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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（決済日） （決済日） 

第８条 ＴｏＳＴＮｅＴ取引は、次の各号に掲

げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

るいずれかの日（終値取引及び自己株式立会

外買付取引については、第１号ｃ又は第２号

ｂに定める日）に決済を行うものとする。 

（１） 株券 

ａ （略） 

ｂ 売買契約締結の日から起算して２日

目（休業日を除外する。以下日数計算に

ついて同じ。）の日 

ｃ 売買契約締結の日から起算して３日

目の日（出資証券について業務規程第９

条第３項第１号に掲げる日の売買につ

いては、４日目の日）。 

 

ｄ 売買契約締結の日から起算して４日

目から１０日目までのいずれかの日（出

資証券について業務規程第９条第３項

第１号に掲げる日の売買については５

日目から１０日目までのいずれかの

日）。 

（２） （略） 

 

第８条 ＴｏＳＴＮｅＴ取引は、次の各号に掲

げる有価証券の区分に従い、当該各号に定め

るいずれかの日（終値取引及び自己株式立会

外買付取引については、第１号ｂ又は第２号

ｂに定める日）に決済を行うものとする。 

（１） 株券 

ａ （略） 

（新設） 

 

 

ｂ 売買契約締結の日から起算して３日

目（休業日を除外する。以下日数計算に

ついて同じ。）の日（業務規程第９条第

３項第１号に掲げる日の売買について

は、４日目の日）。 

ｃ 売買契約締結の日から起算して４日

目から６日目までのいずれかの日（出資

証券について業務規程第９条第３項第

１号に掲げる日の売買については５日

目又は６日目のいずれかの日）。 

 

（２） （略） 

（呼値） （呼値） 

第９条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前条第１号ａ又は第２号ａに定める日に

決済を行うＴｏＳＴＮｅＴ取引の呼値は、同

一の取引参加者が売呼値と対当させるため

の買呼値を同時に行うものとする。 

５～７ （略） 

 

第９条 （略） 

２・３ （略） 

４ 前条第１号に掲げる日に決済を行うＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引の呼値は、同一の取引参加者

が売呼値と対当させるための買呼値を同時

に行うものとする。 

５～７ （略） 
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（単一銘柄取引及びバスケット取引の売買） （単一銘柄取引及びバスケット取引の売買） 

第１０条 単一銘柄取引及びバスケット取引

の取引時間は、午前８時２０分から午後５時

３０分まで（第８条第１号ｂに定める日に決

済を行う取引については午後０時３０分ま

で）とする。ただし、当取引所が必要と認め

るときは、あらかじめその旨を取引参加者に

通知のうえ、取引時間を臨時に変更すること

ができる。 

２ （略） 

 

第１０条 単一銘柄取引及びバスケット取引

の取引時間は、午前８時２０分から午後５時

３０分までとする。ただし、当取引所が必要

と認めるときは、あらかじめその旨を取引参

加者に通知のうえ、取引時間を臨時に変更す

ることができる。 

 

 

２ （略） 

（配当落等の期日） （配当落等の期日） 

第１８条の２ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る配

当落等の期日（業務規程第２５条第１項に規

定する配当落等の期日をいう。）は、第８条

第１号に定めるところに従って決済を行う

日が権利確定日（業務規程施行規則第１８条

第１号に規定する権利確定日をいう。）の翌

日に当たる売買契約締結の日とする。 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

第１８条の２ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る配

当落等の期日（業務規程第２５条第１項に規

定する配当落等の期日をいう。）は、次の各

号に掲げる取引の区分に従い、当該各号に定

める日とする。 

 

 

 

（１） 売買契約締結の日に決済を行う取引 

権利確定日（業務規程施行規則第１８条

第１号に規定する権利確定日をいう。以下

同じ。）の翌日 

（２） 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行う取引 

権利確定日の前日 

（３） 売買契約締結の日から起算して４日

目の日に決済を行う取引 

権利確定日の２日前（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。以下日数計算につ

いて同じ。）の日 

（４） 売買契約締結の日から起算して５日

目の日に決済を行う取引 

権利確定日の３日前の日 
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（削る） （５） 売買契約締結の日から起算して６日

目の日に決済を行う取引 

権利確定日の４日前の日 

 

（株式併合後の株券を対象として売買を開

始する期日） 

（株式併合後の株券を対象として売買を開

始する期日） 

第１８条の３ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る株

券の売買につき、株式併合後の株券を対象と

して売買を開始する期日（業務規程第２５条

の２に規定する株式併合後の株券を対象と

して売買を開始する期日をいう。）は、第８

条第１号に定めるところに従って決済を行

う日が当該併合の効力発生の日に当たる売

買契約締結の日とする。 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

第１８条の３ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る株

券の売買につき、株式併合後の株券を対象と

して売買を開始する期日（業務規程第２５条

の２に規定する株式併合後の株券を対象と

して売買を開始する期日をいう。）は、次の

各号に掲げる取引の区分に従い、当該各号に

定める日とする。 

 

（１） 売買契約締結の日に決済を行う取引 

当該併合の効力発生の日 

（２） 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行う取引 

当該併合の効力発生の日の２日前の日 

（３） 売買契約締結の日から起算して４日

目の日に決済を行う取引 

当該併合の効力発生の日の３日前の日 

（４） 売買契約締結の日から起算して５日

目の日に決済を行う取引 

当該併合の効力発生の日の４日前の日 

（５） 売買契約締結の日から起算して６日

目の日に決済を行う取引 

当該併合の効力発生の日の５日前の日 

 

（取得対価の変更期日等） （取得対価の変更期日等） 

第１８条の４ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る取

得対価の変更期日（業務規程第２６条に規定

する取得対価の変更期日をいう。）及び表示

株式数の変更期日（同条に規定する表示株式

数の変更期日をいう。）は、第８条第１号に

第１８条の４ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る取

得対価の変更期日（業務規程第２６条に規定

する取得対価の変更期日をいう。）及び表示

株式数の変更期日（同条に規定する表示株式

数の変更期日をいう。）は、次の各号に掲げ
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定めるところに従って決済を行う日が旧条

件最終適用日（業務規程施行規則第１９条第

１号に規定する旧条件最終適用日をいう。）

の翌日に当たる売買契約締結の日とする。 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

る取引の区分に従い、当該各号に定める日と

する。 

 

 

 

（１） 売買契約締結の日に決済を行う取引 

旧条件最終適用日（業務規程施行規則第

１９条第１号に規定する旧条件最終適用

日をいう。以下同じ。）の翌日 

（２） 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行う取引 

旧条件最終適用日の前日 

（３） 売買契約締結の日から起算して４日

目の日に決済を行う取引 

旧条件最終適用日の２日前の日 

（４） 売買契約締結の日から起算して５日

目の日に決済を行う取引 

旧条件最終適用日の３日前の日 

（５） 売買契約締結の日から起算して６日

目の日に決済を行う取引 

旧条件最終適用日の４日前の日 

 

（売買契約締結後において決済日以前に効力

発生日が到来する株式分割等が開示された

場合の取扱い） 

 

第１８条の５ 株券に係る単一銘柄取引又は

バスケット取引の売買契約締結の日以後、当

該売買契約締結日から第８条第１号に定め

るところに従って決済を行う日までの間に

効力発生日が到来する株式分割若しくは株

式無償割当てその他の権利落となる会社情

報又は第１８条の３若しくは第１８条の４

に規定する期日が定まることとなる情報が

開示された場合には、当取引所は、当該取引

を権利落として売買が行われたものとみな

（新設） 
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す。 

２ 前項の売買の決済について、当取引所が必要

と認めるときは、その取扱いを当取引所がそ

の都度定めることができる。 

 

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引のための貸借取引） （ＴｏＳＴＮｅＴ取引のための貸借取引） 

第２５条 信用取引・貸借取引規程第１１条の

規定にかかわらず、取引参加者は、第８条第

１号ｃ又はｄに定める日に決済を行うＴｏ

ＳＴＮｅＴ取引について、制度信用取引（信

用取引・貸借取引規程第２条第１項に規定す

る制度信用取引をいう。以下同じ。）に基づ

くＴｏＳＴＮｅＴ取引の決済、自己の信用売

り若しくは信用買いに係るＴｏＳＴＮｅＴ

取引（前条第１項各号の場合（前条第２項に

規定する社内取引システムを経由してなさ

れる取引を除く。）に限る。）の決済又は第２

０条第１項及び第２１条第１項に規定する

売付け若しくは買付けの決済のために、信用

取引・貸借取引規程第１条第１項に定める貸

借取引を行うことができる。 

第２５条 信用取引・貸借取引規程第１１条の

規定にかかわらず、取引参加者は、第８条第

１号ｂ若しくはｃ又は第２号ｂに規定する

日に決済を行うＴｏＳＴＮｅＴ取引につい

て、制度信用取引（信用取引・貸借取引規程

第２条第１項に規定する制度信用取引をい

う。以下同じ。）に基づくＴｏＳＴＮｅＴ取

引の決済、自己の信用売り若しくは信用買い

に係るＴｏＳＴＮｅＴ取引（前条第１項各号

の場合（前条第２項に規定する社内取引シス

テムを経由してなされる取引を除く。）に限

る。）の決済又は第２０条第１項及び第２１

条第１項に規定する売付け若しくは買付け

の決済のために、信用取引・貸借取引規程第

１条第１項に定める貸借取引を行うことが

できる。 

 

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る自己の信用売

り又は信用買いの決済期限） 

（ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る自己の信用売

り又は信用買いの決済期限） 

第２６条 取引参加者は、自己の信用売り又は

信用買いに係るＴｏＳＴＮｅＴ取引を行っ

た場合は、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める日までに当該信用売り

又は信用買いの決済を行わなければならな

い。 

（１） 売買契約締結の日から起算して２日

目の日に決済を行った場合 

売買成立の日の６か月目の応当日（応当

日がないときはその月の末日とし、応当日

第２６条 取引参加者は、自己の信用売り又は

信用買いに係るＴｏＳＴＮｅＴ取引を行っ

た場合は、次の各号に掲げる場合の区分に従

い、当該各号に定める日までに当該信用売り

又は信用買いの決済を行わなければならな

い。 

（新設） 
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が休業日に当たるときは順次繰り上げる。

以下同じ。）から起算して２日目の日 

（２） 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行った場合 

売買成立の日の６か月目の応当日から

起算して３日目の日 

 

 

 

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（６） 売買契約締結の日から起算して７日

目の日に決済を行った場合 

売買成立の日の６か月目の応当日から

起算して７日目の日 

（７） 売買契約締結の日から起算して８日

目の日に決済を行った場合 

売買成立の日の６か月目の応当日から

起算して８日目の日 

（８） 売買契約締結の日から起算して９日

目の日に決済を行った場合 

売買成立の日の６か月目の応当日から

起算して９日目の日 

（９） 売買契約締結の日から起算して１０

日目の日に決済を行った場合 

売買成立の日の６か月目の応当日から

起算して１０日目の日 

 

 

 

 

（１） 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行った場合 

売買成立の日の６か月目の応当日（応当

日がないときはその月の末日とし、応当日

が休業日に当たるときは順次繰り上げる。

以下同じ。）から起算して３日目の日 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

（顧客の受渡時限） （顧客の受渡時限） 

第２９条 ＴｏＳＴＮｅＴ取引の委託につい

ては、顧客は、次の各号に掲げる日時までに、

売付有価証券又は買付代金を取引参加者に

交付するものとする。 

（１） 第８条第１号ａ又は第２号ａに規定

第２９条 ＴｏＳＴＮｅＴ取引の委託につい

ては、顧客は、次の各号に掲げる日時までに、

売付有価証券又は買付代金を取引参加者に

交付するものとする。 

（１） 第８条第１号に規定する日に決済を
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する日に決済を行う単一銘柄取引及びバ

スケット取引の委託 

売買成立の日（取引参加者と顧客が合意

するときは、その翌日）における取引参加

者と顧客との合意により定める時限 

（２） 第８条第１号ｂからｄまで又は第２

号ｂに規定する日に決済を行う単一銘柄

取引、バスケット取引、終値取引及び自己

株式立会外買付取引の委託 

第８条第１号ｂからｄまで又は第２号

ｂに定めるところに従って決済を行う日

の午前９時 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、受託契約

準則第１１条第２項第２号から第４号まで

に掲げる日に成立したＴｏＳＴＮｅＴ取引

については、顧客は、当該売買成立の日から

起算して４日目の日（利付転換社債型新株予

約権付社債券の売買において、同条第３項又

は第４項に定める場合には、同条第２項第２

行う単一銘柄取引及びバスケット取引の

委託 

売買成立の日（取引参加者と顧客が合意

するときは、その翌日）における取引参加

者と顧客との合意により定める時限 

（２） 第８条第１号ｂ若しくはｃ又は第２

号ｂに規定する日に決済を行う単一銘柄

取引、バスケット取引、終値取引及び自己

株式立会外買付取引の委託 

次のａからｄまでに掲げる場合の区分

に従い、当該ａからｄまでに定める日の午

前９時 

ａ 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行う場合 

売買成立の日から起算して３日目の

日 

ｂ 売買契約締結の日から起算して４日

目の日に決済を行う場合 

売買成立の日から起算して４日目の

日 

ｃ 売買契約締結の日から起算して５日

目の日に決済を行う場合 

売買成立の日から起算して５日目の

日 

ｄ 売買契約締結の日から起算して６日

目の日に決済を行う場合 

売買成立の日から起算して６日目の

日 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、受託契約

準則第１１条第２項各号に掲げる日に成立

したＴｏＳＴＮｅＴ取引については、顧客

は、当該売買成立の日から起算して４日目の

日（利付転換社債型新株予約権付社債券の売

買において、同条第３項又は第４項に定める

場合には、同条第２項第２号又は第３号に定
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号又は第３号に定める期日の売買について

は５日目の日とし、同条第３項に定める場合

における当該期日の翌日の売買については

４日目の日とする。）の午前９時までに、売

付有価証券又は買付代金を取引参加者に交

付するものとする。 

３ （略） 

 

める期日の売買については５日目の日とし、

同条第３項に定める場合における当該期日

の翌日の売買については４日目の日とす

る。）の午前９時までに、売付有価証券又は

買付代金を取引参加者に交付するものとす

る。 

３ （略） 

（信用取引に係る委託保証金の差入期限）  

第３１条の２ 第８条第１号ｂに定める日に

決済を行うＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る信用

取引による売付け又は買付けが成立したと

きは、顧客は、売買成立の日から起算して２

日目の日の正午までの取引参加者が指定す

る日時までに委託保証金を差し入れるもの

とする。 

 

（新設） 

 

（信用取引による有価証券又は金銭の貸付

けの弁済期限） 

（信用取引による有価証券又は金銭の貸付

けの弁済期限） 

第３１条の３ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る信

用取引による売付有価証券又は買付代金の

貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日と

し、その２日前（休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。以下日数計算について同じ。）

の日までに弁済の申し出をしない場合は、逐

日（休業日を除外する。）これを繰り延べる

ものとする。ただし、次の各号に掲げる取引

に係る制度信用取引における有価証券又は

金銭の貸付けの弁済期限については、当該各

号に定める日を超えて繰り延べることがで

きないものとする。 

（１） 売買契約締結の日から起算して２日

目の日に決済を行う取引 

当該信用取引による売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日から起

第３１条の２ ＴｏＳＴＮｅＴ取引に係る信

用取引による売付有価証券又は買付代金の

貸付けの弁済期限は、貸付けの日の翌日と

し、その２日前の日までに弁済の申し出をし

ない場合は、逐日（休業日を除外する。）こ

れを繰り延べるものとする。ただし、次の各

号に掲げる取引に係る制度信用取引におけ

る有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限に

ついては、当該各号に定める日を超えて繰り

延べることができないものとする。 

 

（新設） 
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算して２日目の日 

（２） 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行う取引 

当該信用取引による売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日から起

算して３日目の日 

 

 

 

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（６） 売買契約締結の日から起算して７日

目の日に決済を行う取引 

当該信用取引による売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日から起

算して７日目の日 

（７） 売買契約締結の日から起算して８日

目の日に決済を行う取引 

当該信用取引による売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日から起

算して８日目の日 

（８） 売買契約締結の日から起算して９日

目の日に決済を行う取引 

当該信用取引による売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日から起

算して９日目の日 

（９） 売買契約締結の日から起算して１０

日目の日に決済を行う取引 

当該信用取引による売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日から起

算して１０日目の日 

２ 受託契約準則第５０条第２項に規定する

調整が行われた場合の新株式に係る売付有

価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、

（１） 売買契約締結の日から起算して３日

目の日に決済を行う取引 

当該信用取引による売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日（応当日

がないときはその月の末日とし、応当日が

取引所の休業日に当たるときは順次繰り

上げる。以下同じ。）から起算して３日目

の日 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

２ 受託契約準則第５０条第２項に規定する

調整が行われた場合の新株式に係る売付有

価証券又は買付代金の貸付けの弁済期限は、

次の各号に掲げる取引の区分に従い、当該各
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次の各号に掲げる取引の区分に従い、当該各

号に定める日を超えて繰り延べることがで

きないものとする。 

（１） 売買契約締結の日から起算して２日

目の日に決済を行う取引 

株式分割又は株式無償割当ての対象と

なった株式（優先出資、受益権及び投資口

並びに外国株預託証券に表示される権利

を含む。以下同じ。）の売付け又は買付け

が成立した日の６か月目の応当日から起

算して２日目の日 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

（６） 売買契約締結の日から起算して７日

目の日に決済を行う取引 

株式分割又は株式無償割当ての対象と

なった株式の売付け又は買付けが成立し

た日の６か月目の応当日から起算して７

日目の日 

（７） 売買契約締結の日から起算して８日

目の日に決済を行う取引 

株式分割又は株式無償割当ての対象と

なった株式の売付け又は買付けが成立し

た日の６か月目の応当日から起算して８

日目の日 

（８） 売買契約締結の日から起算して９日

目の日に決済を行う取引 

株式分割又は株式無償割当ての対象と

なった株式の売付け又は買付けが成立し

た日の６か月目の応当日から起算して９

日目の日 

（９） 売買契約締結の日から起算して１０

日目の日に決済を行う取引 

号に定める日を超えて繰り延べることがで

きないものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（１） （略） 

（２） （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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株式分割又は株式無償割当ての対象と

なった株式の売付け又は買付けが成立し

た日の６か月目の応当日から起算して１

０日目の日 

 

（権利落とみなされる場合における有価証券

及び金銭の授受） 

 

第３１条の４ 第１８条の５第２項の規定に基

づき当取引所が売買の決済の取扱いを定めた場

合には、当該単一銘柄取引又はバスケット取

引を委託した顧客は、当取引所が定めるとこ

ろに従い取引参加者との間で有価証券及び

金銭の授受を行うものとする。 

 

（新設） 

 

付  則 

 

１ この改正規定は、令和３年５月１７日から

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定

は、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、令和３年５

月１７日から施行することが適当でないと

当取引所が認める場合には、同日後の当取引

所が定める日から施行する。 
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ＴｏＳＴＮｅＴ市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則の 

一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（単一銘柄取引の値段） （単一銘柄取引の値段） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ特

例第８条第１号ａ又は第２号ａに規定する日

に決済を行う取引について、次の各号に掲げる

期間における値段は、当取引所がその都度定め

る。 

（１） 普通取引における業務規程第２５条第

１項の規定により定める配当落等の期日、同

第２５条の２の規定により定める株式併合

後の株券の売買開始の期日、同第２６条の規

定により定める取得対価の変更期日又は表

示株式数の変更期日から、当該期日から起算

して３日目（休業日を除外する。以下日数計

算について同じ。）の日以降の普通取引の売

買立会の始めの約定値段が決定される時ま

で 

（２） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ特

例第８条第１号ａ又は第２号ａに規定する日

に決済を行う取引について、次の各号に掲げる

期間における値段は、当取引所がその都度定め

る。 

（１） ＴｏＳＴＮｅＴ特例第１８条の２の規

定により定める配当落等の期日、同第１８条

の３の規定により定める株式併合後の株券

の売買開始の期日、同第１８条の４の規定に

より定める取得対価の変更期日又は表示株

式数の変更期日から、当該期日から起算して

３日目（休業日を除外する。以下日数計算に

ついて同じ。）の日以降の普通取引の売買立

会の始めの約定値段が決定される時まで 

 

（２） （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ

特例第８条第１号ｂに規定する日に決済を行

う取引について、普通取引における業務規程第

２５条第１項の規定により定める配当落等の

期日、同第２５条の２の規定により定める株式

併合後の株券の売買開始の期日、同第２６条の

規定により定める取得対価の変更期日又は表

示株式数の変更期日から、当該期日から起算し

て２日目の日以降の普通取引の売買立会の始

めの約定値段が決定される時までの値段は、当

取引所がその都度定める。 

（新設） 

４ 第１項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ

特例第８条第１号ｃ若しくはｄ又は第２号ｂ

３ 第１項の規定にかかわらず、ＴｏＳＴＮｅＴ

特例第８条第１号ｂ若しくはｃ又は第２号ｂ
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に規定する日に決済を行う取引について、同第

１８条の２の規定により定める配当落等の期

日、同第１８条の３の規定により定める株式併

合後の株券の売買開始の期日、同第１８条の４

の規定により定める取得対価の変更期日若し

くは表示株式数の変更期日、業務規程第２６条

の規定により定める行使条件の変更期日又は

同第２６条の２の規定により定める期中償還

請求権に係る権利落として売買を行う期日の

午前８時２０分から普通取引の売買立会の始

めの約定値段が決定される時までにおける値

段は、当取引所がその都度定める。 

に規定する日に決済を行う取引について、同第

１８条の２の規定により定める配当落等の期

日、同第１８条の３の規定により定める株式併

合後の株券の売買開始の期日、同第１８条の４

の規定により定める取得対価の変更期日若し

くは表示株式数の変更期日、業務規程第２６条

の規定により定める行使条件の変更期日又は

同第２６条の２の規定により定める期中償還

請求権に係る権利落として売買を行う期日の

午前８時２０分から普通取引の売買立会の始

めの約定値段が決定される時までにおける値

段は、当取引所がその都度定める。 

 

（バスケット取引の代金） （バスケット取引の代金） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の

バスケット取引に係る代金について準用する。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項のバス

ケット取引に係る代金について準用する。 

 

 

付  則 

 

１ この改正規定は、令和３年５月１７日から施

行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、

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、令和３年５月１７

日から施行することが適当でないと当取引所

が認める場合には、同日後の当取引所が定める

日から施行する。 

 

 

 

 


