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業務方法書の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条  （略） 

２ （略） 

３ 前２項に規定する申請のほか、第１項第１号

及び第２号に掲げる者は、その者が清算資格を

取得した場合において、当社が第４２条第１項

及び第４２条の２第１項の規定により債務の引

受けを行ったことにより負担する債務につい

て、当社が定める比率以上の割合が対当するこ

とを条件とする自社清算資格を取得しようとす

るものであることを示して、当社が定めるとこ

ろにより、当社に清算資格の取得の申請を行う

ことができる。 

４～６  （略） 

 

（清算資格の要件） 

第７条 （略） 

２ （略） 

３ 前条第３項の申請に係る同条第４項の審査

は、資格取得申請者に関する次の各号に掲げる

事項その他有価証券債務引受業等の運営に関し

て必要と認める事項について行うものとする。

（１）  （略） 

（２） その者が清算資格を取得した場合にお

いて、当社が第４２条第１項及び第４２条の

２第１項の規定により債務の引受けを行った

ことにより負担する債務について、当社が定

める比率以上の割合が対当することが見込ま

れること。 

（３） （略） 

 

（清算参加者が業務方法書に違反した場合等の取

扱い） 

第２８条 （略） 

（清算資格の取得の申請及び承認） 

第６条  （略） 

２ （略） 

３ 前２項に規定する申請のほか、第１項第１号

及び第２号に掲げる者は、その者が清算資格を

取得した場合において、当社が第４２条第１項

の規定により債務の引受けを行ったことにより

負担する債務について、当社が定める比率以上

の割合が対当することを条件とする自社清算資

格を取得しようとするものであることを示し

て、当社が定めるところにより、当社に清算資

格の取得の申請を行うことができる。 

 

４～６  （略） 

 

（清算資格の要件） 

第７条 （略） 

２ （略） 

３ 前条第３項の申請に係る同条第４項の審査

は、資格取得申請者に関する次の各号に掲げる

事項その他有価証券債務引受業等の運営に関し

て必要と認める事項について行うものとする。

（１）  （略） 

（２） その者が清算資格を取得した場合にお

いて、当社が第４２条第１項の規定により債

務の引受けを行ったことにより負担する債務

について、当社が定める比率以上の割合が対

当することが見込まれること。 

 

（３） （略） 

 

（清算参加者が業務方法書に違反した場合等の取

扱い） 

第２８条 （略） 
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２～９ （略） 

１０ 当社は、第６条第３項の申請により清算資

格を取得した清算参加者について当社が第４２

条第１項及び第４２条の２第１項の規定により

債務の引受けを行ったことにより負担する債務

に関し当社が定める比率以上の割合が対当しな

かったときは、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を行

うことができる。 

 

（決済日等を条件とする債務の引受けの申込み）

第４０条の２ 前２条の規定にかかわらず、清算

参加者は、あらかじめ特定した清算対象取引につ

いて、特定した日（以下「債務引受基準日」とい

う。）以降を決済日等とする債務のみを対象とし

て当社に引き受けさせることとして、債務の引受

けの申込みを、当社が定める方法により、特定し

た期間行うことができる。 

２ 清算参加者は、前項に規定する債務の引受け

の申込みをしようとするときは、当社の定めると

ころにより、次の各号に掲げる事項をあらかじめ

届け出るものとする。この場合において、前項に

規定する債務の引受けの申込みを行うことがで

きる期間は、第３号に掲げる開始日前日の午後６

時３０分（第３９条第３項ただし書の規定により

時限が変更された場合は当該時限）から始まるも

のとする。 

（１） 前項に規定する債務の引受けの申込み

の対象とする清算対象取引であることを識別

するための事項 

（２） 債務引受基準日 

（３） 前項に規定する債務の引受けの申込み

を行うことができる期間の開始日及び終了日 

３ 第１項に規定する債務の引受けの申込み（サ

ブスティテューションに係る債務の引受けの申

込みを除く。）は、第３９条第２項各号に規定

２～９ （略） 

１０ 当社は、第６条第３項の申請により清算資

格を取得した清算参加者について当社が第４２

条第１項の規定により債務の引受けを行ったこ

とにより負担する債務に関し当社が定める比率

以上の割合が対当しなかったときは、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

部又は一部の停止を行うことができる。 

 

 

 

（新設） 
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する事項のほか、前項の定めるところにより届

け出た清算対象取引を識別するための事項を内

容として、当該取引の当事者が当社に対して共

同して行うものとする。 

４ 第１項に規定する債務の引受けの申込み（サ

ブスティテューションに係る債務の引受けの申

込みに限る。）は、前条第２項各号に規定する

事項のほか、第２項の定めるところにより届け

出た清算対象取引を識別するための事項を内容

として、当該取引の当事者が当社に対して共同

して行うものとする。 

５ 第１項に規定する債務の引受けの申込みが清

算参加者から行われた場合は、当該申込みに係

る清算対象取引について、その相手方である清

算参加者から第２項に規定する届出が行われて

いたものとみなす。ただし、当該相手方清算参

加者が、当該清算対象取引について第２項に規

定する届出を別途行っていたときは、同項第２

号及び第３号に掲げる日については、それぞれ

後に到来する日を内容として届出が行われてい

たものとみなす。 

６ 第３９条第３項及び第４項の規定は、第１項

に規定する債務の引受けの申込みについて準用

する。 

 

（債務の引受けの申込みの取消し） 

第４１条 清算参加者は、第３９条第１項、第４

０条第１項及び前条第１項に規定する債務の引

受けの申込みを取り消そうとするときは、当社

が定める方法により行わなければならない。 

２ 当社は、前項の債務の引受けの申込みの取消

しについては、次条及び第４２条の２の定める

ところにより当該申込みに係る清算対象取引に

基づく債務の引受けを行う前に限り、当該債務

の引受けの申込みの取消しを認めるものとす

る。 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（債務の引受けの申込みの取消し） 

第４１条 清算参加者は、第３９条第１項及び前

条第１項に規定する債務の引受けの申込みを取

り消そうとするときは、当社が定める方法によ

り行わなければならない。 

２ 当社は、前項の債務の引受けの申込みの取消

しについては、次条の定めるところにより当該

申込みに係る清算対象取引に基づく債務の引受

けを行う前に限り、当該債務の引受けの申込み

の取消しを認めるものとする。 

 

３ （略） 
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（債務の引受け） 

第４２条 第３９条第１項及び第４０条第１項に

規定する債務の引受けの申込みについて当社が

有価証券債務引受業等として行う債務の引受け

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に

定めるところによる。 

（１）～（３） （略） 

２～６ （略） 

 

（決済日等を条件とする債務の引受け） 

第４２条の２ 第４０条の２第１項に規定する債

務の引受けの申込みについて当社が有価証券債

務引受業等として行う債務の引受けは、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）国債証券の売買等 

売買決済日が債務引受基準日以降に到来す

る場合は、当社が行う債務の引受けは、前条

第１項第１号の規定に準じるものとする。 

（２）現金担保付債券貸借取引等 

ａ 現金担保付債券貸借取引等について、取

引実行日が債務引受基準日以降に到来する

場合 

当社が行う債務の引受けは、前条第１項

第２号の規定に準じるものとする。 

ｂ 現金担保付債券貸借取引等について、取

引実行日が債務引受基準日前日までに到来

し、取引決済日が債務引受基準日以降に到

来する場合であって、第４０条の２第１項

に規定する債務の引受けの申込みが取引実

行日の午後６時３０分（第４０条の２第６

項において準用する第３９条第３項ただし

書の規定により時限が変更された場合は当

該時限）までに行われたとき 

当社は、当該現金担保付債券貸借取引等

について、当該申込みの内容に基づき、貸

 

（債務の引受け） 

第４２条 当社が有価証券債務引受業等として行

う債務の引受けは、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定めるところによる。 

 

 

（１）～（３） （略） 

２～６ （略） 

 

 

（新設） 
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方清算参加者がその相手方である借方清算

参加者に対し負担する債務（取引決済日に

授受する金銭の額に係る支払債務をいう。）

を免責的に引き受け、当該貸方清算参加者

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、当社は借方清算参加者がその相手方

である貸方清算参加者に対し負担する債務

（取引決済日における国債証券の引渡債務

及び現金担保付債券貸借取引等に係る利金

相当額支払債務をいう。）を免責的に引き

受け、当該借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）現先取引等 

ａ 現先取引等についてスタート取引受渡日

が、現先取引等に係るサブスティテューシ

ョンについてサブスティテューション実行

日が、債務引受基準日以降に到来する場合

当社が行う債務の引受けは、前条第１項

第３号の規定に準じるものとする。 

ｂ 現先取引等について、スタート取引受渡

日が債務引受基準日前日までに到来し、エ

ンド取引受渡日が債務引受基準日以降に到

来する場合であって、第４０条の２第１項

に規定する債務の引受けの申込みがスター

ト取引受渡日の午後６時３０分（第４０条

の２第６項において準用する第３９条第３

項ただし書の規定により時限が変更された

場合は当該時限）までに行われたとき 

当社は、当該現先取引等について、当該申

込みの内容に基づき、現先売方清算参加者が

その相手方である現先買方清算参加者に対

し負担する債務（エンド取引受渡日に授受す

る金銭の額に係る支払債務をいう。）を免責

的に引き受け、当該現先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
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容の債務を新たに当社に対し負担し、かつ、

当社は現先買方清算参加者がその相手方で

ある現先売方清算参加者に対し負担する債

務（エンド取引受渡日における国債証券の引

渡債務及び現先取引等に係る利金相当額支

払債務をいう。）を免責的に引き受け、当該

現先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、第４０条の２第２項に規定する届出

が行われたときは、債務引受基準日の属する月

の初日（休業日に当たるときは、順次繰り下げ

る。）から同項第３号の定めるところにより債

務の引受けの申込みを行うことができる期間の

開始日として特定した日の前日の午後６時３０

分（第３９条第３項ただし書の規定により時限

が変更された場合は当該時限）までに行われた

同項第１号に規定する事項を内容として行われ

た債務の引受けの申込みについては、債務の引

受けの対象外とする。 

３ 前条第２項から第６項までの規定は、第１項

に規定する債務の引受けについて準用する。 

 

（金銭決済債務、証券決済債務及び利金相当額決

済債務） 

第４３条 当社は、清算参加者ごとに、第４２条

第１項及び前条第１項の規定により当社及び当

該清算参加者が負担する債務（現金担保付債券

貸借取引等に係る利金相当額支払債務、現先取

引等に係る利金相当額支払債務及び当初現先取

引等の終了に係る利金相当額支払債務を除く。）

について、当社又は当該清算参加者が債務を負

担する都度、銘柄及び決済日等（国債証券の売

買等における売買決済日、現金担保付債券貸借

取引等における取引実行日及び取引決済日並び

に現先取引等におけるスタート取引受渡日及び

エンド取引受渡日（第４０条第１項第１号に掲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金銭決済債務、証券決済債務及び利金相当額決

済債務） 

第４３条 当社は、清算参加者ごとに、前条第１

項の規定により当社及び当該清算参加者が負担

する債務（現金担保付債券貸借取引等に係る利

金相当額支払債務、現先取引等に係る利金相当

額支払債務及び当初現先取引等の終了に係る利

金相当額支払債務を除く。）について、当社又

は当該清算参加者が債務を負担する都度、銘柄

及び決済日等（国債証券の売買等における売買

決済日、現金担保付債券貸借取引等における取

引実行日及び取引決済日並びに現先取引等にお

けるスタート取引受渡日及びエンド取引受渡日

（第４０条第１項第１号に掲げる取引における
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げる取引におけるサブスティテューション実行

日を含む。）をいう。以下同じ。）を同一とす

る債務について、金銭の支払債務については差

引計算し残額を得るものとし、国債証券の引渡

債務については差引計算し残数量を得るものと

する。この場合において、当該金銭の支払債務

に係る差引計算における対当額相当額及び国債

証券の引渡債務に係る差引計算における対当数

量については自動的に弁済され、各清算参加者

と当社との間におけるそれぞれ一の残額の金銭

支払債務（以下「金銭決済債務」という。）及

び一の残数量の証券引渡債務（以下「証券決済

債務」という。）に新たに置き換わるものとす

る。 

２ 当社は、清算参加者ごとに、第４２条第１項

及び前条第１項の規定により当社及び当該清算

参加者が負担する現金担保付債券貸借取引等に

係る利金相当額支払債務、現先取引等に係る利

金相当額支払債務及び当初現先取引等の終了に

係る利金相当額支払債務について、当社又は当

該清算参加者が債務を負担する都度、支払日を

同一とする債務について、差引計算し残額を得

るものとする。この場合において、当該金銭支

払債務に係る差引計算における対当額相当額に

ついては自動的に弁済され、各清算参加者と当

社との間におけるそれぞれ一の残額の金銭支払

債務（以下「利金相当額決済債務」という。）

に新たに置き換わるものとする。 

 

（マージンコールの預託） 

第６１条 清算参加者は、第４２条第１項及び第

４２条の２第１項の規定により債務の引受けを

行った清算対象取引に係る金銭の受領額（現金

担保付債券貸借取引等に係る利金相当額支払債

務、現先取引等に係る利金相当額支払債務及び

当初現先取引等の終了に係る利金相当額支払債

務に係る金銭の受領額を除く。以下この条にお

サブスティテューション実行日を含む。）をい

う。以下同じ。）を同一とする債務について、

金銭の支払債務については差引計算し残額を得

るものとし、国債証券の引渡債務については差

引計算し残数量を得るものとする。この場合に

おいて、当該金銭の支払債務に係る差引計算に

おける対当額相当額及び国債証券の引渡債務に

係る差引計算における対当数量については自動

的に弁済され、各清算参加者と当社との間にお

けるそれぞれ一の残額の金銭支払債務（以下「金

銭決済債務」という。）及び一の残数量の証券

引渡債務（以下「証券決済債務」という。）に

新たに置き換わるものとする。 

 

２ 当社は、清算参加者ごとに、前条第１項の規

定により当社及び当該清算参加者が負担する現

金担保付債券貸借取引等に係る利金相当額支払

債務、現先取引等に係る利金相当額支払債務及

び当初現先取引等の終了に係る利金相当額支払

債務について、当社又は当該清算参加者が債務

を負担する都度、支払日を同一とする債務につ

いて、差引計算し残額を得るものとする。この

場合において、当該金銭支払債務に係る差引計

算における対当額相当額については自動的に弁

済され、各清算参加者と当社との間におけるそ

れぞれ一の残額の金銭支払債務（以下「利金相

当額決済債務」という。）に新たに置き換わる

ものとする。 

 

（マージンコールの預託） 

第６１条 清算参加者は、第４２条第１項の規定

により債務の引受けを行った清算対象取引に係

る金銭の受領額（現金担保付債券貸借取引等に

係る利金相当額支払債務、現先取引等に係る利

金相当額支払債務及び当初現先取引等の終了に

係る利金相当額支払債務に係る金銭の受領額を

除く。以下この条において同じ。）の当社が定
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いて同じ。）の当社が定める現在価値と国債証

券の受領数量の当社が定める時価評価額の合計

額が当該取引に係る金銭の支払額（現金担保付

債券貸借取引等に係る利金相当額支払債務、現

先取引等に係る利金相当額支払債務及び当初現

先取引等の終了に係る利金相当額支払債務に係

る金銭の支払額を除く。以下この条において同

じ。）の当社が定める現在価値と国債証券の引

渡数量の当社が定める時価評価額の合計額に満

たない場合には、その不足額を、マージンコー

ルとして、不足額が生じた日の翌日に当社に預

託しなければならない。 

２ 清算参加者は、第４２条第１項及び第４２条

の２第１項の規定により債務の引受けを行った

清算対象取引に係る金銭の受領額の当社が定め

る現在価値と国債証券の受領数量の当社が定め

る時価評価額の合計額が当該取引に係る金銭の

支払額の当社が定める現在価値と国債証券の引

渡数量の当社が定める時価評価額の合計額を上

回る場合には、その余剰額について、マージン

コールとして、余剰額が生じた日の翌日に当社

より預託を受けるものとする。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１７年１１月７日から施

行する。 

める現在価値と国債証券の受領数量の当社が定

める時価評価額の合計額が当該取引に係る金銭

の支払額（現金担保付債券貸借取引等に係る利

金相当額支払債務、現先取引等に係る利金相当

額支払債務及び当初現先取引等の終了に係る利

金相当額支払債務に係る金銭の支払額を除く。

以下この条において同じ。）の当社が定める現

在価値と国債証券の引渡数量の当社が定める時

価評価額の合計額に満たない場合には、その不

足額を、マージンコールとして、不足額が生じ

た日の翌日に当社に預託しなければならない。 

 

２ 清算参加者は、第４２条第１項の規定により

債務の引受けを行った清算対象取引に係る金銭

の受領額の当社が定める現在価値と国債証券の

受領数量の当社が定める時価評価額の合計額が

当該取引に係る金銭の支払額の当社が定める現

在価値と国債証券の引渡数量の当社が定める時

価評価額の合計額を上回る場合には、その余剰

額について、マージンコールとして、余剰額が

生じた日の翌日に当社より預託を受けるものと

する。 

 

 

 

  

 


