違約受渡玉

参加者は、再構築コストを証明するため

の書面を当社に提出しなければならな

い。

８ 当社は、前項の規定に定めるところに

より被違約受渡玉参加者が提出した書面

が正当であると認める場合に限り、再構

築コストを当該被違約受渡玉参加者に支

払う。

９ 前項の規定により当社が支払う再構築

コストは、被違約受渡玉に係る受渡代金

の１０パーセントに相当する金額を上限

とする。ただし、当社は、当社が特に必

要と認めた場合に限り当該上限を加算で

きる。

１０ 第６項から前項までに定めるものの

ほか、再構築コストの請求及び支払いに

ついて必要な事項は、当社がその都度定

める。

（決済不履行の場合における措置の詳細）

第５４条 業務方法書第７６条の３第１項

の規定に基づき協議を行うときは、清算

参加者は、当該清算参加者の清算参加者

代表者又はこれに代えて当該清算参加者

を代表若しくは代理する者をして、当社

との間における同条第１項の協議及び同

（新設）
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条第２項の合意を行わせるものとする。

２ 業務方法書第７６条の３第１項に定め

る協議は、破綻処理オークションの入札

結果が判明してから２４時間以内に行う

ものとする。ただし、当社が必要と認め

る場合には、当該期間を延長することが

できる。

３ 業務方法書第７６条の４第１項に定め

る期限前終了は、破綻処理オークション

の結果、当社が必要と認める不履行約定

に係る建玉（以下「期限前終了対象建玉」

という。）及び同第７６条の３第１項に

定める協議に付された損失の処理等に賛

成する破綻処理単位期間における不履行

清算参加者以外の清算参加者（以下「破

綻処理単位期間清算参加者」という。）

の区分口座ごとに当社が次の各号に定め

る順序に従って割り当てる破綻処理単位

期間清算参加者の清算約定に係る建玉

（以下「期限前終了割当建玉」という。）

について行う。

（１） 破綻処理単位期間清算参加者の

区分口座ごとに、期限前終了対象建玉

のある銘柄ごとの買建玉と売建玉をネ

ットした建玉が、なお期限前終了対象

建玉の反対の建玉となっている数量

（以下「銘柄ごとネット数量」という。）

を算出する。

（２） 期限前終了対象建玉の数量を、

破綻処理単位期間清算参加者が保持す

る全ての区分口座について銘柄ごとネ

ット数量を合計した数量に応じて按分

し、破綻処理単位期間清算参加者ごと

の割当数量とする。

（３） 前号による破綻処理単位期間清

算参加者ごとの割当数量を、当該破綻
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処理単位期間清算参加者の区分口座ご

との銘柄ごとネット数量に応じて按分

して割り当て、当該割当てに係る数量

の建玉を期限前終了割当建玉とする。

（取引証拠金、当初証拠金又は清算基金に

よる損失の補填方法）

第５５条 （略）

（取引証拠金、当初証拠金又は清算基金に

よる損失の補填方法）

第２０条の１０ （略）

（決済不履行による損失の補填に係る代用

有価証券等の処分方法）

第５６条 業務方法書第７８条第１項に規

定する代用有価証券等の処分は、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場合に、当社が適当

と認める方法、時期、価格等により処分

することにより行う。

（決済不履行による損失の補填に係る代用

有価証券の処分方法）

第２０条の１０の２ 業務方法書第７８条

第１項に規定する代用有価証券の処分

は、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場合に、

当社が適当と認める方法、時期、価格等

により処分することにより行う。

（証券取引等決済保証準備金の積立て等）

第５７条 （略）

２ （略）

３ 前項の規定にかかわらず、当社は、業

務方法書第７６条の２第１項に規定する

破綻処理単位期間が設定され、当該破綻

処理単位期間において発生した破綻のた

めに証券取引等決済保証準備金の全部又

は一部が取り崩された場合においては、

当該破綻処理単位期間が終了した都度、

前項に定める証券取引等決済補償準備金

の積み立てを行う。

（証券取引等決済保証準備金の積立て等）

第２０条の１１ （略）

２ （略）

（新設）
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（商品先物等決済保証準備金の積立て等）

第５８条 当社は、商品先物等決済保証準

備金として２３億７千万円を積み立て

る。

２ この業務方法書及び当社が行う商品取

引債務引受業に係る業務方法書等の定め

るところにより商品先物等決済保証準備

金の全部又は一部が取り崩された場合に

は、当社は、その都度、取り崩された額

と同額を商品先物等決済保証準備金とし

て積み立てる。本項の規定に基づく積立

ての累計額は、２３億７千万円を上限と

する。

３ 前項の規定にかかわらず、当社は、業

務方法書第７６条の２第１項又は商品取

引債務引受業に関する業務方法書第７８

条第１項に規定する破綻処理単位期間が

設定され、当該破綻処理単位期間におい

て発生した破綻のために商品先物等決済

保証準備金の全部又は一部が取り崩され

た場合においては、当該破綻処理単位期

間が終了した都度、前項に定める商品先

物等決済保証準備金の積み立てを行う。

（新設）

（清算基金による損失の補填方法）

第５９条 業務方法書第７８条の２第１項

及び第２項に規定する補填は、次の各号

に掲げる損失の区分に従い、当該各号に

定めるところにより行うものとする。

（１） 現物清算資格に係る未補填損失

（業務方法書第７８条の２第１項第１

号に規定する補填し得ない損失のう

ち、現物清算資格に係るものをいう。

以下同じ。）

（清算基金による損失の補填方法）

第２０条の１２ 業務方法書第７８条の２

第１項及び第２項に規定する補填は、次

の各号に掲げる損失の区分に従い、当該

各号に定めるところにより行うものとす

る。

（１） 現物清算資格に係る未補填損失

（業務方法書第７８条の２第１項に規

定する補填し得ない損失のうち、現物

清算資格に係るものをいう。以下同

じ。）
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ａ・ｂ （略）

（２） 国債先物等清算資格に係る未補

填損失（業務方法書第７８条の２第１

項第２号に規定する補填し得ない損失

のうち、国債先物等清算資格に係るも

のをいう。以下同じ。）

ａ 国債先物等清算資格に係る未補填

損失が国債先物等清算資格に係る

清算基金所要額総額（破綻処理単位

期間清算参加者の破綻処理単位期

間の開始日の前日における国債先

物等清算資格に係る清算基金所要

額の合計額をいう。以下同じ。）を

超えるとき

国債先物等清算資格に係る清算

基金所要額総額の全額をもって国

債先物等清算資格に係る未補填損

失の補填に充てる。

ｂ 前ａ以外のとき

国債先物等清算資格に係る未補

填損失の額を、破綻処理単位期間清

算参加者それぞれの破綻処理単位

期間の開始日の前日における国債

先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「清算参加者負担限度額」

という。）に応じて按分した額（当

該額が当該清算参加者負担限度額

を超える場合には、当該清算参加者

負担限度額）をもって国債先物等清

算資格に係る未補填損失の補填に

充てる。ただし、当社が国債先物等

清算資格に係る破綻処理オークシ

ョン（業務方法書第７６条第８項に

規定する破綻処理オークションを

いう。以下同じ。）を実施した場合

における国債先物等清算資格に係

ａ・ｂ （略）

（２） 国債先物等清算資格に係る未補

填損失（業務方法書第７８条の２第１

項に規定する補填し得ない損失のう

ち、国債先物等清算資格に係るものを

いう。）

前号の規定を準用する。この場合に

おいて、同号中「現物清算資格」とあ

るのは「国債先物等清算資格」と、「現

物清算参加者」とあるのは「国債先物

等清算参加者」と、それぞれ読み替え

るものとする。
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る未補填損失の補填は、次の（ａ）

及び（ｂ）に掲げる国債先物等清算

資格に係る清算基金の順序に従い、

当該（ａ）及び（ｂ）に定めるとこ

ろによるものとする。

（ａ） 落札参加者（業務方法書第

７８条の２第２項に規定する落

札参加者をいう。以下同じ。）を

除く破綻処理単位期間清算参加

者が当社に預託している国債先

物等清算資格に係る清算基金

国債先物等清算資格に係る未

補填損失の額を、落札参加者を除

く破綻処理単位期間清算参加者

それぞれの清算参加者負担限度

額に応じて按分した額（当該額が

当該清算参加者負担限度額を超

える場合には、当該清算参加者負

担限度額）をもって国債先物等清

算資格に係る未補填損失の補填

に充てる。

（ｂ） 落札参加者が当社に預託し

ている国債先物等清算資格に係

る清算基金

国債先物等清算資格に係る未

補填損失の額から前（ａ）に定め

る額の合計額を控除した残額を、

落札参加者それぞれの清算参加

者負担限度額に応じて按分した

額（当該額が当該清算参加者負担

限度額を超える場合には、当該清

算参加者負担限度額）をもって国

債先物等清算資格に係る未補填

損失の補填に充てる。

（３） 指数先物等清算資格に係る未補

填損失（業務方法書第７８条の２第１

（３） 指数先物等清算資格に係る未補

填損失（業務方法書第７８条の２第１
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項第２号に規定する補填し得ない損失

のうち、指数先物等清算資格に係るも

のをいう。）

前号の規定を準用する。この場合に

おいて、同号中「国債先物等清算資格」

とあるのは「指数先物等清算資格」と、

「国債先物等清算参加者」とあるのは

「指数先物等清算参加者」と、それぞ

れ読み替えるものとする。

（４） 貴金属先物等清算資格に係る未

補填損失（業務方法書第７８条の２第

１項第２号に規定する補填し得ない損

失のうち、貴金属先物等清算資格に係

るものをいう。）

第２号の規定を準用する。この場合

において、同号中「国債先物等清算資

格」とあるのは「貴金属先物等清算資

格」と、「国債先物等清算参加者」と

あるのは「貴金属先物等清算参加者」

と、それぞれ読み替えるものとする。

（５） ゴム先物等清算資格に係る未補

填損失（業務方法書第７８条の２第１

項第２号に規定する補填し得ない損失

のうち、ゴム先物等清算資格に係るも

のをいう。）

第２号の規定を準用する。この場合

において、同号中「国債先物等清算資

格」とあるのは「ゴム先物等清算資格」

と、「国債先物等清算参加者」とある

のは「ゴム先物等清算参加者」と、そ

れぞれ読み替えるものとする。

（６） 農産物先物等清算資格に係る未

補填損失（業務方法書第７８条の２第

１項第２号に規定する補填し得ない損

失のうち、農産物先物等清算資格に係

るものをいう。）

項に規定する補填し得ない損失のう

ち、指数先物等清算資格に係るものを

いう。）

第１号の規定を準用する。この場合

において、同号中「現物清算資格」と

あるのは「指数先物等清算資格」と、

「現物清算参加者」とあるのは「指数

先物等清算参加者」と、それぞれ読み

替えるものとする。

（新設）

（新設）

（新設）
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第２号の規定を準用する。この場合

において、同号中「国債先物等清算資

格」とあるのは「農産物先物等清算資

格」と、「国債先物等清算参加者」と

あるのは「農産物先物等清算参加者」

と、それぞれ読み替えるものとする。

（７） ＦＸ清算資格に係る未補填損失

（業務方法書第７８条の２第１項第１

号に規定する補填し得ない損失のう

ち、ＦＸ清算資格に係るものをいう。）

第１号の規定を準用する。この場合

において、同号中「現物清算資格」と

あるのは「ＦＸ清算資格」と、「現物

清算参加者」とあるのは「ＦＸ清算参

加者」と、それぞれ読み替えるものと

する。

（４） ＦＸ清算資格に係る未補填損失

（業務方法書第７８条の２第１項に規

定する補填し得ない損失のうち、ＦＸ

清算資格に係るものをいう。）

第１号の規定を準用する。この場合

において、同号中「現物清算資格」と

あるのは「ＦＸ清算資格」と、「現物

清算参加者」とあるのは「ＦＸ清算参

加者」と、それぞれ読み替えるものと

する。

（特別清算料の徴収による損失の補填）

第６０条 業務方法書第７９条第２項の規

定に基づき、同項の超過額を現物清算資

格又はＦＸ清算資格における不履行発生

日清算参加者に按分する場合には、当該

超過額を、不履行発生日清算参加者それ

ぞれの不履行発生日の前日における当該

清算資格に係る清算基金所要額に応じて

按分することによるものとする。

２ （略）

３ 業務方法書第７９条の２第２項の規定

に基づき、同項の超過額を国債先物等清

算資格、指数先物等清算資格、貴金属先

物等清算資格、ゴム先物等清算資格又は

農産物先物等清算資格における破綻処理

単位期間清算参加者に按分する場合に

は、当該超過額を清算資格の種類ごとの

（特別清算料の徴収による損失の補填）

第２１条 業務方法書第７９条第２項の規

定に基づき、同項の超過額を清算資格の

種類ごとに不履行発生日清算参加者に按

分する場合には、当該超過額を清算資格

の種類ごとの補填し得ない損失額に応じ

て按分し、さらに、当該按分した額を、

不履行発生日清算参加者それぞれの不履

行発生日の前日における当該清算資格に

係る清算基金所要額に応じて按分するこ

とによるものとする。

２ （略）

（新設）
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補填し得ない損失額に応じて按分し、さ

らに、当該按分した額を、破綻処理単位

期間清算参加者それぞれの破綻処理単位

期間の開始日の前日における当該清算資

格に係る清算基金所要額に応じて按分す

ることによるものとする。

４ 業務方法書第７９条の２第４項の規定

に基づき、同項の超過額を国債先物等清

算資格、指数先物等清算資格、貴金属先

物等清算資格、ゴム先物等清算資格又は

農産物先物等清算資格における破綻処理

単位期間清算参加者に按分する場合に

は、当該超過額を清算資格の種類ごとの

補填し得ない損失額に応じて按分し、さ

らに、当該按分した額を、破綻処理単位

期間において発生した破綻のそれぞれに

ついて業務方法書第７６条第５項に規定

する支払不能等を認定した日から当該支

払不能等の認定に係る処理が完了した日

までの期間（以下「処分期間」という。）

における破綻処理単位期間清算参加者の

全ての区分口座における先物取引に係る

差金とオプション取引に係る取引代金及

びネットオプション価値（破綻処理単位

期間清算参加者が処分期間において保持

する建玉について、当該処分期間におけ

るオプションの清算価格と建玉数量を乗

算して当社が都度定める値をいう。）よ

り当社が都度定める差金代金相当額の受

け取るべき額の総額から支払うべき額の

総額を控除した額（ただし、当該額が正

の場合に限る。）に応じて按分すること

によるものとする。

（新設）

（有価証券オプション取引における建玉の

調整）

（有価証券オプション取引における建玉の

調整）
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第６１条 業務方法書第７９条の４第１項

に規定する建玉の変更は、次の各号に定

めるところにより行うものとする。

（１）～（４） （略）

２ 前項（第２号を除く。）の規定は、業

務方法書第７９条の４第２項において準

用する同条第１項に規定する建玉の変更

について準用する。

第２１条の２ 業務方法書第７９条の３第

１項に規定する建玉の変更は、次の各号

に定めるところにより行うものとする。

（１）～（４） （略）

２ 前項（第２号を除く。）の規定は、業

務方法書第７９条の３第２項において準

用する同条第１項に規定する建玉の変更

について準用する。

（当社が委任する事務）

第６２条 （略）

（当社が委任する事務）

第２２条 （略）

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７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、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２年７月

２７日以後の当社が定める日から施行す

る。

３ 第５条の規定（清算資格取得手数料の

納入に係る部分に限る。）は、この改正

規定施行の日（以下「施行日」という。）

に、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等

清算資格又は農産物先物等清算資格を取

得する者には適用しない。

４ 第８条第１項第７号ａにおける自己資

本規制比率又は連結自己資本規制比率

は、金融商品取引業者等に関する内閣府

令附則(平成２６年内閣府令第１１号）第

４条の適用を受ける金融商品取引業者に
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あっては、１６０パーセントを下回った

ときとする。

別表第２ 指数先物取引の清算数値に係る

理論価格等の算出に関する表

理論価格= ( )
（注）１． 上式における各記号の意味

は、次のとおりとする。

：当該取引日の終了する日にお

ける 終の取引対象指数

：自然対数の底

：当社が指定する金利

：予想配当利回り

：翌日から当該限月取引の取引

終日の終了する日の翌日

（休業日に当たるときは、順

次繰り下げる。）までの日数/365
２． （略）

別表第２ 指数先物取引の清算数値に係る

理論価格等の算出に関する表

理論価格= ( )
（注）１． 上式における各記号の意味

は、次のとおりとする。

：当該取引日の終了する日にお

ける 終の取引対象指数

：自然対数の底

：予想配当利回り

：翌日から当該限月取引の取引

終日の終了する日の翌日

（休業日に当たるときは、順

次繰り下げる。）までの日数/365
：当社が指定する金利

２． （略）

別紙様式１ 親会社等保証に関する書面の

様式

保 証 書

○○年○○月○○日

株式会社日本証券クリアリング機構

代表取締役社長 殿

所 在 地

商号 又は 名称
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代表者名   印

○○○○○○（以下「当法人」といいま

す。）は、貴社の定めた業務方法書第○条の

規定に基づき、あらかじめ本業務方法書等

の内容を確認及び了承のうえ、○○○○○

○（以下「本清算参加者」といいます。）を

経由して、この保証書（以下「本保証書」

といいます。）を貴社に提出します。

なお、本保証書において使用する用語は、

本保証書に別段の定めがある場合を除くほ

か、業務方法書において使用される用語の

例によるものとします。

１．当法人は、本清算参加者の親会社等に

該当します。

２．当法人は、貴社に対し、貴社の○○○

○○○清算資格に係る清算業務に関する

本清算参加者の貴社に対する現在又は将

来の一切の債務（本清算参加者を当事者

とする清算約定に係る債務、本清算参加

者について貴社が破綻等を認定した場合

における補償債務を含みますが、これら

に限られません。）を、本清算参加者と連

帯して保証します。

３．当法人は、貴社が、業務方法書第２１

条の規定（同条が業務方法書の定めると

ころにより変更された場合には、当該変

更後の条項）により、当法人に関する事

項に関し、本清算参加者に報告若しくは

資料の提出を求め、又は検査をする場合

には、本清算参加者による報告若しくは

資料の提出又は貴社による検査に協力し
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ます。

４．本保証書は日本法に準拠し、日本法に

従って解釈されるものとします。

５．当法人は、本保証書に関して、貴社及

び当法人の間で訴訟の必要が生じた場合

には、東京地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とすることに合意しま

す。

以 上

別紙様式２ （略） 別紙様式１ （略）

別紙様式３

国債先物等清算受託契約書

   
（清算参加者の決済不履行の場合における

措置等）

第８条の４ 甲は、乙の有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく対象取引について、

クリアリング機構の業務方法書第７６条

の４第１項の規定により期限前終了する

建玉に指定された場合には、乙の甲に対

する対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引を決済するため

に、乙の計算において、対象取引に係る

転売、買戻し又は権利行使（これらの委

託を含む。）を行うことができる。

２ 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し

又は権利行使（これらの委託を含む。）を

行った結果、乙が損害を被った場合であ

っても、乙は、甲及びクリアリング機構

に対してその損害の賠償を請求しないも

別紙様式２

国債先物等清算受託契約書

    

（新設）
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のとする。ただし、甲又はクリアリング

機構に故意又は重過失が認められる場合

にあっては、当該故意又は重過失がある

者に対する請求はこの限りではない。

別紙様式４

指数先物等清算受託契約書

（清算参加者の決済不履行の場合における

措置等）

第８条の４ 甲は、乙の有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく対象取引について、

クリアリング機構の業務方法書第７６条

の４第１項の規定により期限前終了する

建玉に指定された場合には、乙の甲に対

する対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引を決済するため

に、乙の計算において、対象取引に係る

転売、買戻し又は権利行使（これらの委

託を含む。）を行うことができる。

２ 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し

又は権利行使（これらの委託を含む。）を

行った結果、乙が損害を被った場合であ

っても、乙は、甲及びクリアリング機構

に対してその損害の賠償を請求しないも

のとする。ただし、甲又はクリアリング

機構に故意又は重過失が認められる場合

にあっては、当該故意又は重過失がある

者に対する請求はこの限りではない。

別紙様式３

指数先物等清算受託契約書

（新設）

別紙様式５

貴金属先物等清算受託契約書

（新設）
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     （以下「甲」という。）及び     （以

下「乙」という。）は、乙の委託に基づき甲

が行う有価証券等清算取次ぎ（商品先物取

引及び商品先物オプション取引に係るもの

に限る。）に関し、次のとおり契約する。な

お、本契約における用語の意義は、株式会

社日本証券クリアリング機構（以下「クリ

アリング機構」という。）の業務方法書その

他の規則において定めるところによるもの

とする。

（有価証券等清算取次ぎの対象取引）

第１条 本契約において対象となる取引

（以下「対象取引」という。）は、クリア

リング機構の業務方法書において有価証

券等清算取次ぎの対象取引として定める

取引のうち、商品先物取引及び商品先物

オプション取引（金、銀、白金及びパラ

ジウムに係るものに限る。以下同じ。）と

する。

２ 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

商品先物オプション取引の権利行使によ

り成立する取引は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づき成立したものとみなし

て、本契約（第５条を除く。）を適用する。

３ 指定市場開設者の定めるところにより

乙を清算執行取引参加者とするギブアッ

プが成立した場合に甲とクリアリング機

構の間で新たに発生した商品先物取引及

び商品先物オプション取引については、

有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成

立したものとみなして、本契約（第５条

を除く。）を適用する。
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（指定清算参加者としての指定）

第２条  乙は、対象取引について、常に有

価証券等清算取次ぎの委託先とする清算

参加者（以下「指定清算参加者」という。）

として甲を任意に指定することができる

ものとする。

（指定を受けた場合の未決済取引の引継

ぎ）

第３条  甲は、乙が指定清算参加者として

甲以外の清算参加者を指定していた場合

において、当該指定を甲に変更したとき

は、乙の対象取引に係る有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引で未決済のも

の（清算約定に係るものに限る。）を、変

更前の指定清算参加者から引き継ぐもの

とする。

２  甲は、乙がその有する貴金属先物等清

算資格を喪失した場合において、甲を指

定清算参加者として指定した場合には、

甲は、乙の清算約定で未決済のものを引

き継ぐものとする。

（指定を変更した場合等の未決済取引の引

継ぎ）

第４条  甲は、乙が指定清算参加者として

甲を指定していた場合において、当該指

定を他の清算参加者に変更したときは、

乙の対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引で未決済のもの

（清算約定に係るものに限る。）を、乙が

新たに指定した他の清算参加者に引き継

ぐものとする。

２ 甲は、乙が指定清算参加者として甲を
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指定していた場合において、乙がクリア

リング機構の貴金属先物等清算資格を取

得したときは、乙の対象取引に係る有価

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乙に引き継ぐものと

する。

（売買の成立等）

第５条  甲が乙から指定清算参加者として

指定されている場合における対象取引に

ついては、乙が甲を代理して成立させる

ものとする。

２  前項の場合において、対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎについては、指定

市場開設者が定めるところにより対象取

引に係る呼値又は申込みを行ったとき

に、乙から甲に対し対象取引に係る有価

証券等清算取次ぎの委託の申込みが行わ

れ、かつ、甲は対象取引に係る有価証券

等清算取次ぎの受託をしたものとみな

す。

（清算取次口座）

第６条 乙の対象取引に係る有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく取引に係る取引

証拠金、非清算参加者証拠金、商品先物

オプション取引に係る売付け又は買付け

に係る取引代金、商品先物取引に係る値

洗いのために授受する金銭（約定値段と

清算値段との差及び取引日の清算値段と

前取引日の清算値段との差に相当する金

銭をいう。）、商品先物取引に係る 終決

済のために授受する倉荷証券（受渡決済

のために授受する倉荷証券以外の書類を
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含む。以下この条において同じ。）、商品

及び金銭、商品先物オプション取引に係

る売付け又は買付けに係る取引代金、商

品先物オプション取引の権利行使に係る

決済のために授受する金銭、その他授受

する有価証券、倉荷証券、商品及び金銭

は、すべて乙が甲に設定する清算取次口

座において処理するものとする。

（期限の利益の喪失）

第７条  乙について次の各号の事由のいず

れかが生じた場合には、乙は、甲から通

知、催告等がなくても甲に対する対象取

引に係る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当然期限

の利益を失い、直ちに債務を弁済しなけ

ればならない。

（１）  支払の停止又は破産手続開始、

再生手続開始、会社更生手続開始若し

くは特別清算開始の申立てがあったと

き。

（２）  手形交換所又は電子記録債権法

（平成１９年法律第１０２号）第２条

第２項に規定する電子債権記録機関の

取引停止処分を受けたとき。

（３）  乙の甲に対する対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引に係る債権又はその他一切の債権

のいずれかについて仮差押、保全差押

又は差押の命令、通知が発送されたと

き。

（４）  乙の甲に対する対象取引に係る

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差し入れ又は
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預託している担保の目的物について差

押又は競売手続の開始があったとき。

（５）  外国の法令に基づく前各号のい

ずれかに相当又は類する事由に該当し

たとき。

２  乙について次の各号の事由のいずれか

が生じた場合には、乙は、甲の請求によ

って甲に対する対象取引に係る有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る

債務の期限の利益を失い、直ちに債務の

弁済をしなければならない。

（１）  乙の甲に対する対象取引に係る

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一部でも履行

を遅滞したとき（クリアリング機構の

業務方法書第２９条の２第２項に規定

する措置に乙が従わなかったことによ

るものを除く。）。

（２）  乙の甲に対する債務（対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る債務を除く。）につい

て差し入れている担保の目的物につい

て差押又は競売手続の開始（外国の法

令に基づくこれらのいずれかに相当又

は類する事由に該当した場合を含む。）

があったとき。

（支払の停止があった場合等における取扱

い）

第８条 乙が前条第１項各号のいずれかに

該当したときは、甲は任意に、乙のすべ

ての対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引につき、それらを

決済するために必要な商品先物取引に係
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る転売若しくは買戻し又は商品先物オプ

ション取引に係る転売、買戻し若しくは

権利行使（これらの委託を含む。）を、乙

の計算において行うことができる。

２ 乙が前条第２項第１号に該当したとき

は、甲は任意に、当該遅滞に係る対象取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引を決済するために必要な商品

先物取引に係る転売若しくは買戻し又は

商品先物オプション取引に係る転売、買

戻し若しくは権利行使（これらの委託を

含む。）を、乙の計算において行うことが

できる。

３ 乙が前条第２項各号のいずれかに該当

したときは、甲の請求により、乙は甲の

指定する日時までに、乙のすべての対象

取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引を決済するために必要な商

品先物取引に係る転売若しくは買戻しに

係る有価証券等清算取次ぎの委託又は商

品先物オプション取引に係る転売若しく

は買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの

委託若しくは権利行使の申告を行うもの

とする。

４ 乙が前項の日時までに商品先物取引に

係る転売若しくは買戻しに係る有価証券

等清算取次ぎの委託又は商品先物オプシ

ョン取引に係る転売若しくは買戻しに係

る有価証券等清算取次ぎの委託若しくは

権利行使の申告を行わないときは、甲は

任意に、乙の計算において対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引を決済するために必要な商品先物取

引に係る転売若しくは買戻し又は商品先
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物オプション取引に係る転売、買戻し若

しくは権利行使（これらの委託を含む。）

を行うことができる。

５ 前各項の規定にかかわらず、乙が指定

市場開設者から取引資格の取消し、除名、

会員権の停止若しくは制限又は有価証券

等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置

又は措置（本契約に基づく対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎに関係あるもの

に限る。）を受けたときは、甲及び乙は、

当該処分、処置又は措置を行った指定市

場開設者及びクリアリング機構の定める

ところに従うものとする。

６ 第１項から第４項までの規定に基づき

商品先物取引に係る転売若しくは買戻し

又は商品先物オプション取引に係る転

売、買戻し若しくは権利行使（これらの

委託を含む。）を行った結果又は前項の規

定に基づき指定市場開設者及びクリアリ

ング機構の定めるところに従い商品先物

取引に係る転売若しくは買戻し又は商品

先物オプション取引に係る転売、買戻し

若しくは権利行使（これらの委託を含

む。）を行った結果、甲に損失が生じた場

合には、乙は、甲に対してその額に相当

する金銭を直ちに支払うものとする。

（甲に増担保等措置が行われた場合の対

応）

第８条の２ 乙の有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく対象取引についてクリアリ

ング機構の業務方法書第２９条の２第２

項に規定する措置を甲が乙に対して実施

したときは、乙は当該措置に従わなけれ
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ばならない。

（甲にポジション保有状況の改善指示が行

われた場合における転売又は買戻し等）

第８条の３ 甲は、乙が正当な理由なく前

条に定める措置に従わないことによっ

て、クリアリング機構の業務方法書に基

づくポジション保有状況の改善指示（以

下この条において「改善指示」という。）

を受けた場合には、乙に対して、乙の対

象取引に係る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決

済又は他の清算参加者への引継ぎを要請

することができる。

２ 甲は、改善指示に適合するべく合理的

な努力を行ってもなお改善指示に適合

できない場合で、かつ、乙に対して、

あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前

項の要請を行ったにもかかわらず、乙が

これらを正当な理由なく行わなかった場

合には、合理的に必要と認められる範囲

内において、乙の甲に対する対象取引に

係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引を決済するために、乙の計算にお

いて、対象取引に係る転売、買戻し又は

権利行使（これらの委託を含む。）を行う

ことができる。

３ 甲が前項の規定に基づき同項の転売、

買戻し又は権利行使（これらの委託を含

む。）を行った結果、乙が損害を被った場

合であっても、乙は、甲及びクリアリン

グ機構に対してその損害の賠償を請求し

ないものとする。ただし、甲又はクリア

リング機構に故意又は重過失が認められ
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る場合にあっては、当該故意又は重過失

がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（清算参加者の決済不履行の場合における

措置等）

第８条の４ 甲は、乙の有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく対象取引について、

クリアリング機構の業務方法書第７６条

の４第１項の規定により期限前終了する

建玉に指定された場合には、乙の甲に対

する対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引を決済するため

に、乙の計算において、対象取引に係る

転売、買戻し又は権利行使（これらの委

託を含む。）を行うことができる。

２ 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し

又は権利行使（これらの委託を含む。）を

行った結果、乙が損害を被った場合であ

っても、乙は、甲及びクリアリング機構

に対してその損害の賠償を請求しないも

のとする。ただし、甲又はクリアリング

機構に故意又は重過失が認められる場合

にあっては、当該故意又は重過失がある

者に対する請求はこの限りではない。

（差引計算）

第９条  第７条の規定により乙が期限の利

益を喪失し、甲に対する対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取

引に係る債務を履行しなければならない

場合には、当該債務と乙の甲に対する対

象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引に係る債権その他一切の
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債権とを、その債権の期限のいかんにか

かわらず、甲は、いつでも相殺すること

ができる。

２  前項の相殺ができる場合には、甲は事

前の通知及び所定の手続を省略し、乙に

代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の

弁済に充当することもできる。

３  前２項によって差引計算をする場合、

債権債務の利息、損害金等の計算につい

ては、その期間を計算実行の日までとし、

債権債務の利率及び甲に対する債務の遅

延損害金の率については甲の定める率に

よるものとする。

（代用有価証券等の処分）

第１０条  第７条の規定により乙が期限の

利益を喪失したときは、甲は、通知、催

告を行わず、かつ法律上の手続によらな

いで、対象取引に係る有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履

行を確保するために乙が取引証拠金又は

非清算参加者証拠金として差し入れ又は

預託している有価証券又は倉荷証券を、

乙の計算において、その方法、時期、場

所、価格等につき甲の任意で処分し、そ

の取得金から諸費用を差し引いた残額を

法定の順序にかかわらず債務の弁済に充

当できるものとし、また当該弁済充当を

行った結果、残債務がある場合は乙は直

ちに弁済を行うものとする。

（占有物の処分）

第１１条  第７条の規定により乙が期限の

利益を喪失したときは、甲は、占有して
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いる乙の動産及び占有し、又は社債、株

式等の振替に関する法律（平成１３年法

律第７５号）に基づき甲の口座に記録し

ている乙の有価証券等を処分できるもの

とし、この場合甲はすべて前条に準じて

取り扱うものとする。

（弁済等充当の順序）

第１２条  債務の弁済又は第９条の差引計

算を行う場合、乙の甲に対する対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引に係る債務の全額を消滅させる

に足りないときは、甲は、甲が適当と認

める順序方法により充当することができ

るものとする。

（遅延損害金の支払）

第１３条  乙が対象取引に係る有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく取引に関し甲

に対する債務の履行を怠ったときは、乙

は、甲の請求により、甲に対し履行期日

の翌日より履行の日まで、甲の定める率

による遅延損害金を支払うものとする。

（債権譲渡等の禁止）

第１４条  乙は、甲に対して有する対象取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る債権を他に譲渡又は質

入れをしてはならない。

（本契約の解約）

第１５条  本契約は、甲乙協議のうえ、合

意により本契約を解約することができ

る。
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２  前項の規定によるほか、甲又は乙は、

解約を希望する日から〇か月以上前に、

相手方に対し書面により解約の意思を申

し出ることにより、本契約を解約するこ

とができる。

３  前２項の規定によるほか、甲は、乙が

第７条第１項各号又は第２項各号のいず

れかに該当する場合は、本契約の解約が

できる。

４ 前３項の規定により本契約を解約しよ

うとする場合には、甲は、クリアリング

機構に対しあらかじめ届出を行うものと

する。この場合、第１項による解約の場

合は解約しようとする日の３日前（休業

日を除外する。）までの日、第２項による

解約の場合は甲が相手方に対し書面によ

り解約の意思を申し出た又は申し出を受

けた後遅滞なく、前項による解約の場合

は解約しようとする日の前日（休業日に

当たるときは、順次繰り上げる。）までに

当該届出を行うものとする。

５ 本契約の解約までに成立した対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引（第８条第１項から第４項まで

の規定に基づき商品先物取引に係る転売

若しくは買戻し又は商品先物オプション

取引に係る転売、買戻し若しくは権利行

使（これらの委託を含む。）を行う場合及

び同条第５項の規定に基づき指定市場開

設者及びクリアリング機構の定めるとこ

ろに従い商品先物取引に係る転売若しく

は買戻し又は商品先物オプション取引に

係る転売、買戻し若しくは権利行使（こ

れらの委託を含む。）を行う場合を含む。）
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に関しては、引き続き本契約を適用する。

６  第１項から第３項までの規定にかかわ

らず、甲が第４項に定める届出を行わな

かった場合には、本契約の解約は、その

効力を生じない。

（特例解約）

第１５条の２ 前条の規定にかかわらず、

本契約は、対象取引に係る有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務

の履行の確実性の観点から本契約を解約

することができる条件をあらかじめ甲と

乙の合意により定めている場合で、乙が

当該条件に該当したときは、甲は解約を

希望する日の前日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）までに乙に対し書

面により解約の意思を申し出ることによ

り、解約することができる。

２ 前項の規定による本契約の解約（以下

「特例解約」という。）をしようとする場

合には、甲は、相手方に対し書面により

特例解約の意思を申し出た後直ちに、か

つ、当該特例解約を行おうとする日の前

日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。）までに、クリアリング機構に対し

届出を行うものとする。

３ 特例解約までに成立した対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引（当該取引に係る転売、買戻し又は

権利行使を含む。）に関しては、引き続き

本契約を適用する。

４ 前項のほか、決済履行確保の観点から

クリアリング機構が特に必要と認める取

引については、引き続き本契約を適用す
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る。

５ 第１項の規定にかかわらず、甲が第２

項に定める届出を行わなかった場合に

は、特例解約は、その効力を生じない。

（直近の限月取引の建玉の決済等の特約）

第１５条の３ 甲と乙は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の

履行の確実性の観点から、次に掲げる事

項について特約を定めるものとする。

（１） 甲の指定する日時までに、乙の

有する直近の限月取引の建玉に係る受

渡しの有無、受渡品の調達状況等必要

な事項を甲に対して遅滞なく報告する

こと

（２） 受渡しにより決済しようとする

売付けに係る倉荷証券（受渡決済のた

めに授受する倉荷証券以外の書類を含

む。）又は買付けに係る総取引金額を差

し入れる日時

（３） 有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る数量の限度

２ 前項の規定にかかわらず、甲と乙は乙

の有する直近の限月取引の建玉について

受渡しを行わない旨又は乙の有する建玉

についてあらかじめ定める日までに転売

若しくは買戻しにより決済を行う旨の特

約を定めることができる。

３ 乙が前２項の規定に定める特約に違反

したときは、甲は乙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

ものを決済するため、当該未決済の清算

約定に関する建玉を乙の計算において、

転売又は買戻しにより任意に処分するこ
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とができる。

４ 第８条第６項の規定は、前項の場合に

おいて準用する。

（報告）

第１６条  乙は、甲が請求したときは、対

象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引に関して必要な事項を甲

に対して遅滞なく報告しなければならな

い。

２  乙は、第７条第１項各号又は第２項各

号のいずれかの事由が生じたとき、又は、

指定市場開設者から取引資格の取消し、

除名、会員権の停止若しくは制限又は有

価証券等清算取次ぎの委託の停止の処

分、処置又は措置（本契約に基づく対象

取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係

のあるものに限る。）を受けたときは、甲

に対し直ちに書面をもってその旨の報告

をしなければならない。

（乙の義務）

第１７条  乙は、次の各号に掲げる事項に

ついて甲に対し通知するものとする。

（１）  乙又は乙の顧客が対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引に関し甲に差し入れ又は預託す

る証拠金について、差換預託の同意が

ある場合はその旨

（２）  乙又は乙の顧客が差換預託して

いるときはその旨

（秘密保持）

第１８条  甲及び乙は、本契約に関して業
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務上知り得た相手方の業務上の秘密を保

持するものとし、他の目的のために利用

してはならない。また、指定市場開設者

又はクリアリング機構の調査に応じる場

合その他の正当な理由がある場合を除

き、第三者に漏らしてはならない。

（届出事項の変更届出）

第１９条  乙は、商号若しくは名称、代表

者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又

は住所若しくは事務所の所在地その他の

事項に変更があったときは、甲に対し直

ちに書面をもってその旨届け出なければ

ならない。

（免責事項）

第２０条  天災地変等の不可抗力により、

乙の請求に係る担保物の返還が遅延した

場合に生じた損害については、甲はその

責を負わないものとする。

２  前項の事由による担保物の紛失、滅失、

き損等の損害についても甲はその責を負

わないものとする。

３  甲が、諸届その他の書類に使用された

印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と

相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めて取り扱ったうえは、それらの

書類につき偽造、変造その他の事故があ

っても、そのために生じた損害について

は甲はその責を負わないものとする。

（通知の効力）

第２１条  乙が甲に届け出た住所又は事務

所にあて、甲によりなされた対象取引に
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係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引に関する諸通知が乙の責に帰すべ

き事由により延着し、又は到達しなかっ

た場合においては、通常到達すべき時に

到達したものとする。

（電磁的方法による報告等）

第２２条  乙は、第１６条第２項の規定に

よる書面による報告又は第１９条の規定

による書面（印章又は署名鑑の変更に係

るものを除く。）による届出に代えて、甲

の承諾を得た場合には、当該報告又は届

出を行うための書面に記載すべき事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法により

提供することができる。この場合におい

て、乙は、書面により当該報告又は届出

を行ったものとみなす。

（適用法）

第２３条  本契約は、日本国の法律により

支配され、解釈されるものとする。

（合意管轄）

第２４条  本契約に基づく対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取

引に関する訴訟については、甲の本店又

は〇〇支店の所在地を管轄する裁判所を

管轄裁判所とする。

この契約を証するため、本契約書２通

を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれ

その１通を所持する。
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年 月 日

甲（貴金属先物等清算参加者）

住    所

商号又は名称

代  表  者  印

            

乙（貴金属先物等非清算参加者）

住    所

商号又は名称

代  表  者  印

（注１）第１５条第２項中「〇か月」の部

分については、甲と乙の合意により、１

か月以上の月数を記入するものとする。

（注２）第１５条の２については、同条第

１項に規定する債務の履行の確実性の観

点から本契約を解約することができる条

件を甲と乙との間であらかじめ定めない

場合は、本契約から削除することができ

る。

（注３）第２４条の合意管轄については、

甲と乙との合意により、適当と認める修

正を行うことができる。

別紙様式６

ゴム先物等清算受託契約書

     （以下「甲」という。）及び     （以

下「乙」という。）は、乙の委託に基づき甲

が行う有価証券等清算取次ぎ（商品先物取

引及び商品先物オプション取引に係るもの

に限る。）に関し、次のとおり契約する。な

（新設）
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お、本契約における用語の意義は、株式会

社日本証券クリアリング機構（以下「クリ

アリング機構」という。）の業務方法書その

他の規則において定めるところによるもの

とする。

（有価証券等清算取次ぎの対象取引）

第１条 本契約において対象となる取引

（以下「対象取引」という。）は、クリア

リング機構の業務方法書において有価証

券等清算取次ぎの対象取引として定める

取引のうち、商品先物取引及び商品先物

オプション取引（くん煙シート及び技術

的格付けゴムに係るものに限る。以下同

じ。）とする。

２ 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

商品先物オプション取引の権利行使によ

り成立する取引は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づき成立したものとみなし

て、本契約（第５条を除く。）を適用する。

３ 指定市場開設者の定めるところにより

乙を清算執行取引参加者とするギブアッ

プが成立した場合に甲とクリアリング機

構の間で新たに発生した商品先物取引及

び商品先物オプション取引については、

有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成

立したものとみなして、本契約（第５条

を除く。）を適用する。

（指定清算参加者としての指定）

第２条  乙は、対象取引について、常に有

価証券等清算取次ぎの委託先とする清算

参加者（以下「指定清算参加者」という。）

として甲を任意に指定することができる
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ものとする。

（指定を受けた場合の未決済取引の引継

ぎ）

第３条  甲は、乙が指定清算参加者として

甲以外の清算参加者を指定していた場合

において、当該指定を甲に変更したとき

は、乙の対象取引に係る有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引で未決済のも

の（清算約定に係るものに限る。）を、変

更前の指定清算参加者から引き継ぐもの

とする。

２  甲は、乙がその有するゴム先物等清算

資格を喪失した場合において、甲を指定

清算参加者として指定した場合には、甲

は、乙の清算約定で未決済のものを引き

継ぐものとする。

（指定を変更した場合等の未決済取引の引

継ぎ）

第４条  甲は、乙が指定清算参加者として

甲を指定していた場合において、当該指

定を他の清算参加者に変更したときは、

乙の対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引で未決済のもの

（清算約定に係るものに限る。）を、乙が

新たに指定した他の清算参加者に引き継

ぐものとする。

２ 甲は、乙が指定清算参加者として甲を

指定していた場合において、乙がクリア

リング機構のゴム先物等清算資格を取得

したときは、乙の対象取引に係る有価証

券等清算取次ぎの委託に基づく清算約定

で未決済のものを乙に引き継ぐものとす
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る。

（売買の成立等）

第５条  甲が乙から指定清算参加者として

指定されている場合における対象取引に

ついては、乙が甲を代理して成立させる

ものとする。

２  前項の場合において、対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎについては、指定

市場開設者が定めるところにより対象取

引に係る呼値又は申込みを行ったとき

に、乙から甲に対し対象取引に係る有価

証券等清算取次ぎの委託の申込みが行わ

れ、かつ、甲は対象取引に係る有価証券

等清算取次ぎの受託をしたものとみな

す。

（清算取次口座）

第６条 乙の対象取引に係る有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく取引に係る取引

証拠金、非清算参加者証拠金、商品先物

オプション取引に係る売付け又は買付け

に係る取引代金、商品先物取引に係る値

洗いのために授受する金銭（約定値段と

清算値段との差及び取引日の清算値段と

前取引日の清算値段との差に相当する金

銭をいう。）、商品先物取引に係る 終決

済のために授受する倉荷証券（受渡決済

のために授受する倉荷証券以外の書類を

含む。以下この条において同じ）、商品及

び金銭、商品先物オプション取引に係る

売付け又は買付けに係る取引代金、商品

先物オプション取引の権利行使に係る決

済のために授受する金銭、その他授受す
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る有価証券、倉荷証券、商品及び金銭は、

すべて乙が甲に設定する清算取次口座に

おいて処理するものとする。

（期限の利益の喪失）

第７条  乙について次の各号の事由のいず

れかが生じた場合には、乙は、甲から通

知、催告等がなくても甲に対する対象取

引に係る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当然期限

の利益を失い、直ちに債務を弁済しなけ

ればならない。

（１）  支払の停止又は破産手続開始、

再生手続開始、会社更生手続開始若し

くは特別清算開始の申立てがあったと

き。

（２）  手形交換所又は電子記録債権法

（平成１９年法律第１０２号）第２条

第２項に規定する電子債権記録機関の

取引停止処分を受けたとき。

（３）  乙の甲に対する対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引に係る債権又はその他一切の債権

のいずれかについて仮差押、保全差押

又は差押の命令、通知が発送されたと

き。

（４）  乙の甲に対する対象取引に係る

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差し入れ又は

預託している担保の目的物について差

押又は競売手続の開始があったとき。

（５）  外国の法令に基づく前各号のい

ずれかに相当又は類する事由に該当し

たとき。
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２  乙について次の各号の事由のいずれか

が生じた場合には、乙は、甲の請求によ

って甲に対する対象取引に係る有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る

債務の期限の利益を失い、直ちに債務の

弁済をしなければならない。

（１）  乙の甲に対する対象取引に係る

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一部でも履行

を遅滞したとき（クリアリング機構の

業務方法書第２９条の２第２項に規定

する措置に乙が従わなかったことによ

るものを除く。）。

（２）  乙の甲に対する債務（対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る債務を除く。）につい

て差し入れている担保の目的物につい

て差押又は競売手続の開始（外国の法

令に基づくこれらのいずれかに相当又

は類する事由に該当した場合を含む。）

があったとき。

（支払の停止があった場合等における取扱

い）

第８条 乙が前条第１項各号のいずれかに

該当したときは、甲は任意に、乙のすべ

ての対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引につき、それらを

決済するために必要な商品先物取引に係

る転売若しくは買戻し又は商品先物オプ

ション取引に係る転売、買戻し若しくは

権利行使（これらの委託を含む。）を、乙

の計算において行うことができる。

２ 乙が前条第２項第１号に該当したとき
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は、甲は任意に、当該遅滞に係る対象取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引を決済するために必要な商品

先物取引に係る転売若しくは買戻し又は

商品先物オプション取引に係る転売、買

戻し若しくは権利行使（これらの委託を

含む。）を、乙の計算において行うことが

できる。

３ 乙が前条第２項各号のいずれかに該当

したときは、甲の請求により、乙は甲の

指定する日時までに、乙のすべての対象

取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引を決済するために必要な商

品先物取引に係る転売若しくは買戻しに

係る有価証券等清算取次ぎの委託又は商

品先物オプション取引に係る転売若しく

は買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの

委託若しくは権利行使の申告を行うもの

とする。

４ 乙が前項の日時までに商品先物取引に

係る転売若しくは買戻しに係る有価証券

等清算取次ぎの委託又は商品先物オプシ

ョン取引に係る転売若しくは買戻しに係

る有価証券等清算取次ぎの委託若しくは

権利行使の申告を行わないときは、甲は

任意に、乙の計算において対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引を決済するために必要な商品先物オ

プション取引に係る転売、買戻し若しく

は権利行使、商品先物取引に係る転売若

しくは買戻し又は商品先物オプション取

引に係る転売、買戻し若しくは権利行使

（これらの委託を含む。）を行うことがで

きる。
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５ 前各項の規定にかかわらず、乙が指定

市場開設者から取引資格の取消し、除名、

会員権の停止若しくは制限又は有価証券

等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置

又は措置（本契約に基づく対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎに関係あるもの

に限る。）を受けたときは、甲及び乙は、

当該処分、処置又は措置を行った指定市

場開設者及びクリアリング機構の定める

ところに従うものとする。

６ 第１項から第４項までの規定に基づき

商品先物取引に係る転売若しくは買戻し

又は商品先物オプション取引に係る転

売、買戻し若しくは権利行使（これらの

委託を含む。）を行った結果又は前項の規

定に基づき指定市場開設者及びクリアリ

ング機構の定めるところに従い商品先物

取引に係る転売若しくは買戻し又は商品

先物オプション取引に係る転売、買戻し

若しくは権利行使（これらの委託を含

む。）を行った結果、甲に損失が生じた場

合には、乙は、甲に対してその額に相当

する金銭を直ちに支払うものとする。

（甲に増担保等措置が行われた場合の対

応）

第８条の２ 乙の有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく対象取引についてクリアリ

ング機構の業務方法書第２９条の２第２

項に規定する措置を甲が乙に対して実施

したときは、乙は当該措置に従わなけれ

ばならない。

（甲にポジション保有状況の改善指示が行
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われた場合における転売又は買戻し等）

第８条の３ 甲は、乙が正当な理由なく前

条に定める措置に従わないことによっ

て、クリアリング機構の業務方法書に基

づくポジション保有状況の改善指示（以

下この条において「改善指示」という。）

を受けた場合には、乙に対して、乙の対

象取引に係る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決

済又は他の清算参加者への引継ぎを要請

することができる。

２ 甲は、改善指示に適合するべく合理的

な努力を行ってもなお改善指示に適合

できない場合で、かつ、乙に対して、

あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前

項の要請を行ったにもかかわらず、乙が

これらを正当な理由なく行わなかった場

合には、合理的に必要と認められる範囲

内において、乙の甲に対する対象取引に

係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引を決済するために、乙の計算にお

いて、対象取引に係る転売、買戻し又は

権利行使（これらの委託を含む。）を行う

ことができる。

３ 甲が前項の規定に基づき同項の転売、

買戻し又は権利行使（これらの委託を含

む。）を行った結果、乙が損害を被った場

合であっても、乙は、甲及びクリアリン

グ機構に対してその損害の賠償を請求し

ないものとする。ただし、甲又はクリア

リング機構に故意又は重過失が認められ

る場合にあっては、当該故意又は重過失

がある者に対する請求はこの限りではな

い。
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（清算参加者の決済不履行の場合における

措置等）

第８条の４ 甲は、乙の有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく対象取引について、

クリアリング機構の業務方法書第７６条

の４第１項の規定により期限前終了する

建玉に指定された場合には、乙の甲に対

する対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引を決済するため

に、乙の計算において、対象取引に係る

転売、買戻し又は権利行使（これらの委

託を含む。）を行うことができる。

２ 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し

又は権利行使（これらの委託を含む。）を

行った結果、乙が損害を被った場合であ

っても、乙は、甲及びクリアリング機構

に対してその損害の賠償を請求しないも

のとする。ただし、甲又はクリアリング

機構に故意又は重過失が認められる場合

にあっては、当該故意又は重過失がある

者に対する請求はこの限りではない。

（差引計算）

第９条  第７条の規定により乙が期限の利

益を喪失し、甲に対する対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取

引に係る債務を履行しなければならない

場合には、当該債務と乙の甲に対する対

象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引に係る債権その他一切の

債権とを、その債権の期限のいかんにか

かわらず、甲は、いつでも相殺すること

ができる。
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２  前項の相殺ができる場合には、甲は事

前の通知及び所定の手続を省略し、乙に

代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の

弁済に充当することもできる。

３  前２項によって差引計算をする場合、

債権債務の利息、損害金等の計算につい

ては、その期間を計算実行の日までとし、

債権債務の利率及び甲に対する債務の遅

延損害金の率については甲の定める率に

よるものとする。

（代用有価証券等の処分）

第１０条  第７条の規定により乙が期限の

利益を喪失したときは、甲は、通知、催

告を行わず、かつ法律上の手続によらな

いで、対象取引に係る有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履

行を確保するために乙が取引証拠金又は

非清算参加者証拠金として差し入れ又は

預託している有価証券又は倉荷証券を、

乙の計算において、その方法、時期、場

所、価格等につき甲の任意で処分し、そ

の取得金から諸費用を差し引いた残額を

法定の順序にかかわらず債務の弁済に充

当できるものとし、また当該弁済充当を

行った結果、残債務がある場合は乙は直

ちに弁済を行うものとする。

（占有物の処分）

第１１条  第７条の規定により乙が期限の

利益を喪失したときは、甲は、占有して

いる乙の動産及び占有し、又は社債、株

式等の振替に関する法律（平成１３年法
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律第７５号）に基づき甲の口座に記録し

ている乙の有価証券等を処分できるもの

とし、この場合甲はすべて前条に準じて

取り扱うものとする。

（弁済等充当の順序）

第１２条  債務の弁済又は第９条の差引計

算を行う場合、乙の甲に対する対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引に係る債務の全額を消滅させる

に足りないときは、甲は、甲が適当と認

める順序方法により充当することができ

るものとする。

（遅延損害金の支払）

第１３条  乙が対象取引に係る有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく取引に関し甲

に対する債務の履行を怠ったときは、乙

は、甲の請求により、甲に対し履行期日

の翌日より履行の日まで、甲の定める率

による遅延損害金を支払うものとする。

（債権譲渡等の禁止）

第１４条  乙は、甲に対して有する対象取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る債権を他に譲渡又は質

入れをしてはならない。

（本契約の解約）

第１５条  本契約は、甲乙協議のうえ、合

意により本契約を解約することができ

る。

２  前項の規定によるほか、甲又は乙は、

解約を希望する日から〇か月以上前に、
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相手方に対し書面により解約の意思を申

し出ることにより、本契約を解約するこ

とができる。

３  前２項の規定によるほか、甲は、乙が

第７条第１項各号又は第２項各号のいず

れかに該当する場合は、本契約の解約が

できる。

４  前３項の規定により本契約を解約しよ

うとする場合には、甲は、クリアリング

機構に対しあらかじめ届出を行うものと

する。この場合、第１項による解約の場

合は解約しようとする日の３日前（休業

日を除外する。）までの日、第２項による

解約の場合は甲が相手方に対し書面によ

り解約の意思を申し出た又は申し出を受

けた後遅滞なく、前項による解約の場合

は解約しようとする日の前日（休業日に

当たるときは、順次繰り上げる。）までに

当該届出を行うものとする。

５ 本契約の解約までに成立した対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引（第８条第１項から第４項まで

の規定に基づき商品先物取引に係る転売

若しくは買戻し又は商品先物オプション

取引に係る転売、買戻し若しくは権利行

使（これらの委託を含む。）を行う場合及

び同条第５項の規定に基づき指定市場開

設者及びクリアリング機構の定めるとこ

ろに従い商品先物取引に係る転売若しく

は買戻し又は商品先物オプション取引に

係る転売、買戻し若しくは権利行使（こ

れらの委託を含む。）を行う場合を含む。）

に関しては、引き続き本契約を適用する。

６  第１項から第３項までの規定にかかわ
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らず、甲が第４項に定める届出を行わな

かった場合には、本契約の解約は、その

効力を生じない。

（特例解約）

第１５条の２ 前条の規定にかかわらず、

本契約は、対象取引に係る有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務

の履行の確実性の観点から本契約を解約

することができる条件をあらかじめ甲と

乙の合意により定めている場合で、乙が

当該条件に該当したときは、甲は解約を

希望する日の前日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）までに乙に対し書

面により解約の意思を申し出ることによ

り、解約することができる。

２ 前項の規定による本契約の解約（以下

「特例解約」という。）をしようとする場

合には、甲は、相手方に対し書面により

特例解約の意思を申し出た後直ちに、か

つ、当該特例解約を行おうとする日の前

日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。）までに、クリアリング機構に対し

届出を行うものとする。

３ 特例解約までに成立した対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引（当該取引に係る転売、買戻し又は

権利行使を含む。）に関しては、引き続き

本契約を適用する。

４ 前項のほか、決済履行確保の観点から

クリアリング機構が特に必要と認める取

引については、引き続き本契約を適用す

る。

５ 第１項の規定にかかわらず、甲が第２
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項に定める届出を行わなかった場合に

は、特例解約は、その効力を生じない。

（直近の限月取引の建玉の決済等の特約）

第１５条の３ 甲と乙は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の

履行の確実性の観点から、次に掲げる事

項について特約を定めるものとする。

（１） 甲の指定する日時までに、乙の

有する直近の限月取引の建玉にかかる

受渡しの有無、受渡品の調達状況等必

要な事項を甲に対して遅滞なく報告す

ること

（２） 受渡しにより決済しようとする

売付けに係る倉荷証券（受渡決済のた

めに授受する倉荷証券以外の書類を含

む。）又は買付けに係る総取引金額を差

し入れる日時

（３） 有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る数量の限度

２ 前項の規定にかかわらず、甲と乙は乙

の有する直近の限月取引の建玉について

受渡しを行わない旨又は乙の有する建玉

についてあらかじめ定める日までに転売

若しくは買戻しにより決済を行う旨の特

約を定めることができる。

３ 乙が前２項の規定に定める特約に違反

したときは、甲は乙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

ものを決済するため、当該未決済の清算

約定に関する建玉を乙の計算において、

転売又は買戻しにより任意に処分するこ

とができる。

４ 第８条第６項の規定は、前項の場合に
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おいて準用する。

（報告）

第１６条  乙は、甲が請求したときは、対

象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引に関して必要な事項を甲

に対して遅滞なく報告しなければならな

い。

２  乙は、第７条第１項各号又は第２項各

号のいずれかの事由が生じたとき、又は、

指定市場開設者から取引資格の取消し、

除名、会員権の停止若しくは制限又は有

価証券等清算取次ぎの委託の停止の処

分、処置又は措置（本契約に基づく対象

取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係

のあるものに限る。）を受けたときは、甲

に対し直ちに書面をもってその旨の報告

をしなければならない。

（乙の義務）

第１７条  乙は、次の各号に掲げる事項に

ついて甲に対し通知するものとする。

（１）  乙又は乙の顧客が対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引に関し甲に差し入れ又は預託す

る証拠金について、差換預託の同意が

ある場合はその旨

（２）  乙又は乙の顧客が差換預託して

いるときはその旨

（秘密保持）

第１８条  甲及び乙は、本契約に関して業

務上知り得た相手方の業務上の秘密を保

持するものとし、他の目的のために利用
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してはならない。また、指定市場開設者

又はクリアリング機構の調査に応じる場

合その他の正当な理由がある場合を除

き、第三者に漏らしてはならない。

（届出事項の変更届出）

第１９条  乙は、商号若しくは名称、代表

者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又

は住所若しくは事務所の所在地その他の

事項に変更があったときは、甲に対し直

ちに書面をもってその旨届け出なければ

ならない。

（免責事項）

第２０条  天災地変等の不可抗力により、

乙の請求に係る担保物の返還が遅延した

場合に生じた損害については、甲はその

責を負わないものとする。

２  前項の事由による担保物の紛失、滅失、

き損等の損害についても甲はその責を負

わないものとする。

３  甲が、諸届その他の書類に使用された

印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と

相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めて取り扱ったうえは、それらの

書類につき偽造、変造その他の事故があ

っても、そのために生じた損害について

は甲はその責を負わないものとする。

（通知の効力）

第２１条 乙が甲に届け出た住所又は事務

所にあて、甲によりなされた対象取引に

係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引に関する諸通知が乙の責に帰すべ
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き事由により延着し、又は到達しなかっ

た場合においては、通常到達すべき時に

到達したものとする。

（電磁的方法による報告等）

第２２条  乙は、第１６条第２項の規定に

よる書面による報告又は第１９条の規定

による書面（印章又は署名鑑の変更に係

るものを除く。）による届出に代えて、甲

の承諾を得た場合には、当該報告又は届

出を行うための書面に記載すべき事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法により

提供することができる。この場合におい

て、乙は、書面により当該報告又は届出

を行ったものとみなす。

（適用法）

第２３条  本契約は、日本国の法律により

支配され、解釈されるものとする。

（合意管轄）

第２４条  本契約に基づく対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取

引に関する訴訟については、甲の本店又

は〇〇支店の所在地を管轄する裁判所を

管轄裁判所とする。

この契約を証するため、本契約書２通

を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれ

その１通を所持する。

年 月 日
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甲（ゴム先物等清算参加者）

住    所

商号又は名称

代  表  者  印

            

乙（ゴム先物等清算参加者）

住    所

商号又は名称

代  表  者  印

（注１）第１５条第２項中「〇か月」の部

分については、甲と乙の合意により、１

か月以上の月数を記入するものとする。

（注２）第１５条の２については、同条第

１項に規定する債務の履行の確実性の観

点から本契約を解約することができる条

件を甲と乙との間であらかじめ定めない

場合は、本契約から削除することができ

る。

（注３）第２４条の合意管轄については、

甲と乙との合意により、適当と認める修

正を行うことができる。

別紙様式７

農産物先物等清算受託契約書

     （以下「甲」という。）及び     （以

下「乙」という。）は、乙の委託に基づき甲

が行う有価証券等清算取次ぎ（商品先物取

引及び商品先物オプション取引に係るもの

に限る。）に関し、次のとおり契約する。な

（新設）
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お、本契約における用語の意義は、株式会

社日本証券クリアリング機構（以下「クリ

アリング機構」という。）の業務方法書その

他の規則において定めるところによるもの

とする。

（有価証券等清算取次ぎの対象取引）

第１条 本契約において対象となる取引

（以下「対象取引」という。）は、クリア

リング機構の業務方法書において有価証

券等清算取次ぎの対象取引として定める

取引のうち、商品先物取引及び商品先物

オプション取引（一般大豆、小豆及びと

うもろこしに係るものに限る。以下同

じ。）とする。

２ 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

商品先物オプション取引の権利行使によ

り成立する取引は、有価証券等清算取次

ぎの委託に基づき成立したものとみなし

て、本契約（第５条を除く。）を適用する。

３ 指定市場開設者の定めるところにより

乙を清算執行取引参加者とするギブアッ

プが成立した場合に甲とクリアリング機

構の間で新たに発生した商品先物取引及

び商品先物オプション取引については、

有価証券等清算取次ぎの委託に基づき成

立したものとみなして、本契約（第５条

を除く。）を適用する。

（指定清算参加者としての指定）

第２条  乙は、対象取引について、常に有

価証券等清算取次ぎの委託先とする清算

参加者（以下「指定清算参加者」という。）

として甲を任意に指定することができる
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ものとする。

（指定を受けた場合の未決済取引の引継

ぎ）

第３条  甲は、乙が指定清算参加者として

甲以外の清算参加者を指定していた場合

において、当該指定を甲に変更したとき

は、乙の対象取引に係る有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引で未決済のも

の（清算約定に係るものに限る。）を、変

更前の指定清算参加者から引き継ぐもの

とする。

２  甲は、乙がその有する農産物先物等清

算資格を喪失した場合において、甲を指

定清算参加者として指定した場合には、

甲は、乙の清算約定で未決済のものを引

き継ぐものとする。

（指定を変更した場合等の未決済取引の引

継ぎ）

第４条  甲は、乙が指定清算参加者として

甲を指定していた場合において、当該指

定を他の清算参加者に変更したときは、

乙の対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引で未決済のもの

（清算約定に係るものに限る。）を、乙が

新たに指定した他の清算参加者に引き継

ぐものとする。

２ 甲は、乙が指定清算参加者として甲を

指定していた場合において、乙がクリア

リング機構の農産物先物等清算資格を取

得したときは、乙の対象取引に係る有価

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乙に引き継ぐものと
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する。

（売買の成立等）

第５条  甲が乙から指定清算参加者として

指定されている場合における対象取引に

ついては、乙が甲を代理して成立させる

ものとする。

２  前項の場合において、対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎについては、指定

市場開設者が定めるところにより対象取

引に係る呼値又は申込みを行ったとき

に、乙から甲に対し対象取引に係る有価

証券等清算取次ぎの委託の申込みが行わ

れ、かつ、甲は対象取引に係る有価証券

等清算取次ぎの受託をしたものとみな

す。

（清算取次口座）

第６条 乙の対象取引に係る有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく取引に係る取引

証拠金、非清算参加者証拠金、商品先物

オプション取引に係る売付け又は買付け

に係る取引代金、商品先物取引に係る値

洗いのために授受する金銭（約定値段と

清算値段との差及び取引日の清算値段と

前取引日の清算値段との差に相当する金

銭をいう。）、商品先物取引に係る 終決

済のために授受する倉荷証券（受渡決済

のために授受する倉荷証券以外の書類を

含む。以下この条において同じ。）、商品

及び金銭、商品先物オプション取引に係

る売付け又は買付けに係る取引代金、商

品先物オプション取引の権利行使に係る

決済のために授受する金銭、その他授受
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する有価証券、倉荷証券、商品及び金銭

は、すべて乙が甲に設定する清算取次口

座において処理するものとする。

（期限の利益の喪失）

第７条  乙について次の各号の事由のいず

れかが生じた場合には、乙は、甲から通

知、催告等がなくても甲に対する対象取

引に係る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当然期限

の利益を失い、直ちに債務を弁済しなけ

ればならない。

（１）  支払の停止又は破産手続開始、

再生手続開始、会社更生手続開始若し

くは特別清算開始の申立てがあったと

き。

（２）  手形交換所又は電子記録債権法

（平成１９年法律第１０２号）第２条

第２項に規定する電子債権記録機関の

取引停止処分を受けたとき。

（３）  乙の甲に対する対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引に係る債権又はその他一切の債権

のいずれかについて仮差押、保全差押

又は差押の命令、通知が発送されたと

き。

（４）  乙の甲に対する対象取引に係る

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差し入れ又は

預託している担保の目的物について差

押又は競売手続の開始があったとき。

（５）  外国の法令に基づく前各号のい

ずれかに相当又は類する事由に該当し

たとき。
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２  乙について次の各号の事由のいずれか

が生じた場合には、乙は、甲の請求によ

って甲に対する対象取引に係る有価証券

等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る

債務の期限の利益を失い、直ちに債務の

弁済をしなければならない。

（１）  乙の甲に対する対象取引に係る

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一部でも履行

を遅滞したとき（クリアリング機構の

業務方法書第２９条の２第２項に規定

する措置に乙が従わなかったことによ

るものを除く。）。

（２）  乙の甲に対する債務（対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る債務を除く。）につい

て差し入れている担保の目的物につい

て差押又は競売手続の開始（外国の法

令に基づくこれらのいずれかに相当又

は類する事由に該当した場合を含む。）

があったとき。

（支払の停止があった場合等における取扱

い）

第８条 乙が前条第１項各号のいずれかに

該当したときは、甲は任意に、乙のすべ

ての対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引につき、それらを

決済するために必要な商品先物取引に係

る転売若しくは買戻し又は商品先物オプ

ション取引に係る転売、買戻し若しくは

権利行使（これらの委託を含む。）を、乙

の計算において行うことができる。

２ 乙が前条第２項第１号に該当したとき
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は、甲は任意に、当該遅滞に係る対象取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引を決済するために必要な商品

先物取引に係る転売若しくは買戻し又は

商品先物オプション取引に係る転売、買

戻し若しくは権利行使（これらの委託を

含む。）を、乙の計算において行うことが

できる。

３ 乙が前条第２項各号のいずれかに該当

したときは、甲の請求により、乙は甲の

指定する日時までに、乙のすべての対象

取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引を決済するために必要な商

品先物取引に係る転売若しくは買戻しに

係る有価証券等清算取次ぎの委託又は商

品先物オプション取引に係る転売若しく

は買戻しに係る有価証券等清算取次ぎの

委託若しくは権利行使の申告を行うもの

とする。

４ 乙が前項の日時までに商品先物取引に

係る転売若しくは買戻しに係る有価証券

等清算取次ぎの委託又は商品先物オプシ

ョン取引に係る転売若しくは買戻しに係

る有価証券等清算取次ぎの委託若しくは

権利行使の申告を行わないときは、甲は

任意に、乙の計算において対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引を決済するために必要な商品先物取

引に係る転売若しくは買戻し又は商品先

物オプション取引に係る転売、買戻し若

しくは権利行使（これらの委託を含む。）

を行うことができる。

５ 前各項の規定にかかわらず、乙が指定

市場開設者から取引資格の取消し、除名、



３

238

会員権の停止若しくは制限又は有価証券

等清算取次ぎの委託の停止の処分、処置

又は措置（本契約に基づく対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎに関係あるもの

に限る。）を受けたときは、甲及び乙は、

当該処分、処置又は措置を行った指定市

場開設者及びクリアリング機構の定める

ところに従うものとする。

６ 第１項から第４項までの規定に基づき

商品先物取引に係る転売若しくは買戻し

又は商品先物オプション取引に係る転

売、買戻し若しくは権利行使（これらの

委託を含む。）を行った結果又は前項の規

定に基づき指定市場開設者及びクリアリ

ング機構の定めるところに従い商品先物

取引に係る転売若しくは買戻し又は商品

先物オプション取引に係る転売、買戻し

若しくは権利行使（これらの委託を含

む。）を行った結果、甲に損失が生じた場

合には、乙は、甲に対してその額に相当

する金銭を直ちに支払うものとする。

（甲に増担保等措置が行われた場合の対

応）

第８条の２ 乙の有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく対象取引についてクリアリ

ング機構の業務方法書第２９条の２第２

項に規定する措置を甲が乙に対して実施

したときは、乙は当該措置に従わなけれ

ばならない。

（甲にポジション保有状況の改善指示が行

われた場合における転売又は買戻し等）

第８条の３ 甲は、乙が正当な理由なく前
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条に定める措置に従わないことによっ

て、クリアリング機構の業務方法書に基

づくポジション保有状況の改善指示（以

下この条において「改善指示」という。）

を受けた場合には、乙に対して、乙の対

象取引に係る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決

済又は他の清算参加者への引継ぎを要請

することができる。

２ 甲は、改善指示に適合するべく合理的

な努力を行ってもなお改善指示に適合

できない場合で、かつ、乙に対して、

あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前

項の要請を行ったにもかかわらず、乙が

これらを正当な理由なく行わなかった場

合には、合理的に必要と認められる範囲

内において、乙の甲に対する対象取引に

係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引を決済するために、乙の計算にお

いて、対象取引に係る転売、買戻し又は

権利行使（これらの委託を含む。）を行う

ことができる。

３ 甲が前項の規定に基づき同項の転売、

買戻し又は権利行使（これらの委託を含

む。）を行った結果、乙が損害を被った場

合であっても、乙は、甲及びクリアリン

グ機構に対してその損害の賠償を請求し

ないものとする。ただし、甲又はクリア

リング機構に故意又は重過失が認められ

る場合にあっては、当該故意又は重過失

がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（清算参加者の決済不履行の場合における
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措置等）

第８条の４ 甲は、乙の有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく対象取引について、

クリアリング機構の業務方法書第７６条

の４第１項の規定により期限前終了する

建玉に指定された場合には、乙の甲に対

する対象取引に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引を決済するため

に、乙の計算において、対象取引に係る

転売、買戻し又は権利行使（これらの委

託を含む。）を行うことができる。

２ 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し

又は権利行使（これらの委託を含む。）を

行った結果、乙が損害を被った場合であ

っても、乙は、甲及びクリアリング機構

に対してその損害の賠償を請求しないも

のとする。ただし、甲又はクリアリング

機構に故意又は重過失が認められる場合

にあっては、当該故意又は重過失がある

者に対する請求はこの限りではない。

（差引計算）

第９条  第７条の規定により乙が期限の利

益を喪失し、甲に対する対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取

引に係る債務を履行しなければならない

場合には、当該債務と乙の甲に対する対

象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引に係る債権その他一切の

債権とを、その債権の期限のいかんにか

かわらず、甲は、いつでも相殺すること

ができる。

２  前項の相殺ができる場合には、甲は事

前の通知及び所定の手続を省略し、乙に
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代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の

弁済に充当することもできる。

３  前２項によって差引計算をする場合、

債権債務の利息、損害金等の計算につい

ては、その期間を計算実行の日までとし、

債権債務の利率及び甲に対する債務の遅

延損害金の率については甲の定める率に

よるものとする。

（代用有価証券等の処分）

第１０条  第７条の規定により乙が期限の

利益を喪失したときは、甲は、通知、催

告を行わず、かつ法律上の手続によらな

いで、対象取引に係る有価証券等清算取

次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履

行を確保するために乙が取引証拠金又は

非清算参加者証拠金として差し入れ又は

預託している有価証券又は倉荷証券を、

乙の計算において、その方法、時期、場

所、価格等につき甲の任意で処分し、そ

の取得金から諸費用を差し引いた残額を

法定の順序にかかわらず債務の弁済に充

当できるものとし、また当該弁済充当を

行った結果、残債務がある場合は乙は直

ちに弁済を行うものとする。

（占有物の処分）

第１１条  第７条の規定により乙が期限の

利益を喪失したときは、甲は、占有して

いる乙の動産及び占有し、又は社債、株

式等の振替に関する法律（平成１３年法

律第７５号）に基づき甲の口座に記録し

ている乙の有価証券等を処分できるもの

とし、この場合甲はすべて前条に準じて
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取り扱うものとする。

（弁済等充当の順序）

第１２条  債務の弁済又は第９条の差引計

算を行う場合、乙の甲に対する対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引に係る債務の全額を消滅させる

に足りないときは、甲は、甲が適当と認

める順序方法により充当することができ

るものとする。

（遅延損害金の支払）

第１３条  乙が対象取引に係る有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく取引に関し甲

に対する債務の履行を怠ったときは、乙

は、甲の請求により、甲に対し履行期日

の翌日より履行の日まで、甲の定める率

による遅延損害金を支払うものとする。

（債権譲渡等の禁止）

第１４条  乙は、甲に対して有する対象取

引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る債権を他に譲渡又は質

入れをしてはならない。

（本契約の解約）

第１５条  本契約は、甲乙協議のうえ、合

意により本契約を解約することができ

る。

２  前項の規定によるほか、甲又は乙は、

解約を希望する日から〇か月以上前に、

相手方に対し書面により解約の意思を申

し出ることにより、本契約を解約するこ

とができる。
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３  前２項の規定によるほか、甲は、乙が

第７条第１項各号又は第２項各号のいず

れかに該当する場合は、本契約の解約が

できる。

４  前３項の規定により本契約を解約しよ

うとする場合には、甲は、クリアリング

機構に対しあらかじめ届出を行うものと

する。この場合、第１項による解約の場

合は解約しようとする日の３日前（休業

日を除外する。）までの日、第２項による

解約の場合は甲が相手方に対し書面によ

り解約の意思を申し出た又は申し出を受

けた後遅滞なく、前項による解約の場合

は解約しようとする日の前日（休業日に

当たるときは、順次繰り上げる。）までに

当該届出を行うものとする。

５ 本契約の解約までに成立した対象取引

に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基

づく取引（第８条第１項から第４項まで

の規定に基づき商品先物取引に係る転売

若しくは買戻し又は商品先物オプション

取引に係る転売、買戻し若しくは権利行

使（これらの委託を含む。）を行う場合及

び同条第５項の規定に基づき指定市場開

設者及びクリアリング機構の定めるとこ

ろに従い商品先物取引に係る転売若しく

は買戻し又は商品先物オプション取引に

係る転売、買戻し若しくは権利行使（こ

れらの委託を含む。）を行う場合を含む。）

に関しては、引き続き本契約を適用する。

６  第１項から第３項までの規定にかかわ

らず、甲が第４項に定める届出を行わな

かった場合には、本契約の解約は、その

効力を生じない。
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（特例解約）

第１５条の２ 前条の規定にかかわらず、

本契約は、対象取引に係る有価証券等清

算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務

の履行の確実性の観点から本契約を解約

することができる条件をあらかじめ甲と

乙の合意により定めている場合で、乙が

当該条件に該当したときは、甲は解約を

希望する日の前日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）までに乙に対し書

面により解約の意思を申し出ることによ

り、解約することができる。

２ 前項の規定による本契約の解約（以下

「特例解約」という。）をしようとする場

合には、甲は、相手方に対し書面により

特例解約の意思を申し出た後直ちに、か

つ、当該特例解約を行おうとする日の前

日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。）までに、クリアリング機構に対し

届出を行うものとする。

３ 特例解約までに成立した対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく

取引（当該取引に係る転売、買戻し又は

権利行使を含む。）に関しては、引き続き

本契約を適用する。

４ 前項のほか、決済履行確保の観点から

クリアリング機構が特に必要と認める取

引については、引き続き本契約を適用す

る。

５ 第１項の規定にかかわらず、甲が第２

項に定める届出を行わなかった場合に

は、特例解約は、その効力を生じない。
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（直近の限月取引の建玉の決済等の特約）

第１５条の３ 甲と乙は、有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の

履行の確実性の観点から、次に掲げる事

項について特約を定めるものとする。

（１） 甲の指定する日時までに、乙の

有する直近の限月取引の建玉に係る受

渡しの有無、受渡品の調達状況等必要

な事項を甲に対して遅滞なく報告する

こと

（２） 受渡しにより決済しようとする

売付けに係る倉荷証券（受渡決済のた

めに授受する倉荷証券以外の書類を含

む。）又は買付けに係る総取引金額を差

し入れる日時

（３） 有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく取引に係る数量の限度

２ 前項の規定にかかわらず、甲と乙は乙

の有する直近の限月取引の建玉について

受渡しを行わない旨又は乙の有する建玉

についてあらかじめ定める日までに転売

若しくは買戻しにより決済を行う旨の特

約を定めることができる。

３ 乙が前２項の規定に定める特約に違反

したときは、甲は乙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

ものを決済するため、当該未決済の清算

約定に関する建玉を乙の計算において、

転売又は買戻しにより任意に処分するこ

とができる。

４ 第８条第６項の規定は、前項の場合に

おいて準用する。

（報告）



３

246

第１６条  乙は、甲が請求したときは、対

象取引に係る有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引に関して必要な事項を甲

に対して遅滞なく報告しなければならな

い。

２  乙は、第７条第１項各号又は第２項各

号のいずれかの事由が生じたとき、又は、

指定市場開設者から取引資格の取消し、

除名、会員権の停止若しくは制限又は有

価証券等清算取次ぎの委託の停止の処

分、処置又は措置（本契約に基づく対象

取引に係る有価証券等清算取次ぎに関係

のあるものに限る。）を受けたときは、甲

に対し直ちに書面をもってその旨の報告

をしなければならない。

（乙の義務）

第１７条  乙は、次の各号に掲げる事項に

ついて甲に対し通知するものとする。

（１）  乙又は乙の顧客が対象取引に係

る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引に関し甲に差し入れ又は預託す

る証拠金について、差換預託の同意が

ある場合はその旨

（２）  乙又は乙の顧客が差換預託して

いるときはその旨

（秘密保持）

第１８条  甲及び乙は、本契約に関して業

務上知り得た相手方の業務上の秘密を保

持するものとし、他の目的のために利用

してはならない。また、指定市場開設者

又はクリアリング機構の調査に応じる場

合その他の正当な理由がある場合を除



３

247

き、第三者に漏らしてはならない。

（届出事項の変更届出）

第１９条  乙は、商号若しくは名称、代表

者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又

は住所若しくは事務所の所在地その他の

事項に変更があったときは、甲に対し直

ちに書面をもってその旨届け出なければ

ならない。

（免責事項）

第２０条  天災地変等の不可抗力により、

乙の請求に係る担保物の返還が遅延した

場合に生じた損害については、甲はその

責を負わないものとする。

２  前項の事由による担保物の紛失、滅失、

き損等の損害についても甲はその責を負

わないものとする。

３  甲が、諸届その他の書類に使用された

印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と

相当の注意をもって照合し、相違ないも

のと認めて取り扱ったうえは、それらの

書類につき偽造、変造その他の事故があ

っても、そのために生じた損害について

は甲はその責を負わないものとする。

（通知の効力）

第２１条  乙が甲に届け出た住所又は事務

所にあて、甲によりなされた対象取引に

係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引に関する諸通知が乙の責に帰すべ

き事由により延着し、又は到達しなかっ

た場合においては、通常到達すべき時に

到達したものとする。
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（電磁的方法による報告等）

第２２条  乙は、第１６条第２項の規定に

よる書面による報告又は第１９条の規定

による書面（印章又は署名鑑の変更に係

るものを除く。）による届出に代えて、甲

の承諾を得た場合には、当該報告又は届

出を行うための書面に記載すべき事項を

電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法により

提供することができる。この場合におい

て、乙は、書面により当該報告又は届出

を行ったものとみなす。

（適用法）

第２３条  本契約は、日本国の法律により

支配され、解釈されるものとする。

（合意管轄）

第２４条  本契約に基づく対象取引に係る

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取

引に関する訴訟については、甲の本店又

は〇〇支店の所在地を管轄する裁判所を

管轄裁判所とする。

この契約を証するため、本契約書２通

を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれ

その１通を所持する。

年 月 日

甲（農産物先物等清算参加者）

住    所
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商号又は名称

代  表  者  印

            

乙（農産物先物等清算参加者）

住    所

商号又は名称

代  表  者  印

（注１）第１５条第２項中「〇か月」の部

分については、甲と乙の合意により、１

か月以上の月数を記入するものとする。

（注２）第１５条の２については、同条第

１項に規定する債務の履行の確実性の観

点から本契約を解約することができる条

件を甲と乙との間であらかじめ定めない

場合は、本契約から削除することができ

る。

（注３）第２４条の合意管轄については、

甲と乙との合意により、適当と認める修

正を行うことができる。

別紙様式８ （略） 別紙様式４ （略）

以 上
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手数料に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（固定手数料）

第２条の２ （略）

２ 前項に規定する固定手数料（月額）は、

次の各号に掲げる清算参加者について、

当該各号に定める額とする。

（１）～（３） （略）

（４） 貴金属先物等清算資格、ゴム先

物等清算資格又は農産物先物等清算

資格を有する清算参加者

この号に掲げる清算資格の保有数に

かかわらず５万円

（固定手数料）

第２条の２ （略）

２ 前項に規定する固定手数料（月額）は、

次の各号に掲げる清算参加者について、

当該各号に定める額とする。

（１）～（３） （略）

（新設）

（ＲＳＳに係る検品手数料及び検量手数

料）

第３条の３ 業務方法書の取扱い第２７条

第１項の規定により当社がＲＳＳに係る

検品又は検量を行った場合には、渡方ゴ

ム先物等清算参加者（次項に定める場合

を除く。）は、次の各号に定める検品手

数料又は検量手数料及び所要の実費を当

社に納入しなければならない。ただし、

各限月取引の取引最終日前であって当社

が定める検査日に検品又は検量を行った

場合においては、当該各号に定める金額

の半額、清算参加者からの請求により当

社が定める検査日以外の日に臨時に検品

又は検量を行った場合においては、当該

各号に定める金額の１．５倍の検品手数

料又は検量手数料とする。

（１） 検品手数料

ａ 新規検品の場合

検査荷口が受渡単位当たり２４枚

までのとき １万８千円

（新設）
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検査荷口が受渡単位当たり２４枚

を超えるときは、

受渡単位当り１２枚を増すごとに

４千円増し

ｂ 再検品の場合

検査荷口１件当たり １万円

（２） 検量手数料

検査荷口１件当たり １万円

２ 前項に規定する手数料の納入につい

て、業務方法書の取扱い第２６条第２項

に規定する受方ゴム先物等清算参加者か

らの故障の申立てにより当社が検量を行

った場合において、故障がないと認め申

立てを却下したときは、受方ゴム先物等

清算参加者が検量手数料及び所要の実費

を当社に納入しなければならないものと

する。

（小豆に係る検品手数料等）

第３条の４ 業務方法書の取扱い第３５条

の規定により当社が小豆に係る希望前検

査を行った場合には、当該検査を請求し

た農産物先物等清算参加者は、品質、量

目及び包装の検査それぞれ受渡単位当た

り１枚につき１，２００円の希望前検査

手数料を当社に納入しなければならな

い。

２ 業務方法書の取扱い第３６条第２項の

規定にかかわらず受方農産物先物等清算

参加者が受渡品に係る出庫又は証券回収

を行った場合は、故障の申立てを無効と

し、品質、量目及び包装の検査それぞれ

受渡単位当たり１枚につき１，２００円

とする検品手数料は受方農産物先物等清

算参加者の負担とする。

３ 業務方法書の取扱い第３７条第１項の

（新設）
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規定により当社が小豆に係る受渡品の検

品を行った場合には、品質、量目及び包

装の検査それぞれ受渡単位当たり１枚に

つき１，２００円の検品手数料を、同条

第４項の規定に従い、渡方農産物先物等

清算参加者又は受方農産物等清算参加者

が当社に納入しなければならない。

（銘柄管理手数料）

第４条 （略）

２ 取引所金融商品市場を開設する指定市

場開設者の前項に規定する銘柄管理手数

料（月額）は、次の各号に掲げる取引に

ついて、当該各号に定める額の合計額と

する。

（１） （略）

（２） 業務方法書第３条第２項第２号

から第６号の３まで及び第１１号に

掲げる取引

次のａからｇまでに掲げる銘柄に

ついて、当該ａからｇまでに定める額

の合計額

ａ～ｅ （略）

ｆ 業務方法書第３条第２項第６号

の２に掲げる取引に係る銘柄

  月末における指定市場開設者の

当該取引に係る対象商品の数（限月

取引が設定されていないものを除

く。）に６万円を乗じて得た額

ｇ 業務方法書第３条第２項第６号

の３に掲げる取引に係る銘柄

  月末における指定市場開設者の

当該取引に係る対象商品の数（限月

取引が設定されていないものを除

く。）に６万円を乗じて得た額

３ （略）

（銘柄管理手数料）

第４条 （略）

２ 取引所金融商品市場を開設する指定市

場開設者の前項に規定する銘柄管理手数

料（月額）は、次の各号に掲げる取引に

ついて、当該各号に定める額の合計額と

する。

（１） （略）

（２） 業務方法書第３条第２項第２号

から第６号まで及び第１１号に掲げ

る取引

次のａからｅまでに掲げる銘柄に

ついて、当該ａからｅまでに定める額

の合計額

ａ～ｅ （略）

（新設）

（新設）

３ （略）
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付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７日

から施行する。ただし、第４条第２項の

改正規定は、同年８月１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、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２年７月

２７日以後の当社が定める日から施行す

る。

３ 貴金属先物等清算資格、ゴム先物等清

算資格又は農産物先物等清算資格に係る

令和２年７月分の固定手数料は、改正後

の第２条の２第２項第４号の規定にかか

わらず、８，０６４円（令和２年７月に

おける業務方法書第３条第２項第６号の

２及び同項第６号の３に掲げる清算対象

取引に係る清算手数料並びに商品取引債

務引受業に関する業務方法書第２条第１

項及び同条第２項に掲げる清算対象取引

に係る清算手数料の合計額が１０万円以

下の場合には、０円）とする。

４ 改正後の第２条の２第４項第４号の規

定は、令和２年８月分以降当分の間、別

表に基づき算出される同第３条第２項第

６号の２及び同項第６号の３に掲げる清

算対象取引に係る清算手数料並びに商品

取引債務引受業に係る手数料に関する規

則別表に基づき算出される商品取引債務

引受業に係る業務方法書第２条第１号及

び第２号に掲げる清算対象取引に係る清
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算手数料の合計額が１０万円以下となる

清算参加者には適用しないものとする。

別表

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率

１ （略）

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第

６号の３までに掲げる取引に係る清算手

数料の算出の基準及び清算手数料率は、

次のとおりとする。

清算対象取引

の区分

算出

の基

準

清算手数料

率

（略）

業務方法

書第３条

第２項第

６号の２

に掲げる

商品先物

取引

現 物 先

物取引

取引

数量

当社が当該

月に引き受

け た 債 務

（注３）に

ついて、１

取引単位に

つき

９円

（注４）

受渡

決済

数量

当該月にお

ける各限月

取引の取引

最終日まで

の間に買戻

しが行われ

なかった売

建玉及び転

売が行われ

なかった買

別表

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率

１ （略）

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第

６号までに掲げる取引に係る清算手数料

の算出の基準及び清算手数料率は、次の

とおりとする。

清算対象取引

の区分

算出

の基

準

清算手数料

率

（略）

（新設）
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建玉に係る

受渡決済数

量の合計の

数量につい

て、１受渡

単位につき

１４５円

限 月 現

金 決 済

先 物 取

引

取引

数量

当社が当該

月に引き受

け た 債 務

（注３）に

ついて、１

取引単位に

つき

２円

（注４）

最終

決済

に係

る数

量

当該月にお

ける最終決

済に係る数

量 に つ い

て、１単位

につき

１４円

限 日 現

金 決 済

先 物 取

引

（注６）

取引

数量

当社が当該

月に引き受

け た 債 務

（注３）に

ついて、１

単位につき

９円

（注４）

業務方法書第３条

第２項第６号の３

に掲げる商品先物

オプション取引

取引

数量

当社が当該

月に引き受

けた債務

（注３）に
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ついて、１

取引単位に

つき

２円

（注４）

権利

行使

及び

権利

行使

の割

当て

に係

る数

量

当該月に清

算参加者が

行った権利

行使及び清

算参加者が

受けた権利

行使の割当

てに係る数

量 に つ い

て、１取引

単位につき

２２円

（注１）～（注５） （略）

（注６） 限日現金決済先物取引にお

いて希望受渡しにより受渡決済を行

う場合は、希望受渡しを行う売建玉

及び買建玉に係る受渡決済数量の合

計の数量について、１受渡単位につ

き１４５円とする。

（注１）～（注５） （略）

（新設）
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措置評価委員会規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的）

第１条 この規則は、業務方法書第３３

条の２、ＣＤＳ清算業務に関する業務

方法書（以下「ＣＤＳ業務方法書」とい

う。）第３６条、金利スワップ取引清算

業務に関する業務方法書（以下「金利

スワップ業務方法書」という。）第３

６条、国債店頭取引清算業務に関する業

務方法書（以下「国債店頭取引業務方

法書」という。）第３３条及び商品取

引債務引受業に関する業務方法書（以

下「商品取引業務方法書」という。）

第３９条の規定に基づき、措置評価委

員会に関して必要な事項を定める。

（目的）

第１条 この規則は、業務方法書第３３

条の２、ＣＤＳ清算業務に関する業務

方法書（以下「ＣＤＳ業務方法書」とい

う。）第３６条、金利スワップ取引清算

業務に関する業務方法書（以下「金利

スワップ業務方法書」という。）第３

６条、国債店頭取引清算業務に関する業

務方法書（以下「国債店頭取引業務方

法書」という。）第３３条の規定に基

づき、措置評価委員会に関して必要な

事項を定める。

（諮問事項）

第３条 当社は、清算参加者（業務方法書

第５条第２項に規定する現物清算資格、

国債先物等清算資格、指数先物等清算資

格、貴金属先物等清算資格、ゴム先物等

清算資格、農産物先物等清算資格若しく

はＦＸ清算資格、ＣＤＳ業務方法書第２

条第６０号に規定するＣＤＳ清算資格、

金利スワップ業務方法書第２条第１２号

に規定する金利スワップ清算資格、国債

店頭取引業務方法書第５条第２項に規定

する国債店頭取引清算資格又は商品取引

業務方法書第５条第２項に規定するエネ

ルギー先物等清算資格、堂島農産物先物

等清算資格若しくは堂島砂糖先物等清算

資格のうちいずれかの清算資格を有する

者をいう。以下同じ。）に対し次に掲げる

措置又は判断を行おうとするときは、措

（諮問事項）

第３条 当社は、清算参加者（業務方法書

第５条第２項に規定する現物清算資格、

国債先物等清算資格、指数先物等清算資

格若しくはＦＸ清算資格、ＣＤＳ業務方

法書第２条第６０号に規定するＣＤＳ清

算資格、金利スワップ業務方法書第２条

第１２号に規定する金利スワップ清算資

格又は国債店頭取引業務方法書第５条第

２項に規定する国債店頭取引清算資格の

うちいずれかの清算資格を有する者をい

う。以下同じ。）に対し次に掲げる措置又

は判断を行おうとするときは、措置評価

委員会に諮問するものとする。
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置評価委員会に諮問するものとする。

（１）～（４） （略）

（５） 商品取引業務方法書第３０条か

ら第３２条までに規定する措置又は同

第３７条において準用する同第１６条

第５項に規定する異議の申立てに対す

る判断

２ 前項の規定は、業務方法書第２９条の

２、ＣＤＳ業務方法書第３０条、金利ス

ワップ業務方法書第３０条及び商品取引

業務方法書第３１条に規定する措置（自

己の計算による取引に係るものに限る。）

を行おうとするときその他緊急の必要が

あるときは、適用しない。この場合、当

社は措置等を行った後、遅滞なくその内

容を措置評価委員会に報告しなければな

らない。

３ （略）

（１）～（４） （略）

（新設）

２ 前項の規定は、業務方法書第２９条の

２、ＣＤＳ業務方法書第３０条及び金利

スワップ業務方法書第３０条に規定する

措置（自己の計算による取引に係るもの

に限る。）を行おうとするときその他緊急

の必要があるときは、適用しない。この

場合、当社は措置等を行った後、遅滞な

くその内容を措置評価委員会に報告しな

ければならない。

３ （略）

付  則

１ この改正規定は、令和２年７月２７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、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２年７月

２７日以後の当社が定める日から施行す

る。
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清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（清算基金所要額） 

第２条 （略） 

２～４ （略） 

５ 当社は、国債先物等清算資格、指数先

物等清算資格、貴金属先物等清算資格、

ゴム先物等清算資格及び農産物先物等清

算資格に係る各清算参加者の清算基金所

要額を、毎営業日を先物・オプション清

算基金所要額算出基準日として算出し、

当該先物・オプション清算基金所要額算

出基準日の翌日に各清算参加者に通知す

る。 

６ 前項の規定により算出した国債先物等

清算資格、指数先物等清算資格、貴金属

先物等清算資格、ゴム先物等清算資格及

び農産物先物等清算資格に係る各清算参

加者の清算基金所要額は、先物・オプシ

ョン清算基金所要額算出基準日の翌日か

ら適用する。 

７ （略） 

 

 

（清算基金所要額） 

第２条 （略） 

２～４ （略） 

５ 当社は、国債先物等清算資格及び指数

先物等清算資格に係る各清算参加者の清

算基金所要額を、毎週最終営業日から起

算して７日前（休業日を除外する。）の

日を先物・オプション清算基金所要額算

出基準日として算出し、先物・オプショ

ン清算基金所要額算出基準日から起算し

て５日目の日に各清算参加者に通知す

る。 

６ 前項の規定により算出した国債先物等

清算資格及び指数先物等清算資格に係る

各清算参加者の清算基金所要額は、先

物・オプション清算基金所要額算出基準

日から起算して６日目の日から適用す

る。 

 

７ （略） 

 

付 則 

１ この改正規定は、令和２年７月２７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、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２年７月

２７日以後の当社が定める日から施行す
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る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、この改正

規定施行の日（以下「施行日」という。）

に適用する国債先物等清算資格及び指数

先物等清算資格に係る各清算参加者の清

算基金所要額は、施行日の前日を第２条

第５項に定める先物・オプション清算基

金所要額算出基準日として、改正後の別

表２．から６．に定める方法により算出

された額とする。 

４ 改正後の別表２．及び別表３．の規定

にかかわらず、国債先物等清算基金所要

額及び指数先物等清算基金所要額の算出

のためにこの施行日の前日以前の日を算

出対象期間として期間平均基準ＰＭＬ額

を計算する場合においては、当該日の日

次最大基準ＰＭＬ額は、改正前の別表２．

及び別表３．に定める方法により算出さ

れた額とする。 

５ 改正後の別表４．から別表６．の規定

にかかわらず、貴金属先物等清算基金所

要額、ゴム先物等清算基金所要額又は農

産物先物等清算基金所要額の算出におい

ては、当分の間、期間平均基準ＰＭＬ額

から、清算資格の種類ごとに業務方法書

第７８条第４項に規定する第三者により

受領する金銭として当社が定める額及び

清算資格の種類ごとに同条第５項に規定

する当社の商品先物等決済保証準備金と

して当社が定める額を控除した額を、期

間平均基準ＰＭＬ額とみなして算出を行

うものとする。 

６ 改正後の別表４．から別表６．の規定

にかかわらず、貴金属先物等清算基金所

要額、ゴム先物等清算基金所要額及び農

産物先物等清算基金所要額の算出のため
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にこの施行日の前日以前の日を算出対象

期間として期間平均基準ＰＭＬ額を計算

する場合の日次最大基準ＰＭＬ額、個社

按分基礎ＩＭ額及び按分基礎ＩＭ総額に

あっては、それぞれ当該算出対象期間の

東京商品取引所の貴金属市場、ゴム市場

及び農産物・砂糖市場に係る日本商品清

算機構における建玉に基づき、別表４．

から別表６．に定める方法により当社が

算出した額とする。 

７ 第２条第２項の規定にかかわらず、こ

の改正規定施行の日において貴金属先物

等清算資格、ゴム先物等清算資格又は農

産物先物等清算資格を取得する者の貴金

属先物等清算基金所要額、ゴム先物等清

算基金所要額又は農産物先物等清算基金

所要額は、同条第１項の規定によるもの

とする。 

 

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

 

１．（略） 

 

２．国債先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「国債先物等清算基金所要額」

という。） 

国債先物等清算基金所要額は、次に定

める計算式により算出される額とする。

ただし、当該額が１，０００万円を下回

る場合は、１，０００万円とする。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。 

 

国債先物等清算基金所要額 

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

 

１．（略） 

 

２．国債先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「国債先物等清算基金所要額」

という。） 

国債先物等清算基金所要額は、次に定

める計算式により算出される額とする。

ただし、当該額が１，０００万円を下回

る場合は、１，０００万円とする。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。 

 

国債先物等清算基金所要額 
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＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢ又は算

出基準日における日次最大基準ＰＭ

Ｌ額ＪＧＢのいずれか大きい方の値）

×個社按分基礎ＩＭ額ＪＧＢ／按分基

礎ＩＭ総額ＪＧＢ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢとは、

日次最大基準ＰＭＬ額ＪＧＢの算出対

象期間（先物・オプション清算基金

所要額算出基準日からさかのぼって

６か月間をいう。次項において同

じ。）における平均値をいう。 

（注１）（略） 

（注１－１）ストレスシナリオ別最

大基準ＰＭＬ額ＪＧＢとは、各スト

レスシナリオにおける清算参加者

の基準ＰＭＬ額ＪＧＢ（清算参加者

に関係会社等（ある会社の子会

社及び関連会社並びに当該ある

会社の親会社、当該親会社の子

会社及び当該親会社の関連会社

をいう。以下同じ。）に該当する

他の清算参加者が存在する場合

には、当該他の清算参加者の基

準ＰＭＬ額ＪＧＢを合計した額）が

最大となる清算参加者の基準ＰＭ

Ｌ額ＪＧＢ及び２番目に最大となる

清算参加者の基準ＰＭＬ額ＪＧＢの

合計額をいう。 

 

 

 

 

（注１－１－１）（略） 

＝期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢ×個社按

分基礎ＩＭ額ＪＧＢ／按分基礎ＩＭ総

額ＪＧＢ 

 

 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＪＧＢとは、

日次最大基準ＰＭＬ額ＪＧＢの算出対

象期間（先物・オプション清算基金

所要額算出基準日からさかのぼって

６か月間をいう。次項において同

じ。）における平均値をいう。 

（注１）（略） 

（注１－１）ストレスシナリオ別最

大基準ＰＭＬ額ＪＧＢとは、各スト

レスシナリオにおける清算参加者

の基準ＰＭＬ額ＪＧＢ（清算参加者

に関係会社等（ある会社の子会

社及び関連会社並びに当該ある

会社の親会社、当該親会社の子

会社及び当該親会社の関連会社

をいう。以下同じ。）に該当する

他の清算参加者が存在する場合

には、当該他の清算参加者の基

準ＰＭＬ額ＪＧＢを合計した額）が

最大となる清算参加者の基準ＰＭ

Ｌ額ＪＧＢ及び純財産額（登録金融

機関及び証券金融会社にあって

は、純資産額とする。以下この別

表において同じ。）が下位の５社の

清算参加者の当該ストレスシナリ

オにおける基準ＰＭＬ額ＪＧＢの合

計額をいう。 

（注１－１－１）（略） 
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（注１－１－２）（略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

３．指数先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「指数先物等清算基金所要額」

という。） 

指数先物等清算基金所要額は、次に定

める計算式により算出される額とする。

ただし、当該額が１，０００万円を下回

る場合は、１，０００万円とする。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。 

 

指数先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＩＤＸ又は算

出基準日における日次最大基準ＰＭ

Ｌ額ＩＤＸのいずれか大きい方の値）

×個社按分基礎ＩＭ額ＩＤＸ／按分基

礎ＩＭ総額ＩＤＸ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＩＤＸとは、

日次最大基準ＰＭＬ額ＩＤＸの算出対

象期間における平均値をいう。 

（注１）（略） 

（注１－１）ストレスシナリオ別最

大基準ＰＭＬ額ＩＤＸとは、各スト

レスシナリオにおける清算参加者

の基準ＰＭＬ額ＩＤＸ（清算参加者

に関係会社等に該当する他の清

算参加者が存在する場合には、

当該他の清算参加者の基準ＰＭ

Ｌ額ＩＤＸを合計した額）が最大と

なる清算参加者の基準ＰＭＬ額Ｉ

ＤＸ及び２番目に最大となる清算

（注１－１－２）（略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

３．指数先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「指数先物等清算基金所要額」

という。） 

指数先物等清算基金所要額は、次に定

める計算式により算出される額とする。

ただし、当該額が１，０００万円を下回

る場合は、１，０００万円とする。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。 

 

指数先物等清算基金所要額 

＝期間平均基準ＰＭＬ額ＩＤＸ×個社按

分基礎ＩＭ額ＩＤＸ／按分基礎ＩＭ総

額ＩＤＸ 

 

 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＩＤＸとは、

日次最大基準ＰＭＬ額ＩＤＸの算出対

象期間における平均値をいう。 

（注１）（略） 

（注１－１）ストレスシナリオ別最

大基準ＰＭＬ額ＩＤＸとは、各スト

レスシナリオにおける清算参加者

の基準ＰＭＬ額ＩＤＸ（清算参加者

に関係会社等に該当する他の清

算参加者が存在する場合には、

当該他の清算参加者の基準ＰＭ

Ｌ額ＩＤＸを合計した額）が最大と

なる清算参加者の基準ＰＭＬ額Ｉ

ＤＸ及び純財産額が下位の５社の
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参加者の基準ＰＭＬ額ＩＤＸの合計

額をいう。 

 

（注１－１－１）（略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

４．貴金属先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「貴金属先物等清算基金所

要額」という。） 

貴金属先物等清算基金所要額は、次に

定める計算式により算出される額とす

る。ただし、当該額が１，０００万円を

下回る場合は、１，０００万円とする。

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。 

 

貴金属先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＰＭＥ又は算

出基準日における日次最大基準ＰＭ

Ｌ額ＰＭＥのいずれか大きい方の値）

×個社按分基礎ＩＭ額ＰＭＥ／按分基

礎ＩＭ総額ＰＭＥ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＰＭＥとは、

日次最大基準ＰＭＬ額ＰＭＥの算出対

象期間における平均値をいう。 

（注１）日次最大基準ＰＭＬ額ＰＭＥ

とは、ストレスシナリオ別最大基

準ＰＭＬ額ＰＭＥの各日における最

大値をいう。 

（注１－１）ストレスシナリオ別最

大基準ＰＭＬ額ＰＭＥとは、各スト

レスシナリオにおける清算参加者

の基準ＰＭＬ額ＰＭＥ（清算参加者

清算参加者の当該ストレスシナリ

オにおける基準ＰＭＬ額ＩＤＸの合

計額をいう。 

（注１－１－１）（略） 

ｂ・ｃ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

６ 

265 

に関係会社等に該当する他の清

算参加者が存在する場合には、

当該他の清算参加者の基準ＰＭ

Ｌ額ＰＭＥを合計した額）が最大と

なる清算参加者の基準ＰＭＬ額Ｐ

ＭＥ及び純財産額（登録金融機関及

び当業者等にあっては、純資産額

とする。以下この別表において同

じ。）が下位の５社の清算参加者の

当該ストレスシナリオにおける基

準ＰＭＬ額ＰＭＥの合計額をいう。 

（注１－１－１）基準ＰＭＬ額ＰＭＥ

とは、貴金属先物等清算資格に係

る各区分口座（業務方法書第４６

条の３及び第４６条の４に規定す

る各区分口座をいう。）に関して、

ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から貴金属先

物等清算資格に係る取引証拠金所

要相当額を控除した額（当該各区

分口座のうち業務方法書第４６条

の３第１号に規定する区分口座以

外の区分口座にあっては、正の額

に限る。）を合計した額をいう。 

ｂ 個社按分基礎ＩＭ額ＰＭＥとは、各

清算参加者の、先物・オプション清

算基金所要額算出基準日からさかの

ぼって１か月間の各取引日の貴金属

先物等清算資格に係る取引証拠金所

要相当額の総額（各清算参加者が管

理する業務方法書第４６条の３及び

第４６条の４に規定する区分口座の

貴金属先物等清算資格に係る取引証

拠金所要相当額を合算した額をい
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う。）の平均額をいう。 

ｃ 按分基礎ＩＭ総額ＰＭＥとは、前ｂ

の個社按分基礎ＩＭ額ＰＭＥを、すべ

ての貴金属先物等清算参加者につい

て合算した額をいう。 

 

５．ゴム先物等清算資格に係る清算基金所

要額（以下「ゴム先物等清算基金所要額」

という。） 

ゴム先物等清算基金所要額は、次に定

める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ａからｃまでに定めるとおりとする。 

 

ゴム先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＲＵＢ又は算

出基準日における日次最大基準ＰＭ

Ｌ額ＲＵＢのいずれか大きい方の値）

×個社按分基礎ＩＭ額ＲＵＢ／按分基

礎ＩＭ総額ＲＵＢ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＲＵＢとは、

日次最大基準ＰＭＬ額ＲＵＢの算出対

象期間における平均値をいう。 

（注１）日次最大基準ＰＭＬ額ＲＵＢ

とは、ストレスシナリオ別最大基

準ＰＭＬ額ＲＵＢの各日における最

大値をいう。 

（注１－１）ストレスシナリオ別最

大基準ＰＭＬ額ＲＵＢとは、各スト

レスシナリオにおける清算参加者

の基準ＰＭＬ額ＲＵＢ（清算参加者

に関係会社等に該当する他の清

算参加者が存在する場合には、

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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当該他の清算参加者の基準ＰＭ

Ｌ額ＲＵＢを合計した額）が最大と

なる清算参加者の基準ＰＭＬ額Ｒ

ＵＢ及び純財産額が下位の５社の

清算参加者の当該ストレスシナリ

オにおける基準ＰＭＬ額ＲＵＢの合

計額をいう。 

（注１－１－１）基準ＰＭＬ額ＲＵＢ

とは、ゴム先物等清算資格に係る

各区分口座（業務方法書第４６条

の３及び第４６条の４に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ス

トレスシナリオの下で未決済約定

から生じる損失額からゴム先物等

清算資格に係る取引証拠金所要相

当額を控除した額（当該各区分口

座のうち業務方法書第４６条の３

第１号に規定する区分口座以外の

区分口座にあっては、正の額に限

る。）を合計した額をいう。 

ｂ 個社按分基礎ＩＭ額ＲＵＢとは、各

清算参加者の、先物・オプション清

算基金所要額算出基準日からさかの

ぼって１か月間の各取引日のゴム先

物等清算資格に係る取引証拠金所要

相当額の総額（各清算参加者が管理

する業務方法書第４６条の３及び第

４６条の４に規定する区分口座のゴ

ム先物等清算資格に係る取引証拠金

所要相当額を合算した額をいう。）の

平均額をいう。 

ｃ 按分基礎ＩＭ総額ＲＵＢとは、前ｂ

の個社按分基礎ＩＭ額ＲＵＢを、すべ

てのゴム先物等清算参加者について
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合算した額をいう。 

 

６．農産物先物等清算資格に係る清算基金

所要額（以下「農産物先物等清算基金所

要額」という。） 

農産物先物等清算基金所要額は、次に

定める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ａからｃまでに定めるとおりとす

る。 

 

農産物先物等清算基金所要額 

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＡＧＲ又は算

出基準日における日次最大基準ＰＭ

Ｌ額ＡＧＲのいずれか大きい方の値）

×個社按分基礎ＩＭ額ＡＧＲ／按分基

礎ＩＭ総額ＡＧＲ 

 

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＡＧＲとは、

日次最大基準ＰＭＬ額ＡＧＲの算出対

象期間における平均値をいう。 

（注１）日次最大基準ＰＭＬ額ＡＧＲ

とは、ストレスシナリオ別最大基

準ＰＭＬ額ＡＧＲの各日における最

大値をいう。 

（注１－１）ストレスシナリオ別最

大基準ＰＭＬ額ＡＧＲとは、各スト

レスシナリオにおける清算参加者

の基準ＰＭＬ額ＡＧＲ（清算参加者

に関係会社等に該当する他の清

算参加者が存在する場合には、

当該他の清算参加者の基準ＰＭ

Ｌ額ＡＧＲを合計した額）が最大と

なる清算参加者の基準ＰＭＬ額Ａ

 

 

（新設） 
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ＧＲ及び純財産額が下位の５社の

清算参加者の当該ストレスシナリ

オにおける基準ＰＭＬ額ＡＧＲの合

計額をいう。 

（注１－１－１）基準ＰＭＬ額ＡＧＲ

とは、農産物先物等清算資格に係

る各区分口座（業務方法書第４６

条の３及び第４６条の４に規定す

る各区分口座をいう。）に関して、

ストレスシナリオの下で未決済約

定から生じる損失額から農産物先

物等清算資格に係る取引証拠金所

要相当額を控除した額（当該各区

分口座のうち業務方法書第４６条

の３第１号に規定する区分口座以

外の区分口座にあっては、正の額

に限る。）を合計した額をいう。 

ｂ 個社按分基礎ＩＭ額ＡＧＲとは、各

清算参加者の、先物・オプション清

算基金所要額算出基準日からさかの

ぼって１か月間の各取引日の農産物

先物等清算資格に係る取引証拠金所

要相当額の総額（各清算参加者が管

理する業務方法書第４６条の３及び

第４６条の４に規定する区分口座の

農産物先物等清算資格に係る取引証

拠金所要相当額を合算した額をい

う。）の平均額をいう。 

ｃ 按分基礎ＩＭ総額ＡＧＲとは、前ｂ

の個社按分基礎ＩＭ額ＡＧＲを、すべ

ての農産物先物等清算参加者につい

て合算した額をいう。 
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７．（略） ４．（略） 
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先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表

新 旧

（破綻時証拠金）

第１条の３ 取引証拠金規則第６条の３第

１項に規定する一の清算参加者が負って

いるものと想定される破綻時証拠金は、

計算上清算基金所要額から適用清算基金

所要額を差し引いて得た額とする。この

場合において、これらの用語の意義は、

次の各号に定めるところによる。

（１） 計算上清算基金所要額

破綻処理単位期間における業務方法

書第１７条の規定による清算基金の特

則を適用せず、業務方法書第１６条第

１項第２号から第６号までの規定に基

づき計算した場合の清算基金所要額

（２） 適用清算基金所要額

破綻処理単位期間における業務方法

書第１７条の規定による清算基金所要

額

２ 取引証拠金規則第６条の３第１項に規

定する取引証拠金所要額の引上げ基準

は、前項に定める破綻時証拠金の額が正

の額になった場合に該当したとする。

３ 破綻処理単位期間の開始日の翌日以降

の日において第１項の規定により計算さ

れた破綻時証拠金の額が、当該破綻処理

単位期間における前日に計算された破綻

時証拠金の額よりも少ない額である場合

の破綻時証拠金の額は、当該前日に計算

された破綻時証拠金の額とする。

（担保超過リスク相当額等）

第１条の３ 取引証拠金規則第６条の３第

１項に規定する清算参加者の担保超過リ

スク相当額は、当該清算参加者に係る業

務方法書第４６条の３及び第４６条の４

に規定する各区分口座における清算資格

ごとに算出したストレス時リスク相当額

（ストレスシナリオ（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。）の下で

未決済約定から生じる損失額をいう。）

から、当該各区分口座における清算資格

ごとの取引証拠金等の預託額相当額（取

引証拠金及び業務方法書第１５条の２第

１項第２号に規定する国債先物等清算資

格に係る当初証拠金として預託された額

を、清算資格ごとの建玉について計算し

た取引証拠金所要額により按分した額を

いう。）を減じた額（当該各区分口座の

うち業務方法書第４６条の３第１号に規

定する区分口座以外の区分口座にあって

は、正の額に限る。）を合計した額をい

う。

２ 前項の規定にかかわらず、当該清算参

加者に、財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省

令第５９号）第８条第５項に規定する関

連会社及び同条第８項に規定する関係会

社（以下「関係会社等」という。）に該

当する他の清算参加者が存在する場合の

担保超過リスク相当額は、当該清算参加

者に係る前項に規定する合計額（正の額

に限る。）に、当該他の清算参加者に係
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る前項に規定する合計額（正の額に限

る。）を加算した額をいう。

３ 取引証拠金規則第６条の３第１項に規

定する所要額引上判定基準額は、清算資

格の種類ごとに、担保超過リスク相当額

の算出時点において適用されている各清

算参加者の清算基金所要額の合計額とす

る。

４ 当社が取引証拠金規則第６条の３第１

項の規定に基づき清算参加者の自己分の

取引証拠金所要額の引上げを行う場合の

引上げ額は、当該清算参加者の担保超過

リスク相当額が所要額引上判定基準額を

超える額とする。

５ 前項の規定にかかわらず、清算参加者

に関係会社等に該当する他の清算参加者

が存在する場合の前項に規定する引上げ

額は、第２項の規定による担保超過リス

ク相当額が所要額引上判定基準額を超え

る額について、各清算参加者の担保超過

リスク相当額により按分した額とする。

（オプション取引に係る清算価格）

第２条 取引証拠金規則第７条に規定する

清算価格は、次の各号に掲げる銘柄の区

分に従い、当該各号に定めるところによ

る。ただし、清算価格として適当でない

と当社が認める場合には、当社がその都

度定める数値とする。

（１）・（２） （略）

（３） 金先物オプションの各銘柄

次のａ及びｂに掲げる区分に従い、

当該ａ及びｂに定める数値とする。た

だし、当該取引日の立会における約定

価格及び理論価格の状況等を勘案し

て、当該ａ及びｂの規定に基づき清算

（オプション取引に係る清算価格）

第２条 取引証拠金規則第７条に規定する

清算価格は、次の各号に掲げる銘柄の区

分に従い、当該各号に定めるところによ

る。ただし、清算価格として適当でない

と当社が認める場合には、当社がその都

度定める数値とする。

（１）・（２） （略）

（新設）
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価格を定めることが適当でないと当

社が認める場合は当該取引日の立会

の呼値の状況等を勘案して、当社が定

める数値とする。

ａ 当該指定市場開設者が定める当

該オプション取引の日中立会の終

了時における約定値段がある場合

当該約定値段

ｂ 前ａに定める約定値段がない場

合

当社が別表３「オプション取引の

理論価格算出に関する表」に定める

方法により理論価格として算出し

た数値

（日中清算値段、日中清算数値及び日中清

算価格に関する準用等）

第２条の４ 取引証拠金規則第２０条の４

に規定する当社が定める日中清算値段の

うち国債証券先物取引に係る日中清算値

段（Ｍｉｎｉ取引（指定市場開設者が定

める国債証券先物取引に係るＭｉｎｉ取

引をいう。以下同じ。）については、日

中清算数値）は、次の各号に定めるとこ

ろによる。ただし、当社が当該各号に定

めるところによることが適当でないと認

める場合は、当社がその都度定める。

（１）・（２） （略）

２ 取引証拠金規則第２０条の４に規定す

る当社が定める日中清算値段のうち商品

先物取引に係る日中清算値段は、次の各

号に掲げる商品先物取引の区分に従い、

当該各号に定めるところによる。ただし、

当社が当該各号に定めるところによるこ

とが適当でないと認める場合は、当社が

その都度定める。

（日中清算値段、日中清算数値及び日中清

算価格に関する準用等）

第２条の４ 取引証拠金規則第２０条の４

に規定する当社が定める日中清算値段

（Ｍｉｎｉ取引（指定市場開設者が定め

る国債証券先物取引に係るＭｉｎｉ取引

をいう。以下同じ。）については、日中

清算数値）は、次の各号に定めるところ

による。ただし、当社が当該各号に定め

るところによることが適当でないと認め

る場合は、当社がその都度定める。

（１）・（２） （略）

（新設）
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（１） 現物先物取引

各取引日の現物先物取引の約定値段

（ストラテジー取引による約定値段を

除く。以下この条において同じ。）の

うち日中清算値段算出時の直前におけ

る立会による 終の約定値段とする。

ただし、当該約定値段がない場合には、

直前の取引日の清算値段（取引開始日

における限月取引（指定市場開設者が

定める限月取引をいう。以下この条に

おいて同じ。）にあっては、取引 終

日が も近い限月取引の清算値段）と

する。

（２） 限月現金決済先物取引

取引 終日が属する月を同一とする

現物先物取引（取引の対象とする金融

商品を同一とするものに限る。）の限

月取引に係る日中清算値段とする。

（３） 限日現金決済先物取引

各取引日の限日現金決済先物取引の

約定値段のうち日中清算値段算出時の

直前における立会による 終の約定値

段とする。ただし、当該約定値段がな

い場合には、直前の取引日の清算値段

（取引開始日における限月取引にあっ

ては、取引 終日が も近い限月取引

の清算値段）とする。

３ （略）

４ 取引証拠金規則第２０条の４に規定す

る当社が定める日中清算価格は、次の各

号に掲げるオプション取引の区分に従

い、当該各号に定めるところによる。た

だし、当社が当該各号に定めるところに

よることが適当でないと認める場合は、

当社がその都度定める。

（１） 日経平均に係るオプション取引、

２ （略）

３ 第２条の規定は、取引証拠金規則第２

０条の４の規定により日経平均に係るオ

プション取引、有価証券オプション取引、

国債証券先物オプション取引、東証株価

指数に係る指数オプション取引、ＪＰＸ

日経インデックス４００に係る指数オプ

ション取引、東証銀行業株価指数に係る

指数オプション取引及び東証ＲＥＩＴ指
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有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引、東証株価指数に係

る指数オプション取引、ＪＰＸ日経イ

ンデックス４００に係る指数オプシ

ョン取引、東証銀行業株価指数に係る

指数オプション取引及び東証ＲＥＩ

Ｔ指数に係る指数オプション取引

第２条の規定を準用する。この場合

において、別表３の１．中「当日の当

該銘柄の対象有価証券の 終約定値

段（指定市場開設者が指定する金融商

品市場における対象有価証券の 終

値段をいい、当該金融商品市場を開設

する者が定めるところにより気配表

示された 終気配値段を含む。）」と

あるのは「日中清算価格算出時の当該

銘柄の対象有価証券の直前の約定値

段（指定市場開設者が指定する金融商

品市場における対象有価証券の直前

の約定値段をいい、当該金融商品市場

を開設する者が定めるところにより

気配表示された直前の気配値段を含

む。）」と、別表３の２．中「清算値

段」とあるのは「日中清算値段」と、

別表３の３．中「当該取引日の終了す

る日における」とあるのは「日中清算

価格算出時の」と読み替えるものとす

る。

（２） 金先物オプション取引

当社が別表３「オプション取引の理

論価格算出に関する表」に定める方法

により理論価格として算出した数値。

この場合において、別表３の４．「清

算値段」とあるのは「日中清算値段」

と読み替えるものとする。

数に係る指数オプション取引に係る日中

清算価格を定める場合について準用す

る。この場合において、別表３の１．中

「当日の当該銘柄の対象有価証券の 終

約定値段（指定市場開設者が指定する金

融商品市場における対象有価証券の 終

値段をいい、当該金融商品市場を開設す

る者が定めるところにより気配表示され

た 終気配値段を含む。）」とあるのは

「日中清算価格算出時の当該銘柄の対象

有価証券の直前の約定値段（指定市場開

設者が指定する金融商品市場における対

象有価証券の直前の約定値段をいい、当

該金融商品市場を開設する者が定めると

ころにより気配表示された直前の気配値

段を含む。）」と、別表３の２．中「清

算値段」とあるのは「日中清算値段」と、

別表３の３．中「当該取引日の終了する

日における 終の」とあるのは「日中清

算価格算出時の」と読み替えるものとす

る。
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（緊急取引証拠金を預託する場合）

第３条 取引証拠金規則第２１条第１項に

規定する当社が定める基準は、次のとお

りとする。

（１） 国債証券先物取引のうち当社が

定める限月取引について、午後１時に

おける立会による直前の約定値段と

日中清算値段との差が、当社があらか

じめ定めた数値を超えた場合

（２） 指数先物取引のうち当社が定め

る限月取引について、午後１時におけ

る立会による直前の約定数値と日中

清算数値との差が、当社があらかじめ

定めた数値を超えた場合

（３） 貴金属先物取引のうち当社が定

める限月取引について、午後１時にお

ける立会による直前の約定値段と日

中清算値段との差が、当社があらかじ

め定めた数値を超えた場合

（４） 石油先物取引のうち当社が定め

る限月取引について、午後１時におけ

る立会による直前の約定値段と日中

清算値段との差が、当社があらかじめ

定めた数値を超えた場合

２ （略）

（緊急取引証拠金を預託する場合）

第３条 取引証拠金規則第２１条第１項に

規定する当社が定める基準は、次のとお

りとする。

（１） 国債証券先物取引のうち当社が

定める限月取引について、午後１時に

おける立会による直前の約定値段と

前取引日の清算値段との差が、当社が

あらかじめ定めた数値を超えた場合

（２） 指数先物取引のうち当社が定め

る限月取引について、午後１時におけ

る立会による直前の約定数値と前取

引日の清算数値との差が、当社があら

かじめ定めた数値を超えた場合

（新設）

（新設）

２ （略）

（緊急清算値段、緊急清算数値及び緊急清

算価格に関する準用）

第４条 取引証拠金規則第２３条に規定す

る当社が定める緊急清算値段のうち、国

債証券先物取引に係る緊急清算値段（Ｍ

ｉｎｉ取引については、緊急清算数値）

は、次の各号に定めるところによる。た

だし、当社が当該各号に定めるところに

よることが適当でないと認める場合は、

当社がその都度定める。

（緊急清算値段、緊急清算数値及び緊急清

算価格に関する準用）

第４条 取引証拠金規則第２３条に規定す

る当社が定める緊急清算値段（Ｍｉｎｉ

取引については、緊急清算数値）は、次

の各号に定めるところによる。ただし、

当社が当該各号に定めるところによるこ

とが適当でないと認める場合は、当社が

その都度定める。
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（１）・（２） （略）

２ 取引証拠金規則第２３条に規定する当

社が定める緊急清算値段のうち商品先物

取引に係る緊急清算値段は、次の各号に

掲げる商品先物取引の区分に従い、当該

各号に定めるところによる。ただし、当

社が当該各号に定めるところによること

が適当でないと認める場合は、当社がそ

の都度定める。

（１） 現物先物取引

各取引日の現物先物取引の約定値段

（ストラテジー取引による約定値段を

除く。以下この条において同じ。）の

うち緊急清算値段算出時の直前におけ

る立会による 終の約定値段とする。

ただし、当該約定値段がない場合には、

直前の取引日の清算値段（取引開始日

における限月取引（指定市場開設者が

定める限月取引をいう。以下この条に

おいて同じ。）にあっては、取引 終

日が も近い限月取引の清算値段）と

する。

（２） 限月現金決済先物取引

取引 終日が属する月を同一とする

現物先物取引（取引の対象とする金融

商品を同一とするものに限る。）の限

月取引に係る緊急清算値段とする。

（３） 限日現金決済先物取引

各取引日の限日現金決済先物取引の

約定値段のうち緊急清算値段算出時の

直前における立会による 終の約定値

段とする。ただし、当該約定値段がな

い場合には、直前の取引日の清算値段

（取引開始日における限月取引（指定

市場開設者が定める限月取引をいう。

以下この条において同じ。）にあって

（１）・（２） （略）

（新設）
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は、取引 終日が も近い限月取引の

清算値段）とする。

３ （略）

４ 取引証拠金規則第２３条に規定する当

社が定める緊急清算価格は、次の各号に

掲げるオプション取引の区分に従い、当

該各号に定めるところによる。ただし、

当社が当該各号に定めるところによるこ

とが適当でないと認める場合は、当社が

その都度定める。

（１） 日経平均に係るオプション取引、

有価証券オプション取引、国債証券先

物オプション取引、東証株価指数に係

る指数オプション取引、ＪＰＸ日経イ

ンデックス４００に係る指数オプシ

ョン取引、東証銀行業株価指数に係る

指数オプション取引及び東証ＲＥＩ

Ｔ指数に係る指数オプション取引

第２条の規定を準用する。この場合

において、別表３の１．中「当日の当

該銘柄の対象有価証券の 終約定値

段（指定市場開設者が指定する金融商

品市場における対象有価証券の 終

値段をいい、当該金融商品市場を開設

する者が定めるところにより気配表

示された 終気配値段を含む。）」と

あるのは「緊急清算価格算出時の当該

銘柄の対象有価証券の直前の約定値

段（指定市場開設者が指定する金融商

品市場における対象有価証券の直前

の約定値段をいい、当該金融商品市場

を開設する者が定めるところにより

気配表示された直前の気配値段を含

む。）」と、別表３の２．中「清算値

段」とあるのは「緊急清算値段」と、

別表３の３．中「当該取引日の終了す

２ （略）

３ 第２条の規定は、取引証拠金規則第２

３条の規定により日経平均に係るオプシ

ョン取引、有価証券オプション取引、国

債証券先物オプション取引、東証株価指

数に係る指数オプション取引、ＪＰＸ日

経インデックス４００に係る指数オプシ

ョン取引、東証銀行業株価指数に係る指

数オプション取引及び東証ＲＥＩＴ指数

に係る指数オプション取引に係る緊急清

算価格を定める場合について準用する。

この場合において、別表３の１．中「当

日の当該銘柄の対象有価証券の 終約定

値段（指定市場開設者が指定する金融商

品市場における対象有価証券の 終値段

をいい、当該金融商品市場を開設する者

が定めるところにより気配表示された

終気配値段を含む。）」とあるのは「緊

急清算価格算出時の当該銘柄の対象有価

証券の直前の約定値段（指定市場開設者

が指定する金融商品市場における対象有

価証券の直前の約定値段をいい、当該金

融商品市場を開設する者が定めるところ

により気配表示された直前の気配値段を

含む。）」と、別表３の２．中「清算値

段」とあるのは「緊急清算値段」と、別

表３の３．中「当該取引日の終了する日

における 終の」とあるのは「緊急清算

価格算出時の」と読み替えるものとする。
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る日における」とあるのは「緊急清算

価格算出時の」と読み替えるものとす

る。

（２） 金先物オプション取引

当社が別表３「オプション取引の理

論価格算出に関する表」に定める方法

により理論価格として算出した数値。

この場合において、別表３の４．「清

算値段」とあるのは「緊急清算値段」

と読み替えるものとする。

付 則

１ この改正規定は、令和２年７月２７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、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２年７月

２７日以後の当社が定める日から施行す

る。

別表１

取引証拠金所要額の引上げの判定に用いる

リスク量及び判定基準数量の算出に関する

表

１．流動性基準に基づくリスク量及び判定

基準数量の算出方法

（１）リスク量

流動性基準による取引証拠金所要額

別表１

取引証拠金所要額の引上げの判定に用いる

リスク量及び判定基準数量の算出に関する

表

１．流動性基準に基づくリスク量及び判定

基準数量の算出方法

（１）リスク量

流動性基準による取引証拠金所要額
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の引上げの判定に用いるリスク量は、

一の取引参加者の自己の計算による建

玉、顧客の委託に基づく建玉又は顧客

の委託に基づく任意に細分化した単位

の建玉のそれぞれについて、国債先物

等清算対象商品グループ（国債証券先

物取引及び国債証券先物オプション取

引の各限月取引のうち、当社が定める

ものをいう。以下同じ。）、指数先物等

清算対象商品グループ（指数先物取引

及び指数オプション取引の各限月取引

のうち、当社が定めるものをいう。以

下同じ。）、金先物等清算対象商品グル

ープ（金先物取引、金先物オプション

取引及び金限日取引の各限月取引のう

ち、当社が定めるものをいう。以下同

じ）及び白金先物等清算対象商品グル

ープ（白金先物取引及び白金限日取引

の各限月取引のうち、当社が定めるも

のをいう。以下同じ。）ごとに、次の計

算式により算出される数量とする。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。

流動性基準による取引証拠金所要額

の引上げの判定に用いるリスク量

＝一の取引日の終了時点における流動

性基準額換算後銘柄別ネット建玉数

量の合計値の絶対値

ａ （略）

ｂ 銘柄間取引高・建玉調整係数とは、

次の計算式により算出される値と

する。

銘柄間取引高・建玉調整係数

＝ベータ値×デルタ値×原資産終値

比率×取引単位調整比率

の引上げの判定に用いるリスク量は、

一の取引参加者の自己の計算による建

玉、顧客の委託に基づく建玉又は顧客

の委託に基づく任意に細分化した単位

の建玉のそれぞれについて、国債先物

等清算対象商品グループ（国債証券先

物取引及び国債証券先物オプション取

引の各限月取引のうち、当社が定める

ものをいう。以下同じ。）及び指数先物

等清算対象商品グループ（指数先物取

引及び指数オプション取引の各限月取

引のうち、当社が定めるものをいう。

以下同じ。）ごとに、次の計算式により

算出される数量とする。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。

流動性基準による取引証拠金所要額

の引上げの判定に用いるリスク量

＝一の取引日の終了時点における流動

性基準額換算後銘柄別ネット建玉数

量の合計値の絶対値

ａ （略）

ｂ 銘柄間取引高・建玉調整係数とは、

次の計算式により算出される値と

する。

銘柄間取引高・建玉調整係数

＝ベータ値×デルタ値×原資産終値

比率×取引単位調整比率
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（注１）ベータ値は、各銘柄と当社

が国債先物等清算対象商品

グループ、指数先物等清算

対象商品グループ、金先物

等清算対象商品グループ及

び白金先物等清算対象商品

グループごとに定める被換

算対象銘柄との相関係数を

基に当社が定める係数とす

る。

（注２）～（注４）（略）

（２）判定基準数量

流動性基準による取引証拠金所要額

の引上げの判定に用いる判定基準数量

は、指定金融商品市場における取引高

について、国債先物等清算対象商品グ

ループ、指数先物等清算対象商品グル

ープ、金先物等清算対象商品グループ

及び白金先物等清算対象商品グループ

ごとに、次の計算式により算出される

数量とする。なお、計算式における用

語の意義は、次のａからｄまでに定め

るとおりとする。

流動性基準による取引証拠金所要額

の引上げの判定に用いる判定基準数量

＝判定基準数量算定期間における各取

引日の基礎取引高の平均値×流動性

基準額調整係数×想定保有期間

ａ～ｃ （略）

ｄ  各グループの想定保有期間は、以

下のとおりとする。

国債先物等清算対象商品グルー

プ及び指数先物等清算対象商品グ

ループ：２

金先物等清算対象商品グループ

（注１）ベータ値は、各銘柄と当社

が国債先物等清算対象商品

グループ及び指数先物等清

算対象商品グループごとに

定める被換算対象銘柄との

相関係数を基に当社が定め

る係数とする。

（注２）～（注４）（略）

（２）判定基準数量

流動性基準による取引証拠金所要額

の引上げの判定に用いる判定基準数量

は、指定金融商品市場における取引高

について、国債先物等清算対象商品グ

ループ及び指数先物等清算対象商品グ

ループごとに、次の計算式により算出

される数量とする。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。

流動性基準による取引証拠金所要額

の引上げの判定に用いる判定基準数量

＝判定基準数量算定期間における各取

引日の基礎取引高の平均値×流動性

基準額調整係数

ａ～ｃ （略）

（新設）
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及び白金先物等清算対象商品グル

ープ：１

２．集中基準に基づくリスク量及び判定基

準数量の算出方法

（１）リスク量

集中基準による取引証拠金所要額の

引上げの判定に用いるリスク量は、一

の取引参加者の自己の計算による建

玉、顧客の委託に基づく建玉又は顧客

の委託に基づく任意に細分化した単位

の建玉のそれぞれについて、国債先物

清算対象商品グループ（国債証券先物

取引の各限月取引のうち、当社が定め

るものをいう。以下同じ。）、国債先物

オプション清算対象商品グループ（国

債証券先物オプション取引の各限月取

引のうち、当社が定めるものをいう。

以下同じ。）、指数先物清算対象商品グ

ループ（指数先物取引の各限月取引の

うち、当社が定めるものをいう。以下

同じ。）、指数オプション清算対象商品

グループ（指数オプション取引の各限

月取引のうち、当社が定めるものをい

う。以下同じ。）、金先物清算対象商品

グループ（金先物取引及び金限日取引

の各限月取引のうち、当社が定めるも

のをいう。以下同じ。）、金先物オプシ

ョン清算対象商品グループ（金先物オ

プション取引の各限月取引のうち、当

社が定めるものをいう。以下同じ。）及

び白金先物等清算対象商品グループご

とに、次の計算式により算出される数

量とする。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。

集中基準による取引証拠金所要額の

２．集中基準に基づくリスク量及び判定基

準数量の算出方法

（１）リスク量

集中基準による取引証拠金所要額の

引上げの判定に用いるリスク量は、一

の取引参加者の自己の計算による建

玉、顧客の委託に基づく建玉又は顧客

の委託に基づく任意に細分化した単位

の建玉のそれぞれについて、国債先物

清算対象商品グループ（国債証券先物

取引の各限月取引のうち、当社が定め

るものをいう。以下同じ。）、国債先物

オプション清算対象商品グループ（国

債証券先物オプション取引の各限月取

引のうち、当社が定めるものをいう。

以下同じ。）、指数先物清算対象商品グ

ループ（指数先物取引の各限月取引の

うち、当社が定めるものをいう。以下

同じ。）及び指数オプション清算対象商

品グループ（指数オプション取引の各

限月取引のうち、当社が定めるものを

いう。以下同じ。）ごとに、次の計算式

により算出される数量とする。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。

集中基準による取引証拠金所要額の
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引上げの判定に用いるリスク量

＝一の取引日の終了時点における集

中基準額換算後銘柄別ネット建玉

数量の合計

ａ・ｂ （略）

（２）判定基準数量

集中基準による取引証拠金所要額の

引上げの判定に用いる判定基準数量

は、指定金融商品市場における建玉残

高について、国債先物清算対象商品グ

ループ、国債先物オプション清算対象

商品グループ、指数先物清算対象商品

グループ、指数オプション清算対象商

品グループ、金先物清算対象商品グル

ープ、金先物オプション清算対象商品

グループ及び白金先物等清算対象商品

グループごとに、次の計算式により算

出される数量とする。なお、計算式に

おける用語の意義は、次のａからｄま

でに定めるとおりとする。

集中基準による取引証拠金所要額の

引上げの判定に用いる判定基準数量

＝判定基準数量算定日における基礎

建玉残高×集中基準額調整係数×

想定保有期間

ａ～ｃ （略）

ｄ  各グループの想定保有期間は、以

下のとおりとする。

国債先物等清算対象商品グルー

プ及び指数先物等清算対象商品グ

ループ：２

金先物等清算対象商品グループ

及び白金先物等清算対象商品グル

ープ：１

引上げの判定に用いるリスク量

＝一の取引日の終了時点における集

中基準額換算後銘柄別ネット建玉

数量の合計値の絶対値

ａ・ｂ （略）

（２）判定基準数量

集中基準による取引証拠金所要額の

引上げの判定に用いる判定基準数量

は、指定金融商品市場における建玉残

高について、国債先物清算対象商品グ

ループ、国債先物オプション清算対象

商品グループ、指数先物清算対象商品

グループ及び指数オプション清算対象

商品グループごとに、次の計算式によ

り算出される数量とする。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。

集中基準による取引証拠金所要額の

引上げの判定に用いる判定基準数量

＝判定基準数量算定日における基礎

建玉残高×集中基準額調整係数

ａ～ｃ （略）

（新設）
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別表２

取引証拠金所要額の引上げを行う場合の取

引証拠金所要額割増額の算出に関する表

取引証拠金所要額割増額は、一の取引参

加者の自己の計算による建玉、顧客の委託

に基づく建玉又は顧客の委託に基づく任意

に細分化した単位の建玉のそれぞれについ

て、国債先物等清算対象商品グループ、指

数先物等清算対象商品グループ、金先物等

清算対象商品グループ及び白金先物等清算

対象商品グループごとに、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、別表１に定めるほか、

次のａ及びｂに定めるとおりとする。

取引証拠金所要額割増額

＝流動性基準に基づく想定超過損失額又

は集中基準に基づく想定超過損失額の

うちいずれか大きい額

ａ 流動性基準に基づく想定超過損失額

とは、国債先物等清算対象商品グル

ープ、指数先物等清算対象商品グル

ープ、金先物等清算対象商品グルー

プ及び白金先物等清算対象商品グル

ープごとに、次の計算式により算出

される額とする。

流動性基準に基づく想定超過損失額

＝別表１第１項第１号に掲げるリスク量

×建玉１単位当たりの取引証拠金相当

額×流動性基準該当時想定超過係数

（注１）（略）

（注２）流動性基準該当時想定超過係数

とは、次の計算式により算出さ

別表２

取引証拠金所要額の引上げを行う場合の取

引証拠金所要額割増額の算出に関する表

取引証拠金所要額割増額は、一の取引参

加者の自己の計算による建玉、顧客の委託

に基づく建玉又は顧客の委託に基づく任意

に細分化した単位の建玉のそれぞれについ

て、国債先物等清算対象商品グループ及び

指数先物等清算対象商品グループごとに、

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、別表１

に定めるほか、次のａ及びｂに定めるとお

りとする。

取引証拠金所要額割増額

＝流動性基準に基づく想定超過損失額又

は集中基準に基づく想定超過損失額の

うちいずれか大きい額

ａ 流動性基準に基づく想定超過損失額

とは、国債先物等清算対象商品グル

ープ及び指数先物等清算対象商品グ

ループごとに、次の計算式により算

出される額とする。

流動性基準に基づく想定超過損失額

＝別表１第１項第１号に掲げるリスク量

×建玉１単位当たりの取引証拠金相当

額×流動性基準該当時想定超過係数

（注１）（略）

（注２）流動性基準該当時想定超過係数

とは、次の計算式により算出さ
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れる係数とする。（ただし、当該

係数が負となる場合はゼロとす

る。）

流動性基準該当時想定超過係数

＝ 流動性基準額保有日数倍率－１

（注２－１）流動性基準額保有日数倍率

とは、次の計算式により算出さ

れる数とする。

流動性基準額保有日数倍率

＝別表１第１項第１号に掲げるリスク量

÷同項第２号に掲げる判定基準数量

ｂ 集中基準に基づく想定超過損失額と

は、国債先物清算対象商品グループ、

国債先物オプション清算対象商品グ

ループ、指数先物清算対象商品グル

ープ、指数オプション清算対象商品

グループ、金先物清算対象商品グル

ープ、金先物オプション清算対象商

品グループ及び白金先物等清算対象

商品グループごとに、次の計算式に

より算出される額とする。

集中基準に基づく想定超過損失額

＝別表１第２項第１号に掲げるリスク量

×建玉１単位当たりの取引証拠金相当

額×集中基準該当時想定超過係数

（注１）（略）

（注２）集中基準該当時想定超過係数と

は、次の計算式により算出され

る係数とする。（ただし、当該係

数が負となる場合はゼロとす

る。）

れる係数とする。（ただし、当該

係数が負となる場合はゼロとす

る。）

流動性基準該当時想定超過係数

＝ 流動性基準額保有日数－当社が定め

る日数

（注２－１）流動性基準額保有日数と

は、次の計算式により算出され

る日数とする。

流動性基準額保有日数

＝別表１第１項第１号に掲げるリスク量

÷同項第２号に掲げる判定基準数量

ｂ 集中基準に基づく想定超過損失額と

は、国債先物清算対象商品グループ、

国債先物オプション清算対象商品グ

ループ、指数先物清算対象商品グル

ープ及び指数オプション清算対象商

品グループごとに、次の計算式によ

り算出される額とする。

集中基準に基づく想定超過損失額

＝別表１第２項第１号に掲げるリスク量

×建玉１単位当たりの取引証拠金相当

額×集中基準該当時想定超過係数

（注１）（略）

（注２）集中基準該当時想定超過係数と

は、次の計算式により算出され

る係数とする。（ただし、当該係

数が負となる場合はゼロとす

る。）
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集中基準該当時想定超過係数

＝ 集中基準額保有日数倍率－１

（注１－１）集中基準額保有日数倍率と

は、次の計算式により算出され

る数とする。

集中基準額保有日数倍率

＝別表１第２項第１号に掲げるリスク量

÷同項第２号に掲げる判定基準数量

別表３

オプション取引の理論価格算出に関する表

１．有価証券オプション取引

有価証券プットオプションの理論価格= − (− ) + (− )
有価証券コールオプションの理論価格= ( ) − ( )
なお、 、 及び は次の式により計

算するものとする。= −= [ln( / ) + ( + /2) ]/ √= − √
（注）．上式における各記号の意味は、次

のとおりとする。(∙)：標準正規分布の累積分布

関数

：権利行使価格

：自然対数の底

：当社が指定する金利

集中基準該当時想定超過係数

＝ 集中基準額保有日数－当社が定める

日数

（注１－１）集中基準額保有日数とは、

次の計算式により算出される日

数とする。

集中基準額保有日数

＝別表１第２項第１号に掲げるリスク量

÷同項第２号に掲げる判定基準数量

別表３

オプション取引の理論価格算出に関する表

１．有価証券オプション取引

有価証券プットオプションの理論価格= − (− ) + (− )
有価証券コールオプションの理論価格= ( ) − ( )
なお、 、 及び は次の式により計

算するものとする。= −= [ln( / ) + ( + /2) ]/ √= − √
（注）．この式における各記号の意味は次

のとおりとする。

：自然対数の底

：オプション対象証券のi期の

予想配当金

：翌日から権利行使日までの日

数/365
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：翌日から権利行使日までの日

数/365
：当日の当該銘柄の対象有価証

券の 終約定値段（指定市場

開設者が指定する金融商品市

場における対象有価証券の

終値段をいい、当該金融商品

市場を開設する者が定めると

ころにより気配表示された

終気配値段を含む。）

：オプション対象証券のi期の

予想配当金

：翌日からDの配当落日までの

日数/365In：自然対数

：当社が適当と認めるインプラ

イド・ボラティリティ

２．国債証券先物オプション取引

国債証券先物プットオプションの理論価

格 = [ (− ) − (− )]
国債証券先物コールオプションの理論価

格 = [ ( ) − ( )]
なお、 及び は次の式により計算す

るものとする。= [ln( / ) + ( /2) ]/ √= − √
（注）．上式における各記号の意味は、次

のとおりとする。

：自然対数の底

：当社が指定する金利

：翌日から の配当落日までの

日数/365
：当社が指定する金利

：当日の当該銘柄の対象有価証

券の 終約定値段（指定市場

開設者が指定する金融商品市

場における対象有価証券の

終値段をいい、当該金融商品

市場を開設する者が定めると

ころにより気配表示された

終気配値段を含む。）( )：値が x の時の標準正規分

布の累積密度

：権利行使価格

In：自然対数

：当社が適当と認めるインプラ

イド・ボラティリティ

２．国債証券先物オプション取引

国債証券先物プットオプションの理論価

格 = [ (− ) − (− )]
国債証券先物コールオプションの理論価

格 = [ ( ) − ( )]
なお、 及び は次の式により計算す

るものとする。= ln( / ) √⁄ + 0.5 √= − √
（注）１．この式における各記号の意味は

次のとおりとする。

：自然対数の底

：当社が指定する金利
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：翌日から権利行使日期間満了

の日までの日数/365
：権利行使価格(∙)：標準正規分布の累積分布

関数

：当該取引日の権利行使対象先

物限月取引の清算値段In：自然対数

：当社が適当と認めるインプラ

イド・ボラティリティ

３．指数オプション取引

指数プットオプションの理論価格= − (− ) + (− )
指数コールオプションの理論価格= ( ) − ( )
なお、 及び は次の式により計算す

るものとする。= [ln( / ) + ( − + /2) ]/ √= − √
（注）．上式における各記号の意味は、次

のとおりとする。

：当該取引日の終了する日にお

ける対象指数に関連する値の

中から当社が指定する値

：自然対数の底

：対象指数に関連する予想配当

利回り又は予想分配利回りの

中から当社が指定するもの

：翌日から権利行使日までの日

数/365(∙)：標準正規分布の累積分布

関数

：権利行使価格

：翌日から権利行使日期間満了

の日までの日数/365
：権利行使価格( )：値がxの時の標準正規分布

の累積密度

：当該取引日の権利行使対象先

物限月取引の清算値段In：自然対数

：当社が適当と認めるインプラ

イド・ボラティリティ

３．指数オプション取引

指数プットオプションの理論価格= − (− ) + (− )
指数コールオプションの理論価格= ( ) − ( )
なお、 及び は次の式により計算す

るものとする。= [ln( / ) + ( − + /2) ]/ √= − √
（注）．この式における各記号の意味は次

のとおりとする。

：自然対数の底δ：対象指数に関連する予想配当

利回り又は予想分配利回りの

中から当社が指定するもの

：翌日から権利行使日までの日

数/365
：当社が指定する金利

：当該取引日の終了する日にお

ける対象指数に関連する値の

中から当社が指定する値( )：値が x の時の標準正規分

布の累積密度
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：当社が指定する金利In：自然対数

：当社が適当と認めるインプラ

イド・ボラティリティ

４．金先物オプション取引

金先物プットオプションの理論価格= [ (− ) − (− )]
金先物コールオプションの理論価格= [ (− ) − (− )]
なお、 及び は次の式により計算す

るものとする。= [ln( / ) + ( /2) ]/ √= − √
（注）．上式における各記号の意味は、次

のとおりとする。

：自然対数の底

：当社が指定する金利

：翌日から権利行使日までの日

数/365
：権利行使価格(∙)：標準正規分布の累積分布

関数

：当該取引日の権利行使対象先

物限月取引の清算値段In：自然対数

：当社が適当と認めるインプラ

イド・ボラティリティ

：権利行使価格In：自然対数

：当社が適当と認めるインプラ

イド・ボラティリティ

（新設）
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商品取引債務引受業に関する業務方法書

第１章 総則

第２章 清算参加者

第１節 通則

第２節 商品取引清算資格の取得

第３節 清算参加者の義務

第４節 商品取引清算資格の喪失

第５節 清算参加者に対する措置等

第３章 商品清算取引

第４章 債務の引受け

第５章 先物取引の区分管理等

第６章 清算約定の決済

第７章 終決済

第１節 受渡しによる決済

第２節 現金決済先物取引における 終決済

第３節 雑則

第８章 取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等

第９章 建玉の移管

第１０章 清算預託金

第１１章 清算参加者の支払不能時の措置

第１２章 雑則

第１章 総則

（目的）

第１条 この商品取引債務引受業（商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。以下「法」

という。）第２条第１７項に規定する商品取引債務引受業をいう。以下同じ。）に関する

業務方法書（以下「業務方法書」という。） は、法第１７５条の規定に基づき、当社が

行う商品取引債務引受業及びこれに附帯する業務について必要な事項を定める。

（清算対象取引）

第２条 当社の商品取引債務引受業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。）は、次の各号に定める取引とする。

（１） 法第２条第３項第１号に定める取引（以下「現物先物取引」という。）
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（２） 法第２条第３項第２号に定める取引（以下「現金決済先物取引」という。）

（指定商品市場）

第３条 前条に規定する清算対象取引は、次の各号に定める当社が指定する市場開設者（以

下「指定市場開設者」という。）の商品市場（以下「指定商品市場」という。）の上場商

品に係る取引とする。

（１） 株式会社東京商品取引所 エネルギー市場

（２） 株式会社東京商品取引所 中京石油市場

（３） 大阪堂島商品取引所 農産物市場

（４） 大阪堂島商品取引所 砂糖市場

（営業日及び休業日）

第４条 当社は、次の各号に掲げる日を休業日とし、その他の日を営業日とする。

（１） 日曜日

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３） 土曜日

（４） 年始３日間

（５） 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、商品取引債務引受業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、当社が行う商品取引債務引受業の相手方となるための資格（以

下「商品取引清算資格」という。）を有する者をいう。

２ 前項に規定する商品取引清算資格は、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等

清算資格及び堂島砂糖先物等清算資格の３種類とし、指定商品市場はそれぞれ次の各号

に定めるものとする。

（１） エネルギー先物等清算資格は、清算対象取引（ガソリン、灯油、軽油、原油及

び電力に係るものに限る。）について当社が行う商品取引債務引受業の相手方となるた
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めの資格とし、その指定商品市場は株式会社東京商品取引所のエネルギー市場及び中

京石油市場とする。

（２） 堂島農産物先物等清算資格は、清算対象取引（大豆、小豆、とうもろこし及び

米穀に係るものに限る。）について当社が行う商品取引債務引受業の相手方となるため

の資格とし、その指定商品市場は大阪堂島商品取引所の農産物市場とする。

（３） 堂島砂糖先物等清算資格は、清算対象取引（粗糖に係るものに限る。）について

当社が行う商品取引債務引受業の相手方となるための資格とし、その指定商品市場は

大阪堂島商品取引所の砂糖市場とする。

３ 前項第１号に定めるエネルギー先物等清算資格を有する者をエネルギー先物等清算参

加者と、同項第２号に定める堂島農産物先物等清算資格を有する者を堂島農産物先物等

清算参加者と、同項第３号に定める堂島砂糖先物等清算資格を有する者を堂島砂糖先物

等清算参加者という。

４ 第１項に規定する商品取引清算資格は、当社が行う商品取引債務引受業に関して、商

品取引清算資格の種類ごとに、商品清算取引（法第２条第２０項の商品清算取引をいう。

以下同じ。）を行うことができない商品取引清算資格（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商品清算取引を行うことができる商品取引清算資格（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 商品取引清算資格の取得

（商品取引清算資格の取得の申請及び承認）

第６条 商品取引清算資格を取得しようとする者は、前条第２項に定める商品取引清算資

格の種類ごとに、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、当社に商品取引清算資格の取得の申請を行わなければならない。

２ 前項の規定による商品取引清算資格の取得の申請に際し、親会社等（取得申請者の親

会社（取得申請者の財務及び事業の方針の決定を支配している他の法人等をいい、当該

他の法人等の親会社を含む。以下同じ。）及び取得申請者の親会社の子会社（取得申請者

の親会社によって財務及び事業の方針の決定を支配されている他の法人等をいい、当該

他の法人等の子会社を含む。以下同じ。）その他これらに類する者として当社が認める者

をいう。以下同じ。）からの保証（以下「親会社等保証」という。）を受けようとする商

品取引清算資格の取得申請者は、当社が定める様式による当該親会社等の保証に関する

書面（当社が当該書面と内容が同一であると認める書面を含む。）を当社に提出するもの

とする。

３ 当社は、第１項の規定により商品取引清算資格の取得申請者から商品取引清算資格の

取得の申請があった場合において、審査により適当であると認めるときは、当該商品取
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引清算資格の取得の承認を行う。

４ 前項の承認は、商品取引清算資格を取得すべき期日を指定して行う。

（商品取引清算資格の要件）

第７条 前条第１項の申請に係る同条第３項の審査は、商品取引清算資格の取得申請者に

関する次の各号に定める要件を満たしていること、その他商品取引債務引受業の運営に

関して必要と認める事項について行うものとする。

（１） 取引参加者資格等

自社清算資格の取得を申請する場合にあっては、当該清算資格を取得すべき期日ま

でに、指定市場開設者の会員等（法第２条第２０項の会員等をいう。以下同じ。）であ

ること又は指定市場開設者の会員等になることが見込まれること。

（２） 経営の体制

当社の商品取引債務引受業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商品取引債務引受業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。

（３） 拠点

国内に営業所又は事務所を有すること。

（４） 業務執行体制

清算対象取引について第５２条に定める債務の引受けに係る約定（以下「清算約定」

という。）の決済、損失の危険の管理並びに法令（法及びその関係法令をいう。以下同

じ。）、法令に基づく行政処分及びこの業務方法書その他の当社が定める規則の遵守に

関し適切な業務執行の体制を備えていること。

（５） 財務基盤

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こと。

ａ 次のｂに掲げる者以外の者

以下に定める全ての要件を満たすこと。

（ａ） 収支状況において安定的収益が見込まれること。

（ｂ） 資本金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。

（ｃ） 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、資本金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。

（ｄ） 商品先物取引業者（法第２条第２３項の商品先物取引業者をいう。以下同

じ。）のうち法第２１１条第１項の規定により純資産額規制比率を適用される商品

先物取引業者にあっては、純資産額規制比率（法第２１１条に規定する純資産額

規制比率をいう。以下同じ。）が２００パーセントを上回っていること。
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（ｅ） 商品先物取引業者（前（ｄ）の規定の適用を受ける者に限る。）以外の者に

あっては、保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であること。

ｂ 親会社等保証を受ける者

以下に定める全ての要件を満たすこと。

（ａ） 収支状況において安定的収益が見込まれること。

（ｂ） 資本金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３億円以上である親会社等による保証を受けること。

（ｃ） 純資産額が２００億円以上であり、かつ、資本金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）を上回っている親

会社等による保証を受けること。

（ｄ） 商品先物取引業者のうち法第２１１条第１項の規定により純資産額規制比

率を適用される商品先物取引業者にあっては純資産額規制比率が２００パーセン

トを上回っていること。

（ｅ） 商品先物取引業者（前（ｄ）の規定の適用を受ける者に限る。）以外の者に

あっては、保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であること。

（商品取引清算資格の取得手続の履行）

第８条 当社が第６条第３項の規定により商品取引清算資格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。以下同じ。）までに、商品取引清算資格の取得申請者をして、清算基金の

預託その他当社が定める商品取引清算資格の取得手続を履行させるものとする。

２ 商品取引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、その商品取引清算資格の取得申請を取り

下げたものとみなす。

（商品取引清算資格取得の日）

第９条 当社は商品取引清算資格の取得申請者が前条第１項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、当該申請に係る商品取引清算資格を

付与する。

２ 当社は、前項の規定により商品取引清算資格の取得申請者に商品取引清算資格を付与

したときは、その旨を当該清算資格を有する各清算参加者及び当該商品取引清算資格に

係る指定市場開設者に対して通知する。

（非清算参加者が商品取引清算資格を取得した場合の未決済約定の取扱い）

第１０条 指定市場開設者の会員等であって当社の商品取引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項の規定により商品取引清算資格を取得して清算参
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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当該指定市場開設者の

定めるところにより常に商品清算取引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商品清算取引に基づく清算約定

で未決済のものを引き継ぐものとする。

（商品取引清算資格の区分の変更）

第１１条 第６条、第７条、第９条、第２６条及び第２７条の規定は、清算参加者がその

有する商品取引清算資格の区分を変更する場合について準用する。この場合において、

第６条第１項中「商品取引清算資格を取得」とあるのは「商品取引清算資格の区分を変

更」と、第６条第１項から第３項中「商品取引清算資格の取得」とあるのは「商品取引

清算資格の区分の変更」と、第６条第２項中「取得申請者」とあるのは「変更申請者」

と、同条第２項及び第３項、第７条並びに第９条中「商品取引清算資格の取得申請者」

とあるのは「商品取引清算資格の区分の変更申請者」と、第６条第４項及び第７条第１

号中「清算資格を取得すべき期日」とあるのは「清算資格の区分を変更すべき期日」と、

第７条第１号中「自社清算資格の取得」とあるのは「自社清算資格への区分の変更」と、

第９条第１項中「商品取引清算資格を付与する」とあるのは「商品取引清算資格の区分

を変更する」と、同条第２項中「に商品取引清算資格を付与したとき」とあるのは「の

商品取引清算資格の区分を変更したとき」と、第２６条中「喪失」とあるのは「自社清

算資格への区分の変更」と、第２６条中「清算約定」とあるのは「清算約定のうち、非

清算参加者に係る清算約定」と、第２７条中「喪失」とあるのは「区分変更」と、それ

ぞれ読み替えるものとする。

（親会社等保証に係る取扱い）

第１２条 清算参加者が第７条第５号ｂに定める基準に適合する場合には、当該清算参加

者の親会社等に当社が定める様式による保証に関する書面（当社が当該書面と内容が同

一であると認める書面を含む。）を当社に提出させることにより、当該親会社等から親会

社等保証を受けることができる。この場合において、当該親会社等に対しては、この業

務方法書（この業務方法書に基づく規則を含む。）の親会社等に係る規定が適用されるも

のとする。

第３節 清算参加者の義務

（清算参加者契約の締結）

第１３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。
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（清算参加者代表者）

第１４条 清算参加者は、その代表取締役又は代表執行役（清算参加者が外国の法令に準

拠して設立された法人の場合は、日本における代表者で、かつ、取締役又は執行役と同

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１５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

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又は支配関係）

第１６条 当社は、清算参加者の役員又は他の者との共同関係又は支配関係が当社の商品

取引債務引受業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 前項に規定する審問の手続は、当社が定めるところによるものとする。

３ 当社は、清算参加者が正当な理由がないにもかかわらず第１項の審問に応じない場合

には、審問を行わずに同項の請求を行うことができる。

４ 清算参加者は、第１項の変更請求に異議があるときは、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。

５ 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。

６ 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

ると認められるときは、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１７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。

（商品取引債務引受業に関する責任の所在）

第１８条 当社は、清算参加者がその業務上、当社が行う商品取引債務引受業に関し損害
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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） 指定商品市場からの脱退又は取引資格の喪失

（２） 商品先物取引業者にあっては、商品先物取引業（法第２条第２２項に規定する

商品先物取引業をいう。以下同じ。）の廃止 、商品先物取引業者以外の者にあっては、

商品先物取引（現物先物取引及び現金決済先物取引をいう。以下同じ。）に関する業務

の廃止

（３） 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

（４） 合併及び破産手続開始の決定以外の事由による解散

（５） 分割による事業（商品先物取引業者以外の者にあっては商品先物取引に関する

事業をいう。以下この条において同じ。）の全部又は一部の他の会社への承継

（６） 事業の全部又は一部の譲渡

（７） 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

（８） 分割による事業の全部又は一部の他の会社からの承継

（９） 事業の全部又は一部の譲受け

（１０） 氏名又は商号若しくは名称の変更（英文の氏名又は商号若しくは名称の変更

を含む。）

（１１） 役員の変更

（１２） 本店若しくは主たる事務所又は当社が行う商品取引債務引受業の相手方とな

るための業務に関する従たる営業所若しくは従たる事務所の変更

（１３） 指定商品市場への加入又は取引資格の取得

２ 他社清算参加者は、前項に規定するほか、商品清算取引に係る業務の廃止をしようと

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。

３ 清算参加者は、親会社等から親会社等保証を受けている場合には、第１項に規定する

ほか、当該親会社等が同項第３号から第９号までに掲げる行為及び清算参加者のために

親会社等保証を行う事業の廃止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。この場合において、同項第３号及

び第７号中「清算参加者」とあるのは「清算参加者の親会社等（当該清算参加者のため

に親会社等保証を行う親会社等に限る。）」と、同項第５号中「商品先物取引業者以外の
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者にあっては商品先物取引に関する事業」とあるのは「清算参加者のために親会社等保

証を行う事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

（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。

（清算参加者の監査）

第２１条 当社は、次の各号に掲げる場合その他当社の商品取引債務引受業の運営上必要

があると認める場合は、清算参加者に対し、当該清算参加者の事業若しくは財産に関し

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

加者の事業若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を監査させることがで

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） 清算参加者の当社に対する債務の履行の確実性に関する調査を行う場合

（４） 指定市場開設者からその商品市場における取引等（法第２条第２１項の商品市

場における取引等をいう。以下同じ。）の公正の確保を図るための調査に関して情報提

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

２ 前項の規定は、当社が清算参加者のために親会社等保証を行う親会社等の財務の状況

の監査を行う場合その他当社の商品取引債務引受業の運営上必要があると認める場合に

準用する。この場合において「清算参加者」とあるのは、「清算参加者の親会社等（当該

清算参加者のために親会社等保証を行う親会社等に限る。）」と読み替えるものとする。

（委託に基づく未決済約定に関し過大なポジションを保有している清算参加者に対する調

査）

第２２条 当社は、清算参加者が委託者、取次者、清算取次委託者及び清算取次者の委託

に基づく商品先物取引並びに当社が証券取引等清算業務に関して定める業務方法書第２

１条の２第１項に規定する顧客の委託に基づく先物・オプション取引（非清算参加者の

有価証券等清算取次ぎ（金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第２７項に

規定する有価証券等清算取次ぎをいう。以下同じ。）の委託に基づく取引を含む。以下こ

の条において同じ。）（以下「先物・オプション取引等」という。）において過大なポジシ

ョンを保有しているとの疑いがあると認められる場合（当該清算参加者の当該先物・オ

プション取引等に係る未決済約定（決済が未了である約定をいう。以下同じ。）が負って

いるものと想定されるリスク相当額（当該清算参加者が当該先物・オプション取引等に

係る未決済約定を有する取引に係る各銘柄の価格の変動により損失が発生し得る危険に
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相当する額をいう。第３１条及び第３２条において同じ。）が、当該清算参加者（清算参

加者が親会社等保証を受けている場合には、親会社等保証を行っている親会社等）の純

資産額又は現金等の財産の状況に比し過大であるとの疑いがある場合をいう。）には、当

該清算参加者に対して、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について報告を求めるこ

とができる。

（１） 委託者、取次者、清算取次者及び清算取次委託者のうち当該商品先物取引の未

決済約定に係る証拠金所要額が 大となっている者（以下「 大委託者等」という。）

の当該商品先物取引に係る未決済約定の内容

（２） 大委託者等の当該商品先物取引の未決済約定に係る証拠金所要額等

（３） 大委託者等の当該商品先物取引の未決済約定に係る証拠金の当該清算参加者

への預託又は差入れの状況

（４） 当該清算参加者による 大委託者等の当該商品先物取引に係る委託者管理体制

等

２ 清算参加者は、前項の規定により当社から報告を求められた場合、当該報告を求めら

れた日から起算して３日目（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、当社が定めるところにより当社に報告しなければならない。

３ 当社は、前項の報告によってもなお必要があると認められる場合、当該清算参加者に

対して、 大委託者等に対する取次委託者及び清算取次者に対する委託者（以下「間接

委託者」という。）について、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について報告を求め

ることができる。

（１） 間接委託者のうち当該商品先物取引の未決済約定に係る証拠金所要額が 大と

なっている者（以下「 大間接委託者」という。）の未決済約定の内容

（２） 大間接委託者の当該商品先物取引の未決済約定に係る証拠金所要額等

（３） 大間接委託者の当該商品先物取引の未決済約定に係る取引証拠金の 大委託

者等又は当該清算参加者への預託又は差入れの状況

（４） 大委託者等による 大間接委託者の当該商品先物取引に係る委託者管理体制

等

４ 清算参加者は、前項の規定により報告を求められたときは、当該報告を求められた日

から起算して６日目の日までに、当社が定めるところにより当社に報告しなければなら

ない。

５ 当社は、清算参加者が第２項又は第４項に規定する報告期限までに報告を行わなかっ

た場合には、委託分及び商品清算取引分の商品先物取引に係る取引証拠金の額について、

当該額の１３０パーセントを上限として、取引証拠金所要額の引上げを行うことができ

る。

第４節 商品取引清算資格の喪失
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（商品取引清算資格の喪失申請）

第２３条 清算参加者が商品取引清算資格を喪失しようとするときは、喪失しようとする

商品取引清算資格の種類ごとに、当社が定めるところにより、商品取引清算資格の喪失

の申請を行わなければならない。

２ 清算参加者が前項の規定によりエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資

格又は堂島砂糖先物等清算資格の喪失を申請した場合、当該商品取引清算資格を有する

各清算参加者及び当該商品取引清算資格に係る指定市場開設者に、その旨を通知する。

（商品取引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、商品取引清算資格の喪失と同時に、当該商品取引清算資格と同

種の商品取引清算資格を取得する者若しくは当該商品取引清算資格と同種の商品取引清

算資格を有する者に合併され、分割により事業を承継させ又は事業を譲渡する等の場合

で、当該清算参加者の当該商品取引清算資格に係る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、第２６条第１項の規定にかかわらず、当

社が認める範囲内において、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、他社清算資格の喪失と同時に、当該他社清算資格と同種の他社清

算資格を取得する者若しくは当該他社清算資格と同種の他社清算資格を有する者に合併

され、分割により事業を承継させ又は事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、

第２６条第１項の規定にかかわらず、当社が認める範囲内において、当該清算受託契約

を解約しないことができる。

（商品取引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、清算参加者から商品取引清算資格の喪失申請を受理した翌日（休業日

に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。）から、その清算参加者を当事者とする当

該商品取引清算資格に係る清算対象取引に基づく債務の引受けの停止（第５２条に定め

るギブアップの成立による債務の負担の停止を含む。以下同じ。）を行うものする。ただ

し、清算参加者が、次条第１項に定める清算約定で未決済のものを解消する目的で行う

清算対象取引に基づく債務についての新たな債務の引受けについては、この限りではな

い。

２ 当社は、商品取引清算資格の喪失申請者が、その喪失と同時に、当該商品取引清算資

格と同種の商品取引清算資格を取得する者若しくは当該商品取引清算資格と同種の商品

取引清算資格を有する者に合併され、分割により事業を承継させ又は事業を譲渡する等

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

ときは、前項本文の規定にかかわらず、当該商品取引清算資格の喪失申請者を当事者と
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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。

（商品取引清算資格の喪失）

第２６条 清算参加者が第２３条第１項の規定により商品取引清算資格の喪失を申請した

場合、当該清算参加者は、次の各号に掲げる事項を履行した時点のいずれか遅い時点に

おいて、商品取引清算資格の喪失をする。

（１） 喪失申請の日の翌日から起算して３０日目の日の当社が定める時点（ただし、

当該喪失申請が破綻処理単位期間（第７７条第１項に定める破綻処理単位期間をいう。

以下同じ。）中に行われた場合又は当該喪失申請の日から清算参加者について商品取引

清算資格の喪失の効力が生じるまでの間に破綻処理単位期間が開始した場合には、当

該破綻処理単位期間が終了する日の当社が定める時点）

（２） 清算参加者が、喪失申請した商品取引清算資格に係る清算約定で未決済のもの

をすべて解消した時点

（３） 清算参加者が他社清算参加者である場合には、喪失申請した他社清算資格に係

る清算受託契約をすべて解約した時点

２ 当社は、前項の規定に基づき清算参加者が商品取引清算資格の喪失をした場合には、

その旨を当該商品取引清算資格を有する各清算参加者及び当該商品取引清算資格に係る

指定市場開設者に対して通知する。

（商品取引清算資格の喪失の際の債務の弁済）

第２７条 商品取引清算資格を喪失した者は、当社から返付を受ける金銭、有価証券、倉

荷証券等（倉荷証券及び受渡決済のために授受する倉荷証券以外の書類をいう。以下同

じ。）又は商品をもって、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。

（商品取引清算資格の喪失の際のこの業務方法書の適用）

第２８条 清算参加者が商品取引清算資格を喪失した場合において、当該喪失前の原因に

基づいて生じた権利義務があるときは、当該権利義務について、この業務方法書（この

業務方法書に基づく規則を含む。）の定めが適用されるものとする。

第５節 清算参加者に対する措置等

（清算参加者に対する措置）

第２９条 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と認める場

合には、当該清算参加者を審問のうえ、理由を示して、改善指示（当社の商品取引債務

引受業務の運営上必要かつ適当と認められる限度において、当該清算参加者に対して行
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う業務執行体制等の改善に係る指示をいう。以下同じ。）、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

商品取引清算資格の取消しの措置を行うことができる。この場合において、商品取引清

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。

（１） 第１９条の規定による届出若しくは第２０条の規定による報告をせず、又は虚

偽の届出若しくは報告をしたとき

（２） 第２１条の規定による監査を拒否し、妨げ若しくは忌避したとき、同条若しく

は第２２条の規定による報告若しくは資料を提出せず又は虚偽の報告若しくは資料を

提出したとき

（３） 業務執行体制に不備があると認められるとき

（４） 前３号のほか、清算参加者がこの業務方法書その他の規則若しくはこれらに基

づく措置に違反したとき、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

せた場合において当社の商品取引等債務引受業の運営に鑑みて必要であると認めると

き

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又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１６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（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき

議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成１７年

法律第８６号）第８７９条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式

についての議決権を含む。）又は出資に係る議決権の過半数が当社の商品取引債務引受

業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

対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有する者が、当社の商品取引債務引受業

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又は一部の停止の措置を行うことができる。

（１） 資本金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３億円を下回り、速やかな回復が見込めないとき。

（２） 純資産額が１０億円（他社清算参加者の場合には２００億円）を下回り、速や

かな回復が見込めないとき。

（３） 商品先物取引業者のうち法第２１１条第１項の規定により純資産額規制比率を
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適用される商品先物取引業者については、純資産額規制比率が１４０パーセントを下

回ることとなったとき（他社清算参加者である場合は、純資産額規制比率が２００パ

ーセントを下回ることとなったとき）

（４） 商品先物取引業者でない者については、保有する資産等に照らし、自己資本の

充実の状況が適当でないと当社が認めたとき。

４ 当社は、清算参加者が第１９条第１項第１号に掲げる事項について当社へ届出を行っ

た場合又は同項第２号から第６号までのいずれかに掲げる事項（同項第５号にあっては

事業の全部の承継、第６号にあっては事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、商品取引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

けの停止の措置を行うことができる。

５ 当社は、他社清算参加者が第１９条第２項に規定する届出を行った場合において、他

社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（商品清算取引に係るものに限る。）の全部

又は一部の引受けの停止の措置を行うことができる。

６ 当社は、清算参加者のために親会社等保証を行う親会社等が第７条第５号ｂの（ｂ）

に定める要件に適合しない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の引受け

の全部又は一部の停止の措置を行うことができる。

７ 当社は、清算参加者のために親会社等保証を行う親会社等が親会社等保証を解消しよ

うとする場合、清算参加者のために親会社等保証を行う事業の廃止について清算参加者

が当社へ届出を行った場合又は当該親会社等が第１９条第１項第４号から第６号までの

いずれかに掲げる事項に係る公告を行った場合において、当該清算参加者が商品取引清

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引受けの全部又は一部の停止の措置を行うこ

とができる。

（過大なポジションを保有している清算参加者に対する措置）

第３０条 当社は、清算参加者が過大なポジションを保有していると認められる場合（当

該清算参加者の未決済約定が負っているものと想定されるリスク相当額が、当該清算参

加者（清算参加者が親会社等保証を受けている場合には、親会社等保証を行っている親

会社等）の純資産額又は現金等の財産の状況に比し過大であると認められる場合であっ

て、当該リスク相当額が当該清算参加者の自己の計算による取引若しくは少数の委託者、

取次者、清算取次者及び清算取次委託者（以下「委託者等」という。）の委託に基づく取

引（非清算参加者の商品清算取引及び有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引を含む。）

に起因しているときをいう。次条において同じ。）又はその具体的なおそれがあると認め
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られる場合には、次の各号に掲げる措置その他当社が必要と認める措置を行うことがで

きる。

（１） 取引証拠金等（清算基金又は取引証拠金（自己の計算による商品先物取引若し

くは委託者等の委託若しくは非清算参加者の商品清算取引の委託に基づく商品先物取

引に係る取引証拠金をいう。）をいう。以下この項において同じ。）の額の引上げ

（２） 取引証拠金等を有価証券又は倉荷証券をもって預託する場合における当社が指

定する銘柄等の制限

（３） 取引証拠金等を有価証券又は倉荷証券をもって預託する場合の充用価格の計算

における時価に乗ずべき率の引下げ

２ 委託者等の委託又は非清算参加者の商品清算取引の委託に基づく商品先物取引に係る

取引証拠金に対し前項の措置が行われた場合には、当該措置の対象となった清算参加者

は、当該委託者等又は当該非清算参加者に対して当該措置と同様の措置をとらなければ

ならない。

（ポジション保有状況の改善指示）

第３１条 当社は、第２２条第５項に規定する取引証拠金所要額の引上げを行ったにもか

かわらず、なお清算参加者が同条第１項又は第３項に規定する報告を行わなかった場合、

前条に規定する措置を行ったにもかかわらず、当社が指定した期日においてなお当該清

算参加者が過大なポジションを保有していると認められる場合又は当該清算参加者のリ

スク相当額が増加するなどによって当該清算参加者の当社に対する債務履行の確実性に

係る危険を速やかに解消する必要があると認められる場合には、その必要とする限度に

おいて、当該清算参加者を審問のうえ、取締役会の決議により、ポジション保有状況の

改善指示の措置を行うことができる。

２ 前項に規定するポジション保有状況の改善指示を受けた清算参加者は、当社がその都

度指定する日までに、当該指示を受けた事由を解消することを目的として、資本充実（清

算参加者が親会社等保証を受けている場合は、親会社等保証を行っている当該親会社等

の資本充実）、当該清算参加者の清算約定で未決済のものの決済又は他の清算参加者への

引継ぎその他具体的な措置を講じなければならない。

３ 前項の規定により当該清算参加者が未決済約定を当該他の清算参加者に引き継ごうと

する場合には、当該清算参加者は、あらかじめ、当社の承認及び当該他の清算参加者の

承諾を受けなければならない。

４ 前項の場合において、引継ぎを行おうとする未決済約定が委託者等の委託に基づくも

のであるときは、当該清算参加者は、当該未決済約定の引継ぎについて当該委託者等の

同意を得るものとする。

５ 第３項の場合において、引継ぎを行おうとする未決済約定が非清算参加者の商品清算

取引の委託に基づくものであるときは、当該清算参加者は、当該未決済約定の引継ぎに
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ついて当該非清算参加者の同意を得るものとする。

６ この業務方法書に定めるもののほか、ポジション保有状況の改善指示に必要な事項は、

当社がその都度定める。

（担保の預託状況が不適当と認められる場合等における清算参加者への措置）

第３２条 一の清算参加者が清算預託金（第７０条に規定する清算預託金及び証券取引等

清算業務に関して定める業務方法書第７４条に規定する清算預託金をいう。以下この条

において同じ。）及び取引証拠金（自己の計算による先物・オプション取引等に係る取引

証拠金並びに委託者等の委託に基づくもののうち当該清算参加者と同一の企業集団（金

融商品取引法第５条第１項第２号に規定する企業集団をいう。以下同じ。）に属する者及

び当該清算参加者と同一の企業集団に属する者と実質的に同視できる者（以下「アフィ

リエイト」という。）の計算による先物・オプション取引等に係る取引証拠金その他当社

が定める取引証拠金に限る。以下この項において同じ。）の当社への預託を株券等（株券、

投資信託受益証券、投資証券をいう。以下この条において同じ。）による代用により行っ

ている場合において、銘柄ごとに合計した預託数量が当該銘柄の上場株式数（投資信託

受益証券にあっては上場受益権口数をいい、投資証券にあっては上場投資口数をいう。

以下同じ。）の２パーセント相当数量を超えている場合には、当社は、当該清算参加者に

対し、次の各号に掲げる措置を行うことができる。

（１） 清算預託金を有価証券をもって預託する場合及び取引証拠金を有価証券又は倉

荷証券をもって預託する場合における当社が指定する銘柄等の制限

（２） 清算預託金を有価証券をもって預託する場合及び取引証拠金を有価証券又は倉

荷証券をもって預託する場合の充用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ

２ 一の清算参加者が清算預託金及び取引証拠金（自己の計算による先物・オプション取

引等に係る取引証拠金及びアフィリエイトの計算による先物・オプション取引等に係る

取引証拠金その他当社が定める取引証拠金に限る。以下この項及び第４項において同じ。）

の当社への預託を株券等による代用により行っている場合において、銘柄ごとに合計し

た預託数量が当該銘柄の上場株式数の５パーセント相当数量を超えている場合には、当

社は、当該清算参加者に対し、次の各号に掲げる措置を行うことができる。

（１） 清算預託金を有価証券をもって預託する場合及び取引証拠金を有価証券又は倉

荷証券をもって預託する場合における当社が指定する銘柄等の制限

（２） 清算預託金を有価証券をもって預託する場合及び取引証拠金を有価証券又は倉

荷証券をもって預託する場合の充用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ

３ 一の清算参加者が清算預託金及び取引証拠金（自己の計算による先物・オプション取

引等に係る取引証拠金及びアフィリエイトの計算による先物・オプション取引等に係る

取引証拠金に限る。以下この項において同じ。）に係る担保所要額の合計額に対して地方

債、特殊債、社債及び円貨建外債以外の充用有価証券及び倉荷証券の評価額及び金銭の
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額の合計額が８０パーセントを下回る場合には、当社は、当該清算参加者に対し、次の

各号に掲げる措置を行うことができる。

（１） 清算預託金を有価証券をもって預託する場合及び取引証拠金を有価証券又は倉

荷証券をもって預託する場合における当社が指定する銘柄等の制限

（２） 清算預託金を有価証券をもって預託する場合及び取引証拠金を有価証券又は倉

荷証券をもって預託する場合の充用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ

４ 清算参加者の発行する有価証券（当該清算参加者の親会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号。以下「財務諸表等規則」と

いう。）第８条第３項の規定により当該清算参加者の親会社とされる者をいう。以下この

項において同じ。）、子会社（財務諸表等規則第８条第３項の規定により当該清算参加者

の子会社とされる者をいう。以下この項において同じ。）又はその親会社の子会社の発行

する有価証券を含む。）が、清算預託金及び取引証拠金の代用として当社に預託されてい

る場合には、当社は、当該清算参加者に対し、当該清算参加者の発行する有価証券に関

して第２項各号に掲げる措置を行うことができる。

５ 前各項に掲げる場合のほか、清算参加者の当社に対する債務の履行確保の観点から当

社が必要と認めた場合には、当社は、当該清算参加者に対し、前各項に掲げる措置を行

うことができる。

（特定時間帯においてリスクが増大した清算参加者に対する債務の引受けの停止）

第３３条 当社は、一の清算参加者について、通常の市場環境下において当該清算参加者

が負っているものと想定されるリスク量として、当社が定める方法で算出されたリスク

相当額が、当社が定める時間内において当社があらかじめ定める額を超えた場合には、

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又は一部の停

止の措置を行うことができる。

（業務の廃止等において商品取引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３４条 当社は、第２９条第４項、第５項又は第７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。
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（債務の引受けの停止等の措置の解除）

第３５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（商品清算

取引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。

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、前項の承認を得

なかった場合は、当社は、取締役会の決議により、当該対象清算参加者の商品取引清算

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

（商品清算取引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「商品取引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。

５ 第１項及び第２項の規定は、第３０条から第３２条までに規定する措置を行った場合

について準用する。

（異議の申立て等）

第３６条 第１６条第１項ただし書、第２項及び第３項の規定は第２９条及び第３１条の

審問について、第１６条第４項から第６項までの規定は第２９条から第３２条までの措

置について、それぞれ準用する。

（会員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３７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、商品取引清算資

格を喪失する。

（１） 自社清算参加者が指定市場開設者の会員等でなくなること

（２） 解散

（措置評価委員会）

第３８条 当社は、第２９条、第３０条又は第３１条に規定する措置を清算参加者に対し

行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行うことの適否につき、措置評価委員会

に諮問し、その意見を尊重するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、第３０条の措置（自己の計算による取引に係るも

のに限る。）を行おうとするときその他緊急の必要があるときは、措置評価委員会に諮問

しないことができる。

３ 当社は、緊急停止（第３３条に基づく債務の引受けの全部又は一部の停止をいう。以
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下同じ。）を行った場合は、直ちにその旨を措置評価委員会に報告する。

４ 前３項に定めるもののほか、措置評価委員会に関する事項は規則で定める。

（措置の通知等）

第３９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（緊

急停止を除く。）又は商品取引清算資格の取消しを行おうとするときは、あらかじめその

旨を当該対象清算参加者が有する商品取引清算資格に係る指定市場開設者に対して通知

する。

２ 当社は、緊急停止を行ったときは、前項の指定市場開設者に対し、直ちにその旨を通

知する。

３ 第１項の規定は、第３７条の規定により清算参加者が商品取引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。

４ 当社が、この業務方法書に基づき他社清算参加者の商品清算取引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商品取引清算資格を

取り消したとき又は第３７条の規定により他社清算参加者が商品取引清算資格を喪失し

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。ただし、緊急停止を行った場合において当社

が特に認めた場合は、この限りでない。

５ 当社は、第３０条に規定する措置（取引証拠金に係るものに限る。）又は第３１条に規

定する措置を清算参加者に対して行ったときは、当該措置の事由と密接な関係を有して

いる取引に係る指定市場開設者に対し、速やかにその旨を通知する。

６ 当社は、この業務方法書に基づき改善指示、債務の引受けの全部若しくは一部の停止、

商品取引清算資格の取消し又はポジション保有状況の改善指示の措置を清算参加者に対

して行ったときは、当該措置を行った日から６か月以内に、各清算参加者に対してその

旨を通知し、又は公表するものとする。ただし、当社は、当該通知又は公表を行った場

合における市場への影響度を勘案して必要かつ適当と認めるときは、当該措置を行った

日から６か月を超える日に通知又は公表を行うことができる。

７ 当社は、前項に規定する通知又は公表を行うときは、当該通知若しくは公表の対象と

なる措置の重要性又は当該通知若しくは公表を行った場合における市場への影響度を勘

案して、通知又は公表を行う範囲をその都度定めるものとする。

８ 当社は、第３７条の規定により清算参加者が商品取引清算資格を喪失したときは、当

該商品取引清算資格を有する各清算参加者に対し、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等の取扱い）

第４０条 当社がこの章の規定に基づき債務の引受けの全部又は一部の停止を行った場合
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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。

２ 前項のほか、当社は、清算参加者に対し、第３１条の規定に基づくポジション保有状

況の改善指示に違反したことにより第２９条第１項の規定に基づき債務の引受けの全部

又は一部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。

３ 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。

（商品取引清算資格を取り消された者等の未決済約定の取扱い）

第４１条 当社は、この業務方法書に基づき商品取引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３７条の規定により清算参加者が商品取引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４２条 当社は、清算参加者の業務若しくは財産の状況又は清算参加者のために親会社

等保証を行う親会社等の財務の状況が、当社の商品取引債務引受業の運営に鑑みて、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 商品清算取引

（非清算参加者との清算受託契約の締結）

第４３条 他社清算参加者は、商品清算取引を行う場合において、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商品清

算取引の申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該商品清算取引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、商品清算取引の委託をする非
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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４４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４５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

し出たことによる解約（第５号に掲げる解約を除く。）

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） 非清算参加者が商品清算取引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。

（５） 非清算参加者との間で商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行の確

実性の観点から清算受託契約を解約することができる条件をあらかじめ定めている場

合において、当該条件に該当したことをもって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直ちに、かつ、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

会員等である指定市場開設者に対し、直ちにその旨を通知する。

（清算対象取引に係る区分管理）

第４６条 他社清算参加者は、その清算対象取引について、商品清算取引によるものとそ

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）
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第４７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

た場合には、変更前の指定清算参加者から変更した時点における当該非清算参加者の商

品清算取引に基づく清算約定で未決済のものを変更後の指定清算参加者へ引き継ぐもの

とする。

２ 清算参加者が商品取引清算資格を喪失し、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商品取引

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、商品取引清算資格を

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。

（非清算参加者が商品清算取引の委託を停止された場合の未決済約定の引継ぎ等）

第４８条 当社は、非清算参加者がその会員等である指定市場開設者から商品市場におけ

る取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名された場合は、当該指

定市場開設者の行う処分の内容に応じて、当該非清算参加者の商品清算取引に基づく清

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商品取引清算資格の取消しを行った場合には、適用しない。

（清算参加者が商品市場における取引を停止された場合等の未決済約定の引継ぎ等）

第４９条 当社は、清算参加者がその会員等である指定市場開設者からその商品市場にお

ける取引等（商品清算取引を除く。）を停止若しくは制限された場合、又は除名された場

合は、当該指定市場開設者の行う処分の内容に応じて、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

又は商品取引清算資格の取消しを行った場合には、適用しない。

（指定清算参加者が改善指示を受けた場合の未決済約定の引継ぎ等）

第５０条 非清算参加者の指定清算参加者である清算参加者は、当該非清算参加者が正当

な理由なく第３０条第２項に定める措置に従わないことによって、第３１条の規定によ

りポジション保有状況の改善指示を受けた場合には、当該非清算参加者に対して、当該

非清算参加者の商品清算取引の委託に基づく未決済約定の決済又は他の清算参加者への

引継ぎを要請することができる。

２ 清算参加者は、前項のポジション保有状況の改善指示を受けた場合において、当該指

示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該指示に適合できない場合で、かつ、

当該非清算参加者に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行った
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にもかかわらず、当該非清算参加者がこれらを正当な理由なく行わなかった場合には、

合理的に必要と認められる範囲内において、当該非清算参加者の商品清算取引の委託に

基づく未決済約定を決済するために、当該非清算参加者の計算において、転売（買建玉

（商品先物取引に係る未決済約定に係る数量（以下「建玉」という。）のうち買付けの約

定に係る数量をいう。以下同じ。）についての反対の取引をいう。以下同じ。）又は買戻

し（売建玉（建玉のうち売付けの約定に係る数量をいう。以下同じ。）についての反対の

取引をいう。以下同じ。）（これらの委託を含む。）を行うことができる。

第４章  債務の引受け

（債務の引受け）

第５１条 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  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、当該

清算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。

（ギブアップに伴い消滅する債権債務及び発生する債権債務の取得及び負担）

第５２条 ギブアップ（指定市場開設者が定めるギブアップをいう。以下同じ。）が行われ

たことにより、清算対象取引が消滅及び発生したときは、当社は当該消滅した清算対象

取引をなした清算参加者がその相手方として清算対象取引をなした清算参加者に対して

負担する債務を免責的に引き受け、当該発生した清算対象取引をなした清算参加者は当

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 前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。

第５章 商品先物取引の区分管理等

（清算参加者の取引の管理）

第５３条 清算参加者は、清算対象取引となる商品先物取引（非清算参加者の商品清算取

引の委託に基づく取引を除く。）について、次の各号に掲げる単位の区分に従い、当該各
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号に定めるいずれかの区分口座により管理しなければならない。

（１） 自己の計算によるもの

自己口座

（２） 顧客（委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。）の委託に基づくもの

（次号に掲げるものを除く。）

ａ オムニバス口座（複数の顧客又は顧客を任意に細分化した場合における当該細分

化した単位の商品先物取引を管理するための口座をいう。以下同じ。）

ｂ 個別顧客口座（一の顧客又は顧客を任意に細分化した場合における当該細分化し

た単位の商品先物取引を管理するための口座をいう。以下同じ。）

（３） アフィリエイトの計算によるもの

ａ アフィリエイトのオムニバス口座

ｂ アフィリエイトの個別顧客口座

（他社清算参加者の商品先物取引の管理）

第５４条 他社清算参加者は、その清算対象取引となる商品先物取引（非清算参加者の商

品清算取引の委託に基づく取引に限る。）について、次の各号に掲げる単位の区分に従い、

当該各号に定めるいずれかの区分口座により管理しなければならない。

（１） 当該非清算参加者の自己の計算によるもの

当該非清算参加者の自己口座

（２） 当該非清算参加者の顧客の委託に基づくもの

ａ 当該非清算参加者のオムニバス口座

ｂ 当該非清算参加者の個別顧客口座

第６章 清算約定の決済

（クローズアウト数量等申告）

第５５条 清算参加者は、商品先物取引の各限月取引（指定市場開設者が定める限月取引

をいう。以下この章において同じ。）について、クローズアウト数量（一の銘柄において

売建玉と買建玉を同時に有し、かつ、その全部又は一部を決済（転売又は買戻しによる

場合を除く。）する場合における当該決済数量をいう。以下同じ。）並びに転売又は買戻

しをした場合（次項に定める場合を除く。）における転売及び買戻しの数量を第５３条に

規定する区分口座ごとに当社が定める時限までに当社に申告するものとする。

２ 清算参加者は、商品先物取引の各限月取引について、クローズアウト数量（商品清算

取引の委託に基づくものに限る。）並びに商品清算取引の委託に基づく買建玉（以下「清

算取次買建玉」という。）に係る転売又は商品清算取引の委託に基づく売建玉（以下「清

算取次売建玉」という。）に係る買戻しをした場合における当該清算取次買建玉又は当該
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清算取次売建玉に係る非清算参加者の転売及び買戻しの数量を、前条に規定する区分口

座ごとに当社が定める時限までに当社に申告するものとする。この場合において、清算

参加者は、自らの申告に代えて、当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る非

清算参加者をして当該申告を行わせることができる。

３ 当社は、第１項の規定に基づき申告を受けた場合には、当該申告に係るクローズアウ

ト数量並びに転売及び買戻しの数量を、決済に係るものとして、当該清算参加者が管理

する第５３条に規定する区分口座ごとに買建玉及び売建玉から減じるものとする。

４ 当社は、第２項の規定に基づき申告を受けた場合には、当該申告に係るクローズアウ

ト数量並びに転売及び買戻しの数量を、決済に係るものとして、当該清算参加者が管理

する前条に規定する区分口座ごとに清算取次買建玉及び清算取次売建玉から減じるもの

とする。

５ 当社は、第１項又は第２項の申告を受けた場合には、当該申告に係るクローズアウト

数量並びに転売及び買戻しの数量を、指定市場開設者に通知する。

（計算区域）

第５６条 当社は、第５８条に定める約定差金及び帳入差金の授受を行うための一の計算

区域を、取引日とする。

２ 前項の一の計算区域は、指定市場開設者ごとに次の各号に定めるものとする。

（１） 第３条第１号及び第２号に定める市場開設者にあっては、当該市場開設者の一

営業日の前日の日中立会終了後に開始される夜間立会に係る売買注文の受付開始時か

ら当該一営業日に開始される夜間立会に係る売買注文の受付開始前まで

（２） 第３条第３号及び第４号に定める市場開設者にあっては、当該市場開設者の一

営業日の前場立会開始から後場立会終了まで

３ 当社は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、計算区域を臨時に変

更することができるものとする。この場合において、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。

（帳入値段）

第５７条 当社は、一の計算区域ごとに、別に定めるところにより、帳入値段を定めるも

のとする。

（約定差金及び帳入差金）

第５８条 商品先物取引において、一の計算区域の帳入値段とその計算区域における約定

値段との差額に相当する金銭を約定差金という。

２ 商品先物取引において、一の計算区域の帳入値段とその直前の計算区域の帳入値段と

の差額に相当する金銭を帳入差金という。
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（約定差金及び帳入差金の授受）

第５９条 清算参加者は、約定差金又は帳入差金が発生したときは、当該約定差金又は帳

入差金を、その発生の日の翌日において、当社との間で授受するものとする。この場合

において、金銭を支払う清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午前１１時までに、

金銭を受領する清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の午後１時に、金銭を支払い又

は受領しなければならない。

第７章 終決済

第１節 受渡しによる決済

（受渡し等による決済）

第６０条 現物先物取引における受渡しに係る決済については、当社と清算参加者との間

において行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、指定市場開設者が現物先物取引における受渡しに係る決済

についてＡＤＰ（指定市場開設者が定めるＡＤＰをいう。以下同じ。）により行うことに

ついて承認した場合には、当該ＡＤＰによる受渡しに係る決済は、当該承認をもって結

了したものとみなす。

３ 現物先物取引における受渡しに係る決済を清算参加者が履行しない場合（ＡＤＰによ

る決済を除く。）には、当社は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める

金額を当該清算参加者から徴収し、これを当該受渡しにおいて受渡品を授受する他の清

算参加者に交付することをもって、指定市場開設者が定める受渡値段により当該受渡し

にかかる決済を結了させるものとする。ただし、清算参加者は、やむを得ない場合を除

き、これにより決済の結了を行ってはならないものとする。

（１） 受渡品の引渡しが行われない場合

受渡品を受領する清算参加者が、当該受領のために要した費用、受渡品の調達に要

する費用、逸失利益、遅延損害等に相当する額等を勘案して当社が定める額

（２） 受渡品の受領が行われない場合

受渡品を引き渡す清算参加者が、当該引渡しのために要した費用、受渡品の販売に

要する費用、逸失利益、遅延損害等に相当する額等を勘案して当社が定める額

４ 前３項のほか、現物先物取引における受渡しに係る決済について必要な事項は、当社

が別に定める。

第２節 現金決済先物取引における 終決済
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（ 終決済方法）

第６１条 現金決済先物取引における 終決済（指定市場開設者が定める 終決済をいう。）

において、 終決済価格（指定市場開設者が定める 終決済価格をいう。）と取引 終日

（指定市場開設者が現金決済先物取引に関し定める取引 終日をいう。）の帳入値段とを

比較して差を生じたときは、清算参加者はその差に相当する金銭を 終決済日（指定市

場開設者が定める現金決済先物取引における 終決済日をいう。）の翌日において、当社

との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う清算参加者は、当該金

銭の授受を行う日の午前１１時までに、金銭を受領する清算参加者は、当該金銭の授受

を行う日の午後１時に、金銭を支払い又は受領しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、指定市場開設者が適当と認める場合には、現金決済先物取

引に係る決済を受渡品の授受により行うことができる。この場合において、必要な事項

については、当社が別に定める。

第３節 雑則

（先物取引について授受する金銭の額及び授受の方法）

第６２条 第５９条及び前条の規定による金銭の授受は、次の各号に掲げる単位の区分に

従い、当該各号に定める金額により行うものとする。

（１） 第５３条第１号及び第３号に規定する単位

同一清算参加者の第５３条第１号並びに第３号ａ及びｂに規定する区分口座の支払

金額と受入金額の差引額を合計した金額

（２） 第５３条第２号並びに第５４条第１号及び第２号に規定する単位

同一清算参加者の第５３条第２号、第５４条第１号並びに第２号ａ及びｂに規定す

る区分口座の支払金額と受入金額の差引額を合計した金額

２ 前項の金銭の授受は、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。

３ 清算参加者は、当社が定める場合において、当社が定めるところにより、前２項に定

める金銭の授受に代えて、当該清算参加者が管理する第５３条及び第５４条に規定する

区分口座ごとに、当該区分口座の支払金額と受入金額の差引額の金銭の授受を行うこと

ができる。

（ギブアップに対する適用）

第６３条 ギブアップの成立により新たに発生した商品先物取引については、清算執行取

引参加者（指定市場開設者が定める清算執行取引参加者をいう。）である清算参加者（当

該清算執行取引参加者が非清算参加者である場合には、その指定清算参加者）が当該商

品先物取引を行ったものとみなして前章から次章までの規定を適用する。
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（ 終決済価格の算出が不能等の場合の責任の所在）

第６４条 清算参加者は、帳入値段若しくは指定市場開設者が定める発表価格の算出若し

くは配信の不能、遅延若しくは誤り又は 終決済価格の変更により損害を被った場合に

おいても、当社、指定市場開設者及び当該発表価格の算出者に対してその損害の賠償請

求をすることができない。

第８章 取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等

（取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等）

第６５条 当社が行う商品取引債務引受業における取引証拠金並びに商品市場における取

引に係る受渡しの決済のために預託される金銭及び有価証券その他の物並びに支払不能

による債務引受停止の場合における未決済約定の取扱い等に関する事項は、商品取引債

務引受業に係る取引証拠金等に関する規則をもって定める。

第９章 建玉の移管

（建玉の移管）

第６６条 この業務方法書に別に定める場合のほか、清算参加者は、当社の承認を受けて、

他の清算参加者に未決済約定を引き継ぐことができる。

２ 清算参加者は、前項の規定に基づく未決済約定の引継ぎ（以下この章において「建玉

の移管」という。）を行おうとするときは、他の清算参加者から当該建玉の移管について

承諾を受けるとともに、当社が定める時限までに、当社が定めるところにより、当社に

申請を行わなければならない。

３ 前項の場合において、建玉の移管は、当社が承認したときに成立するものとする。

４ 建玉の移管は、当該建玉の移管が行われる日の前日に終了する取引日における各限月

取引の帳入値段を約定値段として行われるものとする。

５ 指定市場開設者の定めるところにより、他社清算参加者が非清算参加者から建玉の移

管に係る申告を受けた場合には、当該他社清算参加者は、当社が定める時限までに、当

社が定めるところにより、当社にその内容を申請し、当社の承認を得るものとする。

（建玉の移管の停止）

第６７条 当社は、建玉の移管を行うためのシステムの稼働に支障が生じた場合等におい

て建玉の移管を継続して行わせることが困難であると認める場合には、建玉の移管を停

止することができる。
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第１０章 清算預託金

（清算基金の預託）

第６８条 清算参加者は、当社に対する債務の履行を確保する目的及び当社が他の清算参

加者の破綻等を認定した場合においてこの業務方法書の定めるところにより当社に生じ

た損失の補填に充てる目的の清算基金を、次の各号に掲げる区分ごとに、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。

（１） エネルギー先物等清算資格に係る清算基金

（２） 堂島農産物先物等清算資格に係る清算基金

（３） 堂島砂糖先物等清算資格に係る清算基金

２ 清算参加者は、当社に預託している前項に規定する清算基金が当社が規則により定め

る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

の午後２時までに当社に追加預託しなければならない。

３ 清算参加者は、第１項に規定する清算基金に関して当社が定める額（以下「清算基金

現金所要額」という。）について、円貨によって預託しなければならない。

４ 清算参加者は、清算基金現金所要額を超える額について、当社が指定する通貨に限り

預託することができる。この場合において、預託する通貨が円貨以外の場合には、清算

基金の預託を行う日の前々日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該

通貨１単位当たりの円貨額により円貨に換算した額に当社が定める率を乗じて評価する。

５ 前項の規定にかかわらず、清算参加者は、当社が定めるところにより、清算基金現金

所要額を超える額について、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。）をもって預託することができる。

６ 前項に定める有価証券の充用価格は、当該有価証券の預託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、充用価格を臨時に変更することができ

る。

７ 前２項の規定のほか、清算基金の充用有価証券に関する事項については、当社が定め

る。

（破綻処理単位期間における清算基金の特則）

第６９条 破綻処理単位期間（ 終日を除く。）における各清算参加者の商品取引清算資格

の種類ごとの清算基金所要額は、前条第１項の規定にかかわらず、当該破綻処理単位期

間の開始日の前日における当該各清算参加者の各商品取引清算資格に係る清算基金所要

額とする。

２ 破綻処理単位期間において第８２条第１項第２号の規定により各清算基金の全部又は

一部が取り崩された場合、前条第２項の規定にかかわらず、当該破綻処理単位期間が終
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了するまでの間、清算参加者は、当該取崩しに対応する額の各清算基金の追加預託義務

を負わない。

（清算預託金）

第７０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

前２条に規定する清算基金は、法第１８０条に規定する清算預託金とする。

（清算預託金の管理）

第７１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、清算参加者ごとに区分して帳簿により管理す

るものとする。

（商品取引清算資格の喪失の際の清算基金の返戻）

第７２条 当社は、清算参加者が全部又は一部の商品取引清算資格を喪失（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、その喪失の日以降当該喪

失した商品取引清算資格に係る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、当該喪失した商品取引清算資格に係る清算基金の返戻を

停止することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者の商品取引清算資格の喪失の申請が第７７条第

１項に定める破綻処理単位期間中に行われた場合又は当該申請の日から当該清算参加者

について商品取引清算資格の喪失の効力が生じるまでの間に破綻処理単位期間が開始し

た場合で、当該破綻処理単位期間において第８２条第１項に定める不履行参加者以外の

清算参加者の清算基金による損失の補填が行われた場合には、当該清算資格の喪失の日

以降、商品取引清算資格の種類ごとの清算基金から当該損失の補填のための額を除いた

額の返戻を行うものとする。

第１１章 清算参加者の支払不能時の措置

第１節 通則

（決済不履行時の清算基金の決済使用）

第７３条 当社は、清算参加者が清算約定の決済を履行しない場合であって、他の者から

の借入れその他の手段によってもなお清算約定の決済を完了させることが困難であると

当社が認めるときは、当該不履行が発生した日（以下「決済使用開始日」という。）にお

ける当該清算参加者以外の清算参加者（以下「決済使用開始日清算参加者」という。）が
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当社に預託している清算基金（円貨をもって預託したものに限る。次条において同じ。）

を、清算約定の決済の完了のために使用（以下「決済使用」という。）することができる。

２ 決済使用は、決済使用開始日の前日における決済使用開始日清算参加者に係る清算基

金現金所要額以下の額で、当社が必要と認める限度において行う。

３ 当社は、決済使用を行ったときは、決済使用開始日清算参加者に対し、遅滞なくその

旨を通知する。

（決済使用の際の清算基金の返戻）

第７４条 当社は、決済使用を行うときは、次条の規定により決済使用を終了するまでの

間、決済使用開始日清算参加者に対する清算基金の返戻を停止することができる。

（決済使用の終了）

第７５条 決済使用は、決済使用に係る清算約定の決済が完了したと当社が認めるときに

終了するものとする。

２ 当社は、前項の規定により決済使用を終了した場合には、決済使用開始日清算参加者

に対し、遅滞なくその旨を通知する。

３ 当社は、第１項の規定により決済使用を終了した場合には、当社が定めるところによ

り、決済使用開始日清算参加者に対し、当社が定める金額の金銭を支払う。

（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、倉荷証券等、商品及び金銭の全部

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、倉荷証券等又は商品

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、倉荷証券等、商品及び金銭

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

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。
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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（以下「支払不能

等の認定」という。）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、倉荷証券等、商品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、倉荷証券等、商品及

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、当該不履行清算参加者の未決済約定（以

下「不履行約定」という。）の銘柄構成、規模及び市況等を勘案し、当該不履行清算参加

者をして、不履行約定の他の清算参加者への引継ぎ、転売若しくは買戻し又は当該不履

行清算参加者の計算による損失回避取引（この項に規定する整理までに当社に生じ得る

損失の全部又は一部を回避するために行う清算対象取引をいう。）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 前項に定める方法によってもなお不履行約定が残る場合又はそのおそれがある場合は、

当社は、次条第１項に規定する損失の発生又は拡大を防止するために必要と認めるとき

に限り、破綻処理オークション（不履行約定の処理を目的とする取引を行わせるための

オークション手続をいう。以下同じ。）を行うことができる。

９ 第７項の規定にかかわらず、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おいて、当該不履行清

算参加者の違約受渡玉（この業務方法書に定めるところにより現物先物取引に係る受渡

しにより決済することが決定している不履行約定をいう。以下同じ。）があるときは、

当社は、当社が定めるところにより当該違約受渡玉に係る決済の結了のための処理及び

破綻処理オークションを行うものとする。

１０ 当社は、第７項に定め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。

１１ 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。

１２ 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。

（破綻処理単位期間の設定）

第７７条 当社は、次項に規定する破綻処理単位期間を設定する。
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２ 破綻処理単位期間は、清算参加者について支払不能等の認定が行われた日（当該認定

の時点で既に破綻処理単位期間が開始している場合を除く。）から起算して３０日を経

過するまでの期間とする。ただし、当該期間中に他の清算参加者について支払不能等の

認定が行われた場合には、当該期間は、当該他の清算参加者の破綻処理が終了すると当

社が認めるまでの期間に延長されるものとし、延長後の期間中に他の清算参加者につい

て支払不能等の認定が行われた場合も同様とする。

（期限前終了回避に係る協議）

第７８条 不履行清算参加者に係る不履行約定について破綻処理オークションが実施され

た場合において、当該破綻処理オークションを成立させたときに不履行清算参加者の支

払不能等の認定により生じる損失を、第８３条第１項及び第３項の規定に定めるところ

により補填できないおそれがあるときは、当社、当該不履行清算参加者が会員等である

指定市場開設者及び清算参加者は、当該損失の処理等について、当社が定めるところに

より対応を協議する。

２ 前項の規定による協議の結果、当社、当該不履行清算参加者が会員等である指定市場

開設者及び清算参加者の間において次の各号に定める要件のすべてを満たした場合には、

損失の処理等について合意が成立したものとし、当社は、当該合意の定めるところによ

り当該損失の処理等を行う。この場合において、当該損失の処理等の内容は、当該損失

の全部が補填され、かつ、当社による各商品取引清算資格に係る清算業務の継続が可能

なものであることを要する。

（１） 協議に付された損失の処理等に賛成する、破綻処理単位期間における不履行清

算参加者以外の清算参加者（以下「破綻処理単位期間清算参加者」という。）の破綻処

理単位期間における清算基金所要額を合計した額を、破綻処理単位期間における破綻

処理単位期間清算参加者の清算基金所要額の総額で除して得た比率が、３分の２以上

であること

（２） 協議に付された損失の処理等を実施した場合に追加的に負担を行うこととなる

清算参加者、当社及び当該不履行清算参加者が会員等である指定市場開設者が同意し

ていること

３ 前２項に定めるもののほか、この条に定める協議に必要な事項は、当社がその都度定

める。

（期限前終了）

第７９条 前条第１項の規定により協議が行われた場合において、損失の処理等について

同条第２項の合意が成立しないときは、当社が定めるところにより、不履行約定に係る

建玉及び破綻処理単位期間清算参加者の清算約定に係る建玉のうち当社が指定して割り
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当てる建玉は、当社又は清算参加者から特段の意思表示を要することなく、当社がその

都度定める時点において当然に期限前終了する。

２ 前項の期限前終了とは、この業務方法書に定めるところにより行われる清算参加者の

申告以外の事由により清算約定がその納会日（指定市場開設者が定める納会日をいう。）

又は取引 終日前に終了することをいう。

３ 清算約定が期限前終了したときは、期限前終了した建玉について、当該不履行清算参

加者又は破綻処理単位期間清算参加者から、転売又は買戻しの数量申告がされたものと

みなす。

４ 前項の場合において、清算参加者は、当社が定めるところにより期限前終了差金を当

社との間で授受するものとする。

５ 前項の期限前終了差金は、当該期限前終了により、第１項の規定により破綻処理単位

期間清算参加者に割り当てられた建玉について、期限前終了日の帳入値段によって転売

又は買戻し等の未決済約定に対する反対の取引が行われたものとみなして当社が算出す

る額とする。

６ 前各項に定めるもののほか、期限前終了に必要な事項は、当社がその都度定める。

（債務の引受けの停止の措置の通知）

第８０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、当該清算参加者が有す

る商品取引清算資格を有する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８１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（充

用有価証券又は倉荷証券（以下「充用有価証券等」という。）である場合には、当社が定

めるところにより当該充用有価証券等を処分して得るもの）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自己分の取引証拠金

（２） 不履行清算参加者が返還請求権を有する取引証拠金（前号に掲げるものを除く。）

（３） 不履行清算参加者が当社に預託している清算基金

（４） 当該清算参加者が当社に預託しているその他の預託金等

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

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
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て当社が使用したときは、その残額）

（３） 不履行清算参加者が当社に預託した他の清算業務（当社が行う金融商品債務引

受業等及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。）に係る余剰担保（不履行清算参加

者が他の清算業務について当社に預託した証拠金、清算基金その他の担保（不履行清

算参加者が返還請求権を有するものに限る。）のうち、他の清算業務に係る業務方法書

の定めるところにより不履行清算参加者の債務の弁済に充当した残額に係るものをい

う。）

３ 前２項の規定により補填し得ない損失がある場合において、当該損失は、当該清算参

加者が会員等である指定市場開設者に預託している信認金（委託者が優先弁済権を行使

したときは、その残額）により、次の各号に定める順により補填する。

（１） 指定商品市場ごとに当該指定商品市場に係る信認金により補填する。

（２） すべての損失を補填した指定商品市場があるときは、当該指定商品市場の信認

金は当該指定商品市場に係る指定市場開設者が開設する他の指定商品市場の損失に対

して補填するものとする。

（３） 前２号の規定により補填し得ない損失がある場合において、当該損失は、前２

号の規定により損失を補填した信認金の残額により補填するものとする。ただし、補

填し得ない指定商品市場が２以上となる場合にあっては、当該指定商品市場それぞれ

における当該補填し得なかった額は、当該信認金を当該補填し得なかった額で按分し

たものにより補填する。

４ 当社は、商品取引清算資格の種類ごとに、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（第７項及び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 当社は、商品取引清算資格の種類ごとに、第１項から前項までの規定により補填し得

ない損失がある場合は、当社の商品先物等決済保証準備金の積立額を取り崩すことによ

り補填する。

６ 前項の当社の商品先物等決済保証準備金の積立額は、当社が定めるところにより積立

て等を行った額とする。

７ 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。

（不履行清算参加者以外の清算参加者の清算基金による損失の補填）

第８２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の決済を履行しない

ことにより当社が受けたエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格又は堂

島砂糖先物等清算資格に係る損失（第７５条の規定に基づく処理に際し当社が受けた損

失を含む。以下この条及び次条において同じ。）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は、当社が定めるところにより、当該損失に係る
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破綻処理単位期間清算参加者が当該破綻処理単位期間の開始日の前日において当社に預

託している第６９条に規定する各商品取引清算資格の種類ごとの清算基金のうち清算基

金所要額に相当する額をもって、それぞれの商品取引清算資格に係る補填し得ない損失

額を補填する。

２ 前項の場合において、当社が破綻処理オークションを実施したときは、当社が定める

ところにより、当該破綻処理オークションにおける落札参加者（破綻処理オークション

において入札した清算参加者のうち落札者となった者をいう。以下同じ。）以外の破綻処

理単位期間清算参加者が当社に預託している清算基金、落札参加者が当社に預託してい

る清算基金の順序で、前項の補填し得ない損失の補填に充てる。

３ 当社は、第１項の補填し得ない損失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、当該補填し得ない損失額と見込まれる金額として当社が暫定的に算定した額

を当該補填し得ない損失額とみなして、同項の補填を行うことができる。この場合にお

いて、当社は、同項の当該補填し得ない損失額が確定した場合には、当該確定した補填

し得ない損失額と当社が暫定的に算定した額との差に相当する額を、破綻処理単位期間

清算参加者との間で授受するものとする。

４ 当社は、不履行清算参加者から、第１項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、破綻処理単位期間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。

（特別清算料等）

第８３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の決済を履行しない

ことにより当社が受けた損失について、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は、破綻処理単位期間清算参加者は、当社が定めるところにより、

第一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、当該第一特別清

算料をもって、当該補填し得ない損失額を補填する。

２ 前項の第一特別清算料の額は、商品取引清算資格の種類ごとに、破綻処理単位期間清

算参加者に対して、同項の当該補填し得ない損失額を当社が定めるところにより按分し

た額とする。ただし、第一特別清算料は破綻処理単位期間の開始日の前日における破綻

処理単位期間清算参加者の清算基金所要額の３倍の額を上限とする。

３ 前項の第一特別清算料によっても補填し得ない損失がある場合には、破綻処理単位期

間清算参加者は、当社が定めるところにより、第二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、当該第二特別清算料をもって、当該補填し得ない損失額

を補填する。

４ 前項の第二特別清算料の額は、商品取引清算資格の種類ごとに、破綻処理単位期間清

算参加者に対して、第一特別清算料によっても補填し得ない損失額を不履行清算参加者

の支払不能等の認定を行った日から当該支払不能等の認定に係る処理が完了した日まで
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の期間（以下「処分期間」という。）において、破綻処理単位期間清算参加者について

処分期間に決済されるべき差金代金に相当する額として当社が定める額（第７６条第８

項に規定する破綻処理オークションに伴い発生する差金代金に相当する額及び第７９条

第４項の規定に定める期限前終了差金を含む。以下「差金代金相当額」という。）の受

け取るべき額の総額から支払うべき額の総額を控除した額（当該額が正の場合に限る。）

に応じて当社が定めるところにより按分した額とする。

５ 破綻処理単位期間清算参加者が第１項の第一特別清算料、第３項の第二特別清算料又

は第７９条第４項に規定する期限前終了差金の納入を行わないときは、当該未納入額に

ついて、当該破綻処理単位期間清算参加者が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。）に清算約定の決済の履行を行わなかったものとみなし、第７６条

からこの条までの規定を適用する。

６ 前条第３項及び第４項の規定は、第１項の当該補填し得ない損失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ついて準用する。この場合において、同条第３項前

段中「同項の補填を行うことができる」とあるのは「当社が定める日に第一特別清算料

及び第二特別清算料の納入を求めることができる」と読み替えるものとする。

第１２章 雑則

（決済時限の臨時変更）

第８４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８５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８６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
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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。

（他の清算業務における商品取引債務引受業及びこれに附帯する業務に係る余剰担保の利

用）

第８７条 当社は、不履行清算参加者から預託を受けた商品取引債務引受業及びこれに附

帯する業務に係る余剰担保（不履行清算参加者が商品取引債務引受業及びこれに附帯す

る業務に関して当社に対して返還請求権を有する取引証拠金、受渡代金、清算預託金そ

の他の担保のうち、この業務方法書（この業務方法書に基づく規則を含む。）の定めると

ころにより不履行清算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、他の

清算業務に係る業務方法書の定めるところにより不履行清算参加者の当社に対する他の

債務の弁済に充当することができる。

（指定市場開設者による手数料の納入）

第８８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。

（債権譲渡の禁止等）

第８９条 清算参加者は、この業務方法書（この業務方法書に基づく規則を含む。以下こ

の条において同じ。）に別に定める場合を除き、当該業務方法書に規定する一切の債権を、

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。ただし、

清算参加者が日本商品委託者保護基金に対し、清算預託金の返還請求権を担保の目的に

供する場合はこの限りでない。

（業務及び事務の委任）

第９０条 当社は、商品取引債務引受業に関し、当社が定める業務及び事務を、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。

（商品取引債務引受業に関する必要事項の決定）

第９１条 当社は、この業務方法書に定める事項のほか、商品取引債務引受業に関して必

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。
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（附帯業務）

第９２条 当社は、商品取引債務引受業に附帯する業務を行う。

（金融商品債務引受業等）

第９３条 当社は、金融商品取引法第１５６条の３第１項第６号に規定する金融商品債務

引受業等を行う。

（改正権限）

第９４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、令和２年７月２７日から施行する。

２ 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、この業務方法書の規定

を適用することが適当でないと当社が認める場合には、債務の引受けの取扱いその他必

要な事項について、当社がその都度定める。

３ 当社は、次の各号に掲げる事項及び当該事項に関し必要な手続その他の行為について

は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、この業務方法書の例

により行うことができる。

（１） 第６条第３項の規定による取得申請者に対するエネルギー先物等清算資格、堂

島農産物先物等清算資格又は堂島砂糖先物等清算資格の取得の承認

（２） 第７条の規定による承認審査の実施

４ 次の各号に掲げる者が、施行日前において、当社が定めるところにより当該各号に定

める商品取引清算資格の取得の申請を行うとき（自社清算資格の場合に限る。）は、当社

は第７条第５号ａの規定に定める事項についての審査は行わないものとする。

（１） 株式会社東京商品取引所エネルギー市場又は中京石油市場に係る株式会社日本

商品清算機構（以下「日本商品清算機構」という。）の清算資格を有する者

エネルギー先物等清算資格

（２） 大阪堂島商品取引所の農産物市場に係る日本商品清算機構の清算資格を有する

者

堂島農産物先物等清算資格

（３） 大阪堂島商品取引所の砂糖市場に係る日本商品清算機構の清算資格を有する者

堂島砂糖先物等清算資格
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５ 前項の規定により商品取引清算資格の取得の申請を行った者のうち、第２９条第３項

各号のいずれかに該当する者にあっては、施行日から１年以内に、その事由を消滅させ

ることを要するものとし、当該者がこれを充足できない場合には、当社は、当該者の商

品取引清算資格の取消しの措置を行うことができるものとする。

６ 堂島農産物先物等清算参加者及び堂島砂糖先物等清算参加者にあっては、第５３条か

ら第５５条までの規定において定める事項については、当分の間、施行日以前の日本商

品清算機構の清算参加者として行っていたところにより行うものとする。

７ 第２項から前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。
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商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６５条の規定に基づき、商

品市場における取引に係る取引証拠金並びに受渡しの決済のために預託される金銭及び

有価証券その他の物並びに支払不能等による債務引受停止の場合における未決済約定の

取扱い等について、必要な事項を定める。

（定義）

第２条 この規則において「先物取引」とは、商品取引債務引受業に関する業務方法書第２

条第１号及び第２号に掲げる現物先物取引又は現金決済先物取引をいう。

２ この規則において「指定市場開設者」とは、商品取引債務引受業に関する業務方法書第

３条に規定する指定商品市場を開設する指定市場開設者をいう。

３ この規則において「会員等」とは、指定市場開設者の会員又は取引参加者をいう。

４ この規則において「商品市場における取引に係る債務」とは、商品市場における取引の

決済に係る金銭の支払債務及びその他の商品市場における取引に関して負担すべき債務

をいう。

５ この規則において「取次者」とは、商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した者

をいう。

６ この規則において「取次委託者」とは、商品市場における取引の委託の取次ぎを委託し

た者をいう。

７ この規則において「清算取次者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを

受託した者をいう。

８ この規則において「清算取次委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者

（清算取次者を除く。）をいう。

９ この規則において「清算取次者に対する委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの

委託の取次ぎを委託した者をいう。

１０ この規則において「清算参加者」とは、商品取引債務引受業に関する業務方法書第５

条第１項に規定する清算参加者をいう。

１１ この規則において「非清算参加者」とは、商品取引債務引受業に関する業務方法書第

１０条に規定する非清算参加者をいう。

１２ この規則において「指定清算参加者」とは、商品取引債務引受業に関する業務方法書

第１０条に規定する指定清算参加者をいう。

１３ この規則において「支払不能等による債務引受停止」とは、商品取引債務引受業に関
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する業務方法書第２９条第１項の規定に基づく債務の引受けの停止（同第３１条の規定に

基づくポジション保有状況の改善指示に違反したことによるものに限る。）並びに商品取

引債務引受業に関する業務方法書第７５条第１項及び第５項の規定に基づく債務の引受

けの停止の措置をいう。

１４ この規則において「支払不能等による取引停止等」とは、指定市場開設者による商品

市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止の措置（指定市場開設者が会員等を

違約者と認めたことによるものに限る。）又は支払不能等による債務引受停止が行われた

場合の指定市場開設者による商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止

の措置をいう。

１５ この規則において「ＳＰＡＮ」とは、Ｃｈｉｃａｇｏ Ｍｅｒｃａｎｔｉｌｅ Ｅｘ

ｃｈａｎｇｅが開発した証拠金計算方法であるＳＰＡＮ®をいう。

第２章 取引証拠金

第１節 通則

（取引証拠金の目的）

第３条 取引証拠金は、この規則で定めるところにより、次に掲げる商品市場における取引

に係る債務の履行を確保するためのものとする。

（１） 清算参加者が当社に対して支払い又は引き渡すべき商品市場における取引に係る

債務

（２） 非清算参加者が清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき商品市場における取

引に係る債務

（３） 委託者が会員等に対して負担する商品市場における取引に係る債務（会員等が非

清算参加者である場合は、清算取次委託者が会員等に対して負担する商品市場における

取引に係る債務を含む。）

（４） 取次者が会員等に対して負担する商品市場における取引に係る債務（会員等が非

清算参加者である場合は、清算取次者が会員等に対して負担する商品市場における取引

に係る債務を含む。）

（５） 取次委託者が取次者に対して負担する商品市場における取引に係る債務（取次者

が商品市場における取引を委託する会員等が非清算参加者である場合は、その清算取次

者に対して清算取次者に対する委託者が負担する商品市場における取引に係る債務を

含む。）

２ 当社、清算参加者、非清算参加者、取次者又は清算取次者は、前項に規定する債務につ

き不履行が発生した場合には、取引証拠金に対する権利を行使し、当該債務の弁済に充当

することができる。
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（取引参加者の自己分の取引証拠金所要額）

第４条 自己分の取引証拠金所要額は、自己分のＳＰＡＮ証拠金額に自己分の取引受渡証拠

金を加えて得た額（第８条第１項及び第９条第１項の規定に基づき自己分の取引証拠金

所要額の引上げが行われた場合においては、当該引上げ額を加算する。）とする。この

場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

（１） 自己分のＳＰＡＮ証拠金額

先物取引に係る取引参加者の自己の計算による建玉について、ＳＰＡＮにより計算し

た証拠金額をいう。

（２） 自己分の取引受渡証拠金

受渡しにより決済を行う場合に必要となる証拠金額として、別表２「取引受渡証拠金

所要額の算出に関する表」により算出される額をいう。

（委託者等の証拠金所要額）

第５条 前条の規定は、次項に定める場合を除き、委託者、取次委託者、清算取次委託者及

び清算取次者に対する委託者（以下「委託者等」という。）の証拠金所要額について準

用する。この場合において、「自己分の取引証拠金所要額」とあるのは「委託者等の証

拠金所要額」と、「自己分のＳＰＡＮ証拠金額」とあるのは「委託者等のＳＰＡＮ証拠

金額」と、「自己分の取引受渡証拠金」とあるのは「委託者等の取引受渡証拠金」と、

「第８条第１項及び第９条第１項」とあるのは「第８条第２項」と、「取引参加者の自

己の計算による」とあるのは「当該委託者等の委託に基づく」と読み替えるものとする。

２ 前条の規定は、委託者等を任意に細分化した場合における当該細分化した単位（以下「任

意に細分化した単位」という。）の証拠金所要額について準用する。この場合において、

「自己分の取引証拠金所要額」とあるのは「任意に細分化した単位の証拠金所要額」と、

「自己分のＳＰＡＮ証拠金額」とあるのは「任意に細分化した単位のＳＰＡＮ証拠金額」

と、「自己分の取引受渡証拠金」とあるのは「任意に細分化した単位の取引受渡証拠金」

と、「第８条第１項及び第９条第１項」とあるのは「第８条第３項」と、「取引参加者

の自己の計算による」とあるのは「委託者等の委託に基づく当該任意に細分化した単位

の」と読み替えるものとする。

（区分口座の取引証拠金所要額）

第６条 当社は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３及び同第５４条に規定する

区分口座の取引証拠金所要額について、次の各号に掲げる区分口座ごとに、当該各号に

定める方法によって算出する。

（１） 商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条第１号及び同第５４条第１号に

規定する区分口座
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第４条に基づき計算した取引証拠金所要額

（２） 商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条第２号ａ、同条第３号ａ及び同

第５４条第２号ａに規定する区分口座

第３３条の規定に基づき申告された委託者等の情報について前条第１項の規定に基

づき計算した証拠金所要額及び第３３条の規定に基づき申告された任意に細分化した

単位の情報について前条第２項の規定に基づき計算した証拠金所要額を当該区分口座

ごとに合計した額

（３） 商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区分

口座のうち前２号に掲げる区分口座を除く区分口座

当該区分口座における委託者等について前条第１項の規定に基づき計算した証拠金

所要額又は当該区分口座における任意に細分化した単位について同条第２項の規定に

基づき計算した証拠金所要額

２ 前項第２号の規定にかかわらず、商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条第２

号ａ、同条第３号ａ及び同第５４条第２号ａに規定する区分口座の取引証拠金所要額は、

清算参加者が第３３条に規定する申告を行わなかった場合又は当該申告を行うことが不

可能若しくは困難であると当社が認める場合は、当社が定めるところによる。

（ＳＰＡＮパラメーター）

第７条 ＳＰＡＮにより証拠金を計算するために必要な変数等は、当社が定める。

（リスク量に応じた取引証拠金所要額の引上げ）

第８条 当社は、先物取引に係る一の取引参加者の自己の計算による建玉が負っているもの

と想定されるリスク量として当社が定める数量が当社が定める判定基準数量を上回った

場合には、当社が定めるところにより、当該取引参加者の自己分の取引証拠金所要額に

対する引上げを行うことができる。

２ 前項の規定は、委託者等の証拠金所要額について準用する。この場合において、「自己

の計算による」とあるのは「委託者等の委託に基づく」と、「自己分の取引証拠金所要

額」とあるのは「委託者等の証拠金所要額」と読み替えるものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、第１項の規定は、任意に細分化した単位の証拠金所要額につ

いて準用する。この場合において、「自己の計算による」とあるのは「委託者等の委託

に基づく任意に細分化した単位の」と、「自己分の取引証拠金所要額」とあるのは「任

意に細分化した単位の証拠金所要額」と読み替えるものとする。

４ 前３項に規定するリスク量は、取引日ごとに算出を行い、当該リスク量の算出結果に基

づき、当社は、取引証拠金所要額の引上げの判定を行う。

（破綻処理単位期間における破綻時証拠金による取引証拠金所要額の引上げ）
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第９条 当社は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第７７条第１項に定める破綻処理

単位期間において、一の清算参加者が負っているものと想定される破綻時証拠金（当社

が規則で定める額をいう。以下同じ。）が当社が定める所要額引上げ基準に該当した場

合には、当該清算参加者の自己分の取引証拠金所要額の引上げを行うことができる。

２ 前項に規定する取引証拠金所要額の引上げの判定は、取引日ごとに算出を行い、当該算

出結果に基づき行う。

３ 当社は、第１項に規定する清算参加者の自己分の取引証拠金所要額の引上げを行った場

合において、当該清算参加者が当社に預託している自己分の取引証拠金の額が、当該引

上げ後の当該清算参加者の自己分の取引証拠金所要額に満たないときは、当該清算参加

者に対して、その旨を速やかに通知する。

４ 前項の通知を受けた清算参加者は、不足額以上の額を、自己分の取引証拠金として、当

該通知を受領した日の午後２時までに当社に預託しなければならない。この場合におい

て、当該取引証拠金は、有価証券及び倉荷証券をもって預託することができる。

（通貨の種類）

第１０条 取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金及び清算取次証拠金は、当社が指定する通

貨に限り預託することができる。

（充用有価証券等）

第１１条 取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金及び清算取次証拠金として預託することが

できる有価証券及び倉荷証券（以下「充用有価証券等」という。）に関する事項は、当

社が別に定める。

２ 前項の規定にかかわらず、清算参加者が、当該充用有価証券等の預託に際し、当社が指

定する外国振替機関（外国の法令に準拠して外国において振替業又は債券の保管及び振

替に関する業務を行う者をいう。）を利用する場合には、当該清算参加者、当社及び当

該外国振替機関の間の契約により定められた額とする。

第２節 清算参加者の取引証拠金

（自己分の取引証拠金の預託）

第１２条 清算参加者は、自己の計算による先物取引の売付け若しくは買付けが成立した場

合又は受渡しにより決済を行う場合は、第４条に規定する自己分の取引証拠金所要額以上

の額の取引証拠金を、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。この

場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって預託することができる。

（委託分及び商品清算取引分の取引証拠金の預託）
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第１３条 清算参加者は、委託者の委託、取次委託者の委託の取次ぎの委託、清算取次委託

者の委託の取次ぎの委託又は清算取次者に対する委託者の委託の取次ぎの委託の取次ぎ

の委託に基づく先物取引の売付け又は買付けが成立した場合及び受渡しにより決済を行

う場合は、第３２条第２項に規定する委託分及び商品清算取引分の取引証拠金所要額以上

の額の取引証拠金を、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、第８条の規定に基づき非清算参加者の自己分の取引証拠金所要額、委託

者等の証拠金所要額又は任意に細分化した単位の証拠金所要額の引上げが行われた場合

において、引上げの起因となった委託者等又は非清算参加者との間で当該清算参加者の

自己の金銭をもって、預託することを合意することができる。

３ 清算参加者は、前項の規定により、委託者等又は非清算参加者との間で合意ができた場

合には、当該証拠金所要額に対して引上げを行う額のうち当社が定める額に対して、当該

清算参加者の自己の金銭をもって、当該清算参加者の自己分の取引証拠金として、当社が

定めるところにより、当社に預託することができる。この場合において、当該取引証拠金

は、充用有価証券等をもって預託することができる。

（委託分の取引証拠金の預託）

第１４条 清算参加者は、委託者が差し入れた取引証拠金の全部を、当該委託者の代理人と

して、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 前項の規定にかかわらず、清算参加者は、委託者が取引証拠金を差し入れた日から起算

して４日目（休業日を除外する。以下日数計算において同じ。）の日までの間において

は、当該委託者が取引証拠金として差し入れた金銭の額（外国通貨にて金銭を差し入れ

た場合には、取引証拠金の預託を行う日の前々日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨１単

位当たりの円貨額により円貨に換算して評価した額をいう。次項及び第１５条第２項に

おいて同じ。）及び充用有価証券等の時価評価額（取引証拠金の預託を行う日の前々日

における時価（当社の定める時価をいう。以下同じ。）により評価した額をいう。次項

及び次条第２項において同じ。）の合計額に相当する額以上の金銭をもって、取引証拠

金として、当社が定めるところにより、当社に預託することができる。この場合におい

て、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって預託することができる。

３ 清算参加者は、委託者が委託証拠金を預託した場合においては、当該委託者が委託証拠

金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額以上

の金銭をもって、取引証拠金として、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。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって預託する

ことができる。

４ 前項の規定にかかわらず、当社は、清算参加者が法第１７９条第７項の規定において準

用する法第１０３条第７項の規定に基づいて、主務大臣の承認を受けて、銀行等（商品先



９

336

物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・経済産業省令第３号）第４４条第１項に規定

する銀行等をいう。以下同じ。）との契約（以下「差換預託ＬＧ契約」という。）を締結し、

当社にその旨を届け出ているときは、委託者がアフィリエイトである場合を除き、第５２

条から第５４条までの規定により、当該契約額の範囲内で預託を猶予することができる。

５ 第１項から第３項までの場合において、清算参加者は、各委託者が当該清算参加者に取

引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額（当該金銭が外国通

貨である場合には、取引証拠金の預託を行う日の前々日における東京外国為替市場の対

顧客直物電信買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額により円貨に換算して評価した額

に当社が定める率を乗じた額をいう。次条第４項及び第１６条第３項において同じ。）

及び充用有価証券等を充用価格（取引証拠金の預託を行う日の前々日における時価に当

社の定める率を乗じた額をいう。次条第４項及び第１６条第３項において同じ。）によ

り評価した額の合計額が当該委託者の証拠金所要額（第５条の規定により読み替えて適

用される第４条に規定する当該委託者の証拠金所要額をいう。以下同じ。）に満たない

ときは、当該証拠金所要額から当該委託者が差し入れた取引証拠金又は預託した委託証

拠金を差し引いた額以上の金銭をもって、取引証拠金として、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。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価

証券等をもって預託することができる。

６ 第１項の規定にかかわらず、当社は、委託者が清算参加者の承諾及び当社の承認を受け

て法第１７９条第８項の規定において準用する法第１０３条第８項の規定に基づく契約

（以下「直接預託ＬＧ契約」という。）を銀行等と締結し、当社にその旨を届け出ている

ときは、当該委託者がアフィリエイトである場合を除き、第５５条から第５９条までの規

定により、当該契約額の範囲内で預託を猶予することができる。

（取次者に係る取引証拠金の預託）

第１５条 清算参加者は、取次者が取引証拠金を差し入れた場合又は取次者が取次委託者の

代理人として取引証拠金を差し入れた場合は、これら全部の取引証拠金を、当該取次者又

は当該取次委託者の代理人として当社に預託しなければならない。

２ 清算参加者は、取次者が委託証拠金を預託した場合又は取次者が取次委託者の代理人と

して委託証拠金を預託した場合においては、当該取次者が委託証拠金として預託した金銭

の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額以上の額をもって、取引証拠

金として当社に預託しなければならない。この場合において、当該取引証拠金は充用有価

証券等をもって預託することができる。

３ 前条第２項の規定は第１項の取引証拠金の預託に、前条第４項の規定は前項の取引証拠

金の預託に準用する。

４ 第１項及び第２項の場合において、清算参加者は、各取次者が当該清算参加者に取引証

拠金として差し入れ又は委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等を充用
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価格により評価した額の合計額が、清算参加者が取次者に対して当該取次者の取引証拠金

の額として通知した額に満たないときは、当該申告した額から当該取次者が差し入れた取

引証拠金又は預託した委託証拠金を差し引いた額以上の金銭をもって、取引証拠金として、

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。この場合において、当該取

引証拠金は、充用有価証券等をもって預託することができる。

５ 第１項の取次委託者が取次者を代理人とした場合においては、同項の規定にかかわらず、

当社は、取次委託者が清算参加者及び取次者の承諾並びに当社の承認を受けて直接預託Ｌ

Ｇ契約を銀行等と締結し、当社にその旨を届け出ているときは、当該取次委託者がアフィ

リエイトである場合を除き、第５５条から第５９条までの規定により、当該契約額の範囲

内で預託を猶予することができる。

（商品清算取引分の取引証拠金の預託）

第１６条 清算参加者は、非清算参加者が差し入れた取引証拠金の全部を、当該非清算参加

者、当該非清算参加者の清算取次委託者、清算取次者又は清算取次者に対する委託者の代

理人として、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 第１４条第４項の規定は、前項の取引証拠金の預託について準用する。

３ 第１項の場合において、清算参加者は、各非清算参加者が清算参加者に取引証拠金とし

て差し入れた金銭の額及び充用有価証券等を充用価格により評価した額の合計額が清算

参加者が非清算参加者に対して当該非清算参加者に係る商品清算取引分の取引証拠金所

要額として通知した額に満たないときは、当該額から当該非清算参加者が差し入れた取

引証拠金を差し引いた額以上の自己の金銭をもって、取引証拠金として、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。この場合において、当該取引証拠金は、

充用有価証券等をもって預託することができる。

４ 非清算参加者が当該非清算参加者の指定清算参加者を代理人とした場合、清算取次委託

者が非清算参加者及び当該非清算参加者の指定清算参加者を代理人とした場合又は清算

取次者に対する委託者が清算取次者、非清算参加者及び当該非清算参加者の指定清算参加

者を代理人とした場合は、第１項及び第３項の規定にかかわらず、当社は、非清算参加者

にあっては当該非清算参加者の指定清算参加者の承諾、清算取次委託者にあっては非清算

参加者及び当該非清算参加者の指定清算参加者の承諾、清算取次者に対する委託者にあっ

ては清算取次者、非清算参加者及び非清算参加者の指定清算参加者の承諾並びに当社の承

認を受けて直接預託ＬＧ契約を銀行等と締結し、当社にその旨を届け出ているときは、当

該清算取次委託者又は当該清算取次者に対する委託者がアフィリエイトである場合を除

き、第５５条から第５９条の規定により、当該契約額の範囲内で預託を猶予することがで

きる。

（取引証拠金の預託時限）
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第１７条 第１２条から前条までの規定による取引証拠金の預託は、先物取引の売付け若し

くは買付けが成立した取引日の終了する日の翌日又は受渡決済の対象となる建玉が確定

した日の翌日の午前１１時までに行うものとする。

（自己分の取引証拠金の維持）

第１８条 清算参加者は、自己分の取引証拠金として当社に預託されている金銭の額（当該

金銭が外国通貨である場合は、計算する日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。以下同じ。）における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨１単

位当たりの円貨額により円貨に換算して評価した額に当社が定める率を乗じた額をいう。

次条、第２０条第２項及び第４項並びに第２１条第２項において同じ。）及び充用有価

証券等を充用価格（計算する日の前日における時価に当社の定める率を乗じた額をいう。

次条、第２０条第２項及び第４項並びに第２１条第２項において同じ。）により評価し

た額の合計額が自己分の取引証拠金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、

自己分の取引証拠金として、不足額が生じた日の翌日の午前１１時までに、当社が定め

るところにより、当社に追加預託しなければならない。この場合において、当該取引証

拠金は、充用有価証券等をもって預託することができる。

（委託分、取次者及び商品清算取引分の取引証拠金の維持）

第１９条 清算参加者は、委託分及び商品清算取引分の取引証拠金として当社に預託してい

る金銭の額、充用有価証券等を充用価格により評価した額並びに第１４条第４項（第１

５条第３項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）、同条第６項、第１５

条第５項及び第１６条第４項の規定により預託を猶予した額の合計額が第３２条第２項

に規定する区分口座ごとの委託分及び商品清算取引分の取引証拠金所要額（第８条第２

項又は第３項の規定に基づき委託分及び商品清算取引分の取引証拠金所要額の引上げが

行われた場合においては、当該引上げ額を加算する。）に満たない場合は、その不足額

以上の額を、委託分及び商品清算取引分の取引証拠金として、不足額が生じた日の翌日

の午前１１時までに、当社が定めるところにより、当社に追加預託しなければならない。

この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって預託することができる。

（委託分及び取次者の取引証拠金の維持）

第２０条 清算参加者は、第１４条第１項から第３項までの規定により委託者に係る取引証

拠金として当社に預託している金銭の額（当該金銭が外国通貨である場合は、計算する

日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨１単位当たりの

円貨額により円貨に換算して評価した額をいう。以下この項、第３１条及び第４３条に

おいて同じ。）及び充用有価証券等の時価評価額（計算する日の前日における時価によ

り評価した額をいう。以下この項及び第３１条及び第４３条において同じ。）並びに第
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１４条第４項の規定により預託を猶予した額の合計額が、当該委託者が取引証拠金とし

て差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額

の合計額に満たない場合には、その不足額以上の額を、委託分の取引証拠金として、不

足額が生じた日の翌日の午前１１時までに、第１４条第１項から第３項までに準じて当

社に追加預託しなければならない。

２ 清算参加者は、各委託者が取引証拠金として差し入れ又は委託証拠金として預託した金

銭の額及び充用有価証券等を充用価格により評価した額並びに第１４条第４項及び第６

項の規定により預託を猶予した額の合計額が当該委託者の証拠金所要額に満たないとき

は、その不足額以上の額を、委託分の取引証拠金として、不足額が生じた日の翌日の午前

１１時までに、第１４条第５項に準じて当社に追加預託しなければならない。

３ 清算参加者は、取次者が当該清算参加者に差し入れるべき取引証拠金に不足額が生じた

場合において当該取次者が当該不足額以上の額の取引証拠金を追加差し入れ又は委託証

拠金を追加預託したときは、これらの全部を、第１５条に準じて当社に追加預託しなけれ

ばならない。

４ 清算参加者は、取次者が取引証拠金として差し入れ又は委託証拠金として預託した金銭

の額及び充用有価証券等を充用価格により評価した額並びに第１５条第３項において準

用する第１４条第４項及び第１５条第５項の規定により預託を猶予した額の合計額が当

該取次者の取引証拠金の額として清算参加者が当該取次者に対して通知した額に満たな

いときは、その不足額以上の額を、取次者に係る取引証拠金として、第１５条に準じて当

社に追加預託しなければならない。

（商品清算取引分の取引証拠金の維持）

第２１条 清算参加者は、非清算参加者が当該清算参加者に差し入れるべき取引証拠金に不

足額が生じた場合において、当該非清算参加者が当該不足額以上の額の取引証拠金を追

加差入れしたときは、当該取引証拠金の全部を、不足額が生じた日の翌日の午前１１時

までに、第１６条第３項に準じて当社に追加預託しなければならない。

２ 清算参加者は、各非清算参加者が取引証拠金として差し入れた金銭の額及び充用有価証

券等を充用価格により評価した額並びに第１６条第２項において準用する第１４条第４

項及び第１６条第４項の規定により預託を猶予した額の合計額が当社が清算参加者に対

して当該非清算参加者に係る商品清算取引分の取引証拠金所要額として通知した額に満

たないときは、その不足額以上の額を、取引証拠金として、不足額が生じた日の翌日の

午前１１時までに、第１６条第３項に準じて当社に追加預託しなければならない。

（取引証拠金の区分及び管理方法）

第２２条 第１２条から第１６条まで及び第１８条から前条までの取引証拠金の預託は、次

の各号に掲げる取引証拠金に区分して行うものとする。
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（１） 清算参加者が自己の計算による商品市場における取引につき当社に預託する取引

証拠金（以下「清算参加者自己分の取引証拠金」という。）（次号に定める取引証拠金を

除く。）

（２） 清算参加者自己分の取引証拠金のうち、第１３条第３項の規定により、委託者及

び取次委託者の委託又は非清算参加者の商品清算取引の委託に基づく商品市場におけ

る取引につき当社に預託する取引証拠金

（３） 清算参加者が委託者及び取次委託者の委託に基づく商品市場における取引につき

当社に預託する取引証拠金（以下「清算参加者委託分の取引証拠金」という。）のうち、

当該委託者及び当該取次委託者から当該清算参加者に取引証拠金として差し入れられ

たもの（次号に規定する取引証拠金を除く。以下「清算参加者委託分の取引証拠金（直

接預託分）」という。）

（４） 清算参加者委託分の取引証拠金のうち、取次委託者が取次者に取次証拠金を預託

した場合において、当該取次者から清算参加者に当該取次証拠金に相当する取引証拠金

として差し入れられたもの（以下「清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）」

という。）

（５） 清算参加者委託分の取引証拠金のうち、委託者、取次委託者及び取次者が清算参

加者に委託証拠金を預託した場合において、当該清算参加者が当該委託証拠金に相当す

る取引証拠金として当社に預託したもの（以下「清算参加者委託分の取引証拠金（差換

預託分）」という。）

（６） 指定清算参加者が、非清算参加者の自己の計算による商品市場における取引につ

き当社に預託する取引証拠金（以下「非清算参加者自己分の取引証拠金」という。）の

うち、当該非清算参加者から当該指定清算参加者に取引証拠金として差し入れられたも

の（以下「非清算参加者自己分の取引証拠金（直接預託分）」という。）

（７） 指定清算参加者が、清算取次委託者及び清算取次者に対する委託者の委託に係る

商品市場における取引につき当社に預託する取引証拠金（以下「非清算参加者委託分の

取引証拠金」という。）のうち、当該清算取次委託者及び当該清算取次者に対する委託

者から当該非清算参加者に取引証拠金として差し入れられたもの（次号に定める取引証

拠金を除く。以下「非清算参加者委託分の取引証拠金（直接預託分）」という。）

（８） 非清算参加者委託分の取引証拠金のうち、清算取次者に対する委託者が清算取次

者に清算取次証拠金を預託した場合において、当該清算取次者から非清算参加者に当該

清算取次証拠金に相当する取引証拠金として差し入れられたもの（以下「非清算参加者

委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）」という。）

（９） 非清算参加者委託分の取引証拠金のうち、清算取次委託者、清算取次者に対する

委託者及び清算取次者が非清算参加者に委託証拠金を預託した場合において、当該非清

算参加者から指定清算参加者に当該委託証拠金に相当する取引証拠金として差し入れ

られたもの（以下「非清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）」という。）
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２ 当社は、第１２条から第１６条まで及び第１８条から前条までの規定により当社に預託

される取引証拠金について、前項各号に規定する区分により管理を行うものとする。

（日中取引証拠金の預託）

第２３条 清算参加者は、自己分の取引証拠金として当社に預託している金銭の額（当該金

銭が外国通貨である場合には、取引証拠金の預託を行う日の前々日における東京外国為

替市場の対顧客直物電信買相場の当該通貨１単位当たりの円貨額により円貨に換算して

評価した額に当社が定める率を乗じた額をいう。第２６条において同じ。）及び充用有

価証券等を充用価格（取引証拠金の預託を行う日の前々日における時価に当社の定める

率を乗じた額により評価した額をいう。第２６条において同じ。）により評価した額の

合計額が次条に規定する日中取引証拠金所要額に満たないときは、その不足額以上の額

を、自己分の取引証拠金として、その日の午後２時までに当社に追加預託しなければな

らない。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって預託すること

ができる。

２ 当社は、前項の規定により取引証拠金の預託を行わせる場合には、その旨を速やかに清

算参加者に通知する。

３ 第１項の規定にかかわらず、日中取引証拠金所要額から当該所要額を算出する時点で適

用した自己分の取引証拠金所要額を控除した額が１，０００万円以下となる清算参加者

については、自己分の取引証拠金の追加預託の義務を負わないものとする。

４ 前条第２項の規定は、第１項の取引証拠金について準用する。

（日中取引証拠金所要額）

第２４条 日中取引証拠金所要額は、日中リスク再計算額に日中先物取引差金相当額を、当

該額が支払いとなる場合は加え、受領となる場合は減じて得た額に、商品取引債務引受

業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区分口座（同第５３条第１項

第１号に規定する区分口座を除く。以下この条、第２７条、第２９条、第３０条及び第

３２条において同じ。）ごとの担保超過リスク額を合計した額を加えた額とする。この

場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

（１） 日中リスク再計算額

第４条の規定中「先物取引に係る取引参加者の自己の計算による」とあるのは「先

物取引についてはその取引日の午前１１時時点における取引参加者の自己の計算によ

る」と読み替えて同条の規定により計算した自己分の取引証拠金所要額に相当する額

（２） 日中先物取引差金相当額

先物取引について、次のａ及びｂに定める額を合計した額とする。

ａ 先物取引について、その取引日の夜間立会及び日中立会のうち午前１１時までに

行われた自己の計算による先物取引（当該取引日の午前１１時までに行われた立会
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外取引、ＥＦＦ取引、ＥＦＰ取引、ＥＦＳ取引及びストップロス取引を含む。）に

ついて、その約定値段と日中帳入値段との差に相当する額

ｂ 前取引日の自己の計算による建玉について、前取引日の帳入値段と日中帳入値段

との差に相当する額

（３） 商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区

分口座ごとの担保超過リスク額を合計した額

別表１により商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規

定する区分口座ごとに算出される額を合計した額とする。

（日中帳入値段）

第２５条 当社は、第２３条第１項の規定により取引証拠金を預託させることとした場合は、

当社が定めるところにより、日中帳入値段を定める。

（緊急取引証拠金の預託）

第２６条 清算参加者は、エネルギー先物取引（商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９

号。）第２条第３項第１号又は第２号に掲げる取引のうちエネルギーに係るものをいう。

以下同じ。）、貴金属先物取引（当社が行う証券取引等清算業務に係る業務方法書第７

３条の３１の２に規定する貴金属先物取引をいう。以下同じ。）、指数先物取引（同第

３条第２項第５号に規定する指数先物取引をいう。以下同じ。）又は国債証券先物取引

（同項第３号に規定する国債証券先物取引をいう。以下同じ。）の相場が次の各号に該

当する場合その他当社が必要と認めたときにおいて、自己分の取引証拠金として当社に

預託している金銭の額及び充用有価証券等を充用価格により評価した額の合計額が次条

に規定する緊急取引証拠金所要額に満たないときは、その不足額以上の額を、自己分の

取引証拠金として、その日の午後４時までに当社に追加預託しなければならない。この

場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって預託することができる。

（１） エネルギー先物取引の相場が日中立会において当社が定める基準を超えて変動

した場合

（２） 貴金属先物取引の相場が日中立会において当社が定める基準を超えて変動した

場合

（３） 指数先物取引の相場が日中立会において当社が定める基準を超えて変動した場

合

（４） 国債証券先物取引の相場が午後立会において当社が定める基準を超えて変動し

た場合

２ 当社は、前項の規定により取引証拠金の預託を行わせる場合には、その旨を速やかに清

算参加者に通知する。
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３ 第１項の規定にかかわらず、緊急取引証拠金所要額から当該所要額を算出する時点で適

用した自己分の取引証拠金所要額を控除した額が１，０００万円以下となる清算参加者

については、同項の規定による自己分の取引証拠金の追加預託の義務を負わないものと

する。

４ 第２２条第２項の規定は、第１項の取引証拠金について準用する。

（緊急取引証拠金所要額）

第２７条 緊急取引証拠金所要額は、リスク再計算額に先物取引差金相当額を、当該額が支

払いとなる場合は加え、受領となる場合は減じて得た額に、商品取引債務引受業に関す

る業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区分口座ごとの担保超過リスク額を合

計した額を加えた額とする。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定

めるところによる。

（１） リスク再計算額

第４条の規定中「先物取引に係る取引参加者の自己の計算による」とあるのは「先

物取引についてはその取引日の午後１時時点における取引参加者の自己の計算による」

と読み替えて同条の規定により計算した自己分の取引証拠金所要額に相当する額

（２） 先物取引差金相当額

先物取引について、次のａ及びｂに定める額を合計した額とする。

ａ 先物取引について、その取引日の夜間立会及び日中立会のうち午後１時までに行

われた自己の計算による先物取引（当該取引日の午後１時までに行われた立会外取

引、ＥＦＦ取引、ＥＦＰ取引、ＥＦＳ取引、ストップロス取引を含む。）について、

その約定値段と緊急帳入値段との差に相当する額

ｂ 前取引日の自己の計算による建玉について、前取引日の帳入値段と緊急帳入値段

との差に相当する額

（３） 商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区

分口座ごとの担保超過リスク額を合計した額

別表１により商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規

定する区分口座ごとに算出された額を合計した額とする。

（緊急帳入値段）

第２８条 当社は、第２６条第１項の規定により取引証拠金を預託させることとした場合は、

当社の定めるところにより、緊急帳入値段を定める。

（特定先緊急取引証拠金の預託）

第２９条 当社は、次の各号に定める基準に該当した清算参加者に対して、取引証拠金所要

額を引き上げることができる。
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（１） 当該清算参加者のいずれかの商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条

及び同第５４条に規定する区分口座において、次条第１項に規定する商品取引債務引

受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区分口座ごとの通常市場

環境下リスク相当額を当該区分口座に係る取引証拠金見込み額（取引証拠金として預

託される見込みの額として、当社が定めるところにより計算した額。次号において同

じ。）で除して得た比率が、当社が定める数値を超えるとき

（２） 当該清算参加者の次条第２項に規定する当該清算参加者の通常市場環境下リス

ク相当額通算額を自己分の取引証拠金見込み額で除して得た数値が、当該清算参加者

の純資産額又は現金等の財産の状況に応じて当社が定める数値を超えるとき

２ 当社は、前項各号のいずれかに該当した清算参加者に対して、その旨及びその不足額を

速やかに通知する。

３ 前項の通知を受けた清算参加者は、当該不足額以上の額を、自己分の取引証拠金として、

当該通知時間の３時間後までに当社に追加預託しなければならない。この場合において、

当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって預託することができる。

４ 前項の規定にかかわらず、当社は、資金決済インフラの稼働時間その他の預託実務等の

事情を勘案して、当社が特に認めたときは、当該追加預託の期限及び当該額を変更する

ことができる。

５ 第２２条第２項の規定は、第３項の取引証拠金について準用する。

（通常市場環境下リスク相当額等）

第３０条 商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区

分口座ごとの通常市場環境下リスク相当額は、当該区分口座について、別表１のリスク

再計算額に先物取引差金相当額を、当該額が支払いとなる場合は加え、受領となる場合

は減じて得た額とする。

２ 通常市場環境下リスク相当額通算額は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３

条及び同第５４条に規定する区分口座について、前項の規定により計算した額から当該

区分口座の取引証拠金預託見込額を減じた額（正の額に限る。）に商品取引債務引受業

に関する業務方法書第５３条第１項に規定する区分口座について前項の規定により計算

した額を通算した額とする。

３ 当社は、前条第３項の規定により取引証拠金を預託させることとした場合は、当社の定

めるところにより、特定先緊急帳入値段を定める。

（取引証拠金に係る返還請求権）

第３１条 当社に預託された清算参加者の各委託者に係る清算参加者委託分の取引証拠金

に対する返還請求権は、清算参加者委託分の取引証拠金（直接預託分）として当社に預託

された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額並びに清算参加者委託分の取
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引証拠金（差換預託分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価

額の合計額のうち当該委託者により委託証拠金として預託された金銭の額及び充用有価

証券等の時価評価額の合計額（当該委託者が差し入れた取引証拠金が当社に預託されるま

での間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計

額を含む。以下この項において「清算参加者委託者分現預託合計額」という。）を限度と

して、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものと

する。

（１） 当該委託者

清算参加者委託者分現預託合計額から当該委託者が清算参加者に対して負担する商

品市場における取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額

（２） 清算参加者

清算参加者委託者分現預託合計額から、当該清算参加者が当社に対して支払い又は引

き渡すべき当該委託者の委託に基づく商品市場における取引に係る債務のうち未履行

部分に相当する額及び前号に定める額を控除した額

２ 当社に預託された各取次委託者に係る清算参加者委託分の取引証拠金に対する返還請

求権は、清算参加者委託分の取引証拠金（直接預託分）として当社に預託された金銭の額

及び充用有価証券等の時価評価額の合計額、清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換

預託分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額のう

ち当該取次委託者により取次証拠金として預託された金銭の額及び充用有価証券等の時

価評価額の合計額並びに清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）として当社に預託

された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該取次委託者により

取次証拠金又は委託証拠金として預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額

の合計額（当該取次委託者が差し入れた取引証拠金が当社に預託されるまでの間における

当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下こ

の項において「清算参加者取次委託者分現預託合計額」という。）を限度として、次の各

号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。

（１） 当該取次委託者

清算参加者取次委託者分現預託合計額から、当該取次委託者が当該取次者に対して負

担する商品市場における取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した額

（２） 当該取次者

清算参加者取次委託者分現預託合計額から、当該取次者が清算参加者に対して負担す

る当該各取次委託者の委託に基づく商品市場における取引に係る債務のうち未履行部

分に相当する額及び前号に定める額を控除した額

（３） 清算参加者

清算参加者取次委託者分現預託合計額から、当該清算参加者が当社に対して支払い又

は引き渡すべき当該各取次委託者の委託に基づく商品市場における取引に係る債務の
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うち未履行部分に相当する額及び前２号に定める額を控除した額

３ 当社に預託された各取次者に係る清算参加者委託分の取引証拠金に対する返還請求権

は、清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）として当社に預託された金銭の

額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該取次委託者により取次証拠金と

して預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を超えて当社に預託

された額並びに清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）として当社に預託された金

銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該取次委託者により取次証拠

金として預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を超えて委託証

拠金として清算参加者に預託された額（当該取次者が差し入れた取引証拠金が当社に預託

されるまでの間における当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価

額の合計額を含む。以下この項において「清算参加者取次者分現預託合計額」という。）

を限度として、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有す

るものとする。

（１） 当該取次者

清算参加者取次者分現預託合計額から当該取次者が清算参加者に対して負担する商

品市場における取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額（前項第２号の規定によ

り控除された額を除く。）を控除した額

（２） 清算参加者

清算参加者取次者分現預託合計額から、当該清算参加者が当社に対して支払い又は引

き渡すべき当該各取次者の委託に基づく商品市場における取引に係る債務のうち未履

行部分に相当する額（前項第３号の規定により控除された額を除く。）及び前号に定め

る額を控除した額

４ 当社に預託された各清算取次委託者に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する

返還請求権は、委託分の取引証拠金（直接預託分）として当社に預託された金銭の額及び

充用有価証券等の時価評価額の合計額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額のうち当該清算取

次委託者により委託証拠金として預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額

の合計額（当該清算取次委託者が差し入れた取引証拠金が当社に預託されるまでの間にお

ける当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以

下この項において「非清算参加者委託者分現預託合計額」という。）を限度として、次の

各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。

（１） 当該清算取次委託者

非清算参加者委託者分現預託合計額から、当該清算取次委託者が非清算参加者に対し

て負担する商品市場における取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除し

た額

（２） 非清算参加者
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非清算参加者委託者分現預託合計額から、当該非清算参加者が指定清算参加者に対し

て支払い又は引き渡すべき当該清算取次委託者の委託に基づく商品市場における取引

に係る債務のうち未履行部分に相当する額及び前号に定める額を控除した額

（３） 指定清算参加者

非清算参加者委託者分現預託合計額から、当該指定清算参加者が当社に対して支払い

又は引き渡すべき当該清算取次委託者の委託に基づく商品市場における取引に係る債

務のうち未履行部分に相当する額及び前２号に定める額を控除した額

５ 当社に預託された各清算取次者に対する委託者に係る非清算参加者委託分の取引証拠

金に対する返還請求権は、非清算参加者委託分の取引証拠金（直接預託分）として当社に

預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額、非清算参加者委託分の取

引証拠金（取次者差換預託分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時

価評価額の合計額のうち当該清算取次者に対する委託者により清算取次証拠金として預

託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額並びに非清算参加者委託分

の取引証拠金（差換預託分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価

評価額の合計額のうち当該清算取次者に対する委託者により清算取次証拠金又は委託証

拠金として預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額（当該清算取次

者に対する委託者が差し入れた取引証拠金が当社に預託されるまでの間における当該取

引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を含む。以下この項に

おいて「非清算参加者取次委託者分現預託合計額」という。）を限度として、次の各号に

掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。

（１） 当該清算取次者に対する委託者

非清算参加者取次委託者分現預託合計額から、当該清算取次者に対する委託者が当該

清算取次者に対して負担する商品市場における取引に係る債務のうち未履行部分に相

当する額を控除した額

（２） 当該清算取次者

非清算参加者取次委託者分現預託合計額から、当該清算取次者が非清算参加者に対し

て負担する当該清算取次者に対する委託者の委託に基づく商品市場における取引に係

る債務のうち未履行部分に相当する額及び前号に定める額を控除した額

（３） 非清算参加者

非清算参加者取次委託者分現預託合計額から、当該非清算参加者が指定清算参加者に

対して支払い又は引き渡すべき当該清算取次者に対する委託者の委託に基づく商品市

場における取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額及び前２号に定める額を控

除した額

（４） 指定清算参加者

非清算参加者取次委託者分現預託合計額から、当該指定清算参加者が当社に対して支

払い又は引き渡すべき当該清算取次者に対する委託者の委託に基づく商品市場におけ
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る取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額及び前３号に定める額を控除した額

６ 当社に預託された各清算取次者に係る非清算参加者委託分の取引証拠金に対する返還

請求権は、非清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）として当社に預託され

た金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額のうち当該清算取次者に対する委

託者により清算取次証拠金として預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額

の合計額を超えて当社に預託された額並びに非清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託

分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額のうち当

該清算取次者に対する委託者により清算取次証拠金として預託された金銭の額及び充用

有価証券等の時価評価額の合計額を超えて、委託証拠金として非清算参加者である会員等

に預託された額（当該清算取次者が差し入れた取引証拠金が当社に預託されるまでの間に

おける当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を含む。

以下この項において「非清算参加者取次者分現預託合計額」という。）を限度として、次

の各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分について有するものとする。

（１） 当該清算取次者

非清算参加者取次者分現預託合計額から、当該清算取次者が非清算参加者に対して負

担する商品市場における取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額（前項第２号の

規定により控除された額を除く。）を控除した額

（２） 非清算参加者

非清算参加者取次者分現預託合計額から、当該非清算参加者が指定清算参加者に対し

て支払い又は引き渡すべき当該清算取次者の委託に基づく商品市場における取引に係

る債務のうち未履行部分に相当する額（前項第３号の規定により控除された額を除く。）

及び前号に定める額を控除した額

（３） 指定清算参加者

非清算参加者取次者分現預託合計額から、当該指定清算参加者が当社に対して支払い

又は引き渡すべき当該清算取次者の委託に基づく商品市場における取引に係る債務の

うち未履行部分に相当する額（前項第４号の規定により控除された額を除く。）及び前

２号に定める額を控除した額

７ 当社に預託された各非清算参加者に係る非清算参加者自己分の取引証拠金及び非清算

参加者委託分の取引証拠金に対する返還請求権は、非清算参加者自己分の取引証拠金とし

て当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額並びに非清算参

加者委託分の取引証拠金（差換預託分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証

券等の時価評価額の合計額のうち非清算参加者に委託証拠金として預託された金銭の額

及び充用有価証券等の時価評価額の合計額（当該清算取次委託者又は清算取次者が差し入

れた取引証拠金が当社に預託されるまでの間指定市場開設者が定めるところにより非清

算参加者が清算参加者に差し入れ、当該清算参加者が当社に預託した取引証拠金を含む。）

を超えて当社に預託された額（以下この項において「非清算参加者分現預託合計額」とい
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う。）を限度として、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める額に相当する部分につい

て有するものとする。

（１） 当該非清算参加者

非清算参加者分現預託合計額から、当該非清算参加者が指定清算参加者に対して支払

い又は引き渡すべきすべての商品市場における取引に係る債務のうち未履行部分に相

当する額（第４項第２号、第５項第３号及び前項第２号の規定により控除された額を除

く。）を控除した額

（２） 指定清算参加者

非清算参加者分現預託合計額から、指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき

当該非清算参加者の商品清算取引の委託に基づく商品市場における取引に係る債務の

うち未履行部分に相当する額（第４項第３号、第５項第４号及び前項第３号の規定によ

り控除された額を除く。）及び前号に定める額を控除した額

８ 当社に預託された各清算参加者に係る清算参加者自己分の取引証拠金及び清算参加者

委託分の取引証拠金に対する返還請求権は、清算参加者自己分の取引証拠金として当社に

預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額、清算参加者委託分の取引

証拠金（差換預託分）として当社に預託された金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額

の合計額のうち清算参加者に委託証拠金として預託された金銭の額及び充用有価証券等

の時価評価額の合計額（当該委託者が差し入れた取引証拠金が当社に預託されるまでの間

における当該取引証拠金に係る金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額を含

む。）を超えて当社に預託された額（以下この項において「清算参加者分現預託合計額」

という。）を限度として、清算参加者が、清算参加者分現預託合計額から当該各清算参加

者が当社に対して支払い又は引き渡すべきすべての商品市場における取引に係る債務の

うち未履行部分に相当する額（第１項第２号、第２項第３号、第３項第２号、第４項第３

号、第５項第４号、第６項第３号及び前項第２号の規定により控除された額を除く。）を

控除した額に相当する部分について有するものとする。

９ 取引証拠金の返還請求権の行使は、次の各号に定める方法によるものとする。

（１） 清算参加者の有する返還請求権は、当該清算参加者が当該返還請求権の行使であ

る旨を当社に通告し、これを行使するものとする。

（２） 非清算参加者の有する返還請求権は、指定清算参加者が当該非清算参加者の代理

人としてこれを行使するものとする。

（３） 清算参加者の委託者又は取次者の有する返還請求権は、当該清算参加者が当該委

託者又は取次者の代理人としてこれを行使するものとする。

（４） 取次委託者の有する返還請求権は、当該取次委託者の委託に基づく商品市場にお

ける取引を取次者から受託した清算参加者が当該取次委託者の代理人としてこれを行

使するものとする。

（５） 非清算参加者の清算取次委託者又は清算取次者の有する返還請求権は、当該非清
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算参加者及びその指定清算参加者が当該清算取次委託者又は清算取次者の代理人とし

てこれを行使するものとする。

（６） 清算取次者に対する委託者の有する返還請求権は、当該清算取次者に対する委託

者の委託に基づく商品市場における取引を清算取次者から受託した非清算参加者及び

その指定清算参加者が当該清算取次者に対する委託者の代理人としてこれを行使する

ものとする。

（取引証拠金所要額の通知）

第３２条 当社は、取引日ごとに、建玉確定処理（商品取引債務引受業に関する業務方法書

第５５条の規定による申告数量を決済に係るものとして減じる処理をいう。以下この条

において同じ。）の後に、その取引日の自己分の取引証拠金所要額を清算参加者に通知

するものとする。

２ 当社は、取引日ごとに、その取引日の建玉確定処理後に、商品取引債務引受業に関する

業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区分口座ごとに第６条で規定する取引証

拠金所要額を、当該区分口座におけるその取引日の委託分及び商品清算取引分の取引証

拠金所要額として、清算参加者に対し、通知するものとする。

（委託分、取次者及び商品清算取引分のポジション申告）

第３３条 清算参加者は、取引日ごとに、各銘柄について、商品取引債務引受業に関する業

務方法書第５３条第２号ａ、同条第３号ａ及び同第５４条第２号ａに規定する区分口座

ごとに、当該銘柄に係る各委託者等又は任意に細分化した単位の売建玉及び買建玉に係

る情報を当社が定める時限までに当社に申告するものとする。この場合において、当該

清算参加者は、当該売建玉及び買建玉のうち、商品清算取引の委託に基づく売建玉及び

買建玉に係る情報に限り、自らの申告に代えて、非清算参加者をして申告を行わせるこ

とができる。

（委託者の委託及び非清算参加者の商品清算取引に係る商品市場における取引に関する事

項の報告義務）

第３４条 清算参加者は、委託者（取次委託者を含む。本条において同じ。）の委託に基づ

く清算約定の数量その他委託者の委託に基づく商品市場における取引に関する事項及び

商品清算取引に係る清算約定の数量その他商品清算取引に係る商品市場における取引に

関する事項で当社が必要と認める事項について当社から報告を求められたときは、直ちに

当該事項を記載した書面を当社に提出しなければならない。

第３章 受渡代金等
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（自己分の受渡代金等の預託）

第３５条 清算参加者は、自己の計算による商品市場における取引で受渡しにより決済する

場合であって、当該決済が金銭又は有価証券その他の物をもって行われるときは、受渡し

の決済のための金銭又は有価証券その他の物（以下「受渡代金等」という。）を、当社に

預託することができる。

（委託分の受渡代金等の預託）

第３６条 清算参加者は、委託者が受渡代金等を差し入れた場合にあっては、当該受渡代金

等を、当該委託者の代理人として、当社に預託することができる。

（取次者に係る受渡代金等の預託）

第３７条 清算参加者は、取次者が取次委託者の代理人として受渡代金等を差し入れた場合

は、当該の受渡代金等を、当該取次委託者の代理人として当社に預託することができる。

（商品清算取引分の受渡代金等の預託）

第３８条 清算参加者は、会員等である非清算参加者が差し入れた受渡代金等を、当該非清

算参加者、当該非清算参加者の清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者の代理人と

して、当社に預託することができる。

（受渡代金等に係る返還請求権）

第３９条 当社に預託された各清算参加者に係る受渡代金等に対する返還請求権は、清算参

加者が有するものとする。

２ 当社に預託された各非清算参加者に係る非清算参加者自己分の受渡代金等に対する返

還請求権は、当該非清算参加者が有するものとする。

３ 当社に預託された清算参加者の各委託者に係る清算参加者委託分の受渡代金等に対す

る返還請求権は、当該委託者が有するものとする。

４ 当社に預託された各取次委託者に係る清算参加者委託分の受渡代金等に対する返還請

求権は、当該取次委託者が有するものとする。

５ 当社に預託された各清算取次委託者に係る非清算参加者委託分の受渡代金等に対する

返還請求権は、当該清算取次委託者が有するものとする。

６ 当社に預託された各清算取次者に対する委託者に係る非清算参加者委託分の受渡代金

等に対する返還請求権は、当該清算取次者に対する委託者が有するものとする。

７ 受渡代金等の返還請求権の行使は、次の各号に定める方法によるものとする。

（１） 清算参加者の有する返還請求権は、当該清算参加者が当該返還請求権の行使である

旨を当社に通告し、これを行使するものとする。

（２） 非清算参加者の有する返還請求権は、指定清算参加者が当該非清算参加者の代理人
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としてこれを行使するものとする。

（３） 清算参加者の委託者の有する返還請求権は、当該清算参加者が当該委託者の代理人

としてこれを行使するものとする。

（４） 取次委託者の有する返還請求権は、当該取次委託者の委託に基づく商品市場におけ

る取引を取次者から受託した清算参加者が当該取次委託者の代理人としてこれを行使

するものとする。

（５） 非清算参加者の清算取次委託者の有する返還請求権は、当該非清算参加者及びその

指定清算参加者が当該清算取次委託者の代理人としてこれを行使するものとする。

（６） 清算取次者に対する委託者の有する返還請求権は、当該清算取次者に対する委託者

の委託に基づく商品市場における取引を清算取次者から受託した非清算参加者及びそ

の指定清算参加者が当該清算取次者に対する委託者の代理人としてこれを行使するも

のとする。

第４章 支払不能等による債務引受停止の場合における未決済約定の取扱い等

第１節 未決済約定の取扱い

（清算参加者の自己の計算による未決済約定の取扱い）

第４０条 当社は、支払不能等による債務引受停止を行った場合は、支払不能等による債務

引受停止を受けた清算参加者の自己の計算による未決済約定（取引 終日が到来した限

月取引の取引 終日後における当該限月取引の未決済約定及び受渡決済の対象となる建

玉が確定した日後における当該建玉に係る未決済約定を除く。以下この章において同じ。）

について、当社が指定する他の清算参加者をして転売若しくは買戻しを行わせることが

できるものとする。

２ 前項の場合においては、当社が指定した他の清算参加者と支払不能等による債務引受停

止を受け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。

（清算参加者の委託者の委託に基づく未決済約定の取扱い）

第４１条 当社は、清算参加者が指定市場開設者から支払不能等による取引停止等を受けた

場合は、当該指定市場開設者が行う措置の内容に応じて、当社と支払不能等による取引停

止等を受けた清算参加者（以下「支払不能等清算参加者」という。）の未決済約定のうち

当該支払不能等清算参加者の委託者の委託に基づくものについて、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。

（商品清算取引の委託に基づく未決済約定の取扱い）

第４２条 当社は、非清算参加者が指定市場開設者から支払不能等による取引停止等を受け
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た場合は、当該指定市場開設者が行う措置の内容に応じて、支払不能等による取引停止等

を受けた当該非清算参加者の指定清算参加者の未決済約定のうち当該非清算参加者の商

品清算取引の委託に基づくものについて、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 指定清算参加者が支払不能等による債務引受停止を受けたことにより指定市場開設者

から商品清算取引の委託の停止を受けた非清算参加者に対する措置として、当該指定清算

参加者の未決済約定のうち当該非清算参加者の商品清算取引の委託に基づくものについ

て、他の清算参加者への引継ぎ又は必要な整理を行わせる場合には、第３１条第９項第２

号の指定清算参加者の代理権は消滅するものとする。

第２節 清算参加者の委託分の取引証拠金の取扱い

（委託分の取引証拠金の取扱い）

第４３条 当社は、第４１条の規定により支払不能等清算参加者の委託者の委託に基づく未

決済約定の他の清算参加者への引継ぎ（以下「支払不能による売買停止時の建玉の移管」

という。）を行った場合（移管を受けた当該他の清算参加者を以下「移管先清算参加者」

という。）には、支払不能等清算参加者が当社に預託していた当該委託者に係る委託分の

取引証拠金（第３１条の規定により当該委託者又は取次委託者が返還請求権を有する部分

に限る。次項において同じ。）について、当該支払不能による売買停止時の建玉の移管が

行われた日に当該移管先清算参加者（指定市場開設者が定めた移管先会員等が非清算参加

者である場合には、当該移管先会員等及びその指定清算参加者である移管先清算参加者）

を代理人として、当社に預託したものとみなす。

２ 前項の規定により当社に預託したものとみなされる当該委託者に係る委託分の取引証

拠金のうち、清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）として預託されているものの

額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額とする。

（１） 委託者が支払不能等清算参加者に委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価

証券等の時価評価額の合計額に相当する額

（２） 支払不能等清算参加者が当社に預託していた清算参加者委託分の取引証拠金（差換

預託分）から、当該支払不能等清算参加者が清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）

として預託していた外国通貨をもって円貨を取得し、又は充用有価証券等を次条の規定に

より当社が換金したときの当該換金に要した費用を差し引いた額を、各委託者が支払不能

等清算参加者に委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の

合計額に相当する額に応じてあん分した額

（差換預託分の取引証拠金等の換金）

第４４条 指定市場開設者が支払不能等清算参加者の委託者の委託に基づく未決済約定に
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ついて転売若しくは買戻しを行わせることとした場合又は支払不能等清算参加者の委託

者の委託に基づく支払不能による売買停止時の建玉の移管を行わせることとした場合に

は、当社は、清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）として預託されている外国通

貨の全部若しくは一部をもって当社が適当と認める方法により円貨を取得し、又は預託さ

れている充用有価証券等の全部又は一部を当社が適当と認める方法により換金すること

ができる。この場合において、支払不能等清算参加者及びその委託者と当社との間に委任

契約が成立していたものとする。

２ 前項の場合において、指定市場開設者が支払不能等清算参加者の取次者の委託に基づく

未決済約定について転売若しくは買戻しを行わせることとした場合又は支払不能等清算

参加者の取次者の委託に基づく支払不能による売買停止時の建玉の移管を行わせること

とした場合において、当該取次者が指定市場開設者が支払不能等清算参加者に対する商品

市場における取引に係る債務について期限の利益を喪失している取次者又は支払不能に

よる売買停止時の建玉の移管を行うことが適当でないと認める取次者として定める者で

あるときは、当社は、清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）として預託さ

れている外国通貨の全部若しくは一部をもって当社が適当と認める方法により円貨を取

得し、又は預託されている充用有価証券等の全部又は一部を当社が適当と認める方法によ

り換金することができる。この場合において、支払不能等清算参加者、取次者及びその取

次委託者と当社との間に委任契約が成立していたものとする。

（差換預託分の取引証拠金等の取扱いの特例）

第４５条 前条第１項の規定により当社が外国通貨をもって円貨を取得し、又は充用有価証

券等を換金した場合は、清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）の額は、支払不能

等清算参加者が清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）として当社に預託している

当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る充用有価証券等以外の充用有価

証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及

び当該換金後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭の合計額とす

る。

２ 前条第２項の規定により当社が外国通貨をもって円貨を取得し、又は充用有価証券等を

換金した場合は、清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）の額は、支払不能

等清算参加者が清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）として当社に預託し

ている当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る充用有価証券等以外の充

用有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の

金銭及び当該換金後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭の合計

額とする。

（委託分の取引証拠金に係る返還請求権の特例）
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第４６条 第４３条第１項の規定により当社に預託したものとみなされる委託分の取引証

拠金に係る委託者の返還請求権は、同項に規定する移管先清算参加者が代理人としてこれ

を行使するものとする。

２ 指定市場開設者が支払不能等清算参加者の委託者の委託に基づく未決済約定について

転売若しくは買戻しを行わせることとした場合又は支払不能等清算参加者の委託者の委

託に基づく支払不能による売買停止時の建玉の移管を行わせることとした場合には、当該

支払不能等清算参加者の委託者（支払不能による売買停止時の建玉の移管を行った委託者

を除く。）に係る委託分の取引証拠金の返還請求権は、当社に対し直接行使することがで

きるものとする。この場合において、当該委託者に係る委託分の取引証拠金が清算参加者

委託分の取引証拠金（差換預託分）として預託されているときは、第４３条第２項各号に

掲げる額のうちいずれか小さい額を限度とするものとする。

３ 当社は、前項の規定により、支払不能等清算参加者の委託者が委託分の取引証拠金の返

還請求権を当社に対し直接行使する場合は、当該委託者の委託に基づく未決済約定につ

いて、転売若しくは買戻し、 終決済又は受渡決済が行われた日以後において、当社が

必要と認める事項を当社に申告させるものとする。

４ 前項の場合において、当該委託者に係る清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）

として預託されているものの返還請求を受けたときは、当社は金銭により返還するものと

する。

（取次者に係る委託分の取引証拠金に係る返還請求権の特例）

第４７条 指定市場開設者が支払不能等清算参加者の取次者の取次委託者に係る未決済約

定について転売又は買戻しを行わせることとした場合において、取次者が指定市場開設者

が支払不能等清算参加者に対する商品市場における取引に係る債務について期限の利益

を喪失している取次者又は支払不能による売買停止時の建玉の移管を行うことが適当で

ないと認める取次者として定める者であるときは、当該取次委託者は、転売若しくは買戻

し、 終決済又は受渡決済が行われた日以後に、当該取次者が指定市場開設者が支払不能

等清算参加者に対する商品市場における取引に係る債務について期限の利益を喪失して

いる取次者又は支払不能による売買停止時の建玉の移管を行うことが適当でないと認め

る取次者として定める者である旨及び当該取次委託者が有する返還請求権の額を当社に

通告し、当社に対し委託分の取引証拠金の返還請求権の直接行使に関する承諾を求めるこ

とができるものとする。

２ 前項の場合において、当社は、支払不能等清算参加者に対し当社が必要と認める書面の

提出を求めることにより、当該通告事項の内容を確認するものとする。

３ 当社は、前項の確認を行った場合は、当該返還請求権の直接行使に関する承諾を行うも

のとする。

４ 前項の場合において、当該取次委託者に係る委託分の取引証拠金（当該取次委託者から
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の直接預託分の取引証拠金として当社に預託されているものを除く。）に対する返還請求

権は、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額を限度とするものとする。

（１） 取次委託者が取次者に取次証拠金として又は支払不能等清算参加者に委託証拠金と

して預託した金銭の額（当該金銭が外国通貨である場合には、その時価を当該支払不能

等による取引停止等を行った日の前日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買

相場の当該通貨１単位当たりの円貨額により円貨に換算した額をいう。）及び充用有価

証券等の時価評価額（指定市場開設者が支払不能等による取引停止等を行った日の前日

における時価により評価した額をいう。）の合計額に相当する額

（２） 次のａ及びｂに掲げる額の合計額を、当該取次委託者が当該取次者に取次証拠金と

して預託した又は委託証拠金として差し入れた金銭の額及び充用有価証券等の時価評

価額の合計額に相当する額に応じてあん分した額

ａ 第４５条第１項に規定する清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）の額を、

各委託者、各取次者及び各取次委託者が支払不能等清算参加者に委託証拠金として預

託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額（当該支払不

能等清算参加者が委託者、取次者及び取次委託者から差し入れられた取引証拠金を当

社に預託するまでの間における当該取引証拠金として差し入れられた金銭の額及び

充用有価証券等の時価評価額の合計額を含む。）に応じてあん分した額

ｂ 第４５条第２項に規定する清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）の

額

５ 当社は、前項の返還請求を受けた場合は、直接預託分の取引証拠金に係るものを除き、

金銭により返還するものとする。

（移管された未決済約定に係る取引証拠金の返戻等）

第４８条 移管先清算参加者は、第４３条第１項の規定により当社に預託したものとみなさ

れた取引証拠金の返戻を受けようとする場合は、当社が必要と認める事項を当社に申告し

なければならない。

第３節 非清算参加者の委託分の取引証拠金の取扱い

（委託分の取引証拠金の取扱い）

第４９条 第４３条から前条までの規定は、非清算参加者が指定市場開設者から支払不能等

による取引停止等を受けた場合の当該非清算参加者の委託分の取引証拠金の取扱いにつ

いて準用する。この場合において、「第４１条」とあるのは「第４２条」と、「支払不能等

清算参加者」とあるのは「支払不能等による取引停止等を受けた非清算参加者」と、「委

託者」とあるのは「清算取次委託者」と、「取次委託者」とあるのは「清算取次者に対す

る委託者」と、「清算参加者委託分の取引証拠金（差換預託分）」とあるのは「非清算参加
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者委託分の取引証拠金（差換預託分）」と、「転売若しくは買戻し」とあるのは「転売若し

くは買戻しの委託」と、「及びその委託者」とあるのは「の指定清算参加者、支払不能等

による取引停止等を受けた非清算参加者及びその清算取次委託者」と、「取次者」とある

のは「清算取次者」と、「清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）」とあるの

は「非清算参加者委託分の取引証拠金（取次者差換預託分）」と、「、取次者及びその取次

委託者」とあるのは「の指定清算参加者、支払不能等による取引停止等を受けた非清算参

加者、清算取次者及びその清算取次者に対する委託者」と、「転売又は買戻し」とあるの

は「転売又は買戻しの委託」と、「取次証拠金」とあるのは「清算取次証拠金」と読み替

えるものとする。

第３節の２ 委託分の受渡代金等の取扱い

（受渡代金等に係る返還請求権の特例）

第５０条 清算参加者が当社から支払不能等による債務引受停止を受けた場合若しくは清

算参加者が指定市場開設者から支払不能等による取引停止等を受けた場合又は非清算参

加者が指定市場開設者から支払不能等による取引停止等を受けた場合には、当該清算参加

者の委託者等に係る委託分の受渡代金等の返還請求権は、当社に対し直接行使することが

できるものとする。

２ 当社は、前項の規定により、委託者等が委託分の受渡代金等の返還請求権を当社に対し

直接行使する場合は、当社が必要と認める事項を当社に申告させるものとし、当該申告を

適当と認めた時は、当社の本店所在地においてその支払いを行うものとする。なお、当該

返還請求権の行使は、当該委託者等に係る未決済約定がすべて決済された日以後において

できるものとする。

第４節 雑則

（未決済約定の引継ぎ等に伴うその他の取扱い）

第５１条 第２３条から前条までに定めるもののほか、未決済約定の引継ぎ等に必要な事項

は、当社がその都度定める。

第４章 取引証拠金の預託の委託に係る契約

（差換預託ＬＧ契約に係る契約額の届出）

第５２条 会員等が差換預託ＬＧ契約を締結したときは、別に定めるところにより、当社に

その旨を届け出るものとする。

２ 当社は、前項の届出を受理したときは、当該差換預託ＬＧ契約の効力が存する間に限り、
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当該差換預託ＬＧ契約において当社に預託されることとなっている金額に相当する取引

証拠金の全部又は一部について、その預託を猶予することができる。

３ 当社は、第１項の届出に基づき、取引証拠金の預託を猶予する場合において、当該届出

を行った会員等に対して預託を猶予する額、適用日その他の必要な事項を書面により通知

するものとする。当該届出を行った者が取次者である場合にあっては、当社は、その会員

等を通じて通知するものとする。

（差換預託ＬＧ契約に係る猶予額の預託の指示）

第５３条 当社は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者等を保護するため必

要があると認めるときは、会員等又は取次者と差換預託ＬＧ契約を締結した銀行等又は当

該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前条第２項の規定によ

り預託を猶予した取引証拠金を当社に預託すべき旨を指示するものとする。

（差換預託ＬＧ契約に伴うその他の取扱い）

第５４条 前２条のほか、差換預託ＬＧ契約に関し必要な事項については、当社が別に定め

るところによるものとする。

（直接預託ＬＧ契約）

第５５条 清算参加者（自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。以下、

この条から第５８条までにおいて同じ。）、非清算参加者（清算参加者がその委託をした非

清算参加者の計算において商品清算取引を行う場合に限る。以下、この条から第５８条ま

でにおいて同じ。）又は委託者等は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ当社の

承認を受けた場合は、銀行等と直接預託ＬＧ契約を締結することができる。

２ 清算参加者、非清算参加者又は委託者等は、銀行等と直接預託ＬＧ契約を締結しようと

するときは、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

（１） 法第１７９条第８項において準用する法第１０３条第１１項の規定による当社の

指示（以下「預託の指示」という。）を受けたときは、当該清算参加者、非清算参加者

又は委託者等のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当社に預託されるも

のであること。

（２） 当該契約に基づく銀行等の債務と当該清算参加者、非清算参加者又は委託者等に

対する債権を相殺することを禁止するものであること。

（３） 月の１日を開始日とする年間契約であること。

（４） あらかじめ当社の承認を受けた場合を除き、契約の解除及び契約内容の変更をす

ることができないものであること。

（５） 当該契約を終了する場合にあっては、現契約の契約期間満了日の１か月前（休日

の場合は、その前営業日）までに、その旨を当社に通知をするものであること。
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（６） 当社が、当該契約の効力が存する間に預託の指示の原因が発生し商品市場におけ

る取引の公正の確保の必要があると認めることとなったときは、当社は、当該契約の効

力が存する間が経過したのち１か月間預託の指示をすることができるものとし、この契

約の効力は、指示に基づく預託が終了するまで延長する内容を含む契約であること。

（直接預託ＬＧ契約の申請及び承認）

第５６条 清算参加者、非清算参加者又は委託者等は、直接預託ＬＧ契約の締結、変更又は

解除に係る当社の承認を受けようとするときは、当社が別に定めるところにより、書面を

もって申請しなければならない。

２ 当社は、直接預託ＬＧ契約の締結及び変更の申請が次に掲げる要件に適合していると認

めるときは、前項の承認を行うものとする。

（１） 申請に係る契約の内容が前条第２項各号に掲げる要件に適合するものであること。

（２） 当該契約の相手方である銀行等が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用力

を有すること。

３ 当社は、第１項の申請者に対して承認又は不承認の結果を書面により通知するものとす

る。

（直接預託ＬＧ契約に係る契約額の届出）

第５７条 前条の承認を受けた清算参加者、非清算参加者又は委託者等は、直接預託ＬＧ契

約を締結、変更又は解除したときは、当社が別に定めるところにより、当社にその契約書

の写し（銀行等の代表取締役印が押印された証明書が付属したものとする。）を届け出る

ものとする。

２ 当社は、前項の届出を受理したときは、当該直接預託ＬＧ契約の効力が存する間に限り、

当該直接預託ＬＧ契約において当社に預託されることとなっている金額に相当する取引

証拠金の全部又は一部について、その預託を猶予することができる。

３ 当社は、第１項の届出に基づき、取引証拠金の預託を猶予する場合において、当該届出

を行った清算参加者、非清算参加者又は委託者等に対して当該届出を受理したこと、預託

を猶予する限度額、適用日その他の必要な事項を書面により通知するものとする。

（直接預託ＬＧ契約に係る猶予額の預託の指示）

第５８条 当社は、商品市場における取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、

清算参加者、非清算参加者又は委託者等と直接預託ＬＧ契約を締結した銀行等又は当該清

算参加者、非清算参加者又は委託者等に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前条

第２項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当社に預託すべき旨を指示するものと

する。
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（直接預託ＬＧ契約に伴うその他の取扱い）

第５９条 第５５条から前条までの規定のほか、直接預託ＬＧ契約に関し必要な事項につい

ては、当社が別に定めるところによるものとする。

第５章 雑則

（商品清算取引に対する適用）

第６０条 商品清算取引の委託の取次ぎについては、この規則に特に定めのある場合を除き、

商品清算取引を委託した会員等を当該商品清算取引に係る商品市場における取引の取次

ぎを行う者とみなして、第２章から前章までの規定を適用する。

（取引証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する必要事項の決定）

第６１条 当社は、この規則に定める事項のほか、商品市場における取引に係る取引証拠金

及び未決済約定の取扱い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。

（改正権限）

第６２条 この規則の変更は、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 この規則は、令和２年７月２７日から施行する。

２ 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

規則を適用することが適当でないと当社が認める場合には、商品先物取引に係る取引証拠

金及び支払不能等による債務引受停止の場合における未決済約定の取扱いその他必要な

事項について、当社がその都度定める。

３ 第２４条、第２７条及び第２９条の規定にかかわらず、大阪堂島商品取引所における取

引に係る建玉については、当分の間、第２４条に定める日中取引証拠金所要額、第２７条

に定める緊急取引証拠金所要額及び第２９条に定める特定先緊急取引証拠金の算出にお

いて対象外とする。

４ この規則施行の日以前において、株式会社日本商品清算機構の定める商品取引債務引受

業に関する業務方法書に基づいて締結された差換預託ＬＧ契約及び直接預託ＬＧ契約に

ついては、この規則施行の日においてこの規則の相当する規定に基づいてなされた契約と

みなす。



９

361

別表１

商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定す

る各区分口座の担保超過リスク額の算出に関する表

商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する各区分口座

の担保超過リスク額は、算出時点において、一の区分口座における顧客の委託若しくは非清

算参加者の商品清算取引の委託に基づく建玉のそれぞれについて、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ａからｃまでに定めるとおりとす

る。

担保超過リスク額

＝一の区分口座におけるリスク再計算額＋一の区分口座における先物取引差金相当額－

一の区分口座における取引証拠金預託額

ａ 一の区分口座におけるリスク再計算額とは、区分口座ごとに次の計算式により算出さ

れる額とする。

（ａ） 一の区分口座が商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条第２号ｂ、同

条第３号ｂ、同第５４条第１号又は同条第２号ｂに規定する区分口座の場合の計算

式

一の区分口座におけるリスク再計算額

＝一の区分口座におけるＳＰＡＮ証拠金額

（注１） 一の区分口座におけるＳＰＡＮ証拠金額とは、算出時点における先物取引

に係る一の区分口座の計算による建玉について、ＳＰＡＮにより計算した証

拠金額をいう。

（ｂ） 一の区分口座が商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条第２号ａ、同

条第３号ａ又は同第５４条第２号ａに規定する区分口座の場合の計算式

一の区分口座におけるリスク再計算額

＝前取引日通知取引証拠金所要額＋リスク変動相当額

（注１） 前取引日通知取引証拠金所要額とは、第３２条第２項の規定に基づき前取

引日に当社が清算参加者に対して一の区分口座の取引証拠金所要額として

通知した額をいう。

（注２） リスク変動相当額とは、算出時点におけるａの（ａ）の規定に基づき算出

した一の区分口座におけるＳＰＡＮ証拠金額から前取引日においてａの（ａ）

の規定に基づき算出した一の区分口座におけるＳＰＡＮ証拠金額を減じて

得た額をいう。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
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ｂ 一の区分口座における先物取引差金相当額とは、算出時点の一の区分口座における各

取引に係る先物取引差金相当額をいう。

ｃ 一の区分口座における取引証拠金預託額とは、算出時点で一の区分口座の取引証拠金

として預託されている金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額

別表２

取引受渡証拠金所要額の算出に関する表

１．エネルギーに係る取引受渡証拠金所要額

（１） 清算参加者が受渡しを行う場合のエネルギーに係る取引受渡証拠金所要額は、

次に定める計算式により算出される額とする。

  エネルギーに係る取引受渡証拠金所要額

  ＝ 受渡値段 × 受渡単位の倍率 ×
１０

１００

（２） 前号に定める取引受渡証拠金は、次に定める期間算出するものとする。

ａ 渡方にあっては、当月限納会日（申告受渡又は希望受渡しにあっては当該決定

日）から受方より受渡完了通知書が提出された日（ＡＤＰによる受渡しにあって

は、市場開設者が申出を承認した日）まで

ｂ 受方にあっては、当月限納会日（申告受渡又は希望受渡しにあっては当該決定

日）から受渡代金等を当社に差し出した日（ＡＤＰによる受渡しにあっては、市

場開設者が申出を承認した日。ただし、当月限第１営業日以降にＡＤＰを市場開

設者に申し出て承認を受けた場合における受方にあっては、市場開設者が申出を

承認した日の翌営業日）まで

２．大阪堂島農産物及び大阪堂島砂糖に係る取引受渡証拠金所要額

（１） 清算参加者がとうもろこし及び粗糖の受渡しを行う場合の大阪堂島農産物及

び大阪堂島砂糖に係る取引受渡証拠金所要額は、次に定める計算式により算出され

る額とする。

  大阪堂島農産物及び大阪堂島砂糖に係る取引受渡証拠金所要額

  ＝ 受渡値段 × 受渡単位の倍率 ×
５

１００

（２） 前号に定める取引受渡証拠金は、当月限納会日（早受渡しにあっては当該成
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立日）から調整等が完了し当社が預託の必要がないと認める日まで算出するものと

する。
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商品取引債務引受業に関する業務方法書の取扱い

（目的）

第１条 この規則は、商品取引債務引受業に関する業務方法書（以下「業務方法書」とい

う。）に基づき当社が定める事項及び業務方法書の運用にあたり必要な事項について規定

する。

（商品取引清算資格の取得申請）

第２条 業務方法書第６条第１項に規定する商品取引清算資格の取得申請は、商品取引清

算資格の取得申請者が、次の各号に掲げる事項を記載した所定の商品取引清算資格取得

申請書を当社に提出して行うものとする。

（１） 取得しようとする商品取引清算資格の種類、自社清算資格又は他社清算資格の

別

（２） 商号又は名称（英文の商号又は名称を含む。）

（３） 本店又は主たる事務所の所在地

（４） 代表者名

（５） 商品取引清算資格の取得申請理由

２ 前項の商品取引清算資格取得申請書には、当社が必要と認める書類を添付しなければ

ならない。

（親会社等保証に関する書面）

第３条 業務方法書第６条第２項及び同第１２条に規定する当社が定める様式は、別紙様

式１の様式とする。

（商品取引清算資格の取得手続）

第４条 業務方法書第８条第１項に規定する商品取引清算資格の取得手続は、清算資格取

得手数料の納入その他当社が必要と認める手続とする。

２ 前項に規定する清算資格取得手数料は、取得する商品取引清算資格の種類ごとに１０

０万円とし、消費税額及び地方消費税額を加算して納入するものとする。ただし、業務

方法書及び証券取引等清算業務に関して定める業務方法書に規定する複数の種類の清算

資格を同時に取得する場合にあっては、その数にかかわらず１００万円とし、消費税額

及び地方消費税額を加算して納入するものとする。

（届出事項）

第５条 業務方法書第１４条、同第１５条、同第１９条、同第４４条及び同第４５条に規

定する当社への届出は、当社が指定するときまでに、所定の様式に当社が必要と認める
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書類を添付して行うものとする。

（審問に関する手続）

第６条 業務方法書第１６条第２項の審問の手続は、次の各号に定めるところによる。

（１） 当社は、あらかじめ審問の事項及び期日をその対象とする清算参加者に対して

通知するものとする。

（２） 当該清算参加者は、審問の際に陳述を行うことができるものとし、当社は審問

の事項、陳述内容その他の事項について記録を作成するものとする。

（報告事項）

第７条 業務方法書第２０条に規定する当社が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、

所定の報告書に当社が必要と認める書類を添付して報告するものとする。

（１） 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法を定めた

とき又は変更したとき

（２） 商品先物取引業者にあっては商品先物取引業を、商品先物取引業者以外の者に

あっては商品先物取引に関連する業務を休止し、又は再開したとき

（３） 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立

て（外国の法令上これらに相当する申立てを含む。）を行ったとき若しくは清算開始

となったとき又はこれらの事実（外国の法令上これらに相当する事実を含む。）を知

ったとき

（４） 支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったとき

（５） 商品先物取引業者の許可（許可の更新を含む）を受けられないこととなったと

き、又は許可に条件が付せられ若しくは当該条件が変更されたとき

（６） 総株主の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき

議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成１７

年法律第８６号）第８７９条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる

株式についての議決権を含む。）又は出資に係る議決権の過半数が一の個人又は他の

一の法人その他の団体によって保有されることを知ったとき。

（７） 大株主上位１０名（自己又は他人の名義をもって所有する株式の数が多い順に

１０名の株主をいう。）に関し変更があったとき

（８） 役員が他の会社その他の法人の役員に就任又は退任したとき

（９） 商品先物取引業者のうち法第２１１条第１項の規定により純資産額規制比率を

適用される商品先物取引業者にあっては、純資産額規制比率が１４０パーセントを

下回ったとき（他社清算参加者である場合は、純資産額規制比率が２００パーセン

トを下回ったとき）その他の法又は金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）に

定める財務に関する基準に抵触し、監督官庁に届け出たとき



１０

366

（１０） 法、金融商品取引法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定による処分

を受けたとき、又は処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたとき

（１１） 前号に規定する処分に伴い行政官庁に対し改善策等を報告したとき。

（１２） 商品取引所（法第２条第４項の商品取引所をいう。以下同じ。）、金融商品取

引法に基づき設立された金融商品取引所（以下「金融商品取引所」という。）若しく

は金融商品取引清算機関（以下「金融商品取引清算機関」という。）、電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号）に基づき指定された卸電力取引所（以下「卸電力取引所」

という。）又はこれらに相当する外国の取引所等から処分を受けたとき、又は処分に

係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたとき

（１３） 清算参加者の役員が法第１５条第２項第１号イからルまでのいずれかに該当

したとき

（１４） 民事事件に係る訴え（訴訟の目的の価額が３億円未満のものを除く。）を提起

され若しくは当該訴訟について判決等があったとき（上訴の場合を含む。）又は民事

調停法による調停（調停を求める事項の価額が３億円未満のものを除く。）を申し立

てられ若しくは当該調停事件が終結したとき。

（１５） 当該清算参加者を指定清算参加者として指定している非清算参加者が決済を

履行しない場合又はそのおそれのある状態となったとき

（１６） 資本金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３億円を下回ることとなったとき又は純資産額が１０億円（他

社清算参加者である場合は２００億円）を下回ることとなったとき

（１７） 租税滞納処分若しくはその処分の例によって差押えを受け、又は裁判所から

差押え、仮処分その他の保全処分をうけたとき

（１８） 犯罪嫌疑のため起訴されたとき（役員を含む。）

（１９） 当社が定める関係会社に関する報告書を作成したとき

（２０） 事業報告書を作成したとき（会計監査人設置会社にあっては、事業報告書に

添付される計算書類に係る会計監査人の監査報告書が添付されたもの。）

（２１） 当社が定める決算概況表又は中間決算概況表を作成したとき

（２２） 商品先物取引業者にあっては、月次報告書（商品先物取引法施行規則（平成

１７年農林水産省・経済産業省令第３号。以下「省令」という。）に様式第１２号と

して規定する書類をいう。）を作成したとき

（２３） 非清算参加者との間で商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行の

確実性の観点から清算受託契約を解約することができる旨の条件を定めたとき又は

変更したとき

（２４） 事業年度の末日の変更があったとき

（２５） 指定市場開設者に建玉の移管に関する届出を行ったとき

２ 前項第１９号に定める関係会社に関する報告書は、清算参加者が金融商品取引業者の
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場合は、金融商品取引法第４６条の３第２項の規定に基づく関係会社に関する報告書、

登録金融機関の場合は、同法第４８条の２第２項の規定に基づく関係会社に関する報告

書、外国法人である金融商品取引業者の場合は、同法第４９条の３第２項の規定に基づ

く関係会社に関する報告書を提出するものとする。

３ 第１項第２０号に定める事業報告書は、以下のとおりとする。

（１）清算参加者が商品先物取引業者の場合は、省令第１１６条に基づき作成する書類

（２）清算参加者が商品先物取引業者以外の場合は、省令第１１６条に基づき作成する

書類又は次の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

ａ 金融商品取引法第２４条に規定する有価証券報告書を作成している者

同報告書

ｂ 金融商品取引法第４６条の３に基づき事業報告書を作成している者（前ａに掲げ

る者を除く。）

同報告書

ｃ 銀行法（昭和５６年法律第５９号）第１９条に基づき業務報告書を作成している

者（ａ又は前ｂに掲げる者を除く。）

同報告書

ｄ 会社法（平成１７年法律第８６号）第４３５条第２項に基づき計算書類及び事業

報告書並びにこれらの附属明細書を作成している者（ａ、ｂ又は前ｃに掲げる者を

除く。）  

各事業年度に係る計算書類等

ｅ ａから前ｄまでに掲げる者以外の者

各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、その他当社が必要と認める書類

４ 第１項第２２号に定める月次報告書は、証券取引等清算業務に関して定める業務方法

書の取扱い第８条第１項第１５号に規定する金融商品取引法第５６条の２に基づくモニ

タリング調査表を提出している場合は提出不要とする。

５ 親会社等保証を受けている清算参加者にあっては、業務方法書第２０条に規定する当

社が定める場合は、第１項各号（同項第１６号を除く。）に掲げる場合のほか、次の各号

に掲げる場合とし、所定の報告書に当社が必要と認める書類を添付して報告するものと

する。

（１） 親会社等（当該清算参加者のために親会社等保証を行う親会社等に限る。以下

本条において同じ。）が第１項第３号、第４号、第１４号、第１６号、第１９号又は

第２０号のいずれかに該当することとなったとき。この場合において、第１６号中

「純資産額が１０億円（他社清算参加者である場合は２００億円）を下回ることと

なったとき」とあるのは「純資産額が２００億円を下回ることとなったとき」と読

み替えるものとする。

（２） 親会社等がすべての事業を休止し、又は再開したとき。
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（過大なポジションを保有している清算参加者に対する調査に対する報告方法）

第８条 業務方法書第２２条第１項及び第３項に規定する報告は、所定の報告書に当社が

必要と認める書類を添付して行うものとする。

（商品取引清算資格の喪失申請）

第９条 業務方法書第２３条に規定する商品取引清算資格の喪失申請は、商品取引清算資

格の喪失申請者が次の各号に掲げる事項を記載した所定の商品取引清算資格喪失申請書

を当社に提出して行うものとする。

（１） 喪失しようとする商品取引清算資格の種類及び自社清算資格又は他社清算資格

の別

（２） 商号又は名称（英文の商号又は名称を含む。）

（３） 本店又は主たる事務所の所在地

（４） 代表者名

（５） 商品取引清算資格の喪失申請理由

２ 前項の商品取引清算資格喪失申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければな

らない。

（１） 商品取引清算資格の喪失に係る日程表

（２） その他当社が必要と認める書類

（措置の対象とする取引証拠金）

第１０条 業務方法書第３２条第１項に規定する当社が定める取引証拠金は、商品取引債

務引受業に係る取引証拠金等に関する規則第２２条第２号に掲げる取引証拠金とする。

２ 業務方法書第３２条第２項に規定する当社が定める取引証拠金は、商品取引債務引受

業に係る取引証拠金等に関する規則第２２条第２号、第５号及び第９号に掲げる取引証

拠金とする。

（緊急停止を行う時間）

第１１条 業務方法書第３３条に定める当社が定める時間は、午後１時からその翌日（休

業日に当たるときは、順次繰り下げる。）の午前９時までの間とする。

（清算受託契約）

第１２条 業務方法書第４４条に規定する清算受託契約は、次の各号に掲げる他社清算参

加者の商品取引清算資格の種類に従い、当該各号に定める別紙様式によるものとする。

（１） エネルギー先物等清算資格

別紙様式２
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（２） 堂島農産物先物等清算資格

別紙様式３

（３） 堂島砂糖先物等清算資格

別紙様式４

（アロケーション申告等）

第１３条 清算参加者は、業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する区分口座（同第

５３条第１号に規定する区分口座を除く。）の一において管理する先物取引に係る未決

済約定を当該区分口座のうちの他の区分口座へ移動する場合において、当該移動を行う

ための申告（以下「アロケーション申告」という。）を当社に行ったうえで、当該移動

又は先物取引に係る建玉の移管を行うものとする。

２ 前項の場合において、アロケーション申告は、当該未決済約定に係る先物取引が成立

した取引日の終了する日の午後６時までに行うものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、アロケーション申告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、

アロケーション申告を行うことが不可能又は困難であると当社が認める場合は、清算参

加者は、当社がその都度定める時限までにアロケーション申告を行うものとする。この

場合において、当社は、あらかじめ当該時限を清算参加者に通知する。

（先物取引に係るクローズアウト数量等申告の申告時限）

第１４条 業務方法書第５５条に規定する申告（以下「クローズアウト数量等申告」とい

う。）は、決済を行う取引日が終了する日において午後７時（現物先物取引の当月限に

ついて、納会日においては午後５時）までに行うものとする。

２ 前項に規定する時限は、クローズアウト数量等申告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、当該申告を行うことが不可能又は困難であると当社が認める場合は、当社がその都

度定める時限とする。この場合において、当社は、あらかじめ当該時限を清算参加者に

通知する。

（帳入値段）

第１５条 業務方法書第５７条に規定する当社が定める帳入値段は、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。ただし、当社が当該各号に定めるところに

よることが適当でないと認める場合は、当社がその都度定める。

（１） 業務方法書第３条第１号及び第２号に掲げる市場

ａ 現物先物取引（次のｂに掲げるものを除く。）
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各計算区域の現物先物取引の約定値段（ストラテジー取引（指定市場開設者が定

めるストラテジー取引をいう。以下同じ。）による約定値段を除く。以下この号に

おいて同じ。）のうち指定市場開設者が定める夜間立会の開始時から日中立会の終

了時までの間における立会による 終の約定値段とする。ただし、当該約定値段が

ない場合には、直前計算区域の帳入値段（取引開始日における限月取引にあっては、

納会日が も近い限月取引の帳入値段）とする。

ｂ 現物先物取引（納会日における当月限の取引に限る。）

納会日の日中立会における現物先物取引の加重平均値段（約定値段に約定数量（ス

トラテジー取引によるものを除く。以下この号において同じ。）を乗じて得た値を

総約定数量で除する方法により加重平均して得た値段をいう。）とする。ただし、

当該立会において約定値段がない場合には、同一の計算区域における 終約定値段

とし、当該計算区域において約定値段がない場合には、直前計算区域の帳入値段と

する。

ｃ 現金決済先物取引

指定市場開設者が定める個別競争売買により成立した１の計算区域の 終約定値

段（ストラテジー取引によるものを除く。）とし、当該計算区域において約定値段

がない場合には、直前計算区域の帳入値段（各限月取引の開始日にあっては、当該

限月取引に取引 終日が も近い限月取引の帳入値段）とする。

（２） 業務方法書第３条第３号及び第４号に掲げる市場

ａ １の計算区域の午後１時から午後３時までの間（納会日における当月限にあって

は、午前９時から午後３時までの間）における加重平均値段（指定市場開設者が定

める個別競争取引により成立した約定値段と取引数量の加重平均により算出した値

段）とする。ただし、当該時間帯において約定値段がない場合には、同一の計算区

域における 終約定値段とし、同一の計算区域に約定値段がない場合には、直前計

算区域の帳入値段（当該直前区域に帳入値段が存在しない場合には、直近限月に係

る帳入値段）とする。

ｂ 前ａの規定による帳入値段が適当でないと当社が認める場合には、次の（ａ）及

び（ｂ）に定めるところにより算出した値段とする。

（ａ） 立会終了時において直前計算区域における帳入値段より低い値段を指定し

た売注文が存在する場合にあっては、当該売注文のうち も低い値段を指定した

売注文の値段

（ｂ） 立会終了時において直前計算区域における帳入値段より高い値段を指定し

た買注文が存在する場合にあっては、当該買注文のうち も高い値段を指定した

買注文の値段

（金銭の受払い）
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第１６条 業務方法書第６２条に規定する金銭の受払いは、次の各号に定めるところによ

り行うものとする。

（１） 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行及び日本銀行のうちから清算

参加者が選定した銀行（以下「決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当

該決済銀行に設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

（２） 金銭を受領する清算参加者は、決済銀行に口座を設け、当該口座において受領

するものとする。

２ 業務方法書第６２条第３項に規定する当社が定める場合とは、清算参加者が当社に対

して、同第５３条及び同第５４条に規定する区分口座ごとに申請を行い、当社が当該申

請を承認した場合をいう。

３ 業務方法書第６２条第３項に規定する当社が定める金銭の受払いは、次の各号に定め

るところにより行うものとする。

（１） 金銭を支払う清算参加者は、前項の規定により当社が承認した区分口座に預託

されている金銭（円貨に限る。）によって、当社に対して支払うものとする。

（２） 金銭を受領する清算参加者は、前項の規定により当社が承認した区分口座にお

いて金銭（円貨に限る。）を受領するものとする。この場合において、当該清算参加

者が受領した金銭は、当該区分口座に預託されたものとみなす。

（建玉の移管の申請時限等）

第１７条 業務方法書第６６条第２項及び第５項に規定する当社が定める時限は、建玉の

移管を行おうとする日の午後２時までとする。

２ 前項に規定する時限は、業務方法書第６６条第２項及び第５項に規定する当社への申

請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、当該申請を行うことが不可能又は困難であると

当社が認める場合は、当社がその都度定める時限とする。この場合においては、あらか

じめ当該時限を清算参加者に通知する。

（当社が指定する通貨）

第１８条 業務方法書第６８条第４項に規定する当社が指定する通貨は、円貨及びアメリ

カ合衆国通貨とする。

２ 業務方法書第６８条第４項に規定する当社が定める率は、アメリカ合衆国通貨の場合

は、１００分の９７とする。

（充用有価証券）

第１９条 業務方法書第６８条第５項から第７項までに定める充用有価証券に関する事項

は、別表第１に定める。
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（決済使用の終了）

第２０条 業務方法書第７５条第３項に規定する当社が定める金額は、当社が決済使用に

係る清算基金の額の金銭を調達するために通常要する費用相当額を、決済使用開始日清

算参加者それぞれの決済使用開始日の前日における清算基金現金所要額に応じて按分し

た金額とする。

（違約受渡玉に係る決済の結了のための処理及び破綻処理オークション）

第２１条 業務方法書第７６条第９項の規定に基づき違約受渡玉を対象とした破綻処理オ

ークションを実施するときは、当社は、次の各号に定める方法により、違約受渡玉との

間で現物先物取引に係る受渡決済を行う清算参加者（以下「被違約受渡玉参加者」とい

う。）及び当該清算参加者の建玉（以下「被違約受渡玉」という。）を決定する。

（１） 不履行参加者の支払不能等の認定の時点において、違約受渡玉に係る現物先物

取引に係る受渡決済を行う相手方となる清算参加者が決定していない場合

違約受渡玉（両建数量（売建玉に係る受渡玉の数量と買建玉に係る受渡玉の数量が

対当している数量をいう。以下同じ。）を除く。）を、その反対受渡玉を有する清算

参加者の反対受渡玉の数量（両建数量を含む。）に応じて按分して割り当て、当該割

当てを受けた清算参加者を被違約受渡玉参加者とし、当該割り当てられた数量に相当

する当該被違約受渡玉参加者の反対受渡玉を被違約受渡玉とする。ただし、当該割り

当てられた数量について、受渡単位に満たない端数が生じたときは、当該端数を四捨

五入して算出した数量（当該端数を四捨五入した数量による被違約受渡玉の総数に過

不足が生じたときは、当社が被違約受渡玉の数量が違約受渡玉の数量と同一になるよ

う被違約受渡玉の数量を当社の抽選により調整した数量）とする。

（２） 不履行参加者の支払不能等の認定の時点において、違約受渡玉に係る現物先物

取引に係る受渡決済を行う相手方となる清算参加者が既に決定していた場合

既に決定していた相手方となる清算参加者を被違約受渡玉参加者とし、既に受渡が

決定していた当該被違約受渡玉参加者の反対受渡玉を被違約受渡玉とする。

２ 前項の違約受渡玉の破綻処理オークションは、次の各号に定めるところにより行うも

のとする。

（１） 対象とする違約受渡玉の数量は、違約受渡玉のうち両建数量を除いた数量とす

る。

（２） 入札に係る数量の単位は、違約受渡玉に係る銘柄について指定市場開設者が定

める取引単位に準じた単位とする。

（３） 入札に係る数量の売付申込値段の単位は、違約受渡玉に係る銘柄の受渡単位に

準じた単位とする。
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（４） 清算参加者が破綻処理オークションに入札できる値段の制限については、違約

受渡玉に係る受渡値段から入札可能値幅（受渡値段に１００分の１０を乗じて算出し

た数値とする。以下同じ。）を減じて得た値段を下限とし、受渡値段に入札可能値幅

を加えて得た値段を上限とする。ただし、当社は、必要があると認めるときは、入札

できる値段の範囲を臨時に変更することができる。

（５） 前各号に定めるもののほか、違約受渡玉に係る破綻処理オークションの実施に

ついて必要な事項は、当社がその都度定める。

３ 当社は、前項の規定に定めるところにより、破綻処理オークションの対象から除かれ

た違約受渡玉の両建数量については、当該違約受渡玉に係る受渡値段をもって転売又は

買戻ししたものとして、当社が指定する日にその決済が結了したものとみなす。

４ 違約受渡玉の破綻処理オークションにおいて、当該違約受渡玉を清算参加者が落札し

当該破綻処理オークションが成立した場合、当社は、当該落札した清算参加者の違約受

渡玉と第１項に定める被違約受渡玉参加者の被違約受渡玉の間で業務方法書に定めると

ころにより現物先物取引に係る受渡決済を行わせる。

５ 違約受渡玉の破綻処理オークションにおいて、違約受渡玉が落札されず破綻処理オー

クションが不成立となった場合、当社は、当該違約受渡玉と第１項に定める被違約受渡

玉参加者の被違約受渡玉が、受渡値段をもって転売又は買戻しされたものとして、当社

が指定する日にその決済が結了したものとみなす。

６ 前項による決済の結了の処理が行われた場合、被違約受渡玉参加者は、当該決済の結

了の処理が行われず、被違約受渡玉の現物先物取引に係る受渡決済が行われていた場合

に本来得ることのできた便益を回復するために要した金銭（以下「再構築コスト」とい

う。）を、当社に対して請求することができる。

７ 前項の規定に定めるところにより、被違約受渡玉参加者が再構築コストを当社に請求

する場合には、当該被違約受渡玉参加者は、再構築コストを証明するための書面を当社

に提出しなければならない。

８ 当社は、前項の規定に定めるところにより被違約受渡玉参加者が提出した書面が正当

であると認める場合に限り、再構築コストを当該被違約受渡玉参加者に支払う。

９ 前項の規定により当社が支払う再構築コストは、被違約受渡玉に係る受渡代金の１０

パーセントに相当する金額を上限とする。ただし、当社は、当社が特に必要と認めた場

合に限り当該上限を加算できる。

１０ 第６項から前項までに定めるもののほか、再構築コストの請求及び支払いについて

必要な事項は、当社がその都度定める。

（決済不履行の場合における措置の詳細）

第２２条 業務方法書第７８条第１項の規定に基づき協議を行うときは、清算参加者は、

当該清算参加者の清算参加者代表者又はこれに代わる当該清算参加者を代表若しくは代
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理する者をして、当社との間における同条第１項の協議及び同条第２項の合意を行わせ

るものとする。

２ 業務方法書第７８条第１項に定める協議は、破綻処理オークションの入札結果が判明

してから２４時間の間に行う。ただし、当社が必要と認める場合には、当該期間を延長

することができる。

３ 業務方法書第７９条第１項に定める期限前終了は、破綻処理オークションの結果、当

社が必要と認める不履行約定に係る建玉（以下「期限前終了対象建玉」という。）及び

同第７８条第１項に定める協議に付された損失の処理等に賛成する破綻処理単位期間に

おける不履行清算参加者以外の清算参加者（以下「破綻処理単位期間清算参加者」とい

う。）の区分口座ごとに当社が次の各号に定める順序に従って割り当てる破綻処理単位

期間清算参加者の清算約定に係る建玉（以下「期限前終了割当建玉」という。）につい

て行う。

（１） 破綻処理単位期間清算参加者の区分口座ごとに、期限前終了対象建玉のある銘

柄ごとの買建玉と売建玉をネットした建玉が、なお期限前終了対象建玉の反対の建玉

となっている数量（以下「銘柄ごとネット数量」という。）を算出する。

（２） 期限前終了対象建玉の数量を、破綻処理単位期間清算参加者が保持する全ての

区分口座について銘柄ごとネット数量を合計した数量に応じて按分し、破綻処理単位

期間清算参加者ごとの割当数量とする。

（３） 前号による破綻処理単位期間清算参加者ごとの割当数量を、当該破綻処理単位

期間清算参加者の区分口座ごとの銘柄ごとネット数量に応じて按分して割り当て、当

該割当てに係る数量の建玉を期限前終了割当建玉とする。

（取引証拠金又は清算基金による損失の補填方法）

第２３条 業務方法書第８１条第１項の規定に基づき、商品取引清算資格の種類ごとに、

当社が受けた損失を同項第１号に定める取引証拠金をもって補填する場合には、当該取

引証拠金を、各商品取引清算資格の種類ごとの取引証拠金所要額（当該不履行が発生し

た日（以下「不履行発生日」という。）の前日における当該不履行清算参加者（業務方

法書第７６条第１項に規定する「不履行清算参加者」をいう。以下同じ。）の各商品取

引清算資格の種類ごとの自己の計算による建玉に基づき商品取引債務引受業に係る取引

証拠金等に関する規則に定めるところに準じて算出した取引証拠金所要額をいう。）に

応じて按分して、これを行うものとする。

２ 前項の規定は、業務方法書第８１条第１項第２号に定める取引証拠金をもって補填す

る場合について準用する。この場合において、「自己の計算による建玉」とあるのは「建

玉（自己の計算によるものを除く。）」と読み替えるものとする。

３ 業務方法書第８１条第１項の規定に基づき、商品取引清算資格の種類ごとに、当社が

受けた損失を同項第３号に定める清算基金をもって補填する。
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４ 前３項の規定により損失を補填した後に自己分の取引証拠金等に余剰額が生じた場合、

不履行清算参加者が合併した場合その他当社が必要があると認めた場合には、当社がそ

の都度定めるところにより自己分の取引証拠金等を按分して、当社が受けた損失を補填

するものとする。

（決済不履行による損失の補填に係る充用有価証券等の処分方法）

第２４条 業務方法書第８１条第１項に規定する充用有価証券等の処分は、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場合に、当社が適当と認める方法、

時期、価格等により処分することにより行う。

（商品先物等決済保証準備金の積立て等）

第２５条 当社は、商品先物等決済保証準備金として２３億７千万円を積み立てる。

２ この業務方法書及び当社が行う証券取引等清算業務に関して定める業務方法書等の定

めるところにより商品先物等決済保証準備金の全部又は一部が取り崩された場合には、

当社は、その都度、取り崩された額と同額を商品先物等決済保証準備金として積み立て

る。本項の規定に基づく積立ての累計額は、２３億７千万円を上限とする。

３ 前項の規定にかかわらず、当社は、業務方法書第７７条第１項又は証券取引等清算業

務に関して定める業務方法書第７６条の２第１項に規定する破綻処理単位期間が設定さ

れ、当該破綻処理単位期間において発生した破綻のために商品先物等決済保証準備金の

全部又は一部が取り崩された場合においては、当該破綻処理単位期間が終了した都度、

前項に定める商品先物等決済保証準備金の積み立てを行う。

（清算基金による損失の補填方法）

第２６条 業務方法書第８１条第１項及び第２項に規定する補填は、次の各号に掲げる損

失の区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。

（１） エネルギー先物等清算資格に係る未補填損失（業務方法書第８１条第１項に規

定する補填し得ない損失のうち、エネルギー先物等清算資格に係るものをいう。以下

同じ。）

ａ エネルギー先物等清算資格に係る未補填損失がエネルギー先物等清算資格に係る

清算基金所要額総額（破綻処理単位期間清算参加者の破綻処理単位期間の開始日の

前日におけるエネルギー先物等清算資格に係る清算基金所要額の合計額をいう。以

下同じ。）を超えるとき

エネルギー先物等清算資格に係る清算基金所要額総額の全額をもってエネルギ

ー先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。

ｂ 前ａ以外のとき
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エネルギー先物等清算資格に係る未補填損失の額を、破綻処理単位期間清算参加

者それぞれの破綻処理単位期間の開始日の前日におけるエネルギー先物等清算資格

に係る清算基金所要額（以下「清算参加者負担限度額」という。）に応じて按分し

た額（当該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担

限度額）をもってエネルギー先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。た

だし、当社がエネルギー先物等清算資格に係る破綻処理オークション（業務方法書

第７６条第８項に規定する破綻処理オークションをいう。以下同じ。）を実施した

場合におけるエネルギー先物等清算資格に係る未補填損失の補填は、次の（ａ）及

び（ｂ）に掲げるエネルギー先物等清算資格に係る清算基金の順序に従い、当該（ａ）

及び（ｂ）に定めるところによるものとする。

（ａ） 落札参加者（業務方法書第８２条第２項に規定する落札参加者をいう。以

下同じ。）を除く破綻処理単位期間清算参加者が当社に預託しているエネルギー

先物等清算資格に係る清算基金

エネルギー先物等清算資格に係る未補填損失の額を、落札参加者を除く破綻処

理単位期間清算参加者それぞれの清算参加者負担限度額に応じて按分した額（当

該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加者負担限度額）

をもってエネルギー先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充てる。

（ｂ） 落札参加者が当社に預託しているエネルギー先物等清算資格に係る清算基

金

エネルギー先物等清算資格に係る未補填損失の額から前（ａ）に定める額の合

計額を控除した残額を、落札参加者それぞれの清算参加者負担限度額に応じて按

分した額（当該額が当該清算参加者負担限度額を超える場合には、当該清算参加

者負担限度額）をもってエネルギー先物等清算資格に係る未補填損失の補填に充

てる。

（２） 堂島農産物先物等清算資格に係る未補填損失（業務方法書第８２条第１項に規

定する補填し得ない損失のうち、堂島農産物先物等清算資格に係るものをいう。）

前号の規定を準用する。この場合において、同号中「エネルギー先物等清算資格」

とあるのは「堂島農産物先物等清算資格」と読み替えるものとする。

（３） 堂島砂糖先物等清算資格に係る未補填損失（業務方法書第８２条第１項に規定

する補填し得ない損失のうち、堂島砂糖先物等清算資格に係るものをいう。）

第１号の規定を準用する。この場合において、同号中「エネルギー先物等清算資格」

とあるのは「堂島砂糖先物等清算資格」と読み替えるものとする。

（特別清算料の徴収による損失の補填）

第２７条 業務方法書第８３条第２項の規定に基づき、同項の超過額を商品取引清算資格

の種類ごとに破綻処理単位期間清算参加者に按分する場合には、当該超過額を商品取引
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清算資格の種類ごとの補填し得ない損失額に応じて按分し、さらに、当該按分した額を、

破綻処理単位期間清算参加者それぞれの破綻処理単位期間の開始日の前日における当該

商品取引清算資格に係る清算基金所要額に応じて按分することによるものとする。

２ 業務方法書第８３条第４項の規定に基づき、同項の超過額を商品取引清算資格の種類

ごとに破綻処理単位期間清算参加者に按分する場合には、当該超過額を商品取引清算資

格の種類ごとの補填し得ない損失額に応じて按分し、さらに、当該按分した額を、破綻

処理単位期間において発生した破綻のそれぞれについて同条第５項に規定する支払不能

等を認定した日から当該支払不能等の認定に係る処理が完了した日までの期間（以下「処

分期間」という。）における破綻処理単位期間清算参加者の全ての区分口座における先

物取引に係る差金より当社が都度定める差金代金相当額の受け取るべき額の総額から支

払うべき額の総額を控除した額（ただし、当該額が正の場合に限る。）に応じて按分す

ることによるものとする。

３ 清算参加者が合併した場合その他当社が必要があると認めた場合には、当社がその都

度定める金額を前２項の当該商品取引清算資格に係る清算基金所要額とする。

（当社が委任する事務）

第２８条 当社は、業務方法書第９０条第１項の規定に基づき、指定市場開設者に対し、

当該指定市場開設者が開設する商品市場における取引に係るクローズアウト数量等申告

の受付等に係る事務をそれぞれ委任するものとする。

付 則

１ この規則は、令和２年７月２７日から施行する。

２ 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、債務の引受けの取扱いその他必要な事

項について、当社がその都度定める。

３ 第４条に規定する清算資格取得手数料は、この改正規定施行の日にエネルギー先物等

清算資格、堂島農産物先物等清算資格又は堂島砂糖先物等清算資格を取得する場合にお

いては０円とする。
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別紙様式１ 保証に関する書面の様式

保 証 書

○○年○○月○○日

株式会社日本証券クリアリング機構

代表取締役社長   殿

所 在 地

商号 又は 名称

代表者名                印

○○○○○○（以下「当法人」といいます。）は、貴社の定めた商品取引債務引受業に関

する業務方法書（以下「業務方法書」といいます。）第○条の規定に基づき、あらかじめ本

業務方法書等の内容を確認及び了承のうえ、○○○○○○（以下「本清算参加者」といい

ます。）を経由して、この保証書（以下「本保証書」といいます。）を貴社に提出します。

なお、本保証書において使用する用語は、本保証書に別段の定めがある場合を除くほか、

業務方法書において使用される用語の例によるものとします。

１．当法人は、本清算参加者の親会社等に該当します。

２．当法人は、貴社に対し、貴社の○○○○○○清算資格に係る清算業務に関する本清算

参加者の貴社に対する現在又は将来の一切の債務（本清算参加者を当事者とする清算約

定に係る債務、本清算参加者について貴社が破綻等を認定した場合における補償債務を

含みますが、これらに限られません。）を、本清算参加者と連帯して保証します。

３．当法人は、貴社が、業務方法書第２１条の規定（同条が業務方法書の定めるところに

より変更された場合には、当該変更後の条項）により、当法人に関する事項に関し、本

清算参加者に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査をする場合には、本清算参加者

による報告若しくは資料の提出又は貴社による監査に協力します。

４．本保証書は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
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５．当法人は、本保証書に関して、貴社及び当法人の間で訴訟の必要が生じた場合には、

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

以 上
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別紙様式２

エネルギー先物等清算受託契約書

（以下「甲」という。）及び   （以下「乙」という。）は、乙の委託に基づき甲

が行う商品清算取引に関し、次のとおり契約する。なお、本契約における用語の意義は、

株式会社日本証券クリアリング機構（以下「クリアリング機構」という。）の商品取引債務

引受業に関する業務方法書（以下「業務方法書」という。）その他の規則において定めると

ころによるものとする。

（商品清算取引の対象取引）

第１条 本契約において対象となる清算対象取引は、クリアリング機構の業務方法書に定

める指定市場開設者及び指定商品市場のうち、株式会社東京商品取引所のエネルギー市

場及び中京石油市場における取引とする。

（指定清算参加者としての指定）

第２条 乙は、対象取引について、常に商品清算取引の委託先とする清算参加者（以下「指

定清算参加者」という。）として甲を任意に指定することができるものとする。この場合

において、甲はクリアリング機構に対し、乙は指定市場開設者に対し、あらかじめ届出

を行うもの（指定市場開設者の承認が必要な場合は、承認を受けるもの）とする。

（指定を受けた場合の未決済約定の引継ぎ）

第３条 甲は、乙が指定清算参加者として甲以外の清算参加者を指定していた場合におい

て、当該指定を甲に変更したとき、乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく清

算約定で未決済のもの（清算約定に係るものに限る。）を、変更前の指定清算参加者から

引き継ぐものとする。

２ 甲は、乙がその有するエネルギー先物等清算資格を喪失した場合において、甲を指定

清算参加者として指定した場合には、乙の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとす

る。

（指定を変更した場合等の未決済約定の引継ぎ）

第４条 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、当該指定を指

定市場開設者の定めるところにより他の清算参加者に変更したときは、乙の対象取引に

係る商品清算取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙が新たに指定した他の

清算参加者に引き継ぐものとする。
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２ 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、乙がクリアリング

機構のエネルギー先物等清算資格を取得したときは、乙の対象取引に係る商品清算取引

の委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙に引き継ぐものとする。

（商品清算取引の成立）

第５条 甲が乙から指定清算参加者として指定されている場合における商品清算取引につ

いては、乙が甲を代理して当該取引を成立させるものとする。

２ 前項の場合において、対象取引に係る商品清算取引の委託については、指定市場開設

者が定めるところにより乙が取引を行ったときに、乙から甲に対し商品清算取引の委託

の申込みが行われ、かつ、甲は商品清算取引の受託をしたものとみなす。

（商品清算取引口座）

第６条 乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る取引証拠金、値洗い

のために授受する金銭（約定差金及び帳入差金に相当する金銭をいう。）、その他授受す

る有価証券等及び金銭は、すべて乙が甲に設定する商品清算取引口座において処理する

ものとする。

（期限の利益の喪失）

第７条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知、催

告等がなくても甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務

について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

（１） 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、若しくは特別

清算開始の申立てがあったとき。

（２） 手形交換所又は電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第２条第２項に

規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

（３） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権又

はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発

送されたとき。

（４） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務に

ついて差し入れ又は預託している担保の目的物について差押又は競売手続の開始があ

ったとき。

（５） 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。

２ 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲

に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の期限の利益を失

い、直ちに債務の弁済をしなければならない。
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（１） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務に

ついて一部でも履行を遅滞したとき（クリアリング機構の業務方法書第３０条第２項

に規定する措置に乙が従わなかったことによるものを除く。）。

（２） 乙の甲に対する債務（対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る

債務を除く。）について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始

（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含

む。）があったとき。

（支払の停止があった場合等における取扱い）

第８条 前条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は指定市場開設者の定め

るところにより、当該指定市場開設者に対し、乙のすべての対象取引に係る商品清算取

引の委託に基づく清算約定で未決済のものにつき、整理を行いたい又は甲が指定する清

算参加者に整理を行わせたい旨を申し出ることができる。

２ 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨を清算機構に報告しなければならな

い。

３ 第１項の申出に基づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、乙の現

物先物取引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行っ

た結果、甲又は甲が指定する清算参加者が損失を生じた場合には、乙は、甲に対してそ

の額に相当する金銭を直ちに支払うものとする。

４ 第１項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは

商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った

指定市場開設者及び清算機構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市

場開設者の定めるところに従うものとする。

（甲に増担保等措置が行われた場合の対応）

第９条 乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引についてクリアリング機構の業務方法

書第３０条第２項に規定する措置を甲が乙に対して実施したときは、乙は当該措置に従

わなければならない。

（甲にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における転売又は買戻し等）

第１０条 甲は、乙が正当な理由なく前条に定める措置に従わないことによって、クリア

リング機構の業務方法書に基づくポジション保有状況の改善指示（以下この条において

「改善指示」という。）を受けた場合には、乙に対して、乙の対象取引に係る商品清算取

引の委託に基づく清算約定で未決済のものの決済又は他の清算参加者への引継ぎを要請
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することができる。

２ 甲は、改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお改善指示に適合できな

い場合で、かつ、乙に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行っ

たにもかかわらず、乙がこれらを正当な理由なく行わなかった場合には、合理的に必要

と認められる範囲内において、乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基

づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転売又は買戻し（これ

らの委託を含む。）を行うことができる。

３ 甲が前項の規定に基づき同項の転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行った結果、

乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の

賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認

められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（清算参加者の決済不履行の場合における措置等）

第１１条 甲は、乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引について、クリアリング機構

の業務方法書第７９条第１項に規定する期限前終了割当建玉に指定された場合には、乙

の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引を決済するために、乙の

計算において、対象取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行うことがで

きる。

２ 甲が前項の規定に基づき同項の転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行った結果、

乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の

賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認

められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（差引金額）

第１２条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失し、甲に対する対象取引に係る商品

清算取引の委託に基づく取引に係る債務を履行しなければならない場合には、当該債務

と乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権その他一

切の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、甲はいつでも相殺することができ

る。

２ 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり

諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできる。

３ 前２項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、

その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率及び甲に対する債務の遅延損害金の
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率については甲の定める率によるものとする。

（充用有価証券等の処分）

第１３条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、通知、催告を行

わず、かつ法律上の手続によらないで、対象取引に係る商品清算取引に基づく取引に係

る債務の履行を確保するために乙が取引証拠金として差し入れている充用有価証券等

（クリアリング機構の取引証拠金等に関する規則第１２条に定める充用有価証券等をい

う。）を、乙の計算において、その方法、時期、場所、価格等につき甲の任意で処分し、

その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当で

きるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は乙は直ちに弁済を

行うものとする。

（占有物の処分）

第１４条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、占有している乙

の動産及び占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）

に基づき甲の口座に記録している乙の有価証券等を処分できるものとし、この場合甲は

すべて前条に準じて取り扱うものとする。

（弁済等充当の順序）

第１５条 債務の弁済又は第１２条の差引計算を行う場合、乙の甲に対する商品清算取引

の委託に基づく取引に係る債務の全額を消滅させるに足りないときは、甲が適当と認め

る順序方法により充当することができるものとする。

（遅延損害金の支払）

第１６条 乙が対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る甲に対する債務の

履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日より履行の日ま

でに、甲の定める率による遅延損害金を支払うものとする。

（債権譲渡等の禁止）

第１７条 乙は甲に対して有する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る

債権を他に譲渡又は質入れをしてはならない。

（本契約の解約）

第１８条 本契約は甲乙協議のうえ、合意により本契約を解約することができる。

２ 前項の規定によるほか、甲又は乙は、解約を希望する日から○か月以上前に、相手方
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に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、本契約を解約することができる。

３ 前２項の規定によるほか、甲は、乙が第７条第１項各号又は第２項各号のいずれかに

該当する場合は、本契約の解約ができる。

４ 前３項の規定により本契約を解約しようとする場合には、甲は、クリアリング機構に

対し、乙は指定市場開設者に対しあらかじめ届出を行うものとする。この場合、第１項

による解約の場合は解約しようとする日の３日前（休業日を除外する。）までの日、第２

項による解約の場合は甲が相手方に対し書面により解約の意思を申し出た又は申し出を

受けた後遅滞なく、前項による解約の場合は解約しようとする日の前日（休業日にあた

る日は、順次繰り上げる。）までに当該届出を行うものとする。

５ 本契約の解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引（第８条第１項の申出に基

づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、現物先物取引及び現金決済

先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）が行われた場合及び同条第４項

の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い現物先物取

引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行う場合を含

む。）に関しては、引き続き本契約を適用する。

６ 第１項から第３項までの規定にかかわらず、甲が第４項に定める届出を行わなかった

場合には、本契約の解約は、その効力を生じない。

（特例解約）

第１９条 前条の規定にかかわらず、本契約は、対象取引に係る商品清算取引の委託に基

づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる旨の条件

をあらかじめ甲と乙の合意により定めている場合において、乙が当該条件に該当したと

きは、甲は解約を希望する日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）までに

乙に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、解約することができる。

２ 前項の規定による本契約の解約（以下「特例解約」という。）をしようとする場合には、

甲は、乙に対し書面により特例解約の意思を申し出た後直ちに、かつ、当該特例解約を

行おうとする日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）までにクリアリング

機構に対し届出を行うものとする。

３ 特例解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引（特例解約に係る転売又は買戻

しを含む。）に関しては、引き続き本契約を適用する。

４ 前項のほか、決済履行確保の観点からクリアリング機構が特に必要と認める取引につ

いては、引き続き本契約を適用する。

５ 第１項の規定にかかわらず、甲が第２項に定める届出を行わなかった場合には、特例

解約は、その効力を生じない。
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（当月限建玉の決済等の特約）

第２０条 甲と乙は、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行

の確実性の観点から、次に掲げる事項について特約を定めるものとする。

（１） 甲の指定する日時までに、乙の有する当月限建玉にかかる受渡しの有無、受渡

品の調達状況等必要な事項を甲に対して遅滞なく報告すること

（２） 受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券等、または買付けに係る

総取引金額を差し入れる日時

（３） 対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る数量の限度

２ 前項の規定にかかわらず、甲と乙は乙の有する当月限建玉について受渡を行わない旨

又は乙の有する建玉についてあらかじめ定める日までに転売若しくは買戻しにより決済

を行う旨の特約を定めることができる。

３ 乙が前２項の規定に定める特約に違反したときは、甲は乙の対象取引に係る商品清算

取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを決済するため、当該未決済の清算約定に

関する建玉を乙の計算において、転売若しくは買戻しにより任意に処分する又は甲が指

定する指定市場開設者の会員等に引き継ぐことができる。

４ 第８条第３項の規定は、前項の場合において準用する。

（報告）

第２１条 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引

に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告しなければならない。

２ 乙は、第７条第１項各号又は第２項各号のいずれかの事由を生じたとき、又は、指定

市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、

又は除名されたとき（本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引

に関係のあるものに限る。）は、甲に対し直ちに書面をもってその旨の報告をしなければ

ならない。

（乙の義務）

第２２条 乙は、乙又は乙に係る清算取次者が差換預託をしているときはその旨を甲に対

し通知するとともに、クリアリング機構が定める取引証拠金等に関する規則に基づき必

要な事項を甲に通知しなければならない。

（秘密保持）

第２３条 甲及び乙は、本契約に関して業務上知り得た相手方の業務上の秘密を保持する

ものとし、他の目的のために利用してはならない。また、指定市場開設者又はクリアリ

ング機構の調査に応じる場合その他正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らしては
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ならない。

（届出事項の変更届出）

第２４条 乙は、商号若しくは名称、代表者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又は住所

若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、甲に対し直ちに書面をも

ってその旨届け出なければならない。

（免責事項）

第２５条 天災地変等の不可抗力により、乙の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に

生じた損害については、甲はその責を負わないものとする。

２ 前項の事由による担保物の紛失、滅失、毀損等の損害についても甲はその責を負わな

いものとする。

３ 甲が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の

注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽

造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については甲はその責を負わ

ないものとする。

（通知の効力）

第２６条 乙が甲に届け出た住所又は事務所にあて、甲によりなされた対象取引に係る商

品清算取引の委託に基づく取引に関する諸通知が乙の責に帰すべき事由により延着し、

又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとする。

（電磁的方法による報告等）

第２７条 乙は、第２１条第２項の規定による書面による報告又は第２４条の規定による

書面（印章又は署名鑑の変更にかかるものを除く。）による届出に代えて、甲の承諾を得

た場合には、当該報告又は届出を行うための書面に記載すべき事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、提供することができる。

この場合において、乙は、書面により当該報告又は届出を行ったものとみなす。

（適用法）

第２８条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとする。

（合意管轄）

第２９条 本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に関する訴訟

については、甲の本店又は○○支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
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（ギブアップに係る契約の締結の承諾）

第３０条 乙がギブアップに係る契約を締結する場合には、乙はその都度あらかじめ書面

により甲の承諾を得なければならない。

２ 乙は、ギブアップに係る契約について解約があったときは、遅滞なくその旨を甲に通

知するものとする。

この契約を証するため、本契約書２通を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれその１通

を所持する。

  年  月  日

住     所

甲（エネルギー先物等清算参加者） 商号又は名称

代 表 者              印

住    所

乙（エネルギー先物等非清算参加者）商号又は名称

代 表 者              印

（注１） 第１８条第２項中「○か月」の部分については、甲と乙の合意により、１か月

以上の月数を記入するものとする。

（注２） 第１９条については、同条第１項に規定する債務の履行の確実性の観点から本

契約を解約することができる条件を甲と乙との間であらかじめ定めない場合は、本契約

から削除することができる。

（注３） 第２９条の合意管轄については、甲と乙との合意により、適当と認める修正を

行うことができる。
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別紙様式３

堂島農産物先物等清算受託契約書

○○○（以下「甲」という。）及び○○○（以下「乙」という。）は、乙の委託に基づき甲

が行う商品清算取引に関し、次のとおり契約する。なお、本契約における用語の意義は、

株式会社日本証券クリアリング機構（以下「クリアリング機構」という。）の商品取引債務

引受業に関する業務方法書（以下「業務方法書」という。）その他の規則において定めると

ころによるものとする。

（商品清算取引の対象取引）

第１条 本契約において対象となる清算対象取引は、クリアリング機構の業務方法書に定

める指定市場開設者及び指定商品市場のうち、大阪堂島商品取引所の農産物市場におけ

る取引とする。

（指定清算参加者としての指定）

第２条 乙は、対象取引について、常に商品清算取引の委託先とする清算参加者（以下「指

定清算参加者」という。）として甲を任意に指定することができるものとする。この場合

において、甲はクリアリング機構に対し、乙は指定市場開設者に対し、あらかじめ届出

を行うもの（指定市場開設者の承認が必要な場合は、承認を受けるもの）とする。

（指定を受けた場合の未決済約定の引継ぎ）

第３条 甲は、乙が指定清算参加者として甲以外の清算参加者を指定していた場合におい

て、当該指定を甲に変更したとき、乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく清

算約定で未決済のもの（清算約定に係るものに限る。）を、変更前の指定清算参加者から

引き継ぐものとする。

２ 甲は、乙がその有する堂島農産物先物等清算資格を喪失した場合において、甲を指定

清算参加者として指定した場合には、乙の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとす

る。

（指定を変更した場合等の未決済約定の引継ぎ）

第４条 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、当該指定を指

定市場開設者の定めるところにより他の清算参加者に変更したときは、乙の対象取引に

係る商品清算取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙が新たに指定した他の

清算参加者に引き継ぐものとする。



１０

390

２ 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、乙がクリアリング

機構の堂島農産物先物等清算資格を取得したときは、乙の対象取引に係る商品清算取引

の委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙に引き継ぐものとする。

（商品清算取引の成立）

第５条 甲が乙から指定清算参加者として指定されている場合における商品清算取引につ

いては、乙が甲を代理して当該取引を成立させるものとする。

２ 前項の場合において、対象取引に係る商品清算取引の委託については、指定市場開設

者が定めるところにより乙が取引を行ったときに、乙から甲に対し商品清算取引の委託

の申込みが行われ、かつ、甲は商品清算取引の受託をしたものとみなす。

（商品清算取引口座）

第６条 乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る取引証拠金、値洗い

のために授受する金銭（約定差金及び帳入差金に相当する金銭をいう。）、その他授受す

る有価証券等及び金銭は、すべて乙が甲に設定する商品清算取引口座において処理する

ものとする。

（期限の利益の喪失）

第７条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知、催

告等がなくても甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務

について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

（１） 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、若しくは特別

清算開始の申立てがあったとき。

（２） 手形交換所又は電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第２条第２項に

規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

（３） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権又

はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発

送されたとき。

（４） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務に

ついて差し入れ又は預託している担保の目的物について差押又は競売手続の開始があ

ったとき。

（５） 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。

２ 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲

に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の期限の利益を失

い、直ちに債務の弁済をしなければならない。
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（１） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務に

ついて一部でも履行を遅滞したとき（クリアリング機構の業務方法書第３０条第２項

に規定する措置に乙が従わなかったことによるものを除く。）。

（２） 乙の甲に対する債務（対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る

債務を除く。）について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始

（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含

む。）があったとき。

（支払の停止があった場合等における取扱い）

第８条 前条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は指定市場開設者の定め

るところにより、当該指定市場開設者に対し、乙のすべての対象取引に係る商品清算取

引の委託に基づく清算約定で未決済のものにつき、整理を行いたい又は甲が指定する清

算参加者に整理を行わせたい旨を申し出ることができる。

２ 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨を清算機構に報告しなければならな

い。

３ 第１項の申出に基づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、乙の現

物先物取引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行っ

た結果、甲又は甲が指定する清算参加者が損失を生じた場合には、乙は、甲に対してそ

の額に相当する金銭を直ちに支払うものとする。

４ 第１項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは

商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った

指定市場開設者及び清算機構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市

場開設者の定めるところに従うものとする。

（甲に増担保等措置が行われた場合の対応）

第９条 乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引についてクリアリング機構の業務方法

書第３０条第２項に規定する措置を甲が乙に対して実施したときは、乙は当該措置に従

わなければならない。

（甲にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における転売又は買戻し等）

第１０条 甲は、乙が正当な理由なく前条に定める措置に従わないことによって、クリア

リング機構の業務方法書に基づくポジション保有状況の改善指示（以下この条において

「改善指示」という。）を受けた場合には、乙に対して、乙の対象取引に係る商品清算取

引の委託に基づく清算約定で未決済のものの決済又は他の清算参加者への引継ぎを要請
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することができる。

２ 甲は、改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお改善指示に適合できな

い場合で、かつ、乙に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行っ

たにもかかわらず、乙がこれらを正当な理由なく行わなかった場合には、合理的に必要

と認められる範囲内において、乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基

づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転売又は買戻し（これ

らの委託を含む。）を行うことができる。

３ 甲が前項の規定に基づき同項の転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行った結果、

乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の

賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認

められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（清算参加者の決済不履行の場合における措置等）

第１１条 甲は、乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引について、クリアリング機構

の業務方法書第７９条第１項に規定する期限前終了割当建玉に指定された場合には、乙

の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引を決済するために、乙の

計算において、対象取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行うことがで

きる。

２ 甲が前項の規定に基づき同項の転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行った結果、

乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の

賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認

められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（差引金額）

第１２条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失し、甲に対する対象取引に係る商品

清算取引の委託に基づく取引に係る債務を履行しなければならない場合には、当該債務

と乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権その他一

切の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、甲はいつでも相殺することができ

る。

２ 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり

諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできる。

３ 前２項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、

その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率及び甲に対する債務の遅延損害金の
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率については甲の定める率によるものとする。

（充用有価証券等の処分）

第１３条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、通知、催告を行

わず、かつ法律上の手続によらないで、対象取引に係る商品清算取引に基づく取引に係

る債務の履行を確保するために乙が取引証拠金として差し入れている充用有価証券等

（クリアリング機構の取引証拠金等に関する規則第１２条に定める充用有価証券等をい

う。）を、乙の計算において、その方法、時期、場所、価格等につき甲の任意で処分し、

その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当で

きるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は乙は直ちに弁済を

行うものとする。

（占有物の処分）

第１４条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、占有している乙

の動産及び占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）

に基づき甲の口座に記録している乙の有価証券等を処分できるものとし、この場合甲は

すべて前条に準じて取り扱うものとする。

（弁済等充当の順序）

第１５条 債務の弁済又は第１２条の差引計算を行う場合、乙の甲に対する商品清算取引

の委託に基づく取引に係る債務の全額を消滅させるに足りないときは、甲が適当と認め

る順序方法により充当することができるものとする。

（遅延損害金の支払）

第１６条 乙が対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る甲に対する債務の

履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日より履行の日ま

でに、甲の定める率による遅延損害金を支払うものとする。

（債権譲渡等の禁止）

第１７条 乙は甲に対して有する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る

債権を他に譲渡又は質入れをしてはならない。

（本契約の解約）

第１８条 本契約は甲乙協議のうえ、合意により本契約を解約することができる。

２ 前項の規定によるほか、甲又は乙は、解約を希望する日から○か月以上前に、相手方
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に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、本契約を解約することができる。

３ 前２項の規定によるほか、甲は、乙が第７条第１項各号又は第２項各号のいずれかに

該当する場合は、本契約の解約ができる。

４ 前３項の規定により本契約を解約しようとする場合には、甲は、クリアリング機構に

対し、乙は指定市場開設者に対しあらかじめ届出を行うものとする。この場合、第１項

による解約の場合は解約しようとする日の３日前（休業日を除外する。）までの日、第２

項による解約の場合は甲が相手方に対し書面により解約の意思を申し出た又は申し出を

受けた後遅滞なく、前項による解約の場合は解約しようとする日の前日（休業日にあた

る日は、順次繰り上げる。）までに当該届出を行うものとする。

５ 本契約の解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引（第８条第１項の申出に基

づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、現物先物取引及び現金決済

先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）が行われた場合及び同条第４項

の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い現物先物取

引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行う場合を含

む。）に関しては、引き続き本契約を適用する。

６ 第１項から第３項までの規定にかかわらず、甲が第４項に定める届出を行わなかった

場合には、本契約の解約は、その効力を生じない。

（特例解約）

第１９条 前条の規定にかかわらず、本契約は、対象取引に係る商品清算取引の委託に基

づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる旨の条件

をあらかじめ甲と乙の合意により定めている場合において、乙が当該条件に該当したと

きは、甲は解約を希望する日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）までに

乙に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、解約することができる。

２ 前項の規定による本契約の解約（以下「特例解約」という。）をしようとする場合には、

甲は、乙に対し書面により特例解約の意思を申し出た後直ちに、かつ、当該特例解約を

行おうとする日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）までにクリアリング

機構に対し届出を行うものとする。

３ 特例解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引（特例解約に係る転売又は買戻

しを含む。）に関しては、引き続き本契約を適用する。

４ 前項のほか、決済履行確保の観点からクリアリング機構が特に必要と認める取引につ

いては、引き続き本契約を適用する。

５ 第１項の規定にかかわらず、甲が第２項に定める届出を行わなかった場合には、特例

解約は、その効力を生じない。
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（当月限建玉の決済等の特約）

第２０条 甲と乙は、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行

の確実性の観点から、次に掲げる事項について特約を定めるものとする。

（１） 甲の指定する日時までに、乙の有する当月限建玉にかかる受渡しの有無、受渡

品の調達状況等必要な事項を甲に対して遅滞なく報告すること

（２） 受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券等、または買付けに係る

総取引金額を差し入れる日時

（３） 対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る数量の限度

２ 前項の規定にかかわらず、甲と乙は乙の有する当月限建玉について受渡を行わない旨

又は乙の有する建玉についてあらかじめ定める日までに転売若しくは買戻しにより決済

を行う旨の特約を定めることができる。

３ 乙が前２項の規定に定める特約に違反したときは、甲は乙の対象取引に係る商品清算

取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを決済するため、当該未決済の清算約定に

関する建玉を乙の計算において、転売若しくは買戻しにより任意に処分する又は甲が指

定する指定市場開設者の会員等に引き継ぐことができる。

４ 第８条第３項の規定は、前項の場合において準用する。

（報告）

第２１条 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引

に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告しなければならない。

２ 乙は、第７条第１項各号又は第２項各号のいずれかの事由を生じたとき、又は、指定

市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、

又は除名されたとき（本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引

に関係のあるものに限る。）は、甲に対し直ちに書面をもってその旨の報告をしなければ

ならない。

（乙の義務）

第２２条 乙は、乙又は乙に係る清算取次者が差換預託をしているときはその旨を甲に対

し通知するとともに、クリアリング機構が定める取引証拠金等に関する規則に基づき必

要な事項を甲に通知しなければならない。

（秘密保持）

第２３条 甲及び乙は、本契約に関して業務上知り得た相手方の業務上の秘密を保持する

ものとし、他の目的のために利用してはならない。また、指定市場開設者又はクリアリ

ング機構の調査に応じる場合その他正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らしては
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ならない。

（届出事項の変更届出）

第２４条 乙は、商号若しくは名称、代表者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又は住所

若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、甲に対し直ちに書面をも

ってその旨届け出なければならない。

（免責事項）

第２５条 天災地変等の不可抗力により、乙の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に

生じた損害については、甲はその責を負わないものとする。

２ 前項の事由による担保物の紛失、滅失、毀損等の損害についても甲はその責を負わな

いものとする。

３ 甲が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の

注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽

造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については甲はその責を負わ

ないものとする。

（通知の効力）

第２６条 乙が甲に届け出た住所又は事務所にあて、甲によりなされた対象取引に係る商

品清算取引の委託に基づく取引に関する諸通知が乙の責に帰すべき事由により延着し、

又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとする。

（電磁的方法による報告等）

第２７条 乙は、第２１条第２項の規定による書面による報告又は第２４条の規定による

書面（印章又は署名鑑の変更にかかるものを除く。）による届出に代えて、甲の承諾を得

た場合には、当該報告又は届出を行うための書面に記載すべき事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、提供することができる。

この場合において、乙は、書面により当該報告又は届出を行ったものとみなす。

（適用法）

第２８条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとする。

（合意管轄）

第２９条 本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に関する訴訟

については、甲の本店又は○○支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
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（ギブアップに係る契約の締結の承諾）

第３０条 乙がギブアップに係る契約を締結する場合には、乙はその都度あらかじめ書面

により甲の承諾を得なければならない。

２ 乙は、ギブアップに係る契約について解約があったときは、遅滞なくその旨を甲に通

知するものとする。

この契約を証するため、本契約書２通を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれその１通

を所持する。

  年  月  日

住     所

甲（堂島農産物先物等清算参加者） 商号又は名称

代 表 者              印

住    所

乙（堂島農産物先物等非清算参加者）商号又は名称

代 表 者             印

（注１） 第１８条第２項中「○か月」の部分については、甲と乙の合意により、１か月

以上の月数を記入するものとする。

（注２） 第１９条については、同条第１項に規定する債務の履行の確実性の観点から本

契約を解約することができる条件を甲と乙との間であらかじめ定めない場合は、本契約

から削除することができる。

（注３） 第２９条の合意管轄については、甲と乙との合意により、適当と認める修正を

行うことができる。
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別紙様式４

堂島砂糖先物等清算受託契約書

○○○（以下「甲」という。）及び○○○（以下「乙」という。）は、乙の委託に基づき甲

が行う商品清算取引に関し、次のとおり契約する。なお、本契約における用語の意義は、

株式会社日本証券クリアリング機構（以下「クリアリング機構」という。）の商品取引債務

引受業に関する業務方法書（以下「業務方法書」という。）その他の規則において定めると

ころによるものとする。

（商品清算取引の対象取引）

第１条 本契約において対象となる清算対象取引は、クリアリング機構の業務方法書に定

める指定市場開設者及び指定商品市場のうち、大阪堂島商品取引所の砂糖市場における

取引とする。

（指定清算参加者としての指定）

第２条 乙は、対象取引について、常に商品清算取引の委託先とする清算参加者（以下「指

定清算参加者」という。）として甲を任意に指定することができるものとする。この場合

において、甲はクリアリング機構に対し、乙は指定市場開設者に対し、あらかじめ届出

を行うもの（指定市場開設者の承認が必要な場合は、承認を受けるもの）とする。

（指定を受けた場合の未決済約定の引継ぎ）

第３条 甲は、乙が指定清算参加者として甲以外の清算参加者を指定していた場合におい

て、当該指定を甲に変更したとき、乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく清

算約定で未決済のもの（清算約定に係るものに限る。）を、変更前の指定清算参加者から

引き継ぐものとする。

２ 甲は、乙がその有する堂島砂糖先物等清算資格を喪失した場合において、甲を指定清

算参加者として指定した場合には、乙の清算約定で未決済のものを引き継ぐものとする。

（指定を変更した場合等の未決済約定の引継ぎ）

第４条 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、当該指定を指

定市場開設者の定めるところにより他の清算参加者に変更したときは、乙の対象取引に

係る商品清算取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙が新たに指定した他の

清算参加者に引き継ぐものとする。

２ 甲は、乙が指定清算参加者として甲を指定していた場合において、乙がクリアリング
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機構の堂島砂糖先物等清算資格を取得したときは、乙の対象取引に係る商品清算取引の

委託に基づく清算約定で未決済のものを、乙に引き継ぐものとする。

（商品清算取引の成立）

第５条 甲が乙から指定清算参加者として指定されている場合における商品清算取引につ

いては、乙が甲を代理して当該取引を成立させるものとする。

２ 前項の場合において、対象取引に係る商品清算取引の委託については、指定市場開設

者が定めるところにより乙が取引を行ったときに、乙から甲に対し商品清算取引の委託

の申込みが行われ、かつ、甲は商品清算取引の受託をしたものとみなす。

（商品清算取引口座）

第６条 乙の対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る取引証拠金、値洗い

のために授受する金銭（約定差金及び帳入差金に相当する金銭をいう。）、その他授受す

る有価証券等及び金銭は、すべて乙が甲に設定する商品清算取引口座において処理する

ものとする。

（期限の利益の喪失）

第７条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知、催

告等がなくても甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務

について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。

（１） 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、若しくは特別

清算開始の申立てがあったとき。

（２） 手形交換所又は電子記録債権法（平成１９年法律第１０２号）第２条第２項に

規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

（３） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権又

はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発

送されたとき。

（４） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務に

ついて差し入れ又は預託している担保の目的物について差押又は競売手続の開始があ

ったとき。

（５） 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。

２ 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲

に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の期限の利益を失

い、直ちに債務の弁済をしなければならない。

（１） 乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務に
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ついて一部でも履行を遅滞したとき（クリアリング機構の業務方法書第３０条第２項

に規定する措置に乙が従わなかったことによるものを除く。）。

（２） 乙の甲に対する債務（対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る

債務を除く。）について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始

（外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含

む。）があったとき。

（支払の停止があった場合等における取扱い）

第８条 前条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は指定市場開設者の定め

るところにより、当該指定市場開設者に対し、乙のすべての対象取引に係る商品清算取

引の委託に基づく清算約定で未決済のものにつき、整理を行いたい又は甲が指定する清

算参加者に整理を行わせたい旨を申し出ることができる。

２ 甲は前項の申出を行ったときは、直ちに、その旨を清算機構に報告しなければならな

い。

３ 第１項の申出に基づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、乙の現

物先物取引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行っ

た結果、甲又は甲が指定する清算参加者が損失を生じた場合には、乙は、甲に対してそ

の額に相当する金銭を直ちに支払うものとする。

４ 第１項の規定にかかわらず、乙が指定市場開設者から商品市場における取引若しくは

商品清算取引の委託を停止された場合、又は除名されたときは、甲は当該処分を行った

指定市場開設者及び清算機構の定めるところに、乙は当該処分及び処分を行った指定市

場開設者の定めるところに従うものとする。

（甲に増担保等措置が行われた場合の対応）

第９条 乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引についてクリアリング機構の業務方法

書第３０条第２項に規定する措置を甲が乙に対して実施したときは、乙は当該措置に従

わなければならない。

（甲にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における転売又は買戻し等）

第１０条 甲は、乙が正当な理由なく前条に定める措置に従わないことによって、クリア

リング機構の業務方法書に基づくポジション保有状況の改善指示（以下この条において

「改善指示」という。）を受けた場合には、乙に対して、乙の対象取引に係る商品清算取

引の委託に基づく清算約定で未決済のものの決済又は他の清算参加者への引継ぎを要請

することができる。
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２ 甲は、改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお改善指示に適合できな

い場合で、かつ、乙に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を定めて前項の要請を行っ

たにもかかわらず、乙がこれらを正当な理由なく行わなかった場合には、合理的に必要

と認められる範囲内において、乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基

づく取引を決済するために、乙の計算において、対象取引に係る転売又は買戻し（これ

らの委託を含む。）を行うことができる。

３ 甲が前項の規定に基づき同項の転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行った結果、

乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の

賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認

められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（清算参加者の決済不履行の場合における措置等）

第１１条 甲は、乙の商品清算取引の委託に基づく対象取引について、クリアリング機構

の業務方法書第７９条第１項に規定する期限前終了割当建玉に指定された場合には、乙

の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引を決済するために、乙の

計算において、対象取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行うことがで

きる。

２ 甲が前項の規定に基づき同項の転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行った結果、

乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及びクリアリング機構に対してその損害の

賠償を請求しないものとする。ただし、甲又はクリアリング機構に故意又は重過失が認

められる場合にあっては、当該故意又は重過失がある者に対する請求はこの限りではな

い。

（差引金額）

第１２条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失し、甲に対する対象取引に係る商品

清算取引の委託に基づく取引に係る債務を履行しなければならない場合には、当該債務

と乙の甲に対する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債権その他一

切の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、甲はいつでも相殺することができ

る。

２ 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり

諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできる。

３ 前２項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、

その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率及び甲に対する債務の遅延損害金の

率については甲の定める率によるものとする。
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（充用有価証券等の処分）

第１３条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、通知、催告を行

わず、かつ法律上の手続によらないで、対象取引に係る商品清算取引に基づく取引に係

る債務の履行を確保するために乙が取引証拠金として差し入れている充用有価証券等

（クリアリング機構の取引証拠金等に関する規則第１２条に定める充用有価証券等をい

う。）を、乙の計算において、その方法、時期、場所、価格等につき甲の任意で処分し、

その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当で

きるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は乙は直ちに弁済を

行うものとする。

（占有物の処分）

第１４条 第７条の規定により乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、占有している乙

の動産及び占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）

に基づき甲の口座に記録している乙の有価証券等を処分できるものとし、この場合甲は

すべて前条に準じて取り扱うものとする。

（弁済等充当の順序）

第１５条 債務の弁済又は第１２条の差引計算を行う場合、乙の甲に対する商品清算取引

の委託に基づく取引に係る債務の全額を消滅させるに足りないときは、甲が適当と認め

る順序方法により充当することができるものとする。

（遅延損害金の支払）

第１６条 乙が対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る甲に対する債務の

履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日より履行の日ま

でに、甲の定める率による遅延損害金を支払うものとする。

（債権譲渡等の禁止）

第１７条 乙は甲に対して有する対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る

債権を他に譲渡又は質入れをしてはならない。

（本契約の解約）

第１８条 本契約は甲乙協議のうえ、合意により本契約を解約することができる。

２ 前項の規定によるほか、甲又は乙は、解約を希望する日から○か月以上前に、相手方

に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、本契約を解約することができる。
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３ 前２項の規定によるほか、甲は、乙が第７条第１項各号又は第２項各号のいずれかに

該当する場合は、本契約の解約ができる。

４ 前３項の規定により本契約を解約しようとする場合には、甲は、クリアリング機構に

対し、乙は指定市場開設者に対しあらかじめ届出を行うものとする。この場合、第１項

による解約の場合は解約しようとする日の３日前（休業日を除外する。）までの日、第２

項による解約の場合は甲が相手方に対し書面により解約の意思を申し出た又は申し出を

受けた後遅滞なく、前項による解約の場合は解約しようとする日の前日（休業日にあた

る日は、順次繰り上げる。）までに当該届出を行うものとする。

５ 本契約の解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引（第８条第１項の申出に基

づき、指定市場開設者が乙を違約者とみなしたことにより、現物先物取引及び現金決済

先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）が行われた場合及び同条第４項

の規定に基づき指定市場開設者及びクリアリング機構の定めるところに従い現物先物取

引及び現金決済先物取引に係る転売又は買戻し（これらの委託を含む。）を行う場合を含

む。）に関しては、引き続き本契約を適用する。

６ 第１項から第３項までの規定にかかわらず、甲が第４項に定める届出を行わなかった

場合には、本契約の解約は、その効力を生じない。

（特例解約）

第１９条 前条の規定にかかわらず、本契約は、対象取引に係る商品清算取引の委託に基

づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から本契約を解約することができる旨の条件

をあらかじめ甲と乙の合意により定めている場合において、乙が当該条件に該当したと

きは、甲は解約を希望する日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）までに

乙に対し書面により解約の意思を申し出ることにより、解約することができる。

２ 前項の規定による本契約の解約（以下「特例解約」という。）をしようとする場合には、

甲は、乙に対し書面により特例解約の意思を申し出た後直ちに、かつ、当該特例解約を

行おうとする日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）までにクリアリング

機構に対し届出を行うものとする。

３ 特例解約までに成立した対象取引に係る商品清算取引（特例解約に係る転売又は買戻

しを含む。）に関しては、引き続き本契約を適用する。

４ 前項のほか、決済履行確保の観点からクリアリング機構が特に必要と認める取引につ

いては、引き続き本契約を適用する。

５ 第１項の規定にかかわらず、甲が第２項に定める届出を行わなかった場合には、特例

解約は、その効力を生じない。
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（当月限建玉の決済等の特約）

第２０条 甲と乙は、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行

の確実性の観点から、次に掲げる事項について特約を定めるものとする。

（１） 甲の指定する日時までに、乙の有する当月限建玉にかかる受渡しの有無、受渡

品の調達状況等必要な事項を甲に対して遅滞なく報告すること

（２） 受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券等、または買付けに係る

総取引金額を差し入れる日時

（３） 対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に係る数量の限度

２ 前項の規定にかかわらず、甲と乙は乙の有する当月限建玉について受渡を行わない旨

又は乙の有する建玉についてあらかじめ定める日までに転売若しくは買戻しにより決済

を行う旨の特約を定めることができる。

３ 乙が前２項の規定に定める特約に違反したときは、甲は乙の対象取引に係る商品清算

取引の委託に基づく清算約定で未決済のものを決済するため、当該未決済の清算約定に

関する建玉を乙の計算において、転売若しくは買戻しにより任意に処分する又は甲が指

定する指定市場開設者の会員等に引き継ぐことができる。

４ 第８条第３項の規定は、前項の場合において準用する。

（報告）

第２１条 乙は、甲が請求したときは、対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引

に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告しなければならない。

２ 乙は、第７条第１項各号又は第２項各号のいずれかの事由を生じたとき、又は、指定

市場開設者から商品市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止された場合、

又は除名されたとき（本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引

に関係のあるものに限る。）は、甲に対し直ちに書面をもってその旨の報告をしなければ

ならない。

（乙の義務）

第２２条 乙は、乙又は乙に係る清算取次者が差換預託をしているときはその旨を甲に対

し通知するとともに、クリアリング機構が定める取引証拠金等に関する規則に基づき必

要な事項を甲に通知しなければならない。

（秘密保持）

第２３条 甲及び乙は、本契約に関して業務上知り得た相手方の業務上の秘密を保持する

ものとし、他の目的のために利用してはならない。また、指定市場開設者又はクリアリ

ング機構の調査に応じる場合その他正当な理由がある場合を除き、第三者に漏らしては
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ならない。

（届出事項の変更届出）

第２４条 乙は、商号若しくは名称、代表者、甲に届け出た印章若しくは署名鑑又は住所

若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、甲に対し直ちに書面をも

ってその旨届け出なければならない。

（免責事項）

第２５条 天災地変等の不可抗力により、乙の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に

生じた損害については、甲はその責を負わないものとする。

２ 前項の事由による担保物の紛失、滅失、毀損等の損害についても甲はその責を負わな

いものとする。

３ 甲が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の

注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽

造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については甲はその責を負わ

ないものとする。

（通知の効力）

第２６条 乙が甲に届け出た住所又は事務所にあて、甲によりなされた対象取引に係る商

品清算取引の委託に基づく取引に関する諸通知が乙の責に帰すべき事由により延着し、

又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとする。

（電磁的方法による報告等）

第２７条 乙は、第２１条第２項の規定による書面による報告又は第２４条の規定による

書面（印章又は署名鑑の変更にかかるものを除く。）による届出に代えて、甲の承諾を得

た場合には、当該報告又は届出を行うための書面に記載すべき事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、提供することができる。

この場合において、乙は、書面により当該報告又は届出を行ったものとみなす。

（適用法）

第２８条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとする。

（合意管轄）

第２９条 本契約に基づく対象取引に係る商品清算取引の委託に基づく取引に関する訴訟

については、甲の本店又は○○支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
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（ギブアップに係る契約の締結の承諾）

第３０条 乙がギブアップに係る契約を締結する場合には、乙はその都度あらかじめ書面

により甲の承諾を得なければならない。

２ 乙は、ギブアップに係る契約について解約があったときは、遅滞なくその旨を甲に通

知するものとする。

この契約を証するため、本契約書２通を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれその１通

を所持する。

  年  月  日

住     所

甲（堂島砂糖先物等清算参加者） 商号又は名称

代 表 者               印

住    所

乙（堂島砂糖先物等非清算参加者）商号又は名称

代 表 者              印

（注１） 第１８条第２項中「○か月」の部分については、甲と乙の合意により、１か月

以上の月数を記入するものとする。

（注２） 第１９条については、同条第１項に規定する債務の履行の確実性の観点から本

契約を解約することができる条件を甲と乙との間であらかじめ定めない場合は、本契約

から削除することができる。

（注３） 第２９条の合意管轄については、甲と乙との合意により、適当と認める修正を

行うことができる。
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別表第１

充用有価証券の種類及びその充用価格等に関する表

１ 業務方法書第６８条第５項及び第６項に定める当社が適当と認める有価証券の種類並

びに当社が定める時価及び率は以下のとおりとする。

有価証券の種類 時価 時価に乗ずべき率

国債証券（物価連動国

債にあっては国債店

頭取引清算業務にお

いて清算対象取引と

するものに限る。）

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの

当該売買参考統計値

のうち平均値（物価連

動国債にあっては、当

該平均値に財務省が

公表する連動係数を

乗じた値）

（１） 国債証券（変

動利付国債、物価連

動国債、分離元本振

替国債及び分離利

息 振 替 国 債 を 除

く。）

ａ 残存期間１年

以内のもの

１００分の９９

ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の

１００分の９７

ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの

１００分の９７

ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの

１００分の９６

ｅ 残存期間２０

年超３０年以内

のもの

１００分の９４

ｆ 残存期間３０

年超のもの
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１００分の９１

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの

金融商品取引所（注

１）における 終価格

（注２）

（２） 変動利付国債

ａ 残存期間１年

以内のもの

１００分の９９

ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の

１００分の９９

ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの

１００分の９９

ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの

１００分の９９

（３） 物価連動国債

ａ 残存期間１年

以内のもの

１００分の９９

ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の

１００分の９７

ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの

１００分の９７

ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの

１００分の９７
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ｅ 残存期間２０

年超３０年以内

のもの

１００分の９７

ｆ 残存期間３０

年超のもの

１００分の９７

（４） 分離元本振替

国債及び分離利息

振替国債

ａ 残存期間１年

以内のもの

１００分の９９

ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の

１００分の９７

ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの

１００分の９７

ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの

１００分の９６

ｅ 残存期間２０

年超３０年以内

のもの

１００分の９４

ｆ 残存期間３０

年超のもの

１００分の９０

政府保証債券
日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

当該売買参考統計値

のうち平均値

（１） 残存期間１年

以内のもの
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するもの １００分の９９

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの

１００分の９７

金融商品取引法施行

令第２条の１１に定

める債券である円貨

債券（注３）

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの

金融商品取引所（注

１）における 終価格

（注２）

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の

１００分の９７

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の９５

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の９３

（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の９１

外国国債証券
アメリカ合衆国財務

省証券

ニューヨーク市場に

おける前日の 終の

気配相場

（１） 残存期間１年

以内のもの

１００分の９７

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの

１００分の９５

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の

１００分の９３

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の９１
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（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の８９

（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の８９

グレートブリテンお

よび北アイルランド

連合王国政府が発行

する英ポンド建債券

ロンドン市場におけ

る前日の 終の気配

相場

（１） 残存期間１年

以内のもの

１００分の９５

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの

１００分の９３

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の

１００分の９３

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の９０

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の８８

（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の８９

ドイツ連邦共和国政

府の発行するユーロ

建債券

フランクフルト市場

における前日の 終

の気配相場

（１） 残存期間１年

以内のもの

１００分の９５

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの
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１００分の９４

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の

１００分の９３

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の９１

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の８９

（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の８５

フランス共和国政府

の発行するユーロ建

債券

パリ市場における前

日の 終の気配相場

（１） 残存期間１年

以内のもの

１００分の９５

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの

１００分の９４

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の

１００分の９２

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の８９

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の８５
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（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の８６

地方債証券（注３）

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの

当該売買参考統計値

のうち平均値

（１） 残存期間１年

以内のもの

１００分の９９

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの

１００分の９７

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの

金融商品取引所（注

１）における 終価格

（注２）

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の

１００分の９７

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の９４

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の９２

（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の９２

特殊債券（政府保証債

券を除く。）（注４）

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの

当該売買参考統計値

のうち平均値

（１） 残存期間１年

以内のもの

１００分の９９

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの

１００分の９７

社債券（新株予約権付

社債券を除く。）（注

３）（注４）

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

金融商品取引所（注

１）における 終価格

（注２）

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の
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品取引所において上

場されているもの

１００分の９７

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の９４

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の９２

（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の９０

円貨建外国債券（金融

商品取引法施行令第

２条の１１に定める

債券である円貨債券

を除く。）（注３）（注

４）

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの

当該売買参考統計値

のうち平均値

（１） 残存期間１年

以内のもの

１００分の９９

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの

１００分の９７

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの

金融商品取引所（注

１）における 終価格

（注２）

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の

１００分の９７

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの

１００分の９５

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの

１００分の９５

（６） 残存期間３０

年超のもの

１００分の９５
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株券

国内の金融商品取引

所に上場されている

もの

金融商品取引所（注

１）における 終価格

（注２）
１００分の７０

優先出資証券

外国株預託証券

外国投資信託の受益

証券

外国投資証券

受益証券発行信託の

受益証券

外国受益証券発行信

託の受益証券

投資信託の受益証券 国内の金融商品取引

所に上場されている

もの

金融商品取引所（注

１）における 終価格

（注２）
投資証券

（注）

１． 複数の金融商品取引所に上場している銘柄については、当社が定める順位によ

り選択した金融商品取引所とする。

２． 終価格については、当該金融商品取引所において気配表示が行われている場

合は当該 終気配値段をいう。

３． 発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。

４． 特殊債券（政府保証債券を除く。）、社債券（新株予約権付社債券を除く。）

及び円貨建外国債券（金融商品取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号）第２条

の１１に定める債券である円貨債券を除く。）については、適格格付機関（法第２

条第３６項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令（平成

１９年内閣府令第５２号）第１１６条の３第２項に規定する特定関係法人をいう。）

から取得している格付が全てＡ格相当以上であること等、発行企業の信用力その他

の事情を勘案して、当社が適当と認めるものに限る。

２ 前項の規定における当社が定める順位は、第一順位は、当該預託日の前々日が毎年２

月から７月までの間は前年７月から１２月までの、当該預託日の前々日が毎年８月から

翌年１月までの間は１月から６月までの間における各金融商品取引所において成立した

当該銘柄の売買高（売買立会により成立した普通取引（各金融商品取引所の定める普通

取引をいう。）に係るものに限る。）の も多い金融商品取引所とし、それ以降は、取引

所・業界団体等コード（証券コード協議会の定めるものをいう。）の順序とする。

３ 国債証券の預託は、日本銀行に設けられた当社名義の口座への振替により行うものと

する。
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４ 次の各号に掲げる有価証券の預託は、保管振替機構に設けられた当社名義の口座への

振替により行うものとする。

（１） 株券、優先出資証券、外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の

受益証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受

益証券及び債券（国債証券及び新株予約権付社債券を除く。）

（２） 投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの。

５ 当社は、次の各号に掲げる預託有価証券に係る保管振替機構に対する報告を預託元の

清算参加者に委託し、当該委託を受けた清算参加者は保管振替機構に対し当該報告を行

うものとする。この場合において、当該委託を受けた清算参加者は他の者をして当該報

告を行わせることができる。

（１） 内国法人の発行する株券に係る特別株主管理事務委託状況の報告

（２） 優先出資証券に係る特別優先出資者管理事務委託状況の報告

（３） 投資信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告

（４） 投資証券に係る特別投資主管理事務委託状況の報告

（５） 受益証券発行信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告

６ 第１項の規定にかかわらず、国内の金融商品取引所に上場されている株券（優先出資

証券、外国株預託証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外

国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。

以下この項において同じ。）が、その上場されている国内のすべての金融商品取引所にお

いて、当該金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当した場合（次の各号に掲げる

場合を除く。）には、該当した日の翌日から、当該株券及び当該株券（当該外国株預託証

券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び

外国受益証券発行信託の受益証券を除く。）の発行者が発行する社債券を、充用有価証券

から除外する。

（１） 当該株券の発行者が株式交換又は株式移転により金融商品取引所に株券が上場

されている会社（以下「上場会社」という。）の完全子会社となる場合

（２） 当該株券の発行者が上場会社に吸収合併される場合

（３） その他当該株券が上場廃止となる場合であって当該株券と引換えに交付される

株券が国内の金融商品取引所に速やかに上場される見込みがあるとき

７ 前項の規定は、債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失した場合の当該債券につ

いて準用する。
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エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６０条第４項の規定に基づき、

同第３条第１号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引における受渡決済（指定市場開

設者が定める申告受渡、受渡条件調整及びＡＤＰによる受渡決済を除く。）に関し必要な事

項について規定する。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（２） 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。

（３） 受渡日 指定市場開設者が定める受渡日をいう。

（４） 貯蔵所 消防法第２条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第１１

条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を貯蔵

する施設をいう。

（５） 渡方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（受渡品の受渡先の決定方法等）

第３条 受渡品の受渡先となるエネルギー先物等清算参加者の決定方法等は、次のとおりとす

る。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当社が定める荷渡通知書及び受渡明細届出書

を、受方エネルギー先物等清算参加者は、当社が定める荷受通知書及び受渡明細届出書を、

現物先物取引の各限月取引の納会日（指定市場開設者が定める納会日をいう。）の翌日（休

業日を除外する。以下日数計算において同じ。）の正午までに当社に提出しなければなら

ない。

（２） 当社は、前号に規定する荷渡通知書及び荷受通知書を受理したときは、遅滞なくエ

ネルギー先物等清算参加者に、当該通知書の内容を通知するものとする。

（３） 当社は、受渡条件調整及びＡＤＰによることが決定した受渡し以外の受渡しについ

て、受方エネルギー先物等清算参加者が２名以上あるときは、各受方エネルギー先物等清
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算参加者が受領する受渡品は、合議、抽選その他当社が定めるところにより割り当てる。

（４） 当社は、受方エネルギー先物等清算参加者の引き取るべき受渡品が決定したときは、

遅滞なく、その旨を当該受渡しに係る渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギ

ー先物等清算参加者に通知する。

（５） 渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者は、連署を

もって、第１号に規定する納会日の属する月の最終営業日午後３時３０分までに、受渡日、

受渡場所、受渡数量、受渡方法及び品質確認書（受渡しに提供する受渡品が受渡供用品に

該当することを証する書面として指定市場開設者が定めるものをいう。以下同じ。）の添

付の有無等を記載した受渡通知書を当社に差し出さなければならない。

（６） 当社は、前号に規定する受渡通知書を受理した後、遅滞なく当該受渡通知書を差し

出した渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者に対して、

受渡代金等（受渡代金（ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油

税の税額分を加算した金額とし、軽油にあっては、軽油引取税が課される受渡しを行う場

合において、軽油引取税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。）及び受渡代金に係

る消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）相当額を合算した額をいう。以下同じ。）を

通知する。

（７） 渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者は、第５号

に規定する受渡通知書に記載された内容を変更するときは、受渡日の午後３時３０分（休

業日にあっては前営業日の午後３時３０分）までに、改めて受渡通知書を当社に差し出さ

なければならない。この場合において、当社は、遅滞なく当該渡方エネルギー先物等清算

参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者に対して、受渡代金等を再度通知する。

２ 他社清算参加者であるエネルギー先物等清算参加者が非清算参加者に対して受渡品を割り

当てる場合には、当該エネルギー先物等清算参加者があらかじめ定めた抽選その他の方法に

より公平に行うものとする。

（受渡方法）

第４条 受渡しの方法は、次のとおりとする。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、出荷依頼書

その他の指定市場開設者が定める書類（以下「出荷依頼書等」という。）及び品質確認書

（次条の定めに従う。）を当社に差し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

を当社に差し出し、前号に規定する出荷依頼書等及び品質確認書の交付を受ける。
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（３） 受渡しの方法は、渡方エネルギー先物等清算参加者にあっては指定市場開設者が定

める受渡場所におけるタンク渡し（タンクからのローディングアーム渡し、又はホース渡

しをいう。）とし、受方エネルギー先物等清算参加者にあっては内航船によるものとする。

（４） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわら

ず、受渡しを分割して行いたい旨の申出が受方エネルギー先物等清算参加者からなされた

ときは、これに応じなければならない。

（５） 軽油にあっては、渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算

参加者は、受渡しが完了するまでに、指定市場開設者が定める軽油受渡当事者確認書を当

社に差し出さなければならない。

（６） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日から起算して３日後（休業日を除外す

る。以下日数計算において同じ。）の午後３時３０分までに、当社が定める受渡完了通知

書を提出しなければならない。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、

受渡完了通知書を、荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了したこと

を証する書面（以下「協定書等」という。）に基づき作成するとともに、当該協定書等を

保存し、当社の求めに応じて、当該協定書等を提出するものとする。

（７） 当社は、前号に規定する受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌

日の正午までに、渡方エネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。ただし、

午後３時３０分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出さ

れたものとして取り扱う。

（８） 受渡通知書に記載されている受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合

（指定市場開設者が定める許容限度の範囲内に限る。）には、受方エネルギー先物等清算

参加者は、当月限最終受渡日から起算して３日後の午後３時３０分までに当該過不足に係

る数量を当社に報告するものとし、当社は、次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又

はｂに定めるところにより当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。

ａ 受渡品の量目が増量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに渡方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

ｂ 受渡品の量目が減量した場合
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（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

（９） 前２号に定める金銭の授受は、次のａ及びｂに定めるところにより行うものとする。

ａ 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀

行（以下「受渡決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に

設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

ｂ 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領す

るものとする。

（品質確認書）

第５条 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡場所のうち貯蔵所（消防法第２条において

規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第１１条の規定に基づき、市町村長等の許可を

得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を貯蔵する施設をいう。）において受渡しを行う

場合であって、受方エネルギー先物等清算参加者から品質確認書の添付を要請されたときに

は、当社が定めるところによりこれに応じなければならない。

（内航船の手配）

第６条 第４条第３号に規定する内航船は、渡方エネルギー先物等清算参加者が手配する場合

を除き受方エネルギー先物等清算参加者が手配するものとする。この場合において、受方エ

ネルギー先物等清算参加者は、受渡場所の定める入港許可基準に合致した内航船を手配しな

ければならない。

２ 受方エネルギー先物等清算参加者は、内航船の手配が完了したときは、速やかに渡方エネ

ルギー先物等清算参加者に対し、その旨を通知しなければならない。

３ 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受方エネルギー先物等清算参加者から前項の通知を

受けたときは、受方エネルギー先物等清算参加者が当該受渡場所の定めに従って行う一切の

手続きについて、受渡日までに完了するよう協力しなければならない。

（受渡日の指定）
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第７条 受渡日は、原則として受方エネルギー先物等清算参加者が指定することができる。た

だし、渡方エネルギー先物等清算参加者の一の委託者等又は自己の計算による受渡しの枚数

が３０枚を超える場合には、受渡しの当事者間で調整の上、受渡日を決定するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、受渡しの当事者間で

調整の上、受渡日を決定するものとする。

（１） 内航船の入港について受渡場所の許可が得られないとき。

（２） 港内施設の使用状況等により、受渡しを行うことについて受渡場所の許可が得られ

ないとき。

（３） 第１０条に定める受渡しの当事者の責めに帰することができない事由が生じたとき。

（渡方エネルギー先物等清算参加者の責任範囲）

第８条 受渡しにおける渡方エネルギー先物等清算参加者の責任の範囲は、出荷ホースの先端

フランジと内航船のマニホールドフランジの接続点を受渡品が全量通過するまでとする。

（受渡諸費用の負担）

第９条 受渡諸費用の負担は、次のとおりとする。

（１） 受渡時に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する費用は、渡方エネルギー先

物等清算参加者の負担とする。

（２） 内航船の手配に要する費用は、受方エネルギー先物等清算参加者の負担とする。

（３） 品質確認書を発行するために要する費用は、渡方エネルギー先物等清算参加者の負

担とする。

（４） その他商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない費用の負

担は、受渡しの当事者が合議の上決定するものとする。

（受渡不能時の処理）

第１０条 受渡決済において、受渡しの当事者の責めに帰することができない事由（次の各号

に掲げる場合をいう。）により、受渡日に受渡し（当該事由が発生する以前に、受渡しにお

ける受渡品、受渡条件等が当社に提出されていたものに限る。）が行われなかったときは、

当該受渡しに係る限月取引における受渡日の期間内又は当社が認める期間内において、受渡

しの当事者で協議のうえ、改めて受渡日を設け、受渡しを行うものとする。ただし、これに

より受渡しを行うことが不可能又は非効率的であると当社が認める場合には、指定市場開設

者が定める受渡値段をもって清算することにより、受渡しが結了したものとみなす。
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（１） 天災地変、戦争、暴動等により受渡場所の出荷業務が行えない場合

（２） 内航船事故の場合

（３） 受渡場所における船内荷役ストライキ若しくは沿岸荷役ストライキ又は公共機関に

よる入出港停止等の措置が講じられた場合

（４） 船長が事故防止のために荷役を中止又は中断する必要があると判断した場合

（５） 法令、行政処分等により受渡しが履行できなくなった場合

（６） その他やむを得ない事由として当社が認める場合

２ 軽油にあっては、指定市場開設者が定める受渡当事者たる資格を失った場合は、指定市場

開設者が定める受渡値段をもって清算することにより、受渡しが結了したものとみなす。

３ 受渡しの当事者は、前２項の処理について異議の申立てをすることができない。

（故障の申立て）

第１１条 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡品について、量目不足、不純物の混入、

水の混入又は品質が、指定市場開設者が定める受渡供用品の基準に満たない等の故障がある

と当社が認める場合には、受渡日の翌日の午後５時までに当社の定める書面をもって、当社

及び渡方エネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができる。

（故障受渡品の処理）

第１２条 当社は、前条の規定による故障の申立てを受けたときは、その申立事項に係る必要

な調査を行うものとする。この場合において、当社は、揮発油等の品質の確保等に関する法

律（昭和５１年法律第８８号）第１６条の２に規定する登録分析機関に検査を依頼すること

ができる。

２ 当社は、前項の規定による調査の結果、故障がないと認めるときは当該申立てを却下し、

故障があると認めるときは、次のとおり処理を行うものとする。

（１） 受渡品の量目が、指定市場開設者が定める許容限度を超えて減量したときは、渡方

エネルギー先物等清算参加者に対し、その全減量について受渡値段により算出した金額を

値引きさせて、受渡しを結了させる。

（２） 故障の程度が軽微で、値引きによって、受渡しを結了させても支障がないと認める

ときは、当社の定める値引金額によって、受渡しを結了させる。

（３） 故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認めるときは、その決定した日

の翌日から起算して５日以内に、渡方エネルギー先物等清算参加者をして、代品を提供さ

せて受渡しを結了させる。



１１

423

（４） 渡方エネルギー先物等清算参加者が前号の規定による代品の提供をしないとき、又

は代品を提供しても故障の程度が甚だしく、受渡しに適しないと当社が認めるときは、最

初からその提供がなかったものとみなす。

３ 当社は、前項の規定により故障の処理を決定したときは、遅滞なく、その旨を受渡しの当

事者に通知するものとする。この場合において、当該受渡しの当事者は、その決定に従わな

ければならない。

（故障処理に要した費用の負担）

第１３条 前条の規定による故障処理に要した費用の負担は、次のとおりとする。

（１） 調査の結果、故障の申立てが却下されたものについては、検査手数料及びその他調

査のために要した実費は、受方エネルギー先物等清算参加者の負担とする。

（２） 前条第２項第１号及び第２号の規定により値引きによって受渡しをさせるもの若し

くは同項第３号の規定により代品を提供して受渡しをさせるものについては、検査手数料

及びその他調査のために要した実費は、渡方エネルギー先物等清算参加者の負担とする。

（遅滞金）

第１４条 第１２条第２項第３号の規定により代品を提供して受渡しを結了した渡方エネルギ

ー先物等清算参加者は、その代品分について、受渡代金（ガソリンにあっては揮発油税及び

地方揮発油税、並びに軽油にあっては軽油引取税の税額分を除く。）に１００分の１を乗じ

て得た金額に相当する遅滞金を当社に差し出さなければならない。

２ 当社は、前項の規定による遅滞金を受け取ったときは、遅滞なく、これを受方エネルギー

先物等清算参加者に交付するものとする。

（故障の申立て等の取下げ）

第１５条 受方エネルギー先物等清算参加者は、第１１条の規定による故障の申立てを行った

後に受渡しの当事者間でその取下げに合意したときは、書面をもってその旨を当社に申し出

ることにより、これを取下げることができる。この場合において、第１２条第１項の規定に

よる検査に係る費用が既に発生している場合には、受方エネルギー先物等清算参加者がこれ

を負担する。

（受渡しに係る手続きの方法）

第１６条 第３条及び第４条に規定する手続きは、原則として、当社が設置する電子計算機等
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を利用したシステムにより行うものとする。

（臨機の処置）

第１７条 受渡しに関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない

事態又は不測の事態が生じた場合にあっては、受渡しの当事者は、その合議により処理する

ものとする。

付 則

この要領は、令和２年７月２７日から施行する。
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エネルギーに係る申告受渡に関する取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６０条第４項の規定に基づき、

同第３条第１号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引の受渡決済における申告受渡

（指定市場開設者が定める申告受渡をいう。以下同じ。）に関し必要な事項について規定す

る。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（２） 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。

（３） 海上出荷 危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号）第２条第

１０項及び第１１項において規定するタンカー又はタンク船（以下「内航船」という。）

による出荷をいう。

（４） 申告受渡日 指定市場開設者が定めるところにより渡方エネルギー先物等清算参加

者及び受方エネルギー先物等清算参加者の間で申告受渡を行う受渡決済日として合意され

た日をいう

（５） 製造所 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条において規定する危険物を製

造する施設のうち、同法第１１条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣

（以下「市町村長等」という。）の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を製

造及び貯蔵する施設をいう。

（６） 貯蔵所 消防法第２条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第１１

条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を貯蔵

する施設をいう。

（７） 陸上出荷 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第２条第６号

において規定する移動タンク貯蔵所による出荷をいう。

（８） 渡方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（受渡方法）
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第３条 申告受渡の受渡しの方法は、次のとおりとする。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の前営業日の正午までに、出荷依

頼書その他の指定市場開設者が定める書類（以下「出荷依頼書等」という。）を当社に差

し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の前営業日の正午までに、受渡代

金等（受渡代金（ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税

額分を加算した金額とし、軽油について、軽油引取税が課される受渡しを行う場合にあっ

ては、軽油引取税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。）及び受渡代金に係る消費

税（地方消費税を含む。以下同じ。）相当額を合算した額をいう。以下同じ。）を当社に

差し出し、前号に規定する出荷依頼書等の交付を受ける。

（３） 受渡しの方法は、海上出荷又は陸上出荷のほか、受渡しの当事者間で合意した方法

により行うものとする。

（４） 前号の受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわらず、分割して行うこ

とができる。

（５） 軽油にあっては、渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算

参加者は、受渡しが完了するまでに、指定市場開設者が定める軽油受渡当事者確認書を当

社に差し出さなければならない。

（６） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日から起算して３日後（休業日を除

外する。以下日数計算において同じ。）の午後３時３０分までに、当社が定める受渡完了

通知書を提出しなければならない。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者

は、受渡完了通知書を、荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了した

ことを証する書面（以下「協定書等」という。）に基づき作成するとともに、当該協定書

等を保存し、当社の求めに応じて、当該協定書等を提出するものとする。

（７） 当社は、前号に規定する受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌

日の正午までに、渡方エネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。ただし、

午後３時３０分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出さ

れたものとして取り扱う。

（８） 記載受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合（指定市場開設者が定め

る許容限度の範囲内に限る。）には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受

渡日から起算して３日後の午後３時３０分までに当該過不足に係る数量を当社に報告する

ものとし、当社は、次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定めるところによ

り当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。
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ａ 受渡品の量目が増量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに渡方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

ｂ 受渡品の量目が減量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

（９） 前２号に定める金銭の授受は、次のａ及びｂに定めるところにより行うものとする。

ａ 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀

行（以下「受渡決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に

設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

ｂ 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領す

るものとする。

２ 申告受渡による受渡決済をインタンクトランスファー（製造所又は貯蔵所に設置されてい

るタンク内において、受渡品を移動させることなく行う受渡しをいう。以下同じ。）により

行う場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の前営業日の正午までに、受渡代

金等を当社に差し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の翌日の午後３時３０分までに、

当社が定める受渡完了通知書を当社に差し出さなければならない。

（３） 渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受

渡日の翌日の午後３時３０分までに、受渡場所を管理又は受渡品を保管若しくは管理して

いる者が申告受渡日現在において、タンク内に渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方

エネルギー先物等清算参加者が保有する受渡品が蔵置されていること又はされていたこと

を確約する旨を記載した書面を当社に差し出さなければならない。
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（４） 当社は、前２号に規定する書類が提出された日の翌日の正午までに、渡方エネルギ

ー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。

（５） インタンクトランスファーによる受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にか

かわらず、分割して行うことができる。

（受渡諸経費の負担）

第４条 申告受渡により受渡決済を行う場合に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する

費用の負担については、受渡しの当事者間で決定するものとする。

（故障の申立て）

第５条 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡により引き渡された受渡品等について、

故障の申立てをすることができない。

（エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領の準用）

第６条 エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領第１０条の規定は、申告受渡について準

用する。

（受渡証明書類の保存）

第７条 申告受渡による受渡決済をインタンクトランスファーで行ったエネルギー先物等清算

参加者は、第３条第２項第３号に規定する書類を保存しなければならない。

（その他）

第８条 申告受渡に関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない

事項については、受渡しの当事者間の合意により決定するものとする。

付 則

この要領は、令和２年７月２７日から施行する。
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エネルギーに係る受渡条件調整に関する取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６０条第４項の規定に基づき、

同第３条第１号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引の受渡決済における受渡条件調

整（指定市場開設者が定める受渡条件調整をいう。以下同じ。）に関し必要な事項について

規定する。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（２） 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。

（３） 受渡日 指定市場開設者が定める受渡日をいう。

（４） 海上出荷 危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号）第２条第

１０項及び第１１項において規定するタンカー又はタンク船（以下「内航船」という。）

による出荷をいう。

（５） 製造所 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条において規定する危険物を製

造する施設のうち、同法第１１条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣

（以下「市町村長等」という。）の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を製

造及び貯蔵する施設をいう。

（６） 貯蔵所 消防法第２条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第１１

条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を貯蔵

する施設をいう。

（７） 陸上出荷 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第２条第６号

において規定する移動タンク貯蔵所（以下「タンクローリー」という。）による出荷をい

う。

（８） 渡方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（受渡方法）
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第３条 受渡条件調整による受渡しの方法は、次のとおりとする。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、次のａ及び

ｂに掲げる書類（ｂに掲げる書類にあっては、次条の定めに従う。）を当社に差し出さな

ければならない。

ａ 出荷依頼書等（出荷依頼書その他の指定市場開設者が定める書類をいう。以下同じ。）

ｂ 品質確認書（受渡日、受渡場所、受渡数量、受渡方法及び受渡しに提供する受渡品が

受渡供用品に該当することを証する書面として指定市場開設者が定めるものをいう。以

下同じ。）

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

（受渡代金（ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分

を加算した金額とし、軽油について、軽油引取税が課される受渡しを行う場合にあっては、

軽油引取税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。）及び受渡代金に係る消費税（地

方消費税を含む。以下同じ。）相当額を合算した額をいう。以下同じ。）を当社に差し出

し、前号に規定する出荷依頼書等及び品質確認書の交付を受ける。

（３） 受渡しの方法は、海上出荷又は陸上出荷のほか、受渡しの当事者間で合意した方法

により行うものとする。

（４） 前号の受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわらず、分割して行うこ

とができる。

（５） 軽油にあっては、渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算

参加者は、受渡しが完了するまでに、指定市場開設者が定める軽油受渡当事者確認書を当

社に差し出さなければならない。

（６） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日から起算して３日後（休業日を除外す

る。以下日数計算において同じ。）の午後３時３０分までに、当社が定める受渡完了通知

書を提出しなければならない。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、

受渡完了通知書を、荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了したこと

を証する書面（以下「協定書等」という。）に基づき作成するとともに、当該協定書等を

保存し、当社の求めに応じて、当該協定書等を提出するものとする。

（７） 当社は、前号に規定する受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌

日の正午までに、渡方エネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。ただし、

午後３時３０分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出さ

れたものとして取り扱う。

（８） 記載受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合（指定市場開設者が定め
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る許容限度の範囲内に限る。）には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受

渡日から起算して３日後の午後３時３０分までに当該過不足に係る数量を当社に報告する

ものとし、当社は、次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定めるところによ

り当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。

ａ 受渡品の量目が増量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増量

分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清算

参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の正

午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者より

差し出された日の翌日の正午までに渡方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

ｂ 受渡品の量目が減量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減量

分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清算

参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の正

午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方エネルギー先物等清算参加者より

差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

（９） 前２号に定める金銭の授受は、次のａ及びｂに定めるところにより行うものとする。

ａ 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀

行（以下「受渡決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に設

けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

ｂ 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領す

るものとする。

２ 受渡条件調整による受渡決済をインタンクトランスファー（製造所又は貯蔵所に設置され

ているタンク内において、受渡品を移動させることなく行う受渡しをいう。以下同じ。）に

より行う場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

を当社に差し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の翌日の午後３時３０分までに、当社

が定める受渡完了通知書を当社に差し出さなければならない。

（３） 渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日
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の翌日の午後３時３０分までに、受渡場所を管理又は受渡品を保管若しくは管理している

者が受渡日現在において、タンク内に渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギ

ー先物等清算参加者が保有する受渡品が蔵置されていること又はされていたことを確約す

る旨を記載した書面を当社に差し出さなければならない。

（４） 当社は、前２号に規定する書類が提出された日の翌日の正午までに、渡方エネルギ

ー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。

（５） インタンクトランスファーによる受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にか

かわらず、分割して行うことができる。

（品質確認書）

第４条 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡場所のうち、貯蔵所において受渡しを行う

場合（次の各号のいずれにも該当しない場合に限る。）であって、受方エネルギー先物等清

算参加者から品質確認書の添付を要請されたときには、当社が定めるところによりこれに応

じなければならない。

（１） 海上出荷以外で受渡しを行う場合

（２） 受渡しの当事者の合意により指定市場開設者が定める受渡場所以外の場所で受渡し

を行う場合

（３） 指定市場開設者が定める受渡供用品以外で受渡しを行う場合

（内航船又はタンクローリーの手配及び登録等）

第５条 海上出荷における内航船及び陸上出荷におけるタンクローリーは、渡方エネルギー先

物等清算参加者が手配する場合を除き受方エネルギー先物等清算参加者が手配するものとす

る。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡場所の定める入港許可基

準又は入構許可基準に合致した内航船又はタンクローリーを手配しなければならない。

２ 受方エネルギー先物等清算参加者は、内航船又はタンクローリーの手配が完了したときは、

速やかに渡方エネルギー先物等清算参加者に対し、その旨を通知しなければならない。

３ 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受方エネルギー先物等清算参加者から前項の通知を

受けたときは、受方エネルギー先物等清算参加者が手配した内航船又はタンクローリーの登

録等、受方エネルギー先物等清算参加者が当該受渡場所の定めに従って行う一切の手続きに

ついて、受渡日までに完了するよう協力しなければならない。

４ 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は海上出荷若しく

は陸上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合には、前３項の規定にかかわらず、受渡しの
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当事者の合意により決定するものとする。

（渡方エネルギー先物等清算参加者の責任範囲）

第６条 受渡しにおける渡方エネルギー先物等清算参加者の責任の範囲は、海上出荷の場合に

は、出荷ホースの先端フランジと内航船のマニホールドフランジの接続点を受渡品が全量通

過するまでとし、陸上出荷の場合には、設備のタンクローリー用ローデイングアームの先端

を受渡品が全量通過するまでとする。

２ 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は海上出荷若しく

は陸上出荷方法以外の出荷方法で受渡しを行う場合（インタンクトランスファーを含む。）

には、前項の規定にかかわらず、受渡しの当事者の合意により決定するものとする。

（受渡諸費用の負担）

第７条 受渡諸費用の負担は、次のとおりとする。

（１） 受渡時に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する費用は、渡方エネルギー先

物等清算参加者の負担とする。

（２） 内航船又はタンクローリーの手配及び登録に要する費用は、受方エネルギー先物等

清算参加者の負担とする。

（３） 品質確認書を発行するために要する費用は、渡方エネルギー先物等清算参加者の負

担とする。

（４） その他商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない費用の負

担は、受渡しの当事者が合議の上決定するものとする。

２ 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は海上出荷若しく

は陸上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合（インタンクトランスファーを含む。）には、

前項の規定にかかわらず、受渡しの当事者の合意により決定するものとする。

（故障の申立て）

第８条 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡品について、量目不足、不純物の混入、水

の混入又は品質が、指定市場開設者が定める受渡供用品の基準に満たない等の故障があると

認める場合には、受渡日の翌日の午後５時までに当社の定める書面をもって、当社及び渡方

エネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができる。ただし、指定市場

開設者が定める受渡場所以外の場所で受渡しを行う場合、海上出荷若しくは陸上出荷以外の

出荷方法で受渡しを行う場合（インタンクトランスファーを含む。）又は指定市場開設者が
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定める受渡供用品以外で受渡しを行う場合には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当社

及び渡方エネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができない。

２ 受方エネルギー先物等清算参加者は、前項に規定する事由について故障の申立てをする場

合は、当該受渡品の故障の事実が確認できる証拠物件等を当社に提出しなければならない。

この場合において、当該証拠物件等は、渡方エネルギー先物等清算参加者が確認したもので

なければならない。

（受渡証明書類の保存）

第９条 受渡条件調整による受渡決済をインタンクトランスファーで行ったエネルギー先物等

清算参加者は、第３条第２項第３号に規定する書類を保存しなければならない。

（エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領の準用）

第１０条 エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領第１０条及び同第１２条から同第１５

条までの規定は、受渡条件調整について準用する。

（その他）

第１１条 受渡条件調整に関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定め

のない事項については、受渡しの当事者間の合意により決定するものとする。

付 則

この要領は、令和２年７月２７日から施行する。
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エネルギーに係る希望受渡しに関する取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６１条第２項の規定に基づき、

受渡品の授受による現金決済先物取引に係る決済（以下「希望受渡し」という。）に関し必

要な事項について規定する。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（２） 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。

（３） 受渡日 指定市場開設者が定める受渡日をいう。

（４） 海上出荷 危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号）第２条第

１０項及び第１１項において規定するタンカー又はタンク船による出荷をいう。

（５） 製造所 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条において規定する危険物を製

造する施設のうち、同法第１１条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣

（以下「市町村長等」という。）の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を製

造及び貯蔵する施設をいう。

（６） 貯蔵所 消防法第２条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第１１

条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を貯蔵

する施設をいう。

（７） 陸上出荷 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第２条第６号

において規定する移動タンク貯蔵所による出荷をいう。

（８） 渡方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（受渡方法）

第３条 希望受渡しの方法は、次のとおりとする。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、出荷依頼書

等（出荷依頼書その他の指定市場開設者が定める書類をいう。以下同じ。）を当社に差し
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出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

（ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分を加算した

金額とし、軽油について、軽油引取税が課される受渡しを行う場合にあっては、軽油引取

税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。）及び受渡代金に係る消費税（地方消費税

を含む。以下同じ。）相当額を合算した額をいう。以下同じ。）を当社に差し出し、前号

に規定する出荷依頼書等の交付を受ける。

（３） 受渡しの方法は、海上出荷又は陸上出荷のほか、受渡しの当事者間で合意した方法

により行うものとする。

（４） 前号の受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわらず、分割して行うこ

とができる。

（５） 軽油にあっては、渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算

参加者は、受渡しが完了するまでに、指定市場開設者が定める軽油受渡当事者確認書を当

社に差し出さなければならない。

（６） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日から起算して３日後（休業日を除外す

る。以下日数計算において同じ。）の午後３時３０分までに、当社が定める受渡完了通知

書を提出しなければならない。受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡完了通知書を、

荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了したことを証する書面（以下

「協定書等」という。）に基づき作成するとともに、当該協定書等を保存し、当社の求め

に応じて、当該協定書等を提出するものとする。

（７） 当社は、前号に定める受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌日

の正午までに、渡方エネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。ただし、

午後３時３０分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出さ

れたものとして取り扱う。

（８） 記載受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合（指定市場開設者が定め

る許容限度の範囲内に限る。）には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受

渡日から起算して３日後の午後３時３０分までに当該過不足に係る数量を当社に報告する

ものとし、当社は、次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定めるところによ

り当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。

ａ 受渡品の量目が増量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清
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算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに渡方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

ｂ 受渡品の量目が減量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

（９） 前２号に定める金銭の授受は、次のａ及びｂに定めるところにより行うものとする。

ａ 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀

行（以下「受渡決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に

設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

ｂ 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領す

るものとする。

２ 希望受渡しによる受渡決済をインタンクトランスファー（製造所又は貯蔵所に設置されて

いるタンク内において、受渡品を移動させることなく行う受渡しをいう。以下同じ。）によ

り行う場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

を当社に差し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の翌日の午後３時３０分までに、当社

が定める受渡完了通知書を当社に差し出さなければならない。

（３） 渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日

の翌日の午後３時３０分までに、受渡場所を管理又は受渡品を保管若しくは管理している

者が受渡日現在において、タンク内に渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギ

ー先物等清算参加者が保有する受渡品が蔵置されていること又はされていたことを確約す

る旨を記載した書面を当社に差し出さなければならない。

（４） 当社は、前２号に規定する書類が提出された日の翌日の正午までに、渡方エネルギ

ー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。

（５） インタンクトランスファーによる受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にか
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かわらず、分割して行うことができる。

（受渡諸経費の負担）

第４条 受渡決済を行う場合に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する費用の負担につ

いては、受渡しの当事者間で決定するものとする。

（故障の申立て）

第５条 受方エネルギー先物等清算参加者は、希望受渡しにより行われた現金決済先物取引に

係る決済について、故障の申立てをすることができない。

（エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領の準用）

第６条 エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領第１０条の規定は、希望受渡しについて

準用する。

（受渡証明書類の保存）

第７条 希望受渡しによる受渡決済をインタンクトランスファーで行ったエネルギー先物等清

算参加者は、第３条第２項第３号に定める書類を保存しなければならない。

（その他）

第８条 希望受渡しに関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのな

い事項については、受渡しの当事者間の合意により決定するものとする。

付 則

この要領は、令和２年７月２７日から施行する。
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中京石油に係る受渡決済に関する取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６０条第４項の規定に基づき、

同第３条第２号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引における受渡決済（指定市場開

設者が定める申告受渡、受渡条件調整及びＡＤＰによる受渡決済を除く。）に関し必要な事項

について規定する。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（２） 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。

（３） 受渡日 指定市場開設者が定める受渡日をいう。

（４） 陸上出荷 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第２条第６号

において規定する移動タンク貯蔵所（以下「タンクローリー」という。）による出荷をい

う。

（５） 貯蔵所 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条において規定する危険物を貯

蔵する施設のうち、同法第１１条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に

掲げる第１、第２石油類を貯蔵する施設をいう。

（６） 渡方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（受渡品の受渡先の決定方法等）

第３条 受渡品の受渡先となるエネルギー先物等清算参加者の決定方法等は、次のとおりとす

る。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当社が定める荷渡通知書及び受渡明細届出書

を、受方エネルギー先物等清算参加者は、当社が定める荷受通知書及び受渡明細届出書を、

現物先物取引の各限月取引の取引最終日（指定市場開設者が定める取引最終日をいう。以

下同じ。）の翌日（休業日を除外する。以下日数計算において同じ。）の正午までに当社

に提出しなければならない。

（２） 当社は、前号に規定する荷渡通知書及び荷受通知書を受理したときは、遅滞なくエ

ネルギー先物等清算参加者に、当該通知書の内容を通知するものとする。

（３） 当社は、受渡条件調整及びＡＤＰによることが決定した受渡し以外の受渡しについ

て、受方エネルギー先物等清算参加者が２名以上あるときは、各受方エネルギー先物等清

算参加者が受領する受渡品は、合議、抽選その他当社が定めるところにより割り当てる。

（４） 当社は、受方エネルギー先物等清算参加者の引き取るべき受渡品が決定したときは、
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遅滞なく、その旨を当該受渡しに係る渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギ

ー先物等清算参加者に通知する。

（５） 渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者は、連署を

もって、第１号に規定する納会日の属する月の最終営業日午後３時３０分までに、受渡日、

受渡場所、受渡数量、受渡方法及び品質確認書（受渡しに提供する受渡品が受渡供用品に

該当することを証する書面として指定市場開設者が定めるものをいう。以下同じ。）の添

付の有無等を記載した受渡通知書を当社に差し出さなければならない。

（６） 当社は、前号に規定する受渡通知書を受理した後、遅滞なく当該受渡通知書を差し

出した渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者に対して、

受渡代金等（受渡代金（ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油

税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。）及び受渡代金に係る消費税（地方消費税

を含む。以下同じ。）相当額を合算した額をいう。以下同じ。）を通知する。

（７） 渡方エネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者は、第５号

に規定する受渡通知書に記載された内容を変更するときは、受渡日の午後３時３０分（休

業日にあっては前営業日の午後３時３０分）までに、改めて受渡通知書を当社に差し出さ

なければならない。この場合において、当社は、遅滞なく当該渡方エネルギー先物等清算

参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者に対して、受渡代金等を再度通知する。

２ 他社清算参加者であるエネルギー先物等清算参加者が非清算参加者に対して受渡品を割り

当てる場合には、当該エネルギー先物等清算参加者があらかじめ定めた抽選その他の方法に

より公平に行うものとする。

（受渡方法）

第４条 受渡しの方法は、次のとおりとする。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、出荷依頼書

その他の指定市場開設者が定める書類（以下「出荷依頼書等」という。）及び品質確認書

（次条の定めに従う。）を当社に差し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

を当社に差し出し、前号に規定する出荷依頼書等及び品質確認書の交付を受ける。

（３） 受渡しの方法は、渡方エネルギー先物等清算参加者にあっては指定市場開設者が定

める受渡場所におけるタンク渡し（タンクからのローディングアーム渡し、又はホース渡

しをいう。）とし、受方エネルギー先物等清算参加者にあってはタンクローリーによるも

のとする。

（４） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわら

ず、受渡しを分割して行いたい旨の申出が受方エネルギー先物等清算参加者からなされた

ときは、これに応じなければならない。

（５） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日から起算して３日後（休業日を除外す

る。以下日数計算において同じ。）の午後３時３０分までに、当社が定める受渡完了通知
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書を提出しなければならない。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、

受渡完了通知書を、荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了したこと

を証する書面（以下「協定書等」という。）に基づき作成するとともに、当該協定書等を

保存し、当社の求めに応じて、当該協定書等を提出するものとする。

（７） 当社は、前号に規定する受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌

日の正午までに、渡方エネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。ただし、

午後３時３０分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出さ

れたものとして取り扱う。

（８） 受渡通知書に記載されている受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合

（指定市場開設者が定める許容限度の範囲内に限る。）には、受方エネルギー先物等清算

参加者は、当月限最終受渡日から起算して３日後の午後３時３０分までに当該過不足に係

る数量を当社に報告するものとし、当社は、次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又

はｂに定めるところにより当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。

ａ 受渡品の量目が増量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに渡方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

ｂ 受渡品の量目が減量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

（９） 前２号に定める金銭の授受は、次のａ及びｂに定めるところにより行うものとする。

ａ 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀

行（以下「受渡決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に

設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

ｂ 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領す

るものとする。

（品質確認書）

第５条 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受方エネルギー先物等清算参加者から品質確認

書の添付を要請されたときには、当社が定めるところによりこれに応じなければならない。
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ただし、指定市場開設者が品質確認書の添付を不要と認める受渡場所において受渡しを行う

場合は、この限りでない。

（タンクローリーの手配）

第６条 第４条第３号に規定するタンクローリーは、渡方エネルギー先物等清算参加者が手配

する場合を除き受方エネルギー先物等清算参加者が手配するものとする。この場合において、

受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡場所の定める入構許可基準に合致したタンクロー

リーを手配しなければならない。

２ 受方エネルギー先物等清算参加者は、タンクローリーの手配が完了したときは、速やかに

渡方エネルギー先物等清算参加者に対し、その旨通知しなければならない。

３ 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受方エネルギー先物等清算参加者から前項の通知を

受けたときは、受方エネルギー先物等清算参加者が当該受渡場所の定めに従って行う一切の

手続きについて、受渡日までに完了するよう協力しなければならない。

（受渡日の指定）

第７条 受渡日は、原則として受方エネルギー先物等清算参加者が指定することができる。た

だし、渡方エネルギー先物等清算参加者の一の委託者又は自己の計算による受渡しの枚数が

３０枚を超える場合には、受渡しの当事者間で調整の上、受渡日を決定するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、受渡しの当事者間で

調整の上、受渡日を決定するものとする。

（１） タンクローリーの入構について受渡場所の許可が得られないとき。

（２） 構内施設の使用状況等により、受渡しを行うことについて受渡場所の許可が得られ

ないとき。

（３） 第１０条に定める受渡しの当事者の責めに帰することができない事由が生じたとき。

（渡方エネルギー先物等清算参加者の責任範囲）

第８条 受渡しにおける渡方エネルギー先物等清算参加者の責任の範囲は、受渡場所の受渡設

備のタンクローリー用ローディングアームの先端を受渡品が全量通過するまでとする。

（受渡諸費用の負担）

第９条 受渡諸費用の負担は、次のとおりとする。

（１） 受渡時に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する費用は、渡方エネルギー先

物等清算参加者の負担とする。

（２） タンクローリーの手配及び登録に要する費用は、受方エネルギー先物等清算参加者

の負担とする。

（３） 品質確認書を発行するために要する費用は、渡方エネルギー先物等清算参加者の負

担とする。
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（４） その他商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない費用の負

担は、受渡しの当事者が合議の上決定するものとする。

（受渡不能時の処理）

第１０条 受渡決済において、受渡しの当事者の責めに帰することができない事由（次の各号

に掲げる場合をいう。）により、受渡日に受渡し（当該事由が発生する以前に、受渡しにお

ける受渡品、受渡条件等が当社に提出されていたものに限る。）が行われなかったときは、

当該受渡しに係る限月取引における受渡日の期間内又は当社が認める期間内において、受渡

しの当事者で協議のうえ、改めて受渡日を設け、受渡しを行うものとする。ただし、これに

より受渡しを行うことが不可能又は非効率的であると当社が認める場合には、指定市場開設

者が定める受渡値段をもって清算することにより、受渡しが結了したものとみなす。

（１） 天災地変、戦争、暴動等により受渡場所の出荷業務が行えない場合

（２） タンクローリー事故の場合

（３） 法令、行政処分等により受渡しが履行できなくなった場合

（４） その他やむを得ない事由として当社が認める場合

２ 受渡しの当事者は、前項の処理について異議の申立てをすることができない。

（故障の申立て）

第１１条 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡品について、量目不足、不純物の混入、

水の混入又は品質が、指定市場開設者が定める受渡供用品の基準に満たない等の故障がある

と当社が認める場合には、受渡日の翌日の午後５時までに当社の定める書面をもって、当社

及び渡方エネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができる。

（故障受渡品の処理）

第１２条 当社は、前条の規定による故障の申立てを受けたときは、その申立事項に係る必要

な調査を行うものとする。この場合において、当社は、揮発油等の品質の確保等に関する法

律（昭和５１年法律第８８号）第１６条の２に規定する登録分析機関に検査を依頼すること

ができる。

２ 当社は、前項の規定による調査の結果、故障がないと認めるときは当該申立てを却下し、

故障があると認めるときは、次のとおり処理を行うものとする。

（１） 受渡品の量目が、指定市場開設者が定める許容限度を超えて減量したときは、渡方

エネルギー先物等清算参加者に対し、その全減量について受渡値段により算出した金額を

値引きさせて、受渡しを結了させる。

（２） 故障の程度が軽微で、値引きによって、受渡しを結了させても支障がないと認める

ときは、当社の定める値引金額によって、受渡しを結了させる。

（３） 故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと当社が認めるときは、その決定した日

の翌日から起算して５日以内に、渡方エネルギー先物等清算参加者をして、代品を提供さ
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せて受渡しを結了させる。

（４） 渡方エネルギー先物等清算参加者が前号の規定による代品の提供をしないとき、又

は代品を提供しても故障の程度が甚だしく、受渡しに適しないと当社が認めるときは、最

初からその提供がなかったものとみなす。

３ 当社は、前項の規定により故障の処理を決定したときは、遅滞なく、その旨を受渡しの当

事者に通知するものとする。この場合において、当該受渡しの当事者は、その決定に従わな

ければならない。

（故障処理に要した費用の負担）

第１３条 前条の規定による故障処理に要した費用の負担は、次のとおりとする。

（１） 調査の結果、故障の申立てが却下されたものについては、検査手数料及びその他調

査のために要した実費は、受方エネルギー先物等清算参加者の負担とする。

（２） 前条第２項第１号及び第２号の規定により値引きによって受渡しをさせるもの若し

くは同項第３号の規定により代品を提供して受渡しをさせるものについては、検査手数料

及びその他調査のために要した実費は、渡方エネルギー先物等清算参加者の負担とする。

（遅滞金）

第１４条 第１２条第２項第３号の規定により代品を提供して受渡しを結了した渡方エネルギ

ー先物等清算参加者は、その代品分について、受渡代金（ガソリンにあっては揮発油税及び

地方揮発油税の税額分を除く。）に１００分の１を乗じて得た金額に相当する遅滞金を当社に

差し出さなければならない。

２ 当社は、前項の規定による遅滞金を受け取ったときは、遅滞なく、これを受方エネルギー

先物等清算参加者に交付するものとする。

（故障の申立て等の取下げ）

第１５条 受方エネルギー先物等清算参加者は、第１１条の規定による故障の申立てを行った

後に受渡しの当事者間でその取下げに合意したときは、その旨書面をもって当社に申し出る

ことにより、これを取下げることができる。この場合において、第１２条第１項の規定によ

る検査に係る費用が既に発生している場合には、受方エネルギー先物等清算参加者がこれを

負担する。

（受渡しに係る手続きの方法）

第１６条 第３条及び第４条に規定する手続きは、原則として、当社が設置する電子計算機等

を利用したシステムにより行う。

（臨機の処置）

第１７条 受渡しに関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない
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事態又は不測の事態が生じた場合にあっては、受渡しの当事者は、その合議により処理する

ものとする。

付 則

この要領は、令和２年７月２７日から施行する。
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中京石油に係る申告受渡に関する取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６０条第４項の規定に基づき、

同第３条第２号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引の受渡決済における申告受渡

（指定市場開設者が定める申告受渡をいう。以下同じ。）に関し必要な事項について規定する。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（２） 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。

（３） 海上出荷 危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号）第２条第

１０項及び第１１項において規定するタンカー又はタンク船による出荷をいう。

（４） 申告受渡日 指定市場開設者が定めるところにより渡方エネルギー先物等清算参加

者及び受方エネルギー先物等清算参加者の間で申告受渡を行う受渡決済日として合意さ

れた日をいう

（５） 製造所 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条において規定する危険物を製

造する施設のうち、同法第１１条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣

（以下「市町村長等」という。）の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を製

造及び貯蔵する施設をいう。

（６） 貯蔵所 消防法第２条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第１１

条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を貯蔵

する施設をいう。

（７） 陸上出荷 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第２条第６号

において規定する移動タンク貯蔵所による出荷をいう。

（８） 渡方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（受渡方法）

第３条 申告受渡の受渡しの方法は、次のとおりとする。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の前営業日の正午までに、出荷依

頼書その他の指定市場開設者が定める書類（以下「出荷依頼書等」という。）を当社に差

し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の前営業日の正午までに、受渡代

金等（受渡代金（ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税

額分を加算した金額とする。以下同じ。）及び受渡代金に係る消費税（地方消費税を含む。
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以下同じ。）相当額を合算した額をいう。以下同じ。）を当社に差し出し、前号に規定す

る出荷依頼書等の交付を受ける。

（３） 受渡しの方法は、海上出荷又は陸上出荷のほか、受渡しの当事者間で合意した方法

により行うものとする。

（４） 前号の受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわらず、分割して行うこ

とができる。

（５） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日から起算して３日後（休業日を除

外する。以下日数計算において同じ。）の午後３時３０分までに、当社が定める受渡完了

通知書を提出しなければならない。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者

は、受渡完了通知書を、荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了した

ことを証する書面（以下「協定書等」という。）に基づき作成するとともに、当該協定書

等を保存し、当社の求めに応じて、当該協定書等を提出するものとする。

（６） 当社は、前号に規定する受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌

日の正午までに、渡方エネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。ただし、

午後３時３０分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出さ

れたものとして取り扱う。

（８） 記載受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合（指定市場開設者が定め

る許容限度の範囲内に限る。）には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受

渡日から起算して３日後の午後３時３０分までに当該過不足に係る数量を当社に報告する

ものとし、当社は、次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定めるところによ

り当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。

ａ 受渡品の量目が増量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに渡方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

ｂ 受渡品の量目が減量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

（９） 前２号に定める金銭の授受は、次のａ及びｂに定めるところにより行うものとする。

ａ 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀
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行（以下「受渡決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に

設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

ｂ 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領す

るものとする。

２ 申告受渡による受渡決済をインタンクトランスファー（製造所又は貯蔵所に設置されてい

るタンク内において、受渡品を移動させることなく行う受渡しをいう。以下同じ。）により

行う場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の前営業日の正午までに、受渡代

金等を当社に差し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡日の翌日の午後３時３０分までに、

当社が定める受渡完了通知書を当社に差し出さなければならない。

（３） 渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受

渡日の翌日の午後３時３０分までに、受渡場所を管理又は受渡品を保管若しくは管理して

いる者が申告受渡日現在において、タンク内に渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方

エネルギー先物等清算参加者が保有する受渡品が蔵置されていること又はされていたこと

を確約する旨を記載した書面を当社に差し出さなければならない。

（４） 当社は、前２号に規定する書類が提出された日の翌日の正午までに、渡方エネルギ

ー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。

（５） インタンクトランスファーによる受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にか

かわらず、分割して行うことができる。

（受渡諸経費の負担）

第４条 申告受渡により受渡決済を行う場合に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する

費用の負担については、受渡しの当事者間で決定するものとする。

（故障の申立て）

第５条 受方エネルギー先物等清算参加者は、申告受渡により引き渡された受渡品等について、

故障の申立てをすることができない。

（中京石油に係る受渡決済に関する取扱要領の準用）

第６条 中京石油に係る受渡決済に関する取扱要領第１０条の規定は、申告受渡について準用

する。

（受渡証明書類の保存）

第７条 申告受渡による受渡決済をインタンクトランスファーで行ったエネルギー先物等清算

参加者は、第３条第２項第３号に定める書類について、保存しなければならない。
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（その他）

第８条 申告受渡に関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない

事項については、受渡しの当事者間の合意により決定するものとする。

付 則

この要領は、令和２年７月２７日から施行する。
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中京石油に係る受渡条件調整に関する取扱要領

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６０条第４項の規定に基づき、

同第３条第２号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引の受渡決済における受渡条件調

整（指定市場開設者が定める受渡条件調整をいう。以下同じ。）に関し必要な事項について規

定する。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（２） 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。

（３） 受渡日 指定市場開設者が定める受渡日をいう。

（４） 海上出荷 危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号）第２条第

１０項及び第１１項において規定するタンカー又はタンク船（以下「内航船」という。）

による出荷をいう。

（５） 製造所 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条において規定する危険物を製

造する施設のうち、同法第１１条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣

（以下「市町村長等」という。）の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を製

造及び貯蔵する施設をいう。

（６） 貯蔵所 消防法第２条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第１１

条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第１、第２石油類を貯蔵

する施設をいう。

（７） 陸上出荷 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第２条第６号

において規定する移動タンク貯蔵所（以下「タンクローリー」という。）による出荷をい

う。

（８） 渡方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者

をいう。

（受渡方法）

第３条 受渡条件調整による受渡しの方法は、次のとおりとする。

（１） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、次のａ及び

ｂに掲げる書類（ｂに掲げる書類にあっては、次条の定めに従う。）を当社に差し出さな

ければならない。

ａ 出荷依頼書等（出荷依頼書その他の指定市場開設者が定める書類をいう。以下同じ。）

ｂ 品質確認書（受渡日、受渡場所、受渡数量、受渡方法及び受渡しに提供する受渡品が
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受渡供用品に該当することを証する書面として指定市場開設者が定めるものをいう。以

下同じ。）

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

（受渡代金（ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分

を加算した金額とする。以下同じ。）及び受渡代金に係る消費税（地方消費税を含む。以

下同じ。）相当額を合算した額をいう。以下同じ。）を当社に差し出し、前号に規定する

出荷依頼書等及び品質確認書の交付を受ける。

（３） 受渡しの方法は、海上出荷又は陸上出荷のほか、受渡しの当事者間で合意した方法

により行うものとする。

（４） 前号の受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわらず、分割して行うこ

とができる。

（５） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日から起算して３日後（休業日を除外す

る。以下日数計算において同じ。）の午後３時３０分までに、当社が定める受渡完了通知

書を提出しなければならない。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、

受渡完了通知書を、荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了したこと

を証する書面（以下「協定書等」という。）に基づき作成するとともに、当該協定書等を

保存し、当社の求めに応じて、当該協定書等を提出するものとする。

（６） 当社は、前号に規定する受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌

日の正午までに、渡方エネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。ただし、

午後３時３０分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出さ

れたものとして取り扱う。

（７） 記載受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合（指定市場開設者が定め

る許容限度の範囲内に限る。）には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受

渡日から起算して３日後の午後３時３０分までに当該過不足に係る数量を当社に報告する

ものとし、当社は、次のａ及びｂに掲げる区分に従い、当該ａ又はｂに定めるところによ

り当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。

ａ 受渡品の量目が増量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。

（ｂ） 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに渡方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

ｂ 受渡品の量目が減量した場合

（ａ） 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減

量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、渡方エネルギー先物等清

算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。
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（ｂ） 渡方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して５日後の

正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、渡方エネルギー先物等清算参加者よ

り差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。

（９） 前２号に定める金銭の授受は、次のａ及びｂに定めるところにより行うものとする。

ａ 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀

行（以下「受渡決済銀行」という。）に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に設

けられた当社名義の口座に振り込むものとする。

ｂ 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領す

るものとする。

２ 受渡条件調整による受渡決済をインタンクトランスファー（製造所又は貯蔵所に設置され

ているタンク内において、受渡品を移動させることなく行う受渡しをいう。以下同じ。）に

より行う場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

（１） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等

を当社に差し出さなければならない。

（２） 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の翌日の午後３時３０分までに、当社

が定める受渡完了通知書を当社に差し出さなければならない。

（３） 渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日

の翌日の午後３時３０分までに、受渡場所を管理又は受渡品を保管若しくは管理している

者が受渡日現在において、タンク内に渡方エネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギ

ー先物等清算参加者が保有する受渡品が蔵置されていること又はされていたことを確約す

る旨を記載した書面を当社に差し出さなければならない。

（４） 当社は、前２号に規定する書類が提出された日の翌日の正午までに、渡方エネルギ

ー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。

（５） インタンクトランスファーによる受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にか

かわらず、分割して行うことができる。

（品質確認書）

第４条 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受渡場所のうち、貯蔵所において受渡しを行う

場合（次の各号のいずれにも該当しない場合に限る。）であって、受方エネルギー先物等清

算参加者から品質確認書の添付を要請されたときには、これに応じなければならない。

（１） 指定市場開設者が認める貯蔵所において受渡しを行う場合

（２） 受渡しの当事者の合意により指定市場開設者が定める受渡場所以外の場所で受渡し

を行う場合

（３） 指定市場開設者が定める受渡供用品以外で受渡しを行う場合

（タンクローリー又は内航船の手配及び登録等）

第５条 陸上出荷におけるタンクローリー及び海上出荷における内航船は、渡方エネルギー先



１７

453

物等清算参加者が手配する場合を除き受方エネルギー先物等清算参加者が手配するものとす

る。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡場所の定める入構許可基

準又は入港許可基準に合致したタンクローリー又は内航船を手配しなければならない。

２ 受方エネルギー先物等清算参加者は、タンクローリー又は内航船の手配が完了したときは、

速やかに渡方エネルギー先物等清算参加者に対し、その旨通知しなければならない。

３ 渡方エネルギー先物等清算参加者は、受方エネルギー先物等清算参加者から前項の通知を

受けたときは、受方エネルギー先物等清算参加者が手配したタンクローリー又は内航船の登

録等、受方エネルギー先物等清算参加者が当該受渡場所の定めに従って行う一切の手続きに

ついて、受渡日までに完了するよう協力しなければならない。

４ 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は陸上出荷若しく

は海上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合には、前３項の規定にかかわらず、受渡しの

当事者の合意により決定するものとする。

（渡方エネルギー先物等清算参加者の責任範囲）

第６条 受渡しにおける渡方エネルギー先物等清算参加者の責任の範囲は、陸上出荷の場合に

は、設備のタンクローリー用ローディングアームの先端を受渡品が全量通過するまでとし、

海上出荷の場合には、出荷ホースの先端フランジと内航船のマニホールドフランジの接続点

を受渡品が全量通過するまでとする。

２ 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は陸上出荷若しく

は海上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合（インタンクトランスファーを含む。）には、

前項の規定にかかわらず、受渡しの当事者の合意により決定するものとする。

（受渡諸費用の負担）

第７条 受渡諸費用の負担は、次のとおりとする。

（１） 受渡時に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する費用は、渡方エネルギー先

物等清算参加者の負担とする。

（２） タンクローリー又は内航船の手配及び登録に要する費用は、受方エネルギー先物等

清算参加者の負担とする。

（３） 品質確認書を発行するために要する費用は、渡方エネルギー先物等清算参加者の負

担とする。

（４） その他商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない費用の負

担は、受渡しの当事者が合議の上決定するものとする。

２ 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は陸上出荷若しく

は海上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合（インタンクトランスファーを含む。）には、

前項の規定にかかわらず、受渡し当事者の合意により決定するものとする。

（故障の申立て）
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第８条 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡品について、量目不足、不純物の混入、水

の混入又は品質が、指定市場開設者が定める受渡供用品の基準に満たない等の故障があると

認める場合には、受渡日の翌日の午後５時までに当社の定める書面をもって、当社及び渡方

エネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができる。ただし、指定市場

開設者が定める受渡場所以外の場所で受渡しを行う場合、陸上出荷若しくは海上出荷以外の

出荷方法で受渡しを行う場合（インタンクトランスファーを含む。）又は指定市場開設者が定

める受渡供用品以外で受渡しを行う場合には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当社及

び渡方エネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができない。

２ 受方エネルギー先物等清算参加者は、前項に規定する事由について故障の申立てをする場

合は、当該受渡品の故障の事実が確認できる証拠物件等を当社に提出しなければならない。

この場合において、当該証拠物件等は、渡方エネルギー先物等清算参加者が確認したもので

なければならない。

（受渡証明書類の保存）

第９条 受渡条件調整による受渡決済をインタンクトランスファーで行ったエネルギー先物等

清算参加者は、第３条第２項第３号に定める書類を保存しなければならない。

（中京石油に係る受渡決済に関する取扱要領の準用）

第１０条 中京石油に係る受渡決済に関する取扱要領第１０条及び同第１２条から同第１５条

までの規定は、受渡条件調整について準用する。

（その他）

第１１条 受渡条件調整に関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定め

のない事項については、受渡しの当事者間の合意により決定するものとする。

付 則

この要領は、令和２年７月２７日から施行する。
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大阪堂島商品取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領

第１章 総則

（目的）

第１条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６０条第４項の規定に基づき、

同第３条第３号及び第４号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引における受渡決済に

関し必要な事項について規定する。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 受渡代金 指定市場開設者が定める受渡代金をいう。

（２） 早受渡し 指定市場開設者が定める早受渡しをいう。

（受渡しに関する業務の委託）

第３条 清算参加者は、現物先物取引における受渡しに係る決済について、当社が業務を委託

する大阪堂島商品取引所との間において行うものとする。

第２章 受渡し

第１節 大豆

（大豆の受渡しに関する事項）

第４条 大豆の受渡しに関する事項は、この節において定める。

（受渡しの時間）

第５条 受渡品を引き渡す堂島農産物先物等清算参加者（以下「渡方堂島農産物先物等清算参

加者」という。）による指定倉荷証券（指定市場開設者が定める倉荷証券をいう。以下同じ。）

の引渡しの時限、及び受渡品を受領する堂島農産物先物等清算参加者（以下「受方堂島農産

物先物等清算参加者」という。）による受渡代金等（受渡代金及びその消費税（地方消費税を

含む）相当額の合計額をいう。以下同じ。）の支払いの時限は、午後１時とする。

（受渡品明細通知書）
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第６条 渡方堂島農産物先物等清算参加者は、当月限納会日の午後４時まで（早受渡しにあっ

ては、当該早受渡しの申出のとき）に、受渡品明細通知書を当社に提出するものとする。

（受渡先の決定）

第７条 受渡しにおいて、受方堂島農産物先物等清算参加者が２以上あるときは、当社は、別

に定めるところにより、抽選をもって各指定倉荷証券を交付する受方堂島農産物先物等清算

参加者を定め、これを受渡しの当事者に通知する。

２ 前項の通知を受けた受方堂島農産物先物等清算参加者は、当社が定める事項に関して、遅

滞なく当社に届け出るものとする。

３ 第１項に規定する抽選は、受渡しの当事者又はその代理人が立ち会うことができる。

４ 他社清算参加者である堂島農産物先物等清算参加者が非清算参加者に対して受渡品を割り

当てる場合には、当該堂島農産物先物等清算参加者があらかじめ定めた抽選その他の方法に

より公平に行うものとする。

（受渡品の検品の請求）

第８条 受方堂島農産物先物等清算参加者は、次項に定める場合を除き、検品請求書を提出し

て受渡品につき検品（品質に限る。以下この条において同じ。）の請求をすることができる。

２ 分別生産流通管理された旨を証明された大豆の受渡品にあっては、受方堂島農産物先物等

清算参加者は、当該分別生産流通管理の証明に係る事項及び遺伝子組替え大豆と非遺伝子組

換え大豆の混入に係る事項についての異議の申立てはできない。

３ 第１項の請求は、受渡日から起算して３０日以内に出庫するものに限り行うことが出来る

ものとし、検品請求書の提出期限は、当該受渡品を出庫する前営業日の午後２時とする。

４ 当社は、第１項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく検品を行い故障の程度を決定

し、これを受渡しの当事者に通知するものとする。この場合において、当該受渡しの当事者

は、その決定に対して異議の申立てをすることができない。

５ 当社は、前項の規定により検品を行った結果故障があると認めるときは、その値引金額を

定める。

（受渡諸費用の分担）

第９条 前条第１項の規定による検品の請求があった場合の経費の分担は、次の各号に定める

ところによる。

（１） 検品の結果、故障がないと認めたときは、受渡日の属する期の翌期から出庫日の属す
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る期までの倉庫保管料及び検品手数料は、受方堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

（２） 検品の結果、故障があると認めたときは、受渡日の属する期の翌期から出庫日の属す

る期までの倉庫保管料は受方堂島農産物先物等清算参加者の負担とし、検品手数料は渡方

堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

（指定倉荷証券提供後の滅失又は毀損）

第１０条 渡方堂島農産物先物等清算参加者が指定倉荷証券を当社に引き渡した後、当社がこ

れを受方堂島農産物先物等清算参加者に交付するまでに、その受渡品が滅失又は毀損した場

合は、その滅失又は毀損による損害は、当該渡方堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

２ 前項に定める場合において、渡方堂島農産物先物等清算参加者は、その滅失又は毀損した

部分に対する代品の提供を受方堂島農産物先物等清算参加者から請求されたときは、これを

拒むことができない。ただし、その滅失又は毀損が渡方堂島農産物先物等清算参加者の責め

に帰すべきでない事由によって生じた場合は、この限りでない。

３ 前項の規定により代品をもって受渡しを行う場合には、受渡日の翌日から起算して４営業

日以内に、これを行うものとし、渡方堂島農産物先物等清算参加者が同項ただし書きの規定

により代品による受渡しを拒む旨を当社に申し出たときは、当社は、当該受渡しが終了した

ものとみなし、受方堂島農産物先物等清算参加者に対して、あらかじめ受領している受渡代

金のうち当該数量に相当する受渡代金を返戻する。

（遅滞金）

第１１条 前条第２項の規定により代品により受渡しを行った渡方堂島農産物先物等清算参加

者は、当該代品による部分に対して指定市場開設者が定める受渡値段に受渡単位数量を乗じ

て得た金額の１００分の１を遅滞金として、当社に支払うものとする。

（受渡経費及び遅滞金等の徴収・交付の時限）

第１２条 当社は、検品裁定の通知をした日から起算して３営業日後の正午までに、第８条第

５項に規定する値引金額、第９条各号に規定する検品手数料等及び前条に規定する遅滞金を

徴収し、これ（検品手数料を除く。）を受渡しの相手方となる堂島農産物先物等清算参加者に

交付する。

（その他の事項）

第１３条 この要領に定める事項のほか、早受渡しにより大豆の受渡しを行う場合の取扱いそ
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の他大豆の受渡しに関して必要な事項は、次の各号に掲げるところにより定める。

（１） 大阪堂島商品取引所の「大豆（ＮＯＮ―ＧＭＯ大豆）受渡細則」

（２） 大阪堂島商品取引所の「大豆（米国産大豆）受渡細則」

（３） 前２号のほか当社が指定するもの

第２節 小豆

（小豆の受渡しに関する事項）

第１４条 小豆の受渡しに関する事項は、この節において定める。

（受渡しの時間）

第１５条 受渡品を引き渡す渡方堂島農産物先物等清算参加者による指定倉荷証券の引渡しの

時限及び受方堂島農産物先物等清算参加者による受渡代金等の支払いの時限は、受渡日の午

後１時とする。

（受渡品明細通知書）

第１６条 渡方堂島農産物先物等清算参加者は、当月限納会日の午後４時まで（早受渡しにあ

っては、当該早受渡しの申出のとき）に、受渡品明細通知書を当社に提出するものとする。

（希望前検査）

第１７条 堂島農産物先物等清算参加者は、受渡品について、希望によりその品質、量目及び

包装に関して当社の前検査を受けることができる。

２ 前項に規定する前検査を受けようとする堂島農産物先物等清算参加者は、当月限納会日か

ら起算して１１営業日の日から６営業日前の日の正午までの間に、前検査申請書を当社に提

出するものとする。

３ 当社は、前項に規定する前検査申請書の提出を受けたときは、遅滞なく故障の程度を決定

し、これを受渡しの当事者に通知する。この場合において、当該受渡しの当事者は、その決

定に対して異議の申立てをすることはできない。

（受渡先の決定）

第１８条 受渡しにおいて、受方堂島農産物先物等清算参加者が２以上あるときは、当社は、

別に定めるところにより、抽選をもって各指定倉荷証券を交付する受方堂島農産物先物等清
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算参加者を定め、これを受渡しの当事者に通知する。

２ 前項の通知を受けた受方堂島農産物先物等清算参加者は、当社が定める事項に関して、遅

滞なく当社に届け出るものとする。

３ 第１項に規定する抽選は、受渡しの当事者又はその代理人が立ち会うことができる。

４ 他社清算参加者である堂島農産物先物等清算参加者が非清算参加者に対して受渡品を割り

当てる場合には、当該堂島農産物先物等清算参加者があらかじめ定めた抽選その他の方法に

より公平に行うものとする。

（受渡品の故障の申立て）

第１９条 受方堂島農産物先物等清算参加者が、受渡品について品質不良、量目不足、包装改

良その他の故障があると認めるときは、当社に対して、故障の申立てをすることができる。

ただし、第１７条第１項の規定により前検査を受けた受渡品については、その前検査の事由

になった事項についての故障の申立てをすることはできない。

２ 前項に規定する故障の申立ては、受渡日から起算して３営業日後の午後２時までに、第１

６条に規定する受渡品明細通知書の記載事項及びその理由を記載した書面を当社に提出する

ものとする。

３ 当社は、第１項に規定する故障の申立てを受けたときは、遅滞なく故障の程度を決定し、

これを受渡しの当事者に通知する。この場合において、当該受渡しの当事者は、その決定に

対して異議の申立てをすることはできない。

４ 当社は、必要があると認める場合には、第２項に定める故障の申立ての期限を延長するこ

とができる。

（受渡品の故障の申立ての処理）

第２０条 当社は、前条の規定により故障があると認めた場合には、次の各号に掲げるところ

により、これを処理する。

（１） 故障の程度が甚だしくなく、値引きによって受渡しを終了させて支障がないと認める

ときは、その値引金額を定め、受渡しを終了させる。

（２） 故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと認めるときは、渡方堂島農産物先物等清

算参加者に対して、前条第３項に規定する通知の日から起算して４営業日以内に、代品を

提供させる。

（３） 前号の規定による代品の提供は１回限りとし、渡方堂島農産物先物等清算参加者から

代品の提供があったときは、当社は遅滞なく検品を行い、受渡しに適するか否かを裁定（値
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引きによって受渡しを終了させて支障がないと認めるときは、値引金額を定める。）し、適

品と認めるときは、受渡しを終了させる。この場合において、受渡しの当事者は、当社の

裁定に対して異議の申立てをすることはできない。

（４） 渡方堂島農産物先物等清算参加者が第２号の規定による代品の提供を行わない場合又

は提供された代品が受渡しに適さないものと認める場合には、 初から受渡品の提供がな

かったものとみなす。

（受渡諸費用の分担）

第２１条 第１９条第１項の規定による故障の申立てがあった場合の経費の分担は、次の各号

に定めるところによる。

（１） 検品の結果、故障の申立てが不成立となった部分については、受渡日の属する期の翌

期から検品終了に至るまでの期の倉庫保管料及び検品手数料は、受方堂島農産物先物等清

算参加者の負担とする。

（２） 前条第１号の規定により値引きによって受渡しをさせる部分については、受渡しを終

了するまでの期の倉庫保管料は受方堂島農産物先物等清算参加者の負担とし、検品手数料

は渡方堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

（３） 前条第２号の規定により代品を提供して受渡しをさせる場合にあっては、受渡しに適

さないと認められた受渡品の検品手数料、並びに代品につき、その受渡しを終了するまで

の期の倉庫保管料及び検品手数料は、渡方農産物先物等清算参加者の負担とする。

（４） 前条第４号に定める場合にあっては、検品手数料は渡方農産物先物等清算参加者の負

担とする。

（指定倉荷証券提供後の滅失又は毀損）

第２２条 渡方堂島農産物先物等清算参加者が指定倉荷証券を当社に引き渡した後、当社がこ

れを受方堂島農産物先物等清算参加者に交付するまでに、その受渡品が滅失又は毀損した場

合は、その滅失又は毀損による損害は、当該渡方堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

２ 前項に定める場合において、渡方堂島農産物先物等清算参加者は、その滅失又は毀損した

部分に対する代品の提供を受方堂島農産物先物等清算参加者から請求されたときは、これを

拒むことができない。ただし、その滅失又は毀損が渡方堂島農産物先物等清算参加者の責め

に帰すべきでない事由によって生じた場合は、この限りでない。

３ 前項の規定により代品をもって受渡しを行う場合には、受渡日の翌日から起算して４営業

日以内に、これを行うものとし、渡方堂島農産物先物等清算参加者が同項ただし書きの規定
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により代品による受渡しを拒む旨を当社に申し出たときは、当社は、当該受渡しが終了した

ものとみなし、受方堂島農産物先物等清算参加者に対して、あらかじめ受領している受渡代

金のうち当該数量に相当する受渡代金を返戻する。

（遅滞金）

第２３条 第２０条第３号及び前条第２項の規定により代品により受渡しを行った渡方堂島農

産物先物等清算参加者は、当該代品による部分に対して指定市場開設者が定める受渡値段に

受渡単位数量を乗じて得た金額の１００分の１を遅滞金として、当社に支払うものとする。

（受渡経費及び遅滞金等の徴収・交付の時限）

第２４条 当社は、検品裁定の通知をした日から起算して３営業日後の正午までに、第２０条

第１号及び第３号に規定する値引金額、同条第２号の規定により生じることのある格差等、

第２１条各号に規定する検品手数料並びに前条に規定する遅滞金を徴収し、これ（検品手数

料を除く。）を受渡しの相手方となる堂島農産物先物等清算参加者に交付する。

（その他の事項）

第２５条 この要領に定める事項のほか、早受渡しにより小豆の受渡しを行う場合の取扱いそ

の他小豆の受渡しに関して必要な事項は、次の各号に掲げるところにより定める。

（１） 大阪堂島商品取引所の「小豆受渡細則」

（２） 前号のほか当社が指定するもの

第３節 とうもろこし

（とうもろこしの受渡しに関する事項）

第２６条 とうもろこしの受渡しに関する事項は、この節において定める。

（受渡しの時間）

第２７条 渡方堂島農産物先物等清算参加者の受渡書類の提出及び受方堂島農産物先物等清算

参加者の受渡代金の納入時限は、受渡日の午後１時とする。

（受渡品明細届出書）

第２８条 渡方堂島農産物先物等清算参加者及び当該渡方堂島農産物先物等清算参加者は、当
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社が別に定める受渡品明細届出書その他の必要書類を、当月限納会日の午後４時までに当社

に提出するものとする。

（受渡書類の提出等）

第２９条 渡方堂島農産物先物等清算参加者は、次の各号に掲げる受渡書類を当社に提出する

ものとする。

（１） 船荷証券又は本船荷渡指図書若しくは荷渡指図書

（２） 送り状（Ｉｎｖｏｉｃｅ）

（３） 保険料請求書（Ｄｅｂｉｔ Ｎｏｔｅ）

（４） その他当社が別に定める書類

２ 第１項に規定する受渡書類は、当社が別に定める事項を完備したものでなければならない。

（受渡しの相手方の決定）

第３０条 当社は、受方堂島農産物先物等清算参加者が２以上あるときは、当社が別に定める

方法により、各受渡品についての受方堂島農産物先物等清算参加者を定め、これを受渡しの

当事者に通知する。

２ 前項の通知を受けた堂島農産物先物等清算参加者は、当社が定める事項に関して、遅滞な

く、当社に届け出るものとする。

３ 受渡しの当事者又はその代理人は、第１項の決定に立ち会うことができる。

（荷受渡場所の合意）

第３１条 前条により決定された受渡しの当事者は、指定市場開設者が早受渡し又は受渡しの

当事者の合意をもって荷受渡しを行うことを認める埠頭で荷受渡しすることを合意した場合

には、当社のその旨を通知しなければならない。

（受渡品明細書及び本船荷捌会議の通知）

第３２条 渡方堂島農産物先物等清算参加者は、積来本船が荷受渡港に入港する予定日の休日

を除く４日前までに本船荷捌会議を開催するものとし、その２営業日前までに、受渡品明細

書及び本船荷捌会議開催予定日を当社に届け出なければならない。

２ 当社は、前項の届出を受理したときは、速やかに受方堂島農産物先物等清算参加者にその

旨を通知するものとする。
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（本船荷捌会議）

第３３条 本船荷捌会議においては、受渡し当事者の合議により荷捌きの方法を決定するもの

とする。

２ 前項の本船荷捌会議に関して必要な事項は、当社が別に定める。

（本船荷捌明細書及び荷渡予定日の届出）

第３４条 渡方堂島農産物先物等清算参加者は当社が別に定める本船荷捌明細書及び荷渡予定

日を当該 初の荷渡予定日の休日を除く３日前（当日が休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。）までに当社に届け出なければならない。

２ 当社は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、受方堂島農産物先物等清算参加者に当

該届出に係る本船荷捌明細書及び荷渡予定日を通知するものとする。

３ 受方堂島農産物先物等清算参加者は、荷卸を完了したときは、遅滞なく、当社にその旨を

届け出なければならない。

（受渡重量による調整）

第３５条 受方堂島農産物先物等清算参加者は、指定市場開設者が指定する検定機関により検

量した正味陸揚重量を、遅滞なく、当社に届け出なければならない。

２ 前項の規定により届け出のあった正味陸揚重量と受渡重量とに過不足を生じたときは、当

社が別に定めるところにより、調整するものとする。

３ 当社は、前項の規定により算出された過不足に係る金額について、当社が定めるところに

より、受渡しの当事者とそれぞれ精算する。

（故障品の処理）

第３６条 受渡品について冠水、蒸れその他故障があると受方堂島農産物先物等清算参加者が

認めるときは、海上保険求償により処理するものとする。

（海難事故等の処理）

第３７条 渡方堂島農産物先物等清算参加者の受渡品を積載した本船の沈没等海難事故により

受渡品が滅失したときは、当社は、別に定めるところにより処理するものとする。ただし、

当該処理は、当該海難事故の発生した日時以前に第３２条に規定する受渡品明細書を当社に

届け出ていたものに限り、これを行うものとする。
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（受渡不能の処理）

第３８条 渡方堂島農産物先物等清算参加者の責めに帰することができない事由により受渡品

の船積み又は輸送が行えなくなった場合、その他法令、行政処分等により受渡しが履行でき

なくなったときは、当社は、別に定めるところにより処理するものとする。ただし、当該処

理は、当該事由発生以前に第３２条に規定する受渡品の明細書を当社に届け出ていたものに

限り、これを行うものとする。

（荷卸に伴う費用負担）

第３９条 受渡品の荷卸に係る諸費用の負担は、当社が別に定める。

２ 第３０条の規定により決定した受渡しの当事者は、とうもろこしの通常の輸入業務として

商慣習により行われている共同荷捌きに準拠して積荷の荷卸を行わなければならない。

３ 渡方堂島農産物先物等清算参加者は、輸入業務及び海上保険求償等について受方堂島農産

物先物等清算参加者の要請があった場合には、商慣習により従うものとする。

（紛争の処理）

第４０条 受渡しに関して疑義又は紛争が生じた場合において、当社が決定した事項について

は、渡方堂島農産物先物等清算参加者及び受方堂島農産物先物等清算参加者は異議を申し立

てることができない。

（その他の事項）

第４１条 この要領に定める事項のほか、早受渡しによりとうもろこしの受渡しを行う場合の

取扱いその他とうもろこしの受渡しに関して必要な事項は、次の各号に掲げるところにより

定める。

（１） 大阪堂島商品取引所の「とうもろこし受渡細則」

（２） 前号のほか当社が指定するもの

第４節 米穀

（米穀の受渡しに関する事項）

第４２条 米穀の受渡しに関する事項は、この節において定める。

（受渡しの時限）
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第４３条 渡方堂島農産物先物等清算参加者の受渡書類の提出及び受方堂島農産物先物等清算

参加者の受渡代金等の納入時限は、指定市場開設者が定める受渡日の午後１時とする。

（受渡品明細通知書）

第４４条 渡方堂島農産物先物等清算参加者は、当月限納会日の午後４時まで（早受渡しにあ

っては、当該早受渡しの申出のとき）に、当社が別に定めるところにより、受渡品明細通知

書を当社に届け出なければならない。

（受渡書類の条件）

第４５条 第４３条に規定する受渡書類は、次の各号に掲げる受渡品の区分に従い、当該各号

に定めるとおりとする。

（１） 東京コメ（指定市場開設者が定める東京コメをいう。以下同じ。）

指定市場開設者が定める倉荷証券

（２） 新潟コシ（指定市場開設者が定める新潟コシをいう。以下同じ。）、秋田こまち（指定

市場開設者が定める秋田こまちをいう。以下同じ。）及び宮城ひとめ（指定市場開設者が定

める宮城ひとめをいう。以下同じ。）

指定市場開設者が定める荷渡指図書及び在庫証明書

（希望前検査）

第４６条 堂島農産物先物等清算参加者は、受渡品につき、希望によりその品質、量目及び包

装に関し当社の前検査を受けることができる。

２ 前項の前検査を受けようとする堂島農産物先物等清算参加者は、当月限納会日から起算し

て１１営業日前から６営業日前の正午までの期間に、前検査申請書を当社に提出しなければ

ならない。

３ 当社は、第１項に規定する希望を受けたときは、遅滞なく故障の程度を決定し、これを受

渡しの当事者に通知する。この場合において、受渡しの当事者は、その決定に対し異議の申

立てをすることができない。

（受渡先の決定）

第４７条 受渡しにおいて、受方堂島農産物先物等清算参加者が２以上あるときは、当月限納

会日の翌営業日に、当社が別に定める方法により、各受渡品についての受方堂島農産物先物

等清算参加者を定め、これを受渡しの当事者に通知する。
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２ 前項の通知を受けた堂島農産物先物等清算参加者は、当社が定める事項に関して、遅滞な

く、当社に届け出るものとする。

３ 受渡しの当事者又はその代理人は、第１項の決定に立ち会うことができる。

４ 他社清算参加者である堂島農産物先物等清算参加者が非清算参加者に対して受渡品を割り

当てる場合には、当該堂島農産物先物等清算参加者があらかじめ定めた抽選その他の方法に

より公平に行うものとする。

（受渡品の故障の申立て）

第４８条 受方堂島農産物先物等清算参加者が、受渡品について品質不良、量目不足、包装不

良等の故障があると認めたときは、当社に対して、故障の申立てをすることができる。ただ

し、第４６条第１項の規定により前検査を受けた受渡品については、その前検査の事由にな

った事項についての故障の申立てをすることができない。

２ 前項に含まれない故障の申立ては、当社が別に定めるところによるものとする。

３ 前２項に規定する故障の申立てにあっては、受渡日から起算して８営業日後の午後２時ま

でに、第４４条に規定する受渡品明細通知書の記載事項及びその理由を記載した書面を当社

に提出しなければならない。

４ 当社は、第１項及び第２項の申立てを受けたときは、第４６条第３項の規定を準用する。

５ 当社は、必要があると認めるときは、第３項の故障の申立ての期限を延長することができ

る。

（受渡品の故障の申立ての処理）

第４９条 当社は、前条の規定により故障があると認めたときは、次の各号に掲げる方法によ

って、これを処理する。

（１） 故障の程度が甚だしくなく、値引きによって受渡しを終了させて支障がないと認める

ときは、その値引金額を定め、受渡しを終了させる。

（２） 故障の程度が甚だしく、受渡しに適さないと認めるときは、渡方堂島農産物先物等清

算参加者に対して、前条第４項に規定する通知の日から起算して６営業日以内に、同等又

はそれ以上の産地品種銘柄の代品を提供させる。

（３） 前号の規定による代品の提供は１回限りとし、渡方堂島農産物先物等清算参加者から

代品の提供があったときは、当社は遅滞なく検品を行い、受渡しに適するか否かを裁定（値

引きによって受渡しを終了させて支障がないと認めるときは、値引金額を定める。）し、適

品と認めるときは、受渡しを終了させる。この場合において、受渡しの当事者は、当社の
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裁定に対して異議の申立てをすることはできない。

（４） 渡方堂島農産物先物等清算参加者が第２号の規定による代品の提供を行わない場合又

は提供された代品が受渡しに適さないものと認める場合には、 初から受渡品の提供がな

かったものとみなす。

（受渡諸経費の分担）

第５０条 第４８条第１項の規定による故障の申立てがあった場合の経費の分担は、次の各号

によるものとする。

（１） 検品の結果、故障の申立てが不成立となった部分については、受渡日の属する期の翌

期から検品終了に至るまでの期の倉庫保管料及び検品手数料は、受方堂島農産物先物等清

算参加者の負担とする。

（２） 前条第１号の規定により値引きによって受渡しをさせる部分については、受渡しを終

了するまでの期の倉庫保管料は受方堂島農産物先物等清算参加者の負担とし、検品手数料

は渡方堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

（３） 前条第２号の規定により代品を提供して受渡しをさせる場合にあっては、受渡しに適

さないと認められた受渡品の検品手数料、並びに代品につき、その受渡しを終了するまで

の期の倉庫保管料及び検品手数料は、渡方堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

３ 検品手数料は、当社が別に定める。

４ 第４８条第２項の規定による故障の申立てがあった場合の経費の分担は、当社が別に定め

る。

（受渡書類提供後の滅失又は毀損）

第５１条 渡方堂島農産物先物等清算参加者が受渡書類を当社に差し出した後、当社がこれを

受方堂島農産物先物等清算参加者に交付するまでに、その受渡品が滅失又は毀損したときは、

その滅失又は毀損した損害は、渡方堂島農産物先物等清算参加者の負担とする。

２ 前項の場合において、渡方堂島農産物先物等清算参加者は、その滅失又は毀損した部分に

対する代品の提供を受方堂島農産物先物等清算参加者から請求されたときは、これを拒むこ

とができない。ただし、その滅失又は毀損が渡方堂島農産物先物等清算参加者の責めに帰す

べきでない事由によって生じた場合は、この限りでない。

３ 前項の規定により代品をもって受渡しを行う場合には、受渡日の翌日から起算して６営業

日以内に、これを行うものとし、渡方堂島農産物先物等清算参加者が同項ただし書きの規定

により代品による受渡しを拒む旨を当社に申し出たときは、当社は、当該受渡しが終了した
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ものとみなし、受方堂島農産物先物等清算参加者に対して、あらかじめ受領している受渡代

金のうち当該数量に相当する受渡代金を返戻する。

（遅滞金）

第５２条 第４９条第３号及び前条第２項の規定により代品により受渡しを行った渡方堂島農

産物先物等清算参加者は、当該代品による部分に対し指定市場開設者が定める受渡値段に受

渡単位数量を乗じて得た金額の１００分の１を遅滞金として、当社に支払うものとする。

（受渡経費及び遅滞金等の徴収・交付の時限）

第５３条 当社は、検品裁定の通知をした日から起算して３営業日後の正午までに、第４９条

第１号及び第３号に規定する値引金額、同条第２号の規定により生じることのある格差等並

びに前条に規定する遅滞金を徴収し、これを受渡しの相手方となる堂島農産物先物等清算参

加者に交付する。

（合意早受渡し）

第５４条 受渡しの当事者は、第４３条から第５１条まで、前条並びに第６９条第１項及び第

３項の規定にかかわらず、指定市場開設者が定めるところにより、受渡しの当事者が受渡条

件について合意し、指定市場開設者が承認した場合には、当社が別に定めるところにより早

受渡しを行うことができる。

（その他の事項）

第５５条 この要領に定める事項のほか、早受渡しにより米国の受渡しを行う場合の取扱いそ

の他米穀の受渡しに関して必要な事項は、次の各号に掲げるところにより定める。

（１） 大阪堂島商品取引所の「米穀受渡細則」

（２） 大阪堂島商品取引所の「米穀の合意に基づく早受渡しの特例」

（３） 前２号のほか当社が指定するもの

第５節 粗糖

（粗糖の受渡しに関する事項）

第５６条 粗糖の受渡しに関する事項は、この節において定める。
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（荷受渡港等の届出）

第５７条 指定市場開設者が定めるところにより荷受渡港（埠頭）を指定した受方堂島砂糖先

物等清算参加者（受渡品を受領する堂島砂糖先物等清算参加者をいう。以下同じ。）は、当該

荷受渡港（埠頭）（以下この節において「指定荷受渡港（埠頭）」という。）の名称及び受数量

を当月限納会日の翌営業日の午後３時までに、当社に届け出るものとする。

２ 前項の届出は、これを変更することができない。

３ 当社は、第１項の届出を受理したときは、遅滞なく、受渡品を引き渡す堂島砂糖先物等清

算参加者（以下「渡方堂島砂糖先物等清算参加者」という。）にその旨を通知する。

（指定荷受渡港（埠頭）における渡方堂島砂糖先物等清算参加者等の決定）

第５８条 前条第３項に規定する通知を受けた渡方堂島砂糖先物等清算参加者が二以上あると

きは、当社が別に定める方法により当該渡方堂島砂糖先物等清算参加者間において協議する

ことにより、 初の荷受渡日の日から起算して１１日前までに指定荷受渡港（埠頭）におけ

る渡方堂島砂糖先物等清算参加者及び当該渡方堂島砂糖先物等清算参加者が荷渡しする数量

を決定するものとする。

２ 前項の協議により、指定荷受渡港（埠頭）における渡方堂島砂糖先物等清算参加者及び当

該渡方堂島砂糖先物等清算参加者が荷渡しする数量が決定しないときは、当社の裁定により

決定する。

（受渡品明細通知書）

第５９条 渡方堂島砂糖先物等清算参加者は、積来本船が日本の各港の一に 初に到着する予

定日から起算して８営業日前（台湾糖にあっては当社が別に定める日時）又は当社が別に定

める本船荷捌会議開催予定日の前々営業日のいずれか早い日の正午までに、当社が定めると

ころにより受渡品明細通知書を当社に届け出なければならない。

（受渡先の決定）

第６０条 当社は、前条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、受方堂島砂糖先物等

清算参加者（当該届出が指定荷受渡港（埠頭）に係るものであるときは、当該指定を行った

受方堂島砂糖先物等清算参加者。以下この条において同じ。）にその旨を通知するものとする。

２ 前項の通知を受けた受方堂島砂糖先物等清算参加者は、その希望する荷口について、当社

に申し出なければならない。

３ 前項の申出が競合しなかった荷口については、当該申出者を受渡しの当事者と定め、申出
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の競合した荷口については、当社が定める方法をもって、受渡しの当事者を決定するものと

する。

４ 第２項による申出がなかった渡方堂島砂糖先物等清算参加者の荷口については、その相手

方となる受方堂島砂糖先物等清算参加者のうちから、当社が定める方法により、受渡しの当

事者を決定するものとする。

５ 他社清算参加者である堂島砂糖先物等清算参加者が非清算参加者に対して受渡品を割り当

てる場合には、当該堂島農産物先物等清算参加者があらかじめ定めた抽選その他の方法によ

り公平に行うものとする。

（受渡書類の提出及び受渡しの日時等）

第６１条 渡方堂島砂糖先物等清算参加者は、次の各号に掲げる受渡書類のうち当社が必要と

認める書類を当社又は当社が指定する者に提出するものとする。

（１） 船荷証券又は本船荷渡指図書

（２） 傭船契約書の写

（３） 保険証券又は保険証明書の写

（４） その他当社が別に定める書類

２ 渡方堂島砂糖先物等清算参加者の受渡書類の提出並びに受方堂島砂糖先物等清算参加者の

受渡代金の納入時限は、受渡日の午後１時とする。

３ 第１項に規定する受渡書類は、当社が別に定める事項を完備したものでなければならない。

４ 受方堂島砂糖先物等清算参加者は、荷卸を完了したときは、遅滞なく、当社にその旨を届

け出なければならない。

（受渡重量及び糖度格差による調整）

第６２条 受方堂島砂糖先物等清算参加者は、当社が別に定める基準により検定した正味陸揚

重量及び糖度を、遅滞なく、当社に届け出なければならない。

２ 前項の規定により届出のあった正味陸揚重量と受渡重量とに過不足を生じたときは、当社

が別に定めるところにより、調整するものとする。

３ 第１項の規定により届出のあった糖度と指定市場開設者が定める格付表に定める標準品の

糖度とに格差を生じたときは、糖度格差金額は、指定市場開設者が定めるところにより、受

渡値段から海上保険料相当額及び海上運賃相当額を差し引いた値段に、当該格付表に定める

加減率を適用して算出されるものとする。

４ 当社は、前２項の規定により算出された金額について、渡方堂島砂糖先物等清算参加者、
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受方堂島砂糖先物等清算参加者それぞれと精算するものとする。

（故障品の処理）

第６３条 受方堂島砂糖先物等清算参加者が受渡品について雨濡、油浸その他故障があると認

めるときは、海上保険求償により処理するものとする。

（海難事故等の処理）

第６４条 渡方堂島砂糖先物等清算参加者の受渡品を積載した本船の沈没等海難事故により受

渡品が滅失したときは、当社は、別に定めるところにより処理するものとする。ただし、当

該処理は、当該海難事故の発生した日時以前に産糖国名、積来本船名及び数量を当社に届け

出ていたものに限り、これを行うものとする。

（受渡不能の処理）

第６５条 渡方堂島砂糖先物等清算参加者の責めに帰することができない事由により受渡しを

行おうとする粗糖の船積み又は輸送が行えなくなったとき、その他法令、行政処分等により

受渡しが履行できなくなったときは、当社は、別に定めるところにより処理するものとする。

ただし、当該処理は、当該事由発生以前に産糖国名及び数量を当社に届け出ていたものに限

り、これを行うことができる。

（荷卸に伴う義務）

第６６条 受渡品に係る荷卸費、揚港割増賃、早出料、滞船料等については、当社が別に定め

るところによる。

２ 第６０条の規定により決定した受渡しの当事者は、甘蔗分蜜粗糖の通常の輸入業務として

商慣習により行われている共同荷捌に準拠して積荷の荷卸を行わなければならない。

３ 渡方堂島砂糖先物等清算参加者は、輸入業務及び海上保険求償等について受方堂島砂糖先

物等清算参加者の要請があった場合には、商慣習により行わなければならない。

（紛争の処理）

第６７条 受渡しに関して疑義又は紛争が生じた場合において、当社が決定した事項について

は、渡方堂島砂糖先物等清算参加者及び受方堂島砂糖先物等清算参加者は異議を申し立てる

ことができない。
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（その他の事項）

第６８条 この要領に定める事項のほか、早受渡しにより粗糖の受渡しを行う場合の取扱いそ

の他粗糖の受渡しに関して必要な事項は、次の各号に掲げるところにより定める。

（１） 大阪堂島商品取引所の「粗糖受渡細則」

（２） 前号のほか当社が指定するもの

第３章 雑則

（受渡決済等の方法）

第６９条 現物先物取引（大豆、小豆及び東京コメに係るものに限る。）の受渡しについては、

受渡品の渡し方となる清算参加者（以下「渡方清算参加者」という。）は指定倉荷証券であっ

て自己が処分することができるものを当社に差し出し、受渡品の受け方となる清算参加者（以

下「受方清算参加者」という。）は受渡代金及び受渡しに賦課される消費税額を当社に差し出

してこれを行う。

２ 現物先物取引（とうもろこし及び粗糖に係るものに限る。）の受渡しについては、渡方清

算参加者は、とうもろこしにあっては第２９条に規定する受渡書類を当社に差し出し、粗糖

にあっては第６１条に規定する受渡書類を当社又は当社が指定する者に差し出し、受方清算

参加者は受渡代金を当社に差し出してこれを行う。

３ 現物先物取引（新潟コシ、秋田こまち及び宮城ひとめに係るものに限る。）の受渡しにつ

いては、渡方清算参加者は第４５条第２号に掲げる受渡書類を当社に差し出し、受方清算参

加者は受渡代金及び受渡しに賦課される消費税額を当社に差し出してこれを行う。

４ 当社は、受方清算参加者から受渡代金及び受渡しに賦課される消費税額又は受渡代金が差

し出されたときは、受方清算参加者に指定倉荷証券又は受渡書類等を交付し、渡方清算参加

者に受渡代金及び受渡しに賦課される消費税額又は受渡代金を交付するものとする。ただし、

粗糖にあっては、第６１条第４項に規定する受方清算参加者から当社に対して届け出があっ

た翌営業日の午後１時までに交付するものとする。

付  則

１ この要領は、令和２年７月２７日から施行する。

２ この要領に規定する事項のほか、受渡決済について必要な事項は、当社がその都度定める。
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商品取引債務引受業に関する清算基金所要額に関する規則

（目的）

第１条 この規則は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第６８条の規定に基づき、

清算基金所要額を定める。

（清算基金所要額）

第２条 商品取引債務引受業に関する業務方法書第６８条の規定に基づく各清算参加者が

有する商品取引清算資格の種類ごとの清算基金所要額は、別表「清算基金所要額の算出

に関する表」によるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、新たに商品取引清算資格を取得した者が預託すべき当該商

品取引清算資格に係る清算基金所要額は、当該商品取引清算資格取得申請者の会社規模、

その取引実績及び見込み、商品取引清算資格の取得の申請を行った日において当該商品

取引清算資格を有する各清算参加者の当該商品取引清算資格に係る清算基金所要額を合

計した額を当該清算参加者数で除して得た金額等を勘案のうえ、当社がその都度定める

額とし、当社が必要と認める期間これを適用する。

３ 当社は、エネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格及び堂島砂糖先物等

清算資格に係る各清算参加者の清算基金所要額を、毎営業日を清算基金所要額算出基準

日として算出し、当該清算基金所要額算出基準日の翌日に各清算参加者に通知する。

４ 前項の規定により算出したエネルギー先物等清算資格、堂島農産物先物等清算資格及

び堂島砂糖先物等清算資格に係る各清算参加者の清算基金所要額は、清算基金所要額算

出基準日の翌日から適用する。

５ 商品取引債務引受業に関する業務方法書第６８条第３項に規定する当社が定める額は、

商品取引清算資格の種類ごとの清算基金所要額からそれぞれ１０億円を控除した額を２

で除して得た額（当該額につき円位未満の端数を生じた場合は、切り上げる。）を合計し

た額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

（清算基金所要額の臨時変更）

第３条 前条の規定にかかわらず、清算参加者が合併する場合、新たに非清算参加者の指

定清算参加者となる場合その他当社が必要と認める場合は、当該清算参加者に係る商品

取引清算資格の種類ごとの清算基金所要額を臨時に変更することができる。

付 則

１ この規則は、令和２年７月２７日から施行する。

２ この規則施行の日（以下「施行日」という。）に適用するエネルギー先物等清算資格、
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堂島農産物先物等清算資格又は堂島砂糖先物等清算資格に係る各清算参加者の清算基金

所要額は、施行日の前日を第２条第３項に定める清算基金所要額算出基準日として、別

表に定める方法により算出された額とする。

３ 別表の規定にかかわらず、エネルギー先物等清算基金所要額、堂島農産物先物等清算

基金所要額及堂島砂糖先物等清算基金所要額の算出のために施行日の前日以前の日を算

出対象期間として期間平均基準ＰＭＬ額を計算する場合の日次最大基準ＰＭＬ額、個社

按分基礎ＩＭ額及び按分基礎ＩＭ総額 にあっては、それぞれ当該算出対象期間の東京商

品取引所のエネルギー市場及び中京石油市場並びに大阪堂島商品取引所の農産物市場及

び砂糖市場に係る日本商品清算機構における建玉に基づき、別表に定める方法により当

社が算出した額とする。

４ 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、清算基金所要額の取扱いその他必要な

事項について、当社がその都度定める。

５ 別表の規定にかかわらず、エネルギー先物等清算基金所要額、堂島農産物先物等清算

基金所要額又は堂島砂糖先物等清算基金所要額の算出においては、当分の間、期間平均

基準ＰＭＬ額から、商品取引清算資格の種類ごとに商品取引債務引受業に関する業務方

法書第８１条第４項に規定する第三者により受領する金銭として当社が定める額及び商

品取引清算資格の種類ごとに同第８１条第５項に規定する当社の商品先物等決済保証準

備金として当社が定める額を控除した額を、期間平均基準ＰＭＬ額とみなして算出を行

うものとする。

６ 第２条第２項の規定にかかわらず、施行日においてエネルギー先物等清算資格、堂島

農産物先物等清算資格又は堂島砂糖先物等清算資格（各商品取引清算資格に係る自社清

算資格に限る。）を取得する者のエネルギー先物等清算基金所要額、堂島農産物先物等

清算基金所要額又は堂島砂糖先物等清算基金所要額は、同条第１項の規定によるものと

する。
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別表

清算基金所要額の算出に関する表

１．エネルギー先物等清算資格に係る清算基金所要額（以下「エネルギー先物等清算基金

所要額」という。）

エネルギー先物等清算基金所要額は、次に定める計算式により算出される額とする。

ただし、当該額が１，０００万円を下回る場合は、１，０００万円とする。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。

エネルギー先物等清算基金所要額

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＥＮＧ又は算出基準日における日次最大基準ＰＭＬ額ＥＮＧのい

ずれか大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＥＮＧ／按分基礎ＩＭ総額ＥＮＧ

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、日次最大基準ＰＭＬ額ＥＮＧの算出対象期間におけ

る平均値をいう。

（注１）日次最大基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、ストレスシナリオ別最大基準ＰＭＬ額ＥＮＧ

の各日における最大値をいう。

（注１－１）ストレスシナリオ別最大基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、各ストレスシナリオに

おける清算参加者の基準ＰＭＬ額ＥＮＧ（清算参加者に関係会社等（ある会社の子

会社及び関連会社並びに当該ある会社の親会社、当該親会社の子会社及び当

該親会社の関連会社をいう。以下同じ。）に該当する他の清算参加者が存在

する場合には、当該他の清算参加者の基準ＰＭＬ額ＥＮＧを合計した額）が最大

となる清算参加者の基準ＰＭＬ額ＥＮＧ及び純資産額が下位の５社の清算参加者の

当該ストレスシナリオにおける基準ＰＭＬ額ＥＮＧの合計額をいう。

（注１－１－１）基準ＰＭＬ額ＥＮＧとは、エネルギー先物等清算資格に係る各区分口

座（商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシナリオの下で未決済約定から生じる損

失額からエネルギー先物等清算資格に係る取引証拠金所要相当額を控除した額

（当該各区分口座のうち同第５３条第１号に規定する区分口座以外の区分口座に

あっては、正の額に限る。）を合計した額をいう。

ｂ 個社按分基礎ＩＭ額ＥＮＧとは、各清算参加者の、清算基金所要額算出基準日からさ

かのぼって１か月間の各取引日のエネルギー先物等清算資格に係る取引証拠金所要

相当額の総額（各清算参加者が管理する商品取引債務引受業に関する業務方法書第

５３条及び同第５４条に規定する区分口座のエネルギー先物等清算資格に係る取引
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証拠金所要相当額を合算した額をいう。）の平均額をいう。

ｃ 按分基礎ＩＭ総額ＥＮＧとは、前ｂの個社按分基礎ＩＭ額ＥＮＧを、すべてのエネルギ

ー先物等清算参加者について合算した額をいう。

２．堂島農産物先物等清算資格に係る清算基金所要額（以下「堂島農産物先物等清算基金

所要額」という。）

堂島農産物先物等清算基金所要額は、次に定める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ａからｃまでに定めるとおりとする。

堂島農産物先物等清算基金所要額

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲ又は算出基準日における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲ

のいずれか大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＤＡＧＲ／按分基礎ＩＭ総額ＤＡＧＲ

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、日次最大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲの算出対象期間にお

ける平均値をいう。

（注１）日次最大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、ストレスシナリオ別最大基準ＰＭＬ額ＤＡ

ＧＲの各日における最大値をいう。

（注１－１）ストレスシナリオ別最大基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、各ストレスシナリオ

における清算参加者の基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲ（清算参加者に関係会社等に該当する

他の清算参加者が存在する場合には、当該他の清算参加者の基準ＰＭＬ額ＤＡ

ＧＲを合計した額）が最大となる清算参加者の基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲ及び純資産額が下

位の５社の清算参加者の当該ストレスシナリオにおける基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲの合計

額をいう。

（注１－１－１）基準ＰＭＬ額ＤＡＧＲとは、堂島農産物先物等清算資格に係る各区分

口座（商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定す

る各区分口座をいう。）に関して、ストレスシナリオの下で未決済約定から生じる

損失額から堂島農産物先物等清算資格に係る取引証拠金所要相当額を控除した額

（当該各区分口座のうち同第５３条第１号に規定する区分口座以外の区分口座に

あっては、正の額に限る。）を合計した額をいう。

ｂ 個社按分基礎ＩＭ額ＤＡＧＲとは、各清算参加者の、清算基金所要額算出基準日から

さかのぼって１か月間の各取引日の堂島農産物先物等清算資格に係る取引証拠金所

要相当額の総額（各清算参加者が管理する商品取引債務引受業に関する業務方法書

第第５３条及び同第５４条に規定する区分口座の堂島農産物先物等清算資格に係る

取引証拠金所要相当額を合算した額をいう。）の平均額をいう。
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ｃ 按分基礎ＩＭ総額ＤＡＧＲとは、前ｂの個社按分基礎ＩＭ額ＤＡＧＲを、すべての堂島農

産物先物等清算参加者について合算した額をいう。

３．堂島砂糖先物等清算資格に係る清算基金所要額（以下「堂島砂糖先物等清算基金所要

額」という。）

堂島砂糖先物等清算基金所要額は、次に定める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ａからｃまでに定めるとおりとする。

堂島砂糖先物等清算基金所要額

＝（期間平均基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲ又は算出基準日における日次最大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲ

のいずれか大きい方の値）×個社按分基礎ＩＭ額ＤＳＧＲ／按分基礎ＩＭ総額ＤＳＧＲ

ａ 期間平均基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、日次最大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲの算出対象期間にお

ける平均値をいう。

（注１）日次最大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、ストレスシナリオ別最大基準ＰＭＬ額ＤＳ

ＧＲの各日における最大値をいう。

（注１－１）ストレスシナリオ別最大基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、各ストレスシナリオ

における清算参加者の基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲ（清算参加者に関係会社等に該当する

他の清算参加者が存在する場合には、当該他の清算参加者の基準ＰＭＬ額ＤＳ

ＧＲを合計した額）が最大となる清算参加者の基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲ及び純資産額が下

位の５社の清算参加者の当該ストレスシナリオにおける基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲの合計

額をいう。

（注１－１－１）基準ＰＭＬ額ＤＳＧＲとは、堂島砂糖先物等清算資格に係る各区分口

座（商品取引債務引受業に関する業務方法書第５３条及び同第５４条に規定する

各区分口座をいう。）に関して、ストレスシナリオの下で未決済約定から生じる損

失額から堂島砂糖先物等清算資格に係る取引証拠金所要相当額を控除した額（当

該各区分口座のうち同第５３条第１号に規定する区分口座以外の区分口座にあっ

ては、正の額に限る。）を合計した額をいう。

ｂ 個社按分基礎ＩＭ額ＤＳＧＲとは、各清算参加者の、清算基金所要額算出基準日から

さかのぼって１か月間の各取引日の堂島砂糖先物等清算資格に係る取引証拠金所要

相当額の総額（各清算参加者が管理する商品取引債務引受業に関する業務方法書第

５３条及び同第５４条に規定する区分口座の堂島砂糖先物等清算資格に係る取引証

拠金所要相当額を合算した額をいう。）の平均額をいう。

ｃ 按分基礎ＩＭ総額ＤＳＧＲとは、前ｂの個社按分基礎ＩＭ額ＤＳＧＲを、すべての堂島砂
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糖先物等清算参加者について合算した額をいう。
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（内国法人用）

清算参加者契約書

    年  月  日

株式会社日本証券クリアリング機構

代表取締役社長           殿

所 在 地

              商号 又は 名称

                                             代表者名                 印

                   

当  は、株式会社日本証券クリアリング機構（以下「貴社」という。）の（清算参加者の

種類名）として、次の事項を承諾します。

１．貴社が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務方法書その他の規

則（以下「規則」という。）に従い、また、これを遵守すること。

２．規則に基づいて貴社が行う、清算資格の取消し、債務引受けの停止その他の措置に従

うこと。

３．当  が清算資格を喪失する場合は、その喪失について当  が一切の責任を負い、貴社、

他の清算参加者、当  を指定清算参加者とする非清算参加者及び顧客に対し、一切迷惑

をかけないこと。

４．貴社からこの契約の内容の変更について通知された場合で、当  が所定の期日までに

異議の申出をしないときは、その変更に同意したものとすること。

５．当  と貴社との間の一切の訴訟については、東京地方裁判所のみをその管轄裁判所と

すること。

以  上

付 則

この規則は、令和２年７月２７日から施行する。
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（外国法人用）

清算参加者契約書

    年  月  日

株式会社日本証券クリアリング機構

代表取締役社長           殿

所 在 地

              商号 又は 名称

                                            代表者名                   印

                   

当  は、株式会社日本証券クリアリング機構（以下「貴社」という。）の（清算参加者の

種類名）として、次の事項を承諾します。

１．貴社が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務方法書その他の規

則（以下「規則」という。）に従い、また、これを遵守すること。

２．規則に基づいて貴社が行う、清算資格の取消し、債務引受けの停止その他の措置に従

うこと。

３．当  が清算資格を喪失する場合は、その喪失について当  が一切の責任を負い、貴社、

他の清算参加者、当  を指定清算参加者とする非清算参加者及び顧客に対し、一切迷惑

をかけないこと。

４．貴社からこの契約の内容の変更について通知された場合で、当  が所定の期日までに

異議の申出をしないときは、その変更に同意したものとすること。

５．当  と貴社との間の諸通知（授受する書類を含む。）は日本語で作成し、金額の表示に

ついては本邦通貨で表示したものにより行うこと。

６．当  と貴社との間の一切の訴訟については、東京地方裁判所のみをその管轄裁判所と

すること。

以  上

付 則

この規則は、令和２年７月２７日から施行する。
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商品取引債務引受業に関する清算参加者に対する監査に関する規則

（目的）

第１条 この規則は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第２１条の規定に基づく監

査に関し、必要な事項を定める。

（監査員）

第２条 監査は、当社の職員のうちから当社が任命した者（以下「監査員」という。）が行

う。ただし、当社が必要と認めるときは、補助員を使用するものとする。

（資料の請求等）

第３条 監査員は、清算参加者の役員又は従業員に対し、必要があると認める帳簿、書類

その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記

載した文書の作成を求めることができる。

（監査員の義務）

第４条 監査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１） 監査は、すべて事実に基づいて行わなければならない。

（２） 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正でなけ

ればならない。

（３） 職務上知り得た秘密を、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。

（清算参加者の義務）

第５条 清算参加者の役員及び従業員は、監査員から第３条に規定する要求があった場合

には、正当な理由なくこれを拒否することができない。

（監査の実施方法及び時期）

第６条 監査は、清算参加者の本店その他の営業所又は主たる事務所その他の事務所（以

下「店舗」という。）に臨んで行う。ただし、当社が必要があると認めるときは、当該清

算参加者が当社に提出する書類により行うものとする。

２ 当社は、必要があると認めるときはいつでも清算参加者に対して前項の監査を行うも

のとする。

（監査の通知）

第７条 当社は、清算参加者の店舗に臨んで監査を行う場合は、当該清算参加者に対して、

監査の開始日及び方法、監査員の氏名その他必要な事項を通知する。ただし、当社がそ
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の必要がないと認めるときは、この限りでない。

（監査員証明書の提示）

第８条 監査員は、監査業務開始に当たり、清算参加者に監査員証明書を提示する。

（事実の認定）

第９条 第４条第２号に規定する事実の認定については、次の各号に定めるところによる。

（１） 当社は、監査員が事実の認定を行うに当たって、当該監査員と清算参加者との

間で当該事実の認定に関する認識について相違がある場合は、当該清算参加者から、

書面をもって、意見の申立てを受理する。

（２） 当社は、前号の意見の申立てを受理した場合、当該事実関係を公正に審理する

ものとする。

（３） 当社は、前号の審理を行う場合、清算参加者及び監査員に対して、必要に応じ

て、事実を認定するために参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は審

尋する。

（４） 当社は、第２号の審理の結果を決定した場合には、遅滞なく、その旨を当該清

算参加者に通知する。

（監査結果の通知）

第１０条 当社は、監査を終えた場合は、当該監査の結果を当該清算参加者に通知する。

付  則

この規則は、令和２年７月２７日から施行する。
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商品取引債務引受業に係る手数料に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この商品取引債務引受業に係る手数料に関する規則は、商品取引債務引受業に関

する業務方法書第１７条及び第８８条の規定に基づき、当社が徴収する手数料に関し、

必要な事項を定める。 

 

（清算手数料） 

第２条 清算参加者は、清算手数料を、当社に納入しなければならない。 

２ 前項に規定する清算手数料（月額）は、別表に定めるとおりとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の利益が損なわれない措置が講じられる場合

に限り、当社が別に定めるところにより、一定の期間において、別表に定める清算手数

料率等の変更又は清算手数料の割戻しを行うことができる。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。 

 

（固定手数料） 

第３条 清算参加者は、固定手数料を、当社に納入しなければならない。 

２ 前項に規定する固定手数料（月額）は、保有する商品取引清算資格の数にかかわらず

５万円とする。 

 

（建玉の移管に係る手数料） 

第４条 商品取引債務引受業に関する業務方法書第６６条第１項の規定により建玉の移管

が行われた場合には、当該建玉の移管を受ける清算参加者（非清算参加者である場合は、

当該非清算参加者の指定清算参加者。）は、建玉の移管に係る建玉数量に５円を乗じた額

を当社に納入しなければならない。 

２ 商品取引債務引受業に関する業務方法書第６６条第５項の規定に基づき他社清算参加

者が建玉の移管に係る当社の承認を得た場合（同条第１項の規定により建玉の移管が行

われる場合を除く。）には、当該他社清算参加者は、当該建玉の移管に係る建玉数量に５

円を乗じた額を当社に納入しなければならない。 

 

（大豆に係る検品手数料） 

第５条 大阪堂島商品取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領第８条第１項の

規定により当社が故障の申立てに係る検査を行った場合には、同取扱要領第９条各号に

規定する渡方堂島農産物先物等清算参加者又は受方堂島農産物先物等清算参加者は、次

の各号に定める検品手数料を当社に納入しなければならない。 

（１） 分別大豆（大阪堂島商品取引所が定める分別大豆をいう。）にあっては、１受渡
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単位につき１,５００円 

（２） 米国産大豆（大阪堂島商品取引所が定める米国産大豆をいう。）にあっては、１

受渡単位につき３,０００円 

 

（小豆に係る検品手数料及び検量手数料） 

第６条 大阪堂島商品取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領第１７条第１項

の規定により当社が小豆に係る希望前検査を行った場合又は同取扱要領第１９条第１項

の規定により当社が故障の申立てに係る検査を行った場合には、同取扱要領第２１条第

２項各号に規定する渡方堂島農産物先物等清算参加者又は受方堂島農産物先物等清算参

加者は、次の各号に定める検品手数料又は検量手数料を当社に納入しなければならない。 

（１） 検品手数料 

兵庫県又は大阪市内（以下「市内」という。）に所在する指定倉庫において受渡しを行

う場合 １受渡単位につき８００円 

兵庫県又は大阪市以外（以下「市外」という。）に所在する指定倉庫において受渡しを

行う場合 １受渡単位につき９００円 

（２） 検量手数料 

市内に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合 １受渡単位につき８００円 

市外に所在する指定倉庫において受渡しを行う場合 １受渡単位につき９００円 

 

（米穀に係る前検査手数料及び検品手数料） 

第７条 大阪堂島商品取引所の上場商品に係る受渡決済に関する取扱要領第４６条の規定

により当社が米穀に係る希望前検査を行った場合又は同取扱要領第４８条の規定により

当社が故障の申立てに係る検査を行った場合には、希望前検査にあっては当該検査を申

請した堂島農産物先物等清算参加者が、故障の申立てにあっては同取扱要領第５０条第

２項各号の規定に従い渡方堂島農産物先物等清算参加者又は受方堂島農産物先物等清算

参加者が、品質の検査にあっては１受渡単位につき１万３千円、量目、包装、その他の

検査にあっては１受渡単位につき７千円の前検査手数料又は検品手数料を当社に納入し

なければならない。 

 

（銘柄管理手数料） 

第８条 指定市場開設者は、銘柄管理手数料を、当社に納入しなければならない。 

２ 指定市場開設者の前項に規定する銘柄管理手数料（月額）は、商品取引債務引受業に

関する業務方法書第２条第１号及び第２号に掲げる取引について、月末における各指定

市場開設者の当該取引に係る対象商品の数（限月取引が設定されていないものを除く。）

に６万円を乗じて得た額の合計額とする。 

 



 

２３ 

485 

 

（新規商品取扱手数料） 

第９条 指定市場開設者は、当該指定市場開設者からの要請による清算対象取引の追加そ

の他の制度変更等のために当社が負担する一時費用相当額としての新規商品取扱手数料

を、当社に納入しなければならない。ただし、当該制度変更等から１か年以内に同様の

制度変更等が行われる場合における新規商品取扱手数料については、当社がその都度定

める。 

 

（手数料の納入時期等） 

第１０条 第２条から第８条までに規定する手数料の当社への納入の日は、毎月２０日（休

業日に当たるときは、順次繰り下げる。）とし、前月分を、消費税額及び地方消費税額を

加算して納入するものとする。 

２ 前条に規定する新規商品取扱手数料の当社への納入の日は、当社がその都度定めるも

のとし、消費税額及び地方消費税額を加算して納入するものとする。 

 

 

付  則 

１ この規則は、令和２年７月２７日から施行する。ただし、第８条第２項の規定は、同

年８月１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、債務の引受けの取扱いその他必要な事項について、当社がその都度定める。 

３ 令和２年７月分の固定手数料は、第３条第２項の規定にかかわらず、８，０６４円（令

和２年７月における商品取引債務引受業に関する業務方法書第２条第１号及び第２号に

掲げる清算対象取引に係る清算手数料並びに証券取引等清算業務に関して定める業務方

法書第３条第２項第６号の２及び第６号の３に掲げる清算対象取引に係る清算手数料の

合計額が１０万円以下の場合には、０円）とする。 

４ 第３条第２項の規定は、令和２年８月分以降当分の間、別表に基づき算出される商品

取引債務引受業に関する業務方法書第２条第１号及び第２号に掲げる清算対象取引に係

る清算手数料並びに証券取引等清算業務に係る手数料に関する規則別表に基づき算出さ

れる証券取引等清算業務に関して定める業務方法書第３条第２項第６号の２及び第６号

の３に掲げる清算対象取引に係る清算手数料の合計額が１０万円以下となる清算参加者

には適用しないものとする。 

５ 第３条第２項に定める固定手数料は、証券取引等清算業務に係る手数料に関する規則

第２条の２第２項第４号に定める固定手数料を納入する清算参加者においては０円とす

る。 
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別表 

 

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率 

 

商品取引債務引受業に関する業務方法書第２条第１号及び第２号に掲げる取引に係る清

算手数料の算出の基準及び清算手数料率は、次のとおりとする。 

 

清算対象取引 

の区分 

算出 

の基準 
清算手数料率 

商品取引債務引受業に

関する業務方法書第２

条第１号に掲げる現物

先物取引 

バージガソリン先

物取引、バージ灯

油先物取引、バー

ジ軽油先物取引、

中京ローリーガソ

リン先物取引、中

京ローリー灯油先

物取引 

（注１） 

取引数量 

当社が当該月に引き受けた債

務（注２）について、１取引

単位につき 

９円 

（注３） 

受渡決済数量 

当該月における各限月取引の

納会日までの間に買戻しが行

われなかった売建玉及び転売

が行われなかった買建玉に係

る受渡決済数量の合計の数量

について、１取引単位につき 

１４５円 

商品取引債務引受業に

関する業務方法書第２

条第２号に掲げる現金

決済先物取引 

東エリア・ベース

ロード電力先物取

引、西エリア・ベ

ースロード電力先

物取引 

（注１） 

取引数量 

当社が当該月に引き受けた債

務（注２）について、１取引

単位につき 

７３円 

（注３） 

最終決済に係る

数量 

当該月における最終決済に係

る数量について、１取引単位

につき 

２１９円 

 

東エリア・日中ロ

ード電力先物取

引、西エリア・日

中ロード電力先物

取引数量 

当社が当該月に引き受けた債

務（注２）について、１取引

単位につき 

２４円 
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取引 

（注１） 

（注３） 

最終決済に係る

数量 

当該月における最終決済に係

る数量について、１取引単位

につき 

７２円 

プラッツドバイ原

油先物取引 

（注１） 

取引数量 

当社が当該月に引き受けた債

務（注２）について、１取引

単位につき 

９円 

（注３） 

最終決済に係る

数量 

当該月における最終決済に係

る数量について、１取引単位

につき 

８３円 

 

バージガソリンス

ワップ先物取引、

プラッツバージ灯

油スワップ先物取

引、プラッツバー

ジ軽油スワップ先

物取引 

（注１） 

取引数量 

当社が当該月に引き受けた債

務（注２）について、１取引

単位につき 

９円 

（注３） 

最終決済に係る

数量 

当該月における最終決済に係

る数量について、１取引単位

につき 

６８円 
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※ 最終決済に変えて希望受

渡しを行う場合、売建玉及

び買建玉に係る受渡決済

数量の合計の数量につい

て、１受渡単位につき 

１４５円 

ローリーガソリン

スワップ先物取

引、プラッツロー

リー灯油スワップ

先物取引、プラッ

ツローリー軽油ス

ワップ先物取引 

取引数量 

当社が当該月に引き受けた債

務（注２）について、１取引

単位につき 

９円 

（注３） 

最終決済に係る

数量 

当該月における最終決済に係

る数量について、１取引単位

につき 

２９円 

 

※ 最終決済に変えて希望受

渡しを行う場合には、売建

玉及び買建玉に係る受渡

決済数量の合計の数量に

ついて、１受渡単位につき 

１４５円 

商品取引債務引受

業に関する業務方

法書第３条第３号

及び第４号に掲げ

る商品市場の上場

商品に係る取引 

（注１） 

取引数量 

当社が当該月に引き受けた債

務（注２）について、１取引

単位につき 

９円 

（注３） 

 

受渡決済数量 

当該月における各限月取引の

納会日までの間に買戻しが行

われなかった売建玉及び転売

が行われなかった買建玉に係

る受渡決済数量の合計の数量

について、１取引単位につき 

１０１円 
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（注１） 用語の意義は指定市場開設者が定めるところによる。 

（注２） 指定市場開設者の定めるところによりギブアップが成立した場合は、注文執行

取引参加者である清算参加者（当該注文執行取引参加者が非清算参加者である場合には、

その指定清算参加者。）においては商品取引債務引受業に関する業務方法書第５２条の規

定により消滅した債務を除き、清算執行取引参加者である清算参加者（当該清算執行取

引参加者が非清算参加者である場合には、その指定清算参加者。）においては同条の規定

により新たに負担した債務を含む。 

（注３） 総取引数量は、各月の１日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）に終了

する取引日から当該月の末日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）に終了する取

引日までの総取引数量とする。 
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商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則の取扱い 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則（以下「取引証

拠金規則」という。）に基づき、当社が定める事項及び同規則の運用にあたり必要な事項

について規定する。 

 

（取引証拠金所要額の引上げの判定に用いるリスク量及び判定基準数量） 

第２条 取引証拠金規則第８条第１項から第３項までに規定するリスク量として当社が定

める数量及び当社が定める判定基準数量は、次の各号に掲げる基準に基づき、別表１「取

引証拠金所要額の引上げの判定に用いるリスク量及び判定基準数量の算出に関する表」

により算出される数量とする。 

（１） 流動性基準 

（２） 集中基準 

２ 当社は、前項に規定する判定基準数量を前月の末日（休業日に当たるときは順次繰り上

げる。）を算出基準日として毎月算出し、当月の初日（休業日に当たるときは順次繰り下

げる。）に公表する。 

３ 前項の規定により公表した判定基準数量は、当月の３日目（休業日を除外する。以下日

数計算において同じ。）の日から適用する。 

４ 当社が取引証拠金規則第８条第１項から第３項までの規定に基づき取引証拠金所要額

の引上げを行う場合の引上げ額は、別表２「取引証拠金所要額の引上げを行う場合の取引

証拠金所要額割増額の算出に関する表」により算出される額とする。 

 

（破綻時証拠金） 

第３条 取引証拠金規則第９条第１項に規定する一の清算参加者が負っているものと想定

される破綻時証拠金は、計算上清算基金所要額から適用清算基金所要額を差し引いて得

た額とする。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）計算上清算基金所要額 

破綻処理単位期間における商品取引債務引受業に関する業務方法書第６９条の規定

による清算基金の特則を適用せず、同第６８条第１項各号の規定に基づき計算した場

合の清算基金所要額 

（２）適用清算基金所要額 

破綻時処理単位期間における商品取引債務引受業に関する業務方法書第６９条の規

定による清算基金所要額 

２ 取引証拠金規則第９条第１項に規定する取引証拠金所要額の引上げ基準は、前項に定

める破綻時証拠金の額が正の額になった場合に該当したとする。 



 

２４ 

491 

 

３ 破綻処理単位期間の開始日の翌日以降の日において第１項の規定により計算された破

綻時証拠金の額が、当該破綻処理単位期間における前日に計算された破綻時証拠金の額

よりも少ない額である場合の破綻時証拠金の額は、当該前日に計算された破綻時証拠金

の額とする。 

 

（外国通貨の取扱い） 

第４条 取引証拠金規則第１０条で規定する当社が指定する通貨は、円貨及びアメリカ合

衆国通貨とする。 

２ 取引証拠金規則第１４条、第１８条及び第２３条で規定する当社が定める率は、アメリ

カ合衆国通貨の場合は、１００分の９７とする。 

 

（金銭の取扱い） 

第５条 取引証拠金規則第１２条及び第１３条に定める取引証拠金の当社への預託を金銭

により行う場合には、清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから当該清算参加者が選

定した銀行に設けられた当社名義の口座への振込みにより当該預託を行うものとする。 

２ 当社に取引証拠金として預託されている金銭の清算参加者への返戻は、当社が当社名

義の口座から当該清算参加者が指定する口座への振込みにより行うものとする。 

 

（日中帳入値段） 

第６条 取引証拠金規則第２５条に規定する当社が定める日中帳入値段は、各計算区域の

約定値段（ストラテジー取引による約定値段を除く。以下同じ。）のうち日中帳入値段算

出時の直前における立会による最終の約定値段とする。ただし、当該約定値段がない場合

には、直前の取引日の帳入値段（取引開始日における限月取引（指定市場開設者が定める

限月取引をいう。以下この条において同じ。）にあっては、納会日又は取引最終日が最も

近い限月取引の帳入値段）とする。ただし、当社が適当でないと認める場合は、当社がそ

の都度定める。 

 

（緊急取引証拠金を預託する場合） 

第７条 取引証拠金規則第２６条第１項に規定する当社が定める基準は、次のとおりとす

る。 

（１） 石油先物取引のうち当社が定める限月取引について、午後１時における立会によ

る直前の約定値段と日中帳入値段との差が、当社があらかじめ定めた数値を超えた場

合 

（２） 金先物取引のうち当社が定める限月取引について、午後１時における立会による

直前の約定値段と日中清算値段（当社が行う証券取引等清算業務に係る先物・オプショ

ン取引に係る取引証拠金等に関する規則第２０条の４に規定する日中清算値段をい
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う。）との差が、当社があらかじめ定めた数値を超えた場合 

（３） 指数先物取引のうち当社が定める限月取引について、午後１時における立会によ

る直前の約定数値と日中清算数値（当社が行う証券取引等清算業務に係る先物・オプシ

ョン取引に係る取引証拠金等に関する規則第２０条の４に規定する日中清算数値をい

う。）との差が、当社があらかじめ定めた数値を超えた場合 

（４） 国債証券先物取引のうち当社が定める限月取引について、午後１時における立会

による直前の約定値段と日中清算値段（当社が行う証券取引等清算業務に係る先物・オ

プション取引に係る取引証拠金等に関する規則第２０条の４に規定する日中清算値段

をいう。）との差が、当社があらかじめ定めた数値を超えた場合 

２ 当社が行う証券取引等清算業務に関する業務方法書の取扱い第２０条の５第１項の規

定は、前項第４号の午後１時における立会による直前の約定値段について準用する。この

場合において、同第２０条の５第１項第１号中「午後３時２分」とあるのは「午後１時」

と、「立会」とあるのは「午後立会」と読み替えるものとする。 

 

（緊急帳入値段） 

第８条 取引証拠金規則第２８条に規定する当社が定める緊急帳入値段は、各計算区域の

約定値段のうち緊急帳入値段算出時の直前における立会による最終の約定値段とする。

ただし、当該約定値段がない場合には、直前の取引日の帳入値段（取引開始日における限

月取引（指定市場開設者が定める限月取引をいう。以下この条において同じ。）にあって

は、納会日又は取引最終日が最も近い限月取引の帳入値段）とする。ただし、当社が適当

でないと認める場合は、当社がその都度定める。 

 

（委託分及び商品清算取引分のポジション申告） 

第９条 取引証拠金規則第３３条に規定する当社が定める時限は、当日の午後７時とする。 

 

（差換預託ＬＧ契約に係る契約額の届出） 

第１０条 取引証拠金規則第５２条第１項に規定する契約額の届出の方法及び同第５４条

に規定する差換預託ＬＧ契約に関し必要な事項は、「差換預託ＬＧ契約に関する取扱要綱」

によるものとする。 

 

（直接預託ＬＧ契約に係る契約額の届出） 

第１１条 取引証拠金規則第５５条第１項及び同第５６条第１項に規定する当社の承認を

受ける方法、同第５７条第１項に規定する契約額の届出の方法並びに同第５９条に規定

する直接預託ＬＧ契約に関し必要な事項は、「直接預託ＬＧ契約に関する取扱要綱」によ

るものとする。 
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（充用有価証券等） 

第１２条 取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金及び清算取次証拠金の充用有価証券等に関

する事項は、別表３に定める。 

 

（国債証券の取扱い） 

第１３条 清算参加者は、別表３第２項に規定する国債証券を当社に預託する場合には、日

本銀行に設けられた当社名義の口座への振替により当該預託を行うものとする。 

 

（株券等の取扱い） 

第１４条 清算参加者は、次の各号に掲げる有価証券を当社に預託する場合には、株式会社

証券保管振替機構に開設された当社名義の口座への振替により当該預託を行うものとす

る。 

（１） 別表３第２項に規定する株券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、

外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券、債券

（国債証券及び新株予約権付社債券を除く。）及び転換社債型新株予約権付社債券 

（２） 別表３第２項に規定する投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されてい

るもの 

２ 当社は、次の各号に掲げる預託有価証券に係る保管振替機構に対する報告を預託元の

清算参加者に委託し、当該委託を受けた清算参加者は保管振替機構に対し当該報告を行

うものとする。この場合において、当該委託を受けた清算参加者は他の者をして当該報告

を行わせることができる。 

（１） 内国法人の発行する株券に係る特別株主管理事務委託状況の報告 

（２） 投資信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告 

（３） 投資証券に係る特別投資主管理事務委託状況の報告 

（４） 受益証券発行信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告 

 

（充用有価証券からの除外） 

第１５条 国内の金融商品取引所に上場されている株券（投資信託の受益証券、外国投資信

託の受益証券、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券

発行信託の受益証券を含む。以下同じ。）が、その上場されている国内のすべての金融商

品取引所において、当該金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当した場合（次の各

号に掲げる場合を除く。）には、該当した日の翌日から、当該株券及び当該株券（当該投

資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益

証券発行信託の受益証券を除く。）の発行者が発行する社債券を、取引証拠金、委託証拠

金、取次証拠金及び清算取次証拠金の充用有価証券から除外する。 

（１） 当該株券の発行者が株式交換又は株式移転により金融商品取引所に株券が上場
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されている会社（以下「上場会社」という。）の完全子会社となる場合 

（２） 当該株券の発行者が上場会社に吸収合併される場合 

（３） その他当該株券が上場廃止となる場合であって当該株券と引換えに交付される

株券が金融商品取引所に速やかに上場される見込みがあるとき 

２ 前項の規定は、取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金及び清算取次証拠金の充用有価証

券である債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失した場合の当該債券について準用

する。 

 

 

付  則 

１ この規則は、令和２年７月２７日から施行する。 

２ 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

の規則を適用することが適当でないと当社が認める場合には、商品先物取引に係る取引

証拠金及び支払不能等による債務引受停止の場合における未決済約定の取扱いその他必

要な事項について、当社がその都度定める。 
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別表１ 

取引証拠金所要額の引上げの判定に用いるリスク量及び判定基準数量の算出に関する表 

 

１．流動性基準に基づくリスク量及び判定基準数量の算出方法 

 

（１）リスク量 

流動性基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いるリスク量は、一の取引

参加者の自己の計算による建玉、委託者の委託に基づく建玉又は委託者の委託に基づ

く任意に細分化した単位の建玉のそれぞれについて、エネルギー先物等清算対象商品

グループ（原油先物取引、ガソリン先物取引及び灯油先物取引の各限月取引のうち、当

社が定めるものをいう。以下同じ。）について、次の計算式により算出される数量とす

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。 

 

流動性基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いるリスク量 

＝一の取引日の終了時点における流動性基準額換算後銘柄別ネット建玉数量の合計値

の絶対値 

 

ａ 流動性基準額換算後銘柄別ネット建玉数量とは、次の計算式により算出される数

量をいう。 

 

流動性基準額換算後銘柄別ネット建玉数量 

＝一の取引日の終了時点における当該一の清算参加者の各銘柄のネット建玉数量（買

建玉数量から売建玉数量を差し引いた数量をいう。以下同じ。）×当該取引日の終了

時点における各銘柄の銘柄間取引高・建玉調整係数 

 

ｂ 銘柄間取引高・建玉調整係数とは、次の計算式により算出される値とする。 

 

銘柄間取引高・建玉調整係数 

＝ベータ値×デルタ値×原資産終値比率×取引単位調整比率 

（注１）ベータ値は、各銘柄と当社がエネルギー先物等清算対象商品グループについ

て定める被換算対象銘柄との相関係数を基に当社が定める係数とする。 

（注２）デルタ値は、各銘柄が先物取引である場合は１とする。 

（注３）原資産終値比率は、被換算対象銘柄の原資産終値と各銘柄の原資産の当該取

引における終値を基に当社が定める係数とする。 

（注４）取引単位調整比率とは、次の計算式により算出される値とする。 

 

 

取引単位調整比率 
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＝各銘柄の取引単位÷被換算対象銘柄の取引単位 

 

（２）判定基準数量 

流動性基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いる判定基準数量は、指定

金融商品市場における取引高について、エネルギー先物等清算対象商品グループにつ

いて、次の計算式により算出される数量とする。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。 

 

流動性基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いる判定基準数量 

＝判定基準数量算定期間における各取引日の基礎取引高の平均値×流動性基準額調整

係数×想定保有期間 

 

ａ 判定基準数量算定期間とは、前月の末日（休業日に当たるときは順次繰り上げる。

以下同じ。）に終了する取引日から起算して６０日前（休業日を除外する。）から

前月の末日までをいう。 

 

ｂ 各取引日の基礎取引高とは、一の取引日の当該指定金融商品市場における各銘柄

の取引高に、当該各銘柄に係る前号ｂに規定する銘柄間取引高・建玉調整係数を

掛け合わせたものの合計値をいう。 

 

ｃ 流動性基準額調整係数は、当社が定める係数とする。 

 

ｄ  想定保有期間は、１とする。 

 

２．集中基準に基づくリスク量及び判定基準数量の算出方法 

 

（１）リスク量 

集中基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いるリスク量は、一の取引参

加者の自己の計算による建玉、委託者の委託に基づく建玉又は委託者の委託に基づく

任意に細分化した単位の建玉のそれぞれについて、エネルギー先物等清算対象商品グ

ループについて、次の計算式により算出される数量とする。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。 

 

集中基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いるリスク量 

＝一の取引日の終了時点における集中基準額換算後銘柄別ネット建玉数量の合計 

 

ａ 集中基準額換算後銘柄別ネット建玉数量とは、次の計算式により算出される数量

をいう。 
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集中基準額換算後銘柄別ネット建玉数量 

＝一の取引日の終了時点における当該一の清算参加者の各銘柄のネット建玉数量×

当該取引日の終了時点における各銘柄の銘柄間取引高・建玉調整係数 

 

ｂ 銘柄間取引高・建玉調整係数とは、前項第１号ｂに規定する銘柄間取引高・建玉

調整係数とする。 

 

（２）判定基準数量 

集中基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いる判定基準数量は、指定金

融商品市場における建玉残高について、エネルギー先物等清算対象商品グループにつ

いて、次の計算式により算出される数量とする。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。 

 

集中基準による取引証拠金所要額の引上げの判定に用いる判定基準数量 

＝判定基準数量算定日における基礎建玉残高×集中基準額調整係数×想定保有期間 

 

ａ 判定基準数量算定日は、前月の末日をいう。 

 

ｂ 基礎建玉残高とは、判定基準数量算定日の当該指定金融商品市場における各銘柄

の建玉残高に、当該各銘柄に係る前号ｂに規定する銘柄間取引高・建玉調整係数を

掛け合わせたものの合計値をいう。 

 

ｃ 集中基準額調整係数は、当社が定める係数とする。 

 

ｄ  想定保有期間は、１とする。 
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別表２ 

取引証拠金所要額の引上げを行う場合の取引証拠金所要額割増額の算出に関する表 

 

取引証拠金所要額割増額は、一の取引参加者の自己の計算による建玉、委託者の委託に基

づく建玉又は委託者の委託に基づく任意に細分化した単位の建玉のそれぞれについて、エ

ネルギー先物等清算対象商品グループについて、次の計算式により算出される額とする。た

だし、当社が適当でないと認める場合は、当社がその都度定める額とする。なお、計算式に

おける用語の意義は、別表１に定めるほか、次のａ及びｂに定めるとおりとする。 

 

取引証拠金所要額割増額 

＝流動性基準に基づく想定超過損失額又は集中基準に基づく想定超過損失額のうちいず

れか大きい額 

 

ａ 流動性基準に基づく想定超過損失額とは、エネルギー先物等清算対象商品グループ

について、次の計算式により算出される額とする。 

 

流動性基準に基づく想定超過損失額 

＝別表１第１項第１号に掲げるリスク量×建玉１単位当たりの取引証拠金相当額×流動

性基準該当時想定超過係数 

（注１）建玉１単位当たりの取引証拠金相当額とは、当社が定める被換算対象銘柄におけ

るプライス・スキャン・レンジの額をいう。 

（注２）流動性基準該当時想定超過係数とは、次の計算式により算出される係数とする。

（ただし、当該係数が負となる場合はゼロとする。） 

 

流動性基準該当時想定超過係数 

＝√流動性基準額保有日数倍率－１ 

 

（注２－１）流動性基準額保有日数倍率とは、次の計算式により算出される日数とする。 

 

流動性基準額保有日数倍率 

＝別表１第１項第１号に掲げるリスク量÷同項第２号に掲げる判定基準数量 

 

ｂ 集中基準に基づく想定超過損失額とは、エネルギー先物等清算対象商品グループに

ついて、次の計算式により算出される額とする。 

 

集中基準に基づく想定超過損失額 

＝別表１第２項第１号に掲げるリスク量×建玉１単位当たりの取引証拠金相当額×集中
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基準該当時想定超過係数 

（注１）建玉１単位当たりの取引証拠金相当額とは、当社が定める被換算対象銘柄におけ

るプライス・スキャン・レンジの額をいう。 

（注２）集中基準該当時想定超過係数とは、次の計算式により算出される係数とする。（た

だし、当該係数が負となる場合はゼロとする。） 

 

集中基準該当時想定超過係数 

＝√集中基準額保有日数倍率－１ 

 

（注１－１）集中基準額保有日数倍率とは、次の計算式により算出される日数とする。 

 

集中基準額保有日数倍率 

＝別表１第２項第１号に掲げるリスク量÷同項第２号に掲げる判定基準数量 
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別表３ 

充用有価証券等の種類及びその充用価格等に関する表 

 

１ 取引証拠金、委託証拠金、取次証拠金及び清算取次証拠金の充用有価証券等の充用価格

は、当該充用有価証券等の差入日又は預託日の前々日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。）における時価に当社の定める率を乗じた額（委託証拠金、取次証拠金及び清算

取次証拠金の充用有価証券等の充用価格にあっては、当社の定める率を乗じた額を超え

ない額）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、充用価格を変更することができる。 

２ 前項の充用有価証券等の種類、時価及び当社の定める率は以下のとおりとする。 

有価証券等の種類 時価 時価に乗ずべき率 

国債証券（物価連

動国債にあっては

国債店頭取引清算

業務において清算

対象取引とするも

のに限る。） 

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの 

当該売買参考統計値の

うち平均値（物価連動国

債にあっては、当該平均

値に財務省が公表する

連動係数を乗じた値） 

（１） 国債証券（変

動利付国債、物価連

動国債、分離元本振

替国債及び分離利

息 振 替 国 債 を 除

く。） 

 ａ 残存期間１年

以内のもの 

１００分の９９ 

 ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の 

１００分の９７ 

 ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの 

１００分の９７ 

 ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの 

１００分の９６ 

 ｅ 残存期間２０

年超３０年以内
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のもの 

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの 

金融商品取引所（注１）

における最終価格（注

２） 

１００分の９４ 

 ｆ 残存期間３０

年超のもの 

１００分の９１ 

（２） 変動利付国債 

 ａ 残存期間１年

以内のもの 

１００分の９９ 

 ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の 

１００分の９９ 

 ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの 

１００分の９９ 

 ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの 

１００分の９９ 

（３） 物価連動国債 

 ａ 残存期間１年

以内のもの 

１００分の９９ 

 ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の 

１００分の９７ 

 ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの 

１００分の９７ 
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 ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの 

１００分の９７ 

 ｅ 残存期間２０

年超３０年以内

のもの 

１００分の９７ 

 ｆ 残存期間３０

年超のもの 

１００分の９７ 

（４） 分離元本振替

国債及び分離利息

振替国債 

 ａ 残存期間１年

以内のもの 

１００分の９９ 

 ｂ 残存期間１年

超５年以内のも

の 

１００分の９７ 

 ｃ 残存期間５年

超１０年以内の

もの 

１００分の９７ 

 ｄ 残存期間１０

年超２０年以内

のもの 

１００分の９６ 

 ｅ 残存期間２０

年超３０年以内

のもの 

１００分の９４ 

 ｆ 残存期間３０



 

２４ 

503 

 

年超のもの 

１００分の９０ 

政府保証債券 

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの 

当該売買参考統計値の

うち平均値 

（１） 残存期間１年

以内のもの 

１００分の９９ 
 

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの 

１００分の９７ 

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の 

１００分の９７ 

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの 

金融商品取引所（注１）

における最終価格（注

２） 

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの 

１００分の９５ 

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの 

１００分の９３ 

（６） 残存期間３０

年超のもの 

１００分の９１ 

地方債証券（注３） 

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの 

当該売買参考統計値の

うち平均値 

（１） 残存期間１年

以内のもの 

１００分の９９ 

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの 

１００分の９７ 

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の 

１００分の９７ 
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売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの 

金融商品取引所（注１）

における最終価格（注

２） 

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの 

１００分の９４ 

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの 

１００分の９２ 

（６） 残存期間３０

年超のもの 

１００分の９２ 

特殊債券（政府保

証債券を除く。）

（注４） 

日本証券業協会が売

買参考統計値を発表

するもの 

当該売買参考統計値の

うち平均値 

（１） 残存期間１年

以内のもの 

１００分の９９ 

（２） 残存期間１年

超５年以内のもの 

１００分の９７ 

社債券（新株予約

権付社債券及び交

換社債券を除く。）

（注３）（注４）（注

５） 

（３） 残存期間５年

超１０年以内のも

の 

１００分の９７ 

売買参考統計値が発

表されていないもの

のうち国内の金融商

品取引所において上

場されているもの 

金融商品取引所（注１）

における最終価格（注

２） 

（４） 残存期間１０

年超２０年以内の

もの 

１００分の９４ 

（５） 残存期間２０

年超３０年以内の

もの 

１００分の９２ 

（６） 残存期間３０

年超のもの 

１００分の９０ 

公社債投資信託の

受益証券（注７） 

一般社団法人投資信

託協会が前日の時価
当該時価 １００分の８５ 
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を発表するもの 

転換社債型新株予

約権付社債券（注

３）（注６）（注７） 

国内の金融商品取引

所に上場されている

もの 

金融商品取引所（注１）

における最終価格（注

２） 

１００分の８０ 

交換社債券（注３）

（注７） 

株券 

国内の金融商品取引

所に上場されている

もの 

金融商品取引所（注１）

における最終価格（注

２） 

１００分の７０ 

外国投資信託の受

益証券 

外国投資証券 

受益証券発行信託

の受益証券 

外国受益証券発行

信託の受益証券 

投資信託の受益証

券（公社債投資信

託の受益証券を除

く。） 

国内の金融商品取引

所に上場されている

もの 

金融商品取引所（注１）

における最終価格（注

２） 

投資証券 

一般社団法人投資信

託協会が前日の時価

を発表するもの（注

７） 

当該時価 

倉荷証券（注７） 

株式会社東京商品取

引所及び大阪堂島商

品取引所が定めると

ころにより、取引の決

済のための受渡しの

目的物とすることが

できる物品の保管を

証するもの 

最初に納会日が到来す

る限月取引に係る帳入

値段 

１００分の７０ 

（注）  

１． 複数の金融商品取引所に上場している銘柄については、当社が定める順位により

選択した金融商品取引所とする。 

２． 最終価格については、当該金融商品取引所において気配表示が行われている場合

は当該最終気配値段をいう。 
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３． 発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。 

４． 特殊債券（政府保証債券を除く。）及び社債券（新株予約権付社債券及び交換社

債券を除く。）については、適格格付機関（金融商品取引法第２条第３６項に規定す

る信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令（平成１９年内閣府令第５２

号）第１１６条の３第２項に規定する特定関係法人をいう。）から取得している格付

が全てＡ格相当以上であること等、発行企業の信用力その他の事情を勘案して、当社

が適当と認めるものに限る。 

５． 社債券については、国内の金融商品取引所に上場されているもの又は国内の金融

商品取引所にその株券が上場されている会社が発行するものに限る。 

６． 転換社債型新株予約権付社債券については、国内の金融商品取引所にその株券が

上場されている会社が発行するものに限る。 

７． 清算参加者の自己の取引証拠金及びアフィリエイトの取引証拠金に対する充用有

価証券等の範囲から除く。 

３ 前項の規定における当社が定める順位は、第一順位は、当該差入日又は預託日の前々日

が毎年２月から７月までの間は前年７月から１２月までの、当該差入日又は預託日の

前々日が毎年８月から翌年１月までの間は１月から６月までの間における各金融商品取

引所において成立した当該銘柄の売買高（売買立会により成立した普通取引（各金融商品

取引所の定める普通取引をいう。）に係るものに限る。）の最も多い金融商品取引所とし、

それ以降は、取引所・業界団体等コード（証券コード協議会の定めるものをいう。）の順

序とする。 
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差換預託ＬＧ契約に関する取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則（以下「規則」

という。）第５４条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「差換預託ＬＧ契約」とは、商品先物取引法（昭和２５年法律

第２３９号。以下「法」という。）第１７９条第７項において準用する法第１０３条第７

項に定める契約をいう。 

２ この要綱において「預託の猶予」とは、法第１７９条第７項において準用する法第１

０３条第９項の規定により、差換預託ＬＧ契約の効力の存する間に限り、法第１７９条

第１項第１号イ（同条第２項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに

限る。）又は同号ハにおいて当社に預託されることとなっている金額に相当する取引証拠

金の全部又は一部について、預託を猶予することをいう。 

３ この要綱において「銀行等」とは、商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・

経済産業省令第３号。以下「省令」という。）第４５条において準用する省令第４４条第

１項に規定する銀行等をいう。 

 

（契約書） 

第３条 清算参加者又は取次者（以下「清算参加者等」という。）が銀行等との間で差換

預託ＬＧ契約を締結する際の契約は、「差換預託ＬＧ契約に係る契約書（別紙１）」（以

下「契約書」という。）によらなければならない。 

 

（複数銀行の場合の契約内容） 

第４条 契約書には、法及び省令において規定する事項の他、清算参加者等が複数の銀行

等との間で差換預託ＬＧ契約を締結した場合において当社の指示に応じて預託すること

となる金額（以下「当社指示額」という。）について、当社指示額がそれぞれの銀行等

の契約預託金額（差換預託ＬＧ契約第２条の契約預託金額をいう。以下同じ。）の合計

額を下回る場合は、それぞれの銀行等に係る当社指示額がそれぞれの銀行等に係る契約

預託金額に応じて按分される旨の規定が盛り込まれていなければならないものとする

（円未満は切り捨てるものとする。）。ただし、その規定にかかわらず、当社は、その

按分によらずに特定の銀行等に対し預託を請求することができる。 

 

（契約有効期限） 

第５条 差換預託ＬＧ契約は、月の１日を開始日とする年間契約であるものとする。 
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（契約締結に係る承認申請書の提出） 

第６条 清算参加者等は、銀行等との間において差換預託ＬＧ契約を締結しようとすると

きは、預託の猶予を当社から受けようとする営業日の属する月の前月１日（休日の場合

は、その前営業日）までに主務大臣に対して、次の各号に定める承認申請書並びに必要

書類を提出しなければならない。 

（１）差換預託ＬＧ契約の締結に係る承認申請書（別紙２） 

（２）契約書案 

 

（契約内容の変更又は契約の解除に係る承認申請書の提出） 

第７条 清算参加者等は、銀行等との間において差換預託ＬＧ契約の内容を変更又は解除

しようとするときは、変更内容に基づく預託の猶予を当社から受けようとする営業日又

は契約の解除をしようとする営業日の属する月の前月１日（休日の場合は、その前営業

日）までに主務大臣及び当社に対して、次の各項に掲げる必要書類を提出しなければな

らない。 

２ 契約の内容を変更する場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するものとす

る。 

（１）差換預託ＬＧ契約の変更に係る承認申請書（別紙３） 

（２）契約の変更案 

３ 契約を解除しようとする場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するものと

する。 

（１）差換預託ＬＧ契約の解除に係る承認申請書（別紙４） 

（２）契約の解除合意書案 

４ 取次者は、第２項及び第３項の各号に定める承認申請書及び必要書類について、当該

取次者の取次先清算参加者（以下「取次先清算参加者」という。）を通じ当社に届け出

なければならない。 

５ 清算参加者が商品取引清算資格の喪失により、契約を解除するときは、第１項の規定

にかかわらず、第３項に掲げる必要書類を遅滞なく届け出るものとする。 

 

（承認又は不承認の通知） 

第８条 当社は、前条の申請書の提出を受けた場合は、承認又は不承認の別及びその他必

要な事項を「差換預託ＬＧ契約に関する承認通知書（別紙５）」又は「差換預託ＬＧ契

約に関する不承認通知書（別紙６）」により、清算参加者等に対し通知するものとする。 

２ 当社は、取次者に前項の通知をした場合にあっては、取次先清算参加者に対し取次者

に通知した別紙５又は別紙６の写しを通知するものとする。 

３ 取次者は、取次先清算参加者に対し差換預託ＬＧ契約の内容の変更又は契約の解除に
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ついて、主務大臣及び当社の承認が得られたことを書面により通知しなければならない。 

 

（契約の届出） 

第９条 清算参加者等は、第６条及び第７条の規定により差換預託ＬＧ契約を締結したと

き、変更契約を締結したとき又は解除契約を締結したときは、次の各項に掲げる書類を

主務大臣及び当社に届け出なければならない。 

２ 差換預託ＬＧ契約を締結した場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するも

のとする。 

（１）差換預託ＬＧ契約の締結に係る届出書（別紙７） 

（２）当該契約の締結について主務大臣が承認したことを証する書面の写し 

（３）差換預託ＬＧ契約書の写し（銀行等の代表取締役印が押印された証明書（主務大臣

に対しては、当該証明書の写しにつき原本証明した書面。）が付属したものとする。）

及び届出書提出日前三月以内に作成された当該銀行等の代表取締役の印鑑証明書（主

務大臣に対しては当該証明書の写しを添付することができる。） 

（４）差換預託ＬＧ契約に関する状況報告書（別紙１０） 

３ 変更契約を締結した場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するものとする。 

（１）差換預託ＬＧ契約の変更に係る届出書（別紙８） 

（２）当該変更契約の締結について主務大臣が承認したことを証する書面の写し 

（３）当該変更契約の締結について当社が承認したことを証する書面の写し 

（４）差換預託ＬＧ契約に係る変更契約証書の写し（銀行等の代表取締役印が押印された

証明書（主務大臣に対しては、当該証明書の写しにつき原本証明した書面。）が付属

したものとする。） 

（５）差換預託ＬＧ契約に関する状況報告書（別紙１０） 

４ 解除契約を締結した場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するものとする。 

（１）差換預託ＬＧ契約の解除に係る届出書（別紙９） 

（２）当該契約の解除について主務大臣が承認したことを証する書面の写し 

（３）当該契約の解除について当社が承認したことを証する書面の写し 

（４）差換預託ＬＧ契約の解除合意書の写し（主務大臣に対しては、当該合意書の写しに

つき原本証明した書面とする。） 

（５）差換預託ＬＧ契約に関する状況報告書（別紙１０） 

５ 取次者は、第２項から第４項に掲げる書類のほか、取次先清算参加者が当該取次者に

対し差換預託ＬＧ契約に基づき取引証拠金の預託の猶予を受けることを承諾する書類を

添付して、取次先清算参加者を通じ当社に届け出なければならない。 

 

（届出の受理） 

第１０条 当社は、前条第２項の規定による届出を受理したときは、「差換預託ＬＧ契約
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に関する確認通知書」（別紙１１）により、当該届出を受理したこと及びその他必要な

事項を清算参加者等に通知するものとする。 

２ 当社は、前条第５項の届出があった場合は、取次先清算参加者に対し、前項に定める

ところにより取次者に通知した別紙１１の写しを通知するものとする。 

 

（届出の期限） 

第１１条 第９条第１項の届出は契約の種類にかかわらず、当該契約の開始日、変更日又

は解除日の５営業日前までに当社に届け出なければならない。 

 

（届出がない場合の取扱い） 

第１２条 清算参加者等は、第９条第１項の規定による差換預託ＬＧ契約の当社への届出

を、前条に定める期限までに行わない限り、取引証拠金の預託の猶予、契約の内容の変

更及び契約の解除の適用を受けることができない。 

 

（契約変更に伴う預託猶予額の預託指示） 

第１３条 当社は、第７条の規定に基づく契約変更の申請が契約預託金額に係るものであ

り、法第１７９条第７項において準用する法第１０３条第９項の規定により預託を猶予

した取引証拠金の額（以下「預託猶予額」という。）を減額することにより、当社に預

託すべき委託分の取引証拠金の額に不足が生ずることとなる場合は、清算参加者等に当

社が指定する営業日までにその不足額を預託させるとともに、当該指定日から契約変更

の適用日まで（以下、「指定期間」という。）不足が生じないことを条件とし、それが

なされない場合は当該申請に係る承認を無効とする。ただし、規則第５３条の規定によ

り当社が預託を指示する場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項の不足額は、指定期間における各営業日の前営業日の委託分の取引証拠金につい

て計算するものとし、預託猶予額の減額に伴い不足する額とする。 

 

（契約解除に伴う預託猶予額の預託指示） 

第１４条 当社は、第７条の規定に基づく差換預託ＬＧ契約の解除に係る申請があった場

合は、清算参加者等に当社が指定する営業日までに当該解除に伴う不足額を預託させる

とともに、指定期間につき不足が生じないことを条件とし、それがなされない場合は当

該申請に係る承認を無効とする。ただし、規則第５３条の規定により当社が預託を指示

する場合にあっては、この限りでない。 

２ 第１３条第２項の規定は、前項の不足額の計算につき準用する。この場合において、

同条第２項中「預託猶予額の減額」とあるのは、「契約の解除」と読み替えるものとす

る。 
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（契約の更新） 

第１５条 清算参加者等は、契約期間の満了に伴い契約を更新する場合は、現契約の契約

期間満了日の属する月の前月１日（休日の場合は、その前営業日）までにその旨を通知

するとともに、第６条及び第９条の規定による必要な手続きをとらなければならない。 

２ 更新契約開始日の５営業日前までに再契約の届出がない場合は、契約期間の満了に伴

う再契約がなされないものとみなし、第１６条第２項の規定に順ずる措置を講ずるもの

とする。 

 

（契約の終了） 

第１６条 清算参加者等は、契約期間の満了に伴い契約を終了する場合は、現契約の契約

期間満了日の１か月前（休日の場合は、その前営業日）までにその旨の通知を「差換預

託ＬＧ契約の期間満了に伴う通知」（別紙１２）により当社に届け出なければならない。

この場合、取次者は、取次先清算参加者を通じ当社に届け出なければならない。 

２ 清算参加者等は、契約を終了することにより委託分の取引証拠金に不足が生ずる場合

には、契約期間満了日の５営業日前から契約期間満了日までの間、当該不足する額につ

いて委託分の取引証拠金として当社に預託しなければならない。この場合において、当

該不足額の預託がなされない場合には、当社は、銀行等に対し規則第５３条の指示を行

うものとする。 

３ 第１３条第２項の規定は、前項の不足額の計算につき準用する。この場合において、

同条第２項中「預託猶予額の減額」とあるのは、「契約の終了」と読み替えるものとす

る。 

 

（銀行等からの通知） 

第１４条 清算参加者等は、差換預託ＬＧ契約を複数の銀行等との間で締結している場合、

銀行等から契約預託金額を限度として預託猶予額の通知請求があったときは、これに応

じなければならない。 

 

付  則 

 この要綱は、令和２年７月２７日から実施する。 
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［別紙１］ 

差換預託ＬＧ契約に係る契約書 

 年 月 日 

 （甲）住   所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

    名   称 ○ ○ ○ ○ ○ 

    代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○      印 

 

 （乙）住   所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

    商   号 ○ ○ ○ ○ ○ 

    代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○      印 

 

 ○○○○○（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）とは、

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。以下「法」という。）第 

１７９条第７項において準用する法第１０３条第７項の規定に基づき、甲が株式会社日本

証券クリアリング機構（以下「機構」という。）の指示に応じて機構が定める商品取引債務

引受業に係る取引証拠金等に関する規則及び差換預託ＬＧ契約に関する取扱要綱に従い、

乙のために所要の取引証拠金を機構に預託することを委託する旨の契約（以下「差換預託

ＬＧ契約」という）を、下記のとおり締結する。 

 

記 

 

（総則） 

第１条 乙は、甲が法第１７９条第７項において準用する法第１０３条第１０項の規定に

基づく機構の指示を受けたときは、この契約において機構に預託される金額（以下「契

約預託金額」という。）を限度として、乙のために当該指示に係る期日迄に当該指示に係

る額（以下「機構指示額」という。）の取引証拠金を機構に預託すべきことを甲に委託し、

甲は、これを承諾した。 

 

（契約預託金額） 

第２条 契約預託金額は、金          円とする。 

 

（契約期間） 

第３条 この契約の有効期間は、   年 月１日から   年 月 日迄の１年間とす

る。 
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（取引証拠金の預託） 

第４条 甲は、法第１７９条第７項において準用する法第１０３条第１０項の規定に基づ

く機構の指示を受けたときは、契約預託金額を限度として、乙のために当該指示に係る

期日迄に機構指示額の取引証拠金を機構に預託する。 

２ 甲は、前項の甲の債務と甲が乙に対して有する債権とを相殺することはできないもの

とする。 

３ 乙が、甲以外の銀行等（商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・経済産業

省令第３号）第４４条第１項の「銀行等」をいう。以下同じ。）との間で、差換預託ＬＧ

契約を締結している場合の機構に預託する金額の負担割合は、甲を含めた銀行等の契約

預託金額の合計額に応じて按分されたものとする（円未満は切り捨てるものとする。）。

ただし、機構が特定の銀行等に対し、按分によらず第１項に基づき預託を請求すること

を妨げない。 

 

（証明書の発行） 

第５条 甲は、乙が機構に対し、法第１７９条第７項において準用する法第 

１０３条第７項の届出をするために、この差換預託ＬＧ契約が締結されたことの証明書

を発行し、乙に交付する。 

 

（機構への届出） 

第６条 乙は、この契約を締結したときは、遅滞なく機構に前条の証明書を添えて、この

契約を締結した旨を届け出る。 

 

（償 還） 

第７条 甲が機構に取引証拠金を預託したときは、乙は甲に対し、直ちに取引証拠金預託

金及びこれに要した費用を償還するものとする。 

２ 前項の費用には、乙に対する債権の実行又は保全のために要した費用も含む。 

 

（事前償還） 

第８条 乙について次の各号の事由が１つでも生じた場合には、乙は第４条第１項の取引

証拠金の預託前であっても、甲からの通知催告等の有無にかかわらず、甲に対し契約預

託金額をあらかじめ償還すべき債務を負い、直ちにこれを弁済する。 

（１）支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは、

特別清算手続開始の申立があったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）乙又は保証人の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の

命令、通知が発送されたとき。 
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（４）住所変更の届出を怠るなど乙の責めに帰すべき事由によって甲に乙の所在が不明に

なったとき。 

２ 次の各号に掲げる場合には、乙は、甲の請求によって、前項と同様、あらかじめ償還

債務を負い直ちに弁済する。 

（１）乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 

（２）担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。 

（３）乙が甲との取引約定に違反したとき。 

（４）保証人が前項又は本項の各号の一にでも該当したとき。 

（５）前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

３ 甲が、前２項により求償権を行使する場合には、乙は民法第４６１条に基づく抗弁権

を主張しないものとし、償還債務について担保がある場合にも同様とする。 

ただし、乙が償還債務を履行した場合には、第４条第１項の定めにかかわらず、甲は

直ちに、機構指示額の取引証拠金を機構に預託するものとする。 

 

（保証料、損害金等） 

第９条 乙は、甲に対し、この契約にかかる保証料として、契約預託金額に対し、年  パ

ーセントの割合で金員を支払う。 

２ 保証料の支払い方法は、第３条の有効期間の初日から終了（解除による場合も含む。）

の日まで、一括又は か月毎の前払いとし、原則として、乙の指定する預金口座より自

動振替により引き落とす。 

３ 乙が甲に対する債務を履行しなかったときは、支払うべき金額に対し、年  パーセ

ントの割合による損害金を支払う。この場合の計算方法は１年を３６５日とする日割計

算とする。 

 

（差引計算） 

第１０条 乙がこの契約に基づく債務を履行しなければならないときは、その債務と乙の

預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺する

ことができる。 

２ 前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、保証料、損害金等の計算につい

ては、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めるところによる。 

 

 

（充当の指定） 

第１１条 弁済又は前条による差引計算の場合、乙の債務全額を消滅させるに足りないと

きは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対し、乙は異

議を述べない。 
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（契約の解除及び変更） 

第１２条 甲乙は、この契約の効力が継続する間は、主務大臣及び機構の承認を受けた場

合を除き、この契約に係る機構に対する義務を解除又は変更することはできない。 

 

（契約の終了） 

第１３条 乙は、第３条に定める契約の有効期限の満了に伴い、この契約を終了する場合

は、契約期間満了日の１か月前（休日の場合は、その前営業日）までに、その旨を機構

に通知をするものとする。 

 

（届出事項の変更） 

第１４条 乙は、印章、名称、商号、代表者、住所その他届出事項に変更があったときは、

直ちに書面によって届け出る。 

２ 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は

到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものと見なす。 

 

（合意管轄） 

第１５条 この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店又は支店の所在地

を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 

（証明書） 

差

換

預

託

Ｌ

Ｇ

契

約

に 
係 
る 

契 

約 

締 

結 

証 

明 

欄 
この差換預託ＬＧ契約が締結されていることを証明します。 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１７９条第７項において準

用する同法第１０３条第７項の規定に基づき、この契約の定めるところに従

って取引証拠金を預託いたします。 

     年 月 日 

  株式会社日本証券クリアリング機構  御 中 

 

  住    所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

  名    称 ○ ○ ○ ○ ○    印 

  代表者氏名 ○  ○  ○  ○ ○ 
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［別紙１］ 

差換預託ＬＧ契約に係る契約書（取次用） 

 年 月 日 

 （甲） 住   所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

     名   称 ○ ○ ○ ○ ○（銀行等） 

     代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○   印 

 

 （乙） 住   所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

     商   号 ○ ○ ○ ○ ○（取次者） 

     代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○   印 

 

 ○○○○○（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）とは、

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。以下「法」という。）第 

１７９条第７項において準用する法第１０３条第７項の規定に基づき、甲が株式会社日本

証券クリアリング機構（以下「機構」という。）の指示に応じて機構が定める商品取引債務

引受業に係る取引証拠金等に関する規則及び差換預託ＬＧ契約に関する取扱要綱に従い、

乙のために所要の取引証拠金を機構に預託することを委託する旨の契約（以下「差換預託

ＬＧ契約」という）を、下記のとおり締結する。 

 

記 

 

（総 則） 

第１条 乙は、甲が法第１７９条第７項において準用する法第１０３条第１０項の規定に

基づく機構の指示を受けたときは、この契約において機構に預託される金額（以下「契

約預託金額」という。）を限度として、乙のために当該指示に係る期日迄に当該指示に係

る額（以下「機構指示額」という。）の取引証拠金を機構に預託すべきことを甲に委託し、

甲は、これを承諾した。 

 

（契約預託金額） 

第２条 契約預託金額は、金          円とする。 

 

（契約期間） 

第３条 この契約の有効期間は、   年 月１日から   年 月 日迄の１年間とす

る。 
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（取引証拠金の預託） 

第４条 甲は、法第１７９条第７項において準用する法第１０３条第１０項の規定に基づ

く機構の指示を受けたときは、契約預託金額を限度として、乙のために当該指示に係る

期日迄に機構指示額の取引証拠金を機構に預託する。 

２ 甲は、前項の甲の債務と甲が乙に対して有する債権とを相殺することはできないもの

とする。 

３ 乙が、甲以外の銀行等（商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・経済産業

省令第３号）第４４条第１項の「銀行等」をいう。以下同じ。）との間で、差換預託ＬＧ

契約を締結している場合の機構に預託する金額の負担割合は、甲を含めた銀行等の契約

預託金額の合計額に応じて按分されたものとする（円未満は切り捨てるものとする。）。

ただし、機構が特定の銀行等に対し、按分によらず第１項に基づき預託を請求すること

を妨げない。 

 

（証明書の発行） 

第５条 甲は、乙が機構に対し、法第１７９条第７項において準用する法第 

１０３条第７項の届出をするために、この差換預託ＬＧ契約が締結されたことの証明書

を発行し、乙に交付する。 

 

（機構への届出） 

第６条 乙は、この契約を締結したときは、遅滞なく機構に前条の証明書を添えて、この

契約を締結した旨を乙の商品市場における取引を受託した者（以下「清算参加者」とい

う。）を通じて届け出る。 

 

（償 還） 

第７条 甲が機構に取引証拠金を預託したときは、乙は甲に対し、直ちに取引証拠金預託

金及びこれに要した費用を償還するものとする。 

２ 前項の費用には、乙に対する債権の実行又は保全のために要した費用も含む。 

 

（事前償還） 

第８条 乙又は清算参加者について次の各号の事由が１つでも生じた場合には、乙は第４

条第１項の取引証拠金の預託前であっても、甲からの通知催告等の有無にかかわらず、

甲に対し契約預託金額をあらかじめ償還すべき債務を負い、直ちにこれを弁済する。 

（１）支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは、

特別清算手続開始の申立があったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）乙又は乙の保証人若しくは清算参加者又は清算参加者の保証人の預金その他の甲に
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対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 

（４）住所変更の届出を怠るなど乙の責めに帰すべき事由によって甲に乙の所在が不明に

なったとき。 

２ 次の各号に掲げる場合には、乙は、甲の請求によって、前項と同様、あらかじめ償還

債務を負い直ちに弁済する。 

（１）乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 

（２）担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。 

（３）乙が甲との取引約定に違反したとき。 

（４）保証人が前項又は本項の各号の一にでも該当したとき。 

（５）前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

３ 甲が、前２項により求償権を行使する場合には、乙は民法第４６１条に基づく抗弁権

を主張しないものとし、償還債務について担保がある場合にも同様とする。 

ただし、乙が償還債務を履行した場合には、第４条第１項の定めにかかわらず、甲は

直ちに、機構指示額の取引証拠金を機構に預託するものとする。 

 

（保証料、損害金等） 

第９条 乙は、甲に対し、この契約にかかる保証料として、契約預託金額に対し、年  パ

ーセントの割合で金員を支払う。 

２ 保証料の支払い方法は、第３条の有効期間の初日から終了（解除による場合も含む。）

の日まで、一括又は か月毎の前払いとし、原則として、乙の指定する預金口座より自

動振替により引き落とす。 

３ 乙が甲に対する債務を履行しなかったときは、支払うべき金額に対し、年  パーセ

ントの割合による損害金を支払う。この場合の計算方法は１年を３６５日とする日割計

算とする。 

 

（差引計算） 

第１０条 乙がこの契約に基づく債務を履行しなければならないときは、その債務と乙の

預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺する

ことができる。 

２ 前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、保証料、損害金等の計算につい

ては、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めるところによる。 

 

（充当の指定） 

第１１条 弁済又は前条による差引計算の場合、乙の債務全額を消滅させるに足りないと

きは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対し、乙は異

議を述べない。 
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（契約の解除及び変更） 

第１２条 甲乙は、この契約の効力が継続する間は、主務大臣及び機構の承認を受けた場

合を除き、この契約に係る機構に対する義務を解除又は変更することはできない。 

 

（契約の終了） 

第１３条 乙は、第３条に定める契約の有効期限の満了に伴い、この契約を終了する場合

は、契約期間満了日の１か月前（休日の場合は、その前営業日）までに、その旨を機構

に通知をするものとする。 

 

（届出事項の変更） 

第１４条 乙は、印章、名称、商号、代表者、住所その他届出事項に変更があったときは、

直ちに書面によって届け出る。 

２ 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は

到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものと見なす。 

 

（合意管轄） 

第１５条 この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店又は支店の所在地

を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 

（証明書） 

差

換

預

託

Ｌ

Ｇ

契

約

に 
係 
る 

契 

約 

締 

結 

証 

明 

欄 

この差換預託ＬＧ契約が締結されていることを証明します。 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１７９条第７項において準用

する同法第１０３条第７項の規定に基づき、この契約の定めるところに従って

取引証拠金を預託いたします。 

     年 月 日 

  株式会社日本証券クリアリング機構  御 中 

 

  住    所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

  名    称 ○ ○ ○ ○ ○    印 

  代表者氏名 ○  ○  ○  ○ ○ 
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［別紙２］ 

  年  月  日 

 

○○○○大臣 殿 

 

住   所              

商   号              

代表者氏名           ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約の締結に係る承認申請書 

 

 商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。以下「法」という。）第１７９条第７項に

おいて準用する法第１０３条第７項の契約の締結を行うにあたり、承認を受ける必要があ

るため、申請いたします。 

 

１．締結をしようとする契約の相手方である銀行等（商品先物取引法施行規則（平成１７

年農林水産省・経済産業省令第３号）第４４条第１項の銀行等をいう。）の商号又は名称 

 

 

 

２．当該契約の内容 

 

 

 

３．当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項 

 

 

 

４．届出をしようとする商品取引清算機関の名称又は商号 
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［別紙３］ 

                                                 年  月  日 

 

○○○○大臣 (株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長)  殿 

 

                                     住   所 

                                     商   号 

                                     代表者氏名          ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約の変更に係る承認申請書 

 

    年 月 日をもって届け出ました商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。

以下「法」という。）第１７９条第７項において準用する法第１０３条第７項の契約につい

て、下記の期日をもって契約を変更することにつき、承認を受ける必要があるため申請い

たします。 

 

記 

 

契約変更の実施予定年月日     年  月  日 

契約銀行等 銀行       支店 

現契約の 

内容 

契約預託金額 金          円 

契約期間    年 月 日から   年 月 日まで 

変更内容 
新  

旧  

変更理由 
 

担保に関する事項※ 
 

届出先商品取引清算機関名 
 

※当該契約につき担保を供する場合に限って記載。 

 



 

２６ 

522 

 

［別紙４］ 

                                                  年  月  日 

 

○○○○大臣（株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長) 殿 

 

                                      住   所 

                                      商   号 

                                      代表者氏名          ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約の解除に係る承認申請書 

 

    年 月 日をもって届け出ました商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。

以下「法」という。）第１７９条第７項において準用する法第１０３条第７項の契約につい

て、下記の期日をもって契約を解除することにつき、承認を受ける必要があるため申請い

たします。 

 

 

記 

 

 

契約解除の実施予定年月日     年  月  日 

契約銀行等  銀行        支店 

契約預託金額 金            円 

現契約の契約期間 
   年   月   日から 

   年   月   日まで 

解除理由  
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［別紙５］ 

 

  年  月  日 

 

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

差換預託ＬＧ契約に関する承認通知書 

 

 年 月 日をもって貴社から申請のあった差換預託ＬＧ契約の（変更・解除）につ

きまして、下記のとおり承認しましたので、通知いたします。 

 

記 

 

１．契約銀行等 

       銀行     支店 

 

２．契約預託金額 

   金           円 

 

３．契約期間又は契約の解除予定日 

 

 

４．承認に付す条件 

 

 

以  上 
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［別紙６］ 

 

  年  月  日 

 

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

差換預託ＬＧ契約に関する不承認通知書 

 

 年 月 日をもって貴社から申請のあった差換預託ＬＧ契約の（変更・解除）につ

きまして、下記の理由により不承認としましたので通知いたします。 

 

記 

 

不承認の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 
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［別紙７］ 

  年  月  日 

 

 ○○○○大臣(株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長) 殿 

 

住   所 

商   号 

代表者氏名          ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約の締結に係る届出書 

 

 

株式会社日本証券クリアリング機構の指示に応じて当社のために取引証拠金が預託され

る旨の契約を締結いたしましたので、商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産

省・経済産業省令第３号）第４５条において準用する同施行規則第４４条第５項の規定

に基づき、契約書の写しその他必要書類を添えてお届けいたします。 

 

契約銀行等 

住 所  ○○○○○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

取扱店 

住 所 ○○○○○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ ○  ○○支店 

契約預託金額 金               円 

契約期間 
  年  月   日から 

  年  月  日まで 

契約内容 
添付「差換預託ＬＧ契約に係る契約書」記載の契約内容どお

り 
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［別紙８］ 

                                                  年  月  日 

 

○○○○大臣（株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長） 殿 

 

                                     住   所 

                                     商   号 

                                     代表者氏名          ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約の変更に係る届出書 

 

    年 月 日をもって承認を受けました契約内容の変更につきまして、下記のとお

り商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・経済産業省令第３号）第４５

条において準用する同施行規則第４４条第５項の規定に基づき銀行等との間において契約

の変更をしましたのでお届けいたします。 

 

記 

 

 

変更内容 

 

 

 

 

新 

 

 

 

 

旧 
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［別紙９］ 

                                                 年  月  日 

 

 ○○○○大臣(株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長) 殿 

 

                                      住   所 

                                      商   号 

                                      代表者氏名          ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約の解除に係る届出書 

 

    年 月 日をもって承認を受けました契約の解除につきまして、届け出ました銀

行等との間において契約を解除することとしましたので商品先物取引法施行規則（平成１

７年農林水産省・経済産業省令第３号）第４５条において準用する同施行規則第４４条第

６項の規定に基づきお届けいたします。 
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［別紙１０］ 

  年  月  日 

 

 ○○○○大臣（株式会社日本証券クリアリング機構 代表取締役社長） 殿 

 

住   所 

商   号 

代表者氏名           ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約に関する状況報告書 

 

当社においては、標記契約を下記のとおり締結しておりますのでお届けいたします。 

 

記 

 

契約銀行等 取扱店名 契約預託金額 契約期間 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

合   計      円   

 

注）(１)契約が変更又は解除となった場合も本報告書を提出しなければならない。 

(２)備考欄には当該月に締結することとなった新規契約と更新契約の別及び変更項目を

記載すること。 
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［別紙１１］ 

                                                年  月  日 

 

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

差換預託ＬＧ契約に関する確認通知書 

 

    年 月 日をもって貴社から届出のあった標記の件につきまして、下記の契約が

締結されたことを確認しましたので通知いたします。 

 

記 

 

１．契約銀行等 

       銀行     支店 

 

２．契約預託金額 

     金            円 

 

 

３．契約期間 

        年 月 日から   年 月 日まで 

 

 

以  上 
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［別紙１２］ 

                                                  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長     殿 

 

                                      住   所 

                                      商   号 

                                      代表者氏名          ㊞ 

 

 

差換預託ＬＧ契約の期間満了に伴う通知 

 

    年 月 日付で届け出ました差換預託ＬＧ契約について期間満了をもって終了し、

再契約しないこととしましたので通知いたします。 

 

記 

現契約の内容 

 

１．契約日          年 月 日 

 

２．契約銀行等         銀行    支店 

 

３．契約預託金額    金          円 

 

４．契約期間         年 月 日から   年 月 日まで 
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（［別紙８］の添付書類例１） 

 

差換預託ＬＧ契約に係る変更契約証書 

                                  

 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 ○○○○○（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）とは、   

年 月 日付けで差換預託ＬＧ契約を締結しているが、   年 月 日以降下記のと

おり当該契約を変更することを合意了承したので、本契約を締結する。 

第２条 この契約に別段の定めのあるもののほかは、すべて現契約書（   年 月  日

付けで甲と乙が締結した差換預託ＬＧ契約に係る契約書をいう。以下同じ。）の各条項を

適用するものとする。 

 

記 

 

   現契約書の契約条項のうち、第２条の契約預託金額金       円を 

 金         円に変更する。 

 

以  上 

差

換

預

託

Ｌ

Ｇ

契

約

に

係

る 

変

更

契

約

締

結

証

明

欄 

この差換預託ＬＧ契約が締結されていることを証明します。 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１７９条第７項において準用

する同法第１０３条第７項の規定に基づき、この契約の定めるところに従って取

引証拠金を預託いたします。 

 

 年 月 日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構  御 中 

 

住    所  ○○○○○○○○○○○○○○ 

名    称  ○ ○ ○ ○ ○            印 

代表者氏名  ○  ○  ○  ○ ○ 

 
（甲）住   所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

    名   称  ○ ○ ○ ○ ○ 

    代表者氏名  ○ ○ ○ ○ ○        印 

 

 （乙）住   所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

    商     号  ○ ○ ○ ○ 

    代表者氏名  ○ ○ ○ ○ ○        印 
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（［別紙８］の添付書類例２） 

差換預託ＬＧ契約に係る変更契約証書 

                                                    

 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

第１条 ○○○○○（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）とは、   

年 月 日付けで差換預託ＬＧ契約を締結しているが、下記のとおり変更することに合

意了承したので、本契約を締結する。 

第２条 この契約に別段の定めのあるもののほかは、すべて現契約書（   年 月   日

付けで甲と乙が締結した差換預託ＬＧ契約に係る契約書をいう。以下同じ。）の各条項を

適用するものとする。 

 

記 

 

 現契約書の契約条項のうち、第３条の契約期間   年 月 日から   年 月 日

までを   年 月 日から   年 月 日までに変更する。 

 

以  上 

差

換

預

託

Ｌ

Ｇ

契

約

に

係

る 

変

更

契

約

締

結

証

明

欄 

この差換預託ＬＧ契約が締結されていることを証明します。 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１７９条第７項において準用

する同法第１０３条第７項の規定に基づき、この契約の定めるところに従って取

引証拠金を預託いたします。 

 

 年 月 日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構  御 中 

 

住    所  ○○○○○○○○○○○○○○ 

名    称  ○ ○ ○ ○ ○            印 

代表者氏名  ○  ○  ○  ○ ○ 

 

 
（甲）住   所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

    名   称  ○ ○ ○ ○ ○ 

    代表者氏名  ○ ○ ○ ○ ○        印 

 

 （乙）住   所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

    商     号  ○ ○ ○ ○ 

    代表者氏名  ○ ○ ○ ○ ○        印 
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（［別紙９］の添付書類例） 

                                                       年 月 日 

 

 

差換預託ＬＧ契約の解除合意書 

 

 ○○○○○（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）とは、   

年 月 日付けで締結した下記の差換預託ＬＧ契約を、   年 月 日をもって解除す

ることを合意した。 

 

記 

 

契 約 日     年 月 日 

 

契約預託金額  金         円 

 

契 約 期 間     年 月 日から 

 年 月 日まで 

 

 

以   上 

 

甲 住  所 

 名  称 

 代表者            ㊞ 

 

乙 住  所 

 商  号 

 代表者            ㊞ 
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直接預託ＬＧ契約に関する取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則（以下「規則」

という。）第５９条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「直接預託ＬＧ契約」とは、商品先物取引法（昭和２５年法律

第２３９号。以下「法」という。）第１７９条第８項において準用する法第１０３条第８

項に定める契約をいう。 

２ この要綱において「預託の猶予」とは、法第１７９条第８項において準用する法第１

０３条第９項の規定により、直接預託ＬＧ契約の効力の存する間に限り、法第１７９条

第１項第１号イ（清算参加者が自己の計算において指定商品市場における取引を行う場

合に限る。）、ロ及びニ並びに同項第２号イ（清算参加者がその委託をした非清算参加者

の計算において商品清算取引を行う場合に限る。）、ロ及びニにおいて当社に預託される

こととなっている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部について、預託を猶予する

ことをいう。 

３ この要綱において「銀行等」とは、商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・

経済産業省令第３号。以下「省令」という。）第４５条の３において準用する省令第４４

条第１項に規定する銀行等をいう。 

４ この要綱において「委託者等」とは、委託者、取次委託者、清算取次委託者、清算取

次者に対する委託者をいう。 

５ この要綱において「代理人」とは、預託の猶予を受けようとするものが非清算参加者

である場合は省令第７２条第１項第３号に定める者、委託者である場合は同項第１号に

定める者、取次委託者である場合は同項第２号に定める者、清算取次委託者である場合

は同項第４号に定める者、清算取次者に対する委託者である場合は同項第５号に定める

者をいう。 

 

（契約書） 

第３条 清算参加者、非清算参加者又は委託者等が銀行等との間で直接預託ＬＧ契約を締

結する際の契約は、「直接預託ＬＧ契約に係る契約書（別紙１）」（以下「契約書」と

いう。）によらなければならない。 

 

（複数銀行の場合の契約内容） 

第４条 契約書には、法及び省令において規定する事項の他、清算参加者、非清算参加者

又は委託者等が複数の銀行等との間で直接預託ＬＧ契約を締結した場合において当社の
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指示に応じて預託することとなる金額（以下「当社指示額」という。）について、当社

指示額がそれぞれの銀行等の契約預託金額（直接預託ＬＧ契約第２条の契約預託金額を

いう。以下同じ。）の合計額を下回る場合は、それぞれの銀行等に係る当社指示額がそ

れぞれの銀行等に係る契約預託金額に応じて按分される旨の規定が盛り込まれていなけ

ればならないものとする（円未満は切り捨てるものとする。）。ただし、その規定にか

かわらず、当社は、その按分によらずに特定の銀行等に対し預託を請求することができ

る。 

 

（承認申請書の提出） 

第５条 清算参加者、非清算参加者又は委託者等は、銀行との間において直接預託ＬＧ契

約を締結、変更又は解除しようとするときは、預託の猶予、契約の変更並びに解除を当

社から受けようとする営業日の属する月の前月１日（休日の場合は、その前営業日）ま

でに、次の各号に掲げる事項及びその他必要な事項を記載した承認申請書（締結の場合

にあっては別紙２、変更の場合にあっては別紙３、解除の場合にあっては別紙４）を当

社に提出しなければならない。 

（１）契約の締結、変更又は解除をしようとする相手方である銀行等の商号又は名称 

（２）当該契約の内容 

（３）非清算参加者又は委託者等が当該契約を締結、変更又は解除しようとする場合にあ

っては、代理人が承諾したことを証する書面 

（４）非清算参加者又は委託者等が当該契約を締結しようとする場合にあっては、代理人

との間における清算方法について記載した書面 

 

（承認又は不承認の通知） 

第６条 当社は、前条の申請書の提出を受けた場合は、承認又は不承認の別及びその他必

要な事項を「直接預託ＬＧ契約に関する承認通知書（別紙５）」又は「直接預託ＬＧ契

約に関する不承認通知書（別紙６）」により、清算参加者、非清算参加者又は委託者等

に対し通知するものとする。 

 

（契約の届出） 

第７条 非清算参加者又は委託者等は、規則第５５条第１項の規定により直接預託ＬＧ契

約を締結したとき、変更契約を締結したとき又は解除契約を締結したときは、規則第５

７条第１項に定める書類及び次の各項に掲げる書類を当社に届け出なければならない。 

２ 直接預託ＬＧ契約を締結した場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するも

のとする。 

（１）直接預託ＬＧ契約の締結に係る届出書（別紙７） 

（２）届出書提出日前三月以内に作成された銀行等の代表取締役の印鑑証明書 



 

２７ 

536 

（３）直接預託ＬＧ契約に関する状況報告書（別紙１０） 

３ 変更契約を締結した場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するものとする。 

（１）直接預託ＬＧ契約の変更に係る届出書（別紙８） 

（２）直接預託ＬＧ契約に係る変更契約証書の写し（銀行等の代表取締役印が押印された

証明書が付属したものとする。） 

（３）直接預託ＬＧ契約に関する状況報告書（別紙１０） 

４ 解除契約を締結した場合にあっては、以下の各号に掲げる書類を提出するものとする。 

（１）直接預託ＬＧ契約の解除に係る届出書（別紙９） 

（２）直接預託ＬＧ契約の解除合意書の写し 

（３）直接預託ＬＧ契約に関する状況報告書（別紙１０） 

 

（届出の受理） 

第８条 当社は、前条第２項の規定による届出を受理したときは、「直接預託ＬＧ契約に

関する確認通知書」（別紙１１）により、当該届出を受理したこと及びその他必要な事

項を清算参加者、非清算参加者又は委託者等に通知するものとする。 

 

（非清算参加者又は委託者等である場合の申請等） 

第９条 非清算参加者又は委託者等は、第５条に定める申請、第７条に定める届出及び第

１２条に定める通知を行おうとするときは、その代理人を通じて行わなければならない。 

２ 当社は、非清算参加者又は委託者等に対し第６条及び第８条に定める通知を行うとき

は、当該非清算参加者又は委託者等の代理人を通じて行うものとする。 

 

（届出の期限） 

第１０条 第７条第１項の届出は契約の種類にかかわらず、当該契約の開始日、変更日又

は解除日の５営業日前までに当社に届け出なければならない。 

 

（届出がない場合の取扱い） 

第１１条 非清算参加者又は委託者等は、第７条第１項の規定による直接預託ＬＧ契約の

当社への届出を、前条に定める期限までに行わない限り、取引証拠金の預託の猶予、契

約の内容の変更及び契約の解除の適用を受けることができない。 

 

（契約の更新） 

第１２条 非清算参加者又は委託者等は、契約期間の満了に伴い契約を更新する場合は、

現契約の契約期間満了日の属する月の前月１日（休日の場合は、その前営業日）までに

その旨を通知するとともに、第５条及び第７条の規定による必要な手続きをとらなけれ

ばならない。 
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２ 更新契約開始日の５営業日前までに再契約の届出がない場合は、契約期間の満了に伴

う再契約がなされないものとみなす。 

 

（契約の終了） 

第１３条 非清算参加者、委託者等又は銀行等は、契約期間の満了により契約を終了する

場合は、現契約の契約期間満了日の１か月前（休日の場合は、その前営業日）までに「直

接預託ＬＧ契約の期間満了に伴う通知」（別紙１２）により当社に通知しなければなら

ない。 

 

（銀行等からの通知） 

第１４条 非清算参加者又は委託者等は、直接預託ＬＧ契約を複数の銀行等との間で締結

している場合、銀行等から契約預託金額を限度として預託猶予額の通知請求があったと

きは、これに応じなければならない。 

 

（当社に対する代理人の預託指示要請） 

第１５条 代理人は、非清算参加者又は委託者等について支払いの停止又は破産手続、民

事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の開始の申立があったときは又は代理

人に対する債務を弁済しないときは、当社が非清算参加者又は委託者等と直接預託ＬＧ

契約を締結した銀行等又は当該非清算参加者又は委託者等に対し所要の取引証拠金に相

当する金額又は規則第５７条第２項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当社に預

託すべき旨を指示するよう、当社に対し要請することができる。 

２ 代理人（取次者及び清算取次者を除く）は、取次者又は清算取次者について支払いの

停止又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の開始の申立が

あったときは、委託者等と直接預託ＬＧ契約を締結した銀行等又は委託者等に対し所要

の取引証拠金に相当する金額又は規則第５７条第２項の規定により預託を猶予した取引

証拠金を当社に預託すべき旨を指示するよう、当社に対し要請することができる。 

３ 当社は、前２項に基づく要請があった場合、指示すべき事由があると認めるときは預

託すべき旨を指示するものとする。 

 

付  則 

 この要綱は、令和２年７月２７日から実施する。 

 



 

２８ 

538 

 

［別紙１］ 

 

直接預託ＬＧ契約に係る契約書 

 

  年  月  日 

（甲）住   所 ○○○○○○○○○○○○ 

名   称 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

（乙）住   所 ○○○○○○○○○○○○ 

名   称 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

○○○○○（以下「甲」という。）と     （以下「乙」という。）とは、商品先

物取引法（昭和２５年法律第２３９号。以下「法」という。）第１７９条第８項において

準用する法第１０３条第８項の規定に基づき、甲が株式会社日本証券クリアリング機構（以

下「機構」という。）の指示に応じて機構が定める商品取引債務引受業に係る取引証拠金

等に関する規則及び直接預託ＬＧ契約に関する取扱要綱に従い、乙のために所要の取引証

拠金を機構に預託することを委託する旨の契約（以下「直接預託ＬＧ契約」という。）を、

下記のとおり締結する。 

 

記 

 

（総 則） 

第１条 乙は、甲が法第１７９条第８項において準用する法第１０３条第１１項の規定に

基づく機構の指示を受けたときは、この契約において機構に預託される金額（以下「契

約預託金額」という。）を限度として、乙のために当該指示に係る期日迄に当該指示に

係る額（以下「機構指示額」という。）の取引証拠金を機構に預託すべきことを甲に委

託し、甲は、これを承諾した。 

 

（契約預託金額） 

第２条 契約預託金額は、金○○○○○○円とする。 

 

（契約期間） 

第３条 この契約の有効期間は、   年 月１日から   年 月 日迄の１年間とす

る。 
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（取引証拠金の預託） 

第４条 甲は、法第１７９条第８項において準用する法第１０３条第１１項の規定に基づ

く機構の指示を受けたときは、契約預託金額を限度として、乙のために当該指示に係る

期日迄に機構指示額の取引証拠金を機構に預託する。 

２ 甲は、前項の甲の債務と甲が乙に対して有する債権とを相殺することはできないもの

とする。 

３ 乙が、甲以外の銀行等（商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・経済産業

省令第３号）第４４条第１項の「銀行等」をいう。以下同じ。）との間で、直接預託Ｌ

Ｇ契約を締結している場合の機構に預託する金額の負担割合は、甲を含めた銀行等の契

約預託金額の合計額に応じて按分されたものとする（円未満は切り捨てるものとする。）。

ただし、機構が特定の銀行等に対し、按分によらず第１項に基づき預託を請求すること

を妨げない。 

 

（証明書の発行） 

第５条 甲は、乙が機構に対し、法第１７９条第８項において準用する法第１０３条第８

項の届出をするために、この直接預託ＬＧ契約が締結されたことの証明書を発行し、乙

に交付する。 

 

（機構への届出） 

第６条 乙は、この契約を締結したときは、遅滞なく機構に前条の証明書を添えて、この

契約を締結した旨を届け出る。 

 

（償 還） 

第７条 甲が機構に取引証拠金を預託したときは、乙は甲に対し、直ちに取引証拠金預託

金及びこれに要した費用を償還するものとする。 

２ 前項の費用には、乙に対する債権の実行又は保全のために要した費用も含む。 

 

（事前償還） 

第８条 乙について次の各号の事由が１つでも生じた場合には、乙は第４条第１項の取引

証拠金の預託前であっても、甲からの通知催告等の有無にかかわらず、甲に対し契約預

託金額をあらかじめ償還すべき債務を負い、直ちにこれを弁済する。 

（１）支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは、

特別清算手続開始の申立があったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）乙又は保証人の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の

命令、通知が発送されたとき。 

（４）住所変更の届出を怠るなど乙の責めに帰すべき事由によって甲に乙の所在が不明に
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なったとき。 

２ 次の各号に掲げる場合には、乙は、甲の請求によって、前項と同様、あらかじめ償還

債務を負い直ちに弁済する。 

（１）乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。 

（２）担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。 

（３）乙が甲との取引約定に違反したとき。 

（４）保証人が前項又は本項の各号の一にでも該当したとき。 

（５）前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 

３ 甲が、前２項により求償権を行使する場合には、乙は民法第４６１条に基づく抗弁権

を主張しないものとし、償還債務について担保がある場合にも同様とする。 

ただし、乙が償還債務を履行した場合には、第４条第１項の定めにかかわらず、甲は

直ちに、機構指示額の取引証拠金を機構に預託するものとする。 

 

（保証料、損害金等） 

第９条 乙は、甲に対し、この契約にかかる保証料として、契約預託金額に対し、年 

  パーセントの割合で金員を支払う。 

２ 保証料の支払い方法は、第３条の有効期間の初日から終了（解除による場合も含む。）

の日まで、一括又は か月毎の前払いとし、原則として、乙の指定する預金口座より自

動振替により引き落とす。 

３ 乙が甲に対する債務を履行しなかったときは、支払うべき金額に対し、年  パーセ

ントの割合による損害金を支払う。この場合の計算方法は１年を３６５日とする日割計

算とする。 

 

（差引計算） 

第１０条 乙がこの契約に基づく債務を履行しなければならないときは、その債務と乙の

預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも甲は相殺する

ことができる。 

２ 前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、保証料、損害金等の計算につい

ては、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は甲の定めるところによる。 

 

（充当の指定） 

第１１条 弁済又は前条による差引計算の場合、乙の債務全額を消滅させるに足りないと

きは、甲が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対し、乙は異

議を述べない。 

 

（契約の解除及び変更） 

第１２条 甲乙は、この契約の効力が継続する間は、機構の承認を受けた場合を除き、こ

の契約に係る機構に対する義務を解除又は変更することはできない。 
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（契約の終了） 

第１３条 乙は、第３条に定める契約の有効期限の満了に伴い、この契約を終了する場合

は、契約期間満了日の１か月前（休日の場合は、その前営業日）までに、その旨を機構

に通知をするものとする。 

 

（届出事項の変更） 

第１４条 乙は、印章、名称、商号、代表者、住所その他届出事項に変更があったときは、

直ちに書面によって届け出る。 

２ 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は

到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものと見なす。 

 

（契約の効力） 

第１５条 この契約の有効期間内に法第１７９条第８項において準用する法第１０３条第

１１項の規定する機構の指示の原因となる商品市場における取引の公正を確保するため

の必要となる事由が生じたときは、この契約の有効期間経過後１か月の間、機構は第４

条第１項の指示をすることができるものとし、この契約は指示に基づく甲の預託が終了

するまで効力を延長するものとする。 

 

（合意管轄） 

第１６条 この契約に関して、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店又は支店の所在地

を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 

 

（証明書） 

直
接
預
託
Ｌ
Ｇ
契
約
に
係
る 

契

約

締

結

証

明

欄 

 
この直接預託ＬＧ契約が締結されていることを証明します。 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１７９条第８項において準用

する同法第１０３条第８項の規定に基づき、この契約の定めるところに従って取

引証拠金を預託いたします。 

 年 月 日 

株式会社日本証券クリアリング機構 御 中 

住   所 ○○○○○○○○○○○ 

名   称 ○ ○ ○ ○ ○    ㊞ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ 

 

（注）第９条の保証料の計算方法及び支払方法並びに損害金の定めについては、甲と乙

の合意により内容を変更することができる。 

 

 



 

２８ 

542 

 

［別紙２］ 

 

  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住    所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商    号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

直接預託ＬＧ契約の締結に係る承認申請書 

 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。以下「法」という。）第１７ 

９条第８項において準用する法第１０３条第８項の契約の締結を行うにあたり、承認を受け

る必要があるため、申請いたします。 

 

１．締結をしようとする契約の相手方である銀行等（商品先物取引法施行規則（平成１７

年農林水産省・経済産業省令第３号）第４４条第１項の銀行等をいう。）の商号又は名

称 

 

○ ○ ○ ○ 銀 行 株 式 会 社 ○ ○ 支店 

 

２．当該契約の内容 

 

契約預託金額：金○○○○○○○円 

契 約 期 間：    年  月  日から    年  月  日 

       まで 

 

 

 

 

 

以  上 
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［別紙３］ 

 

  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住   所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商   号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

直接預託ＬＧ契約の変更に係る承認申請書 

 

 年 月 日をもって届け出ました商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。

以下「法」という。）第１７９条第８項において準用する法第１０３条第８項の契約につ

いて、下記の期日をもって契約を変更することにつき、承認を受ける必要があるため申請

いたします。 

 

記 

 

契約変更の実施予定年月日     年  月  日 

契約銀行等  銀行    支店 

現契約の内

容 

契約預託金額 金        円 

契約期間    年 月 日から   年 月 日まで 

変更内容 
新  

旧  

変更理由  

 

以  上 
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［別紙４］ 

 

  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住    所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商    号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

直接預託ＬＧ契約の解除に係る承認申請書 

 

 年 月 日をもって届け出ました商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号。

以下「法」という。）第１７９条第８項において準用する法第１０３条第８項の契約につ

いて、下記の期日をもって契約を解除することにつき、承認を受ける必要があるため申請

いたします。 

 

記 

 

契約解除の実施予定年月日     年  月  日 

契約銀行等     銀行      支店 

契約預託金額 金            円 

現契約の契約期間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

解除理由  

 

 

以  上 
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［別紙５］ 

 

    年  月  日 

 

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

直接預託ＬＧ契約に関する承認通知書 

 

年 月 日をもって貴社から申請のあった直接預託ＬＧ契約の（締結・変更・解除）

につきまして、下記のとおり承認しましたので、通知いたします。 

 

記 

 

１．契約銀行等 

        銀行     支店 

 

２．契約預託金額 

    金           円 

 

３．契約期間又は契約の解除予定日 

 

 

４．承認に付す条件 

 

 

以  上 
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［別紙６］ 

 

  年  月  日 

 

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 

 

 

直接預託ＬＧ契約に関する不承認通知書 

 

 年 月 日をもって貴社から申請のあった直接預託ＬＧ契約の（締結・変更・解除）

につきまして、下記の理由により不承認としましたので通知いたします。 

 

記 

 

不承認の理由  

 

 

 

 

 

 

 

以  上 
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［別紙７］ 

 

    年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住   所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商   号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

 

直接預託ＬＧ契約の締結に係る届出書 

 

株式会社日本証券クリアリング機構の指示に応じて当社のために取引証拠金が預託され

る旨の契約を銀行等と締結いたしましたので、商品先物取引法施行規則（平成１７年農林

水産省・経済産業省令第３号）第４５条の３において準用する同施行規則第４５条の２第

２項の規定に基づき、契約書の写しその他必要書類を添えてお届けいたします。 

 

契約銀行等    銀行      支店 

契約預託金額 金           円 

契約期間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

契約内容 
添付「直接預託ＬＧ契約に係る契約書」 

記載の契約内容どおり 

 

以  上 



 

２８ 

548 

 

［別紙８］ 

 

  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住   所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商   号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

直接預託ＬＧ契約の変更に係る届出書 

 

 年 月 日をもって承認を受けました契約内容の変更につきまして、下記のとお

り商品先物取引法施行規則（平成１７年農林水産省・経済産業省令第３号）第４５条の３

において準用する同施行規則第４５条の２第２項の規定 

に基づき銀行等との間において変更契約を締結しましたのでお届けいたします。 

 

記 

 

契約変更実施日     年  月  日 

変更する内容  

新  

旧  

 

 

以  上 
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［別紙９］ 

 

  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

 

住   所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商   号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

直接預託ＬＧ契約の解除に係る届出書 

 

 年 月 日をもって承認を受けました直接預託ＬＧ契約につきまして銀行等との

間において契約を解除することとしましたので商品先物取引法施行規則（平成１７年農林

水産省・経済産業省令第３号）第４５条の３において準用する同施行規則第４５条の２第

３項の規定に基づきお届けいたします。 

 

 

以  上 
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［別紙１０］ 

 

  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住   所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商   号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

直接預託ＬＧ契約に関する状況報告書 

 

当社においては、標記契約を下記のとおり締結しておりますのでお届けいたします。 

 

記 

 

契約銀行等 取扱店名 契約預託金額 契約期間 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合   計 円   

 

注）(１)契約が変更又は解除となった場合も本報告書を提出しなければならな 

い。 

(２)備考欄には当該月に締結することとなった新規契約と更新契約の別及 

び変更項目を記載すること。 

 

 

以  上 
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［別紙１１］ 

 

  年  月  日 

 

○ ○ ○ ○ 株 式 会 社 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 

 

直接預託ＬＧ契約に関する確認通知書 

 

 年 月 日をもって貴社から届出のあった標記の件につきまして、下記のとおり

契約が締結されたことを確認しましたので通知いたします。 

 

記 

 

１．契約銀行等 

       銀行     支店 

 

２．契約預託金額 

    金          円 

 

３．契約期間 

          年 月 日から  年 月 日まで 

 

 

 

 

以  上 
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［別紙１２］ 

 

  年  月  日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 

代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 殿 

 

住    所 ○ ○ ○ ○ ○ 

商    号 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

直接預託ＬＧ契約の期間満了に伴う通知 

 

 年 月 日付で届け出ました直接預託ＬＧ契約に係る契約について期間満了をも

って終了し、再契約しないこととしましたので通知いたします。 

 

記 

 

現契約の内容 

 

１．契約日        年 月 日 

 

２．契約銀行等       銀行     支店 

 

３．契約預託金額  金           円 

 

４．契約期間       年 月 日から   年 月 日まで 

 

 

 

 

以  上 
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（［別紙８］の添付書類例１） 

 

直接預託ＬＧ契約に係る変更契約証書 
 

 年 月 日 

 

（甲） 住   所 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 

名   称 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

（乙） 住   所 ○ ○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 

商   号 ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

第１条 ○○○○○（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）

とは、   年 月 日付けで直接預託ＬＧ契約を締結しているが、   年 月 日

以降下記のとおり当該契約を変更することを合意了承したので、本契約を締結する。 

第２条 この契約に別段の定めのあるもののほかは、すべて現契約書（   年 月 日

付けで甲と乙が締結した直接預託ＬＧ契約に係る契約書をいう。以下同じ。）の各条項

を適用するものとする。 

 

記 

 

現契約書の契約条項のうち、第２条の契約預託金額金         円を金        

円に変更する。 

 

以  上 

 

直

接

預

託

Ｌ

Ｇ

契

約

に

係

る 

変

更

契

約

締

結

証

明

欄 

この直接預託ＬＧ契約が締結されていることを証明します。 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１７９条第８項において準用

する同法第１０３条第８項の規定に基づき、この契約の定めるところに従って取

引証拠金を預託いたします。 

 

 年 月 日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 御 中 

 

住   所 ○○○○○○○○○○○○ 

名   称 ○ ○ ○ ○ ○     ㊞ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ 
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（［別紙８］の添付書類例２） 

 

直接預託ＬＧ契約に係る変更契約証書 
 

 年 月 日 

 

（甲） 住   所 ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 

名   称 ○ ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

（乙） 住   所 ○ ○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 

商   号 ○ ○ ○ ○ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 

 

第１条 ○○○○○（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）

とは、   年 月 日付けで直接預託ＬＧ契約を締結しているが、下記のとおり変更

することに合意了承したので、本契約を締結する。 

第２条 この契約に別段の定めのあるもののほかは、すべて現契約書（    

年 月 日付けで甲と乙が締結した直接預託ＬＧ契約に係る契約書をいう。 

以下同じ。）の各条項を適用するものとする。 

 

記 

 

現契約書の契約条項のうち、第３条の契約期間   年 月 日から   年 月 日

までを   年 月 日から   年 月 日までに変更する。 

 

以  上 

 

直

接

預

託

Ｌ

Ｇ

契

約

に

係

る 

変

更

契

約

締

結

証

明

欄 

この直接預託ＬＧ契約が締結されていることを証明します。 

商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１７９条第８項において準用

する同法第１０３条第８項の規定に基づき、この契約の定めるところに従って取

引証拠金を預託いたします。 

 

 年 月 日 

 

株式会社日本証券クリアリング機構 御 中 

 

住   所 ○○○○○○○○○○○○○○ 

名   称 ○ ○ ○ ○ ○      ㊞ 

代表者氏名 ○ ○ ○ ○ ○ 
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（［別紙９］の添付書類例） 

 

 

  年  月  日 

 

 

直接預託ＬＧ契約の解除合意書 

 

 

○○○○○（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）とは、   年 

月 日付けで届け出ました下記の直接預託ＬＧ契約を、   年 

月 日をもって解除することを合意した。 

 

記 

 

１．契 約 日     年 月 日 

 

２．契約預託金額  金        円 

 

３．契 約 期 間     年 月 日から 

 年 月 日まで 

 

 

以  上 

 

 

甲 住 所 

名 称 

代表者               ㊞ 

 

乙 住 所 

商 号 

代表者               ㊞ 

 


