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「取引所株価指数証拠金取引説明書」の一部改正について 
                                     下 線 部 変 更 

（2019 年６月 24日） 
現 行 変 更 後 

取引所株価指数証拠金取引説明書 
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現行通り 

 

【取引所株価指数証拠金取引の契約の概要】 

現行通り 

2019年 5月 24日の公表日前後 2週間の平均乖離率に基

づき算出した結果、取引最終日における未決済取引に

適用する最終決済価格は、以下の通りとなります。な

お、最終決済価格は小数点以下を四捨五入して算出致

します。 

 

商品 最終決済価格の算出式 

日経 225 

証拠金取引 

上場廃止日の最終清算数値※×(1－

0.004%(=0.99996)) 

DAX® 

証拠金取引 

上場廃止日の最終清算数値※×(1－

0.021%(=0.99979)) 

FTSE100 

証拠金取引 

上場廃止日の最終清算数値※×(1＋

0.233%(=1.00233)) 

NYダウ 

証拠金取引 

上場廃止日の最終清算数値※×(1＋

0.088%(=1.00088)) 

※2020 年度後半（予定）の上場廃止時における各株価

指数先物の最終清算数値である点にご注意くださ

い。 
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現 行 変 更 後 

省 略 

 

取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて 

省 略 

☆税金の概要 

(1)～(2)      省 略 

(3)支払調書 

省 略 

※復興特別所得税は、平成 25年から平成 49年まで（25

年間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じた金額

（利益に対しては、0.315％）が、追加的に課税され

るものです。 

省 略 

 

取引所株価指数証拠金取引およびその委託に関する主

要な用語 

省 略 

・権利付最終日（けんりつきさいしゅうび） 

株主としての権利を得られる権利確定日に株主名

簿に名前が記載されるために、株式を保有しておく

必要がある日になります。日本株式の受渡しには 3

営業日が必要であるため、権利確定日の 4営業日前

が権利付最終日となります。権利付最終日に取引所

株価指数証拠金取引の買建玉を持越した場合、予想

配当相当額を受取る権利がありますが、権利付最終

日当日中に転売すると受取る権利はなくなります。

逆に権利付最終日に取引所株価指数証拠金取引の

売建玉を持越した場合、予想配当相当額を支払う義

務がありますが、権利付最終日当日中に買戻しする

と支払い義務は発生しません。 

 

 

 

 

省 略 

 

 

現行通り 

 

取引所株価指数証拠金取引の仕組みについて 

現行通り 

☆税金の概要 

(1)～(2)     現行通り 

(3)支払調書 

現行通り 

※復興特別所得税は、2013年から 2037年まで（25年

間）の各年分の所得税の額に 2.1％を乗じた金額（利

益に対しては、0.315％）が、追加的に課税されるも

のです。 

現行通り 

 

取引所株価指数証拠金取引およびその委託に関する主

要な用語 

現行通り 

・権利付最終日（けんりつきさいしゅうび） 

株主としての権利を得られる権利確定日に株主名簿

に名前が記載されるために、株式を保有しておく必

要がある日になります。日本株式の受渡しには 2 営

業日が必要であるため、権利確定日から起算して 3

営業日前＊が権利付最終日となります。権利付最終日

に取引所株価指数証拠金取引の買建玉を持ち越した

場合、予想配当相当額を受け取る権利がありますが、

権利付最終日当日中に転売すると受け取る権利はな

くなります。逆に権利付最終日に取引所株価指数証

拠金取引の売建玉を持ち越した場合、予想配当相当

額を支払う義務がありますが、権利付最終日当日中

に買戻しすると支払い義務は発生しません。 

＊2019 年 7月 16日（火）の約定分から適用。これ以前

の権利付最終日は、権利確定日から起算して 4 営業日

前となります。 

 

現行通り 
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現 行 変 更 後 

金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受

付・苦情処理・紛争解決 

(1) 当社の概要 

省 略 

◇設立年月日：昭和 35年 8 月 10日 

省 略 

◇沿 革： 

昭和 35年 08月 丸起証券株式会社設立 

昭和 35年 09月 証券取引法に基づく証券業者と

しての登録 

昭和 61年 07月 大阪証券取引所の正会員資格取

得 

平成 08年 03月 丸起証券株式会社から「こうべ

証券株式会社」へ商号変更 

平成 10年 05月 東京証券取引所の正会員資格取

得 

平成 15年 12月 名古屋証券取引所 IPO 取引資格

取得 

平成 16年 12月 ジャスダック証券取引所取引資

格取得 

平成 17年 06月 こうべ証券株式会社から「KOBE

証券株式会社」へ商号変更 

平成 18年 01月 名古屋証券取引所総合取引参加

者資格取得 

平成 18年 03月 大阪証券取引所ニッポン・ニュ

ー・マーケット「ヘラクレス市

場」 

スタンダード基準上場 

平成 19年 04月 KOBE証券株式会社から「インヴ

ァスト証券株式会社」へ商号変

更 

本店所在地を大阪府大阪市から

東京都港区に変更 

平成 19年 09月 金融先物取引法に基づく金融先

物取引業の登録 

金融商品取引法に基づく金融商

品取引業者としての登録 

平成 19年 10月 三貴商事株式会社が運営するオ

ンライン事業の一部を吸収分割

により承継 

オンライン事業の開始 

金融商品取引業者である当社の概要等および苦情受

付・苦情処理・紛争解決 

(1) 当社の概要 

現行通り 

◇設立年月日：1960年 8月 10 日 

 現行通り 

◇沿 革： 

1960年８月 丸起証券株式会社設立 

1960年９月 証券取引法に基づく証券業者と

しての登録 

1986年７月 大阪証券取引所の正会員資格取

得 

1996年３月 丸起証券株式会社から「こうべ

証券株式会社」へ商号変更 

1998年５月 東京証券取引所の正会員資格取

得 

2003年 12月 名古屋証券取引所 IPO取引資格

取得 

2004年 12月 ジャスダック証券取引所取引資

格取得 

2005年６月 こうべ証券株式会社から「KOBE

証券株式会社」へ商号変更 

2006年１月 名古屋証券取引所総合取引参加

者資格取得 

2006年３月 大阪証券取引所ニッポン・ニュ

ー・マーケット「ヘラクレス市

場」 

スタンダード基準上場 

2007年４月 KOBE証券株式会社から「インヴ

ァスト証券株式会社」へ商号変

更 

本店所在地を大阪府大阪市から

東京都港区に変更 

2007年９月 金融先物取引法に基づく金融先

物取引業の登録 

金融商品取引法に基づく金融商

品取引業者としての登録 

2007年 10月 三貴商事株式会社が運営するオ

ンライン事業の一部を吸収分割

により承継 

オンライン事業の開始 
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現 行 変 更 後 

平成 21年 08月 対面証券事業をばんせい山丸証

券株式会社に会社分割により譲

渡 

平成 22年 03月 商品先物取引事業をドットコモ

ディティ株式会社に会社分割に

より譲渡 

平成 22年 10月 大阪証券取引所「ヘラクレス市

場」と JASDAQとの市場統合によ

り、「JASDAQ市場」へ上場変更 

平成 24年 11月 スター為替証券株式会社の店頭

為替証拠金取引事業を吸収分割

により承継 

平成 24年 12月 スター為替証券株式会社の取引

所為替証拠金取引事業、取引所

株価指数証拠金取引事業を吸収

分割により承継 

三田証券株式会社の取引所為替

証拠金取引事業を吸収分割によ

り承継 

平成 25年７月 東京証券取引所と大阪証券取引

所の市場統合により、東京証券

取引所「JASDAQ（スタンダード）」

へ上場変更 

平成 25年８月 投資助言・代理業の登録 

平成 26年３月 株式会社サイバーエージェント

FX（現：ワイジェイ FX株式会社）

の取引所為替証拠金取引事業を

吸収分割により承継 

省 略 

(2)～(3)       省 略 

(4) 苦情処理および紛争解決 

省 略 

URL 

https://www.finmac.or.jp/html/form-soudan/form-soud

an.html 

（以下省略） 

 

令和元年５月 27日 

 

2009年８月 対面証券事業をばんせい山丸証

券株式会社に会社分割により譲

渡 

2010年３月 商品先物取引事業をドットコモ

ディティ株式会社に会社分割に

より譲渡 

2010年 10月 大阪証券取引所「ヘラクレス市

場」と JASDAQとの市場統合によ

り、「JASDAQ市場」へ上場変更 

2012年 11月 スター為替証券株式会社の店頭

為替証拠金取引事業を吸収分割

により承継 

2012年 12月 スター為替証券株式会社の取引

所為替証拠金取引事業、取引所

株価指数証拠金取引事業を吸収

分割により承継 

三田証券株式会社の取引所為替

証拠金取引事業を吸収分割によ

り承継 

2013年７月 東京証券取引所と大阪証券取引

所の市場統合により、東京証券

取引所「JASDAQ（スタンダード）」

へ上場変更 

2013年８月 投資助言・代理業の登録 

2014年３月 株式会社サイバーエージェント

FX（現：ワイジェイ FX株式会社）

の取引所為替証拠金取引事業を

吸収分割により承継 

現行通り 

(2)～(3)      現行通り 

(4) 苦情処理および紛争解決 

現行通り 

 

URL http://www.finmac.or.jp/ 

 

 (以下現行通り) 

 

2019年６月 24日 

 

 

http://www.finmac.or.jp/

