店頭ＣＦＤ（ダイワ株Ｘ）取引約款

新旧対照表
(下線部分改正)

現

行

第４条 定義

改

正

第４条 定義

１.本約款においてＣＦＤ取引とは、次に掲げる １.本約款において本取引とは、次に掲げる取引
取引種別をいいます。
（省

種別をいいます。
略）

（現行どおり）

２.本約款で、次の各号に掲げる用語の意義は、 ２.本約款で、次の各号に掲げる用語の意義は、
以下に定めるところによります。
（省
三

原資産

以下に定めるところによります。

略）

ＣＦＤ取引の価格を算出

（現行どおり）
三

原資産

本取引の価格を算出する

する根拠となる金融商品

根拠となる金融商品等

等
（省
十

受入証拠

ＣＦＤ取引口座（以下、

金

「本口座」といいます。）

（現行どおり）
十

受入証拠

本取引を行うための口座

金

（以下、「本口座」といい

に差入れられた証拠金（現

ます。）に差入れられた証

金残高）

拠金残高

（省
十五

略）

略）

ＣＦＤ取

ＣＦＤ取引が可能な日で、

引日

日本時間６：００～翌６：

（現行どおり）
十五

ＣＦＤ取

本取引が可能な日で、日本

引日

時間６：００～翌６：００

００までを一日とする取

までを一日とする取引日

引日
（省
十七

十八

略）

配当金相

原資産の配当権利落等に

当額

より発生するＣＦＤ取引

限月決済

（現行どおり）
十七

配当金相

原資産の配当権利落等に

当額

より発生する本取引の理

の理論価値の差異を調整

論価値の差異を調整する

するために、当社とお客様

ために、当社とお客様の間

の間で受払いを行う調整

で受払いを行う調整金。原

金。原資産の配当権利付最

資産の配当権利付最終日

終日においてＣＦＤ取引

においてＣＦＤ取引日を

日を越えて建玉を保有す

越えて建玉を保有する場

る場合に発生する。

合に発生する。

株価指数先物ＣＦＤ取引

十八

限月決済

株価指数先物ＣＦＤにつ

について、取引最終日まで

いて、原資産の取引終了日

に反対売買により決済さ

に準じて設定された最終

れなかった建玉に対して

売買日までに反対売買に

現

行

改

正

行われる最終清算数値(Ｓ

より決済されなかった建

Ｑ)による決済

玉に対して行われる最終
清算数値（ＳＱ値）による
決済

十九

期日決済

株式ＣＦＤ取引について、

十九

期日決済

限月決済による場合を除

最終売買日までに反対売

き、本取引について、最終

買により決済されなかっ

売買日までに反対売買に

た建玉に対して行われる

より決済されなかった建

当社の指定した価格によ

玉に対して行われる当社

る決済

の指定した価格による決
済

二十

最終売買

ＣＦＤ取引を行うことが

日

できる取引最終日。

二十

最終売買

本取引を行うことができ

日

る取引最終日。第２４条第
２項に定める場合におい
て当社が設定する。

第２０条 差金決済

第２０条 差金決済

１．本約款に規定するＣＦＤ取引の決済は、金銭 １．本約款に規定する本取引の決済は、金銭の授
の授受によるものとし、原資産の受渡し等によ

受によるものとし、原資産の受渡し等による決

る決済は行わないものとします。

済は行わないものとします。

２．ＣＦＤ取引の決済方法は、以下に定めるもの ２．本取引の決済方法は、以下に定めるものとし
とします。
(１) 反対売買注文による決済

ます。
(１) 反対売買注文による決済

ＣＦＤ取引について、最終売買日までに反

本取引について、最終売買日までに反対売

対売買を行った場合は、新規の買建又は売建

買を行った場合は、新規の買建又は売建を行

を行ったときの約定数値と反対売買を行った

ったときの約定数値と反対売買を行ったと

ときの約定数値との差に相当する金銭を授受

きの約定数値との差に相当する金銭を授受

することにより決済を行います。

することにより決済を行います。

(２) 最終清算数値(ＳＱ)による決済（限月決
済）

(２) 最終清算数値(ＳＱ値)による決済（限月
決済）

株価指数先物ＣＦＤについて、最終売買日

株価指数先物ＣＦＤについて、原資産の取

までに反対売買により決済されなかった建玉

引終了日に準じて設定された最終売買日ま

は、新規の買建又は売建を行ったときの約定

でに反対売買により決済されなかった建玉

数値と清算値（最終売買日の翌営業日に取引

は、新規の買建又は売建を行ったときの約定

所より公表される株価指数対象各銘柄の始値

数値と最終清算数値（最終売買日の翌営業日

に基づいて算出された特別な指数。）との差

に取引所より公表される株価指数対象各銘

に相当する金銭を授受することにより決済を

柄の始値に基づいて算出された特別な指

行います。

数。）との差に相当する金銭を授受すること
により決済を行います。

現

行

改

正

(３) 当社の指定した価格による決済（期日決

(３) 当社の指定した価格による決済（期日決

済）

済）

株式ＣＦＤについて、最終売買日までに反対

前号に定める場合を除き、本取引について、

売買により決済されなかった建玉は、新規の買

最終売買日までに反対売買により決済されな

建又は売建を行ったときの約定数値と当社の

かった建玉は、新規の買建又は売建を行ったと

指定した価格との差に相当する金銭を授受す

きの約定数値と当社の指定した価格との差に

ることにより決済を行います。

相当する金銭を授受することにより決済を行
います。

３．

３．

～

（省

略）

～

（現行どおり）

４．

４．

第２４条 契約期日

第２４条 契約期日

１．ＣＦＤ取引における契約期日は、ＣＦＤ取引 １．本取引における契約期日は、本取引が約定し
が約定した日とし、第２０条第２項の決済方法

た日とし、第２０条第２項の決済方法による決

による決済が行われない場合は、当該契約の期

済が行われない場合は、当該契約の期日を１営

日を１営業日繰り延べるものとします。

業日繰り延べるものとします。

２．第２０条２項の決済方法に規定された最終売

２．第２０条２項の決済方法に規定された最終

買日の設定は、以下に定める場合に行うものと

売買日の設定は、以下に定める場合に行うもの

します。

とします。

（１）
～

（１）
（省

略）

～

（現行どおり）

（３）

（３)

（４）当社が商取引上の合理的な努力を行って

（４）当社が商取引上の合理的な努力を行って

も、当社とお客様間で行うＣＦＤ取引の成

も、当社とお客様間で行う本取引の成約又

約又は義務の履行に関するリスクヘッジに

は義務の履行に関するリスクヘッジに必要

必要と予測される取引や資産の獲得、構築、

と予測される取引や資産の獲得、構築、再

再構築、代替、維持、手仕舞い、処分、又

構築、代替、維持、手仕舞い、処分、又は

はそのような取引や資産の現金化、代金回

そのような取引や資産の現金化、代金回収、

収、代金支払いができない等、やむを得な

代金支払いができない等、やむを得ない事

い事由が発生し又は発生するおそれがある

由が発生し又は発生するおそれがあると当

と当社が判断した場合

社が判断した場合

第４９条 本取引利用の禁止・解約

第４９条 本取引利用の禁止・解約

１．次の各号のいずれかに該当したときは、お客 １．次の各号のいずれかに該当したときは、お客
様との間のすべての本取引は解除され、本口座

様との間のすべての本取引は解除され、本口座

も解約されます。ただし、解除する時において

も解約されます。ただし、解除する時において

お客様の本取引の建玉が残存する場合、又はお

お客様の本取引の建玉が残存する場合、又はお

客様に当社に対する本約款に基づく債権債務

客様に当社に対する本約款に基づく債権債務

現

行

改

正

が残存する場合には、必要な限度において本規

が残存する場合には、必要な限度において本約

定が適用されるものとします。

款が適用されるものとします。

(１) お客様が本約款若しくは当社が定める、 (１) お客様が本約款若しくは当社が定める、
「店頭ＣＦＤ（ダイワ株Ｘ）の契約締結前交付

「店頭ＣＦＤ（ダイワ株Ｘ）利用・取引ルール」、

書面」、「店頭ＣＦＤ（ダイワ株Ｘ）利用・取

関係法令諸規則、その他当社の約款、規定又は

引ルール」、関係法令諸規則、その他当社の約

取引ルール等のいずれかに違反し、当社が本口

款、規定又は取引ルール等のいずれかに違反し、

座の解約を通告したとき

当社がＣＦＤ口座の解約を通告したとき
(２) 本約款若しくは当社が定める、「店頭ＣＦ (２) 本約款若しくは当社が定める、「店頭ＣＦ
Ｄ（ダイワ株Ｘ）の契約締結前交付書面」、「店

Ｄ（ダイワ株Ｘ）利用・取引ルール」、その他

頭ＣＦＤ（ダイワ株Ｘ）利用・取引ルール」、

当社の約款、規定又は取引ルール等のいずれか

その他当社の約款、規定又は取引ルール等のい

の改訂・変更に関し、お客様の同意をいただけ

ずれかの改訂・変更に関し、お客様の同意をい

ず、当社が本口座の解約を通告したとき

ただけず、当社が本口座の解約を通告したとき
(３)
～

(３)
（省

略）

(８)
２．

～

（現行どおり）

(８)
（省

略）

２、

（現行どおり）

３．第５５条に定める本約款の変更に関してお客 ３．第５５条に定める本約款の変更に関してお客
様の同意がいただけないときは、当社はお客様

様の同意がいただけないときは、当社はお客様

の取引を制限することができるものとします。

の取引を停止いたします。

第５５条 約款の変更
本約款は、法令諸規則の変更若しくは監督官庁

第５５条 約款の変更
本約款は、法令諸規則の変更若しくは監督官庁

の指示、その他必要が生じたときに改定されるこ の指示、その他必要が生じたときに改定されるこ
とがあります。なお、改定の内容が、お客様の従 とがあります。なお、改定の内容が、お客様の従
来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課 来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課
すものであるときは、その改定事項を本取引画面 すものであるときは、その改定事項を本取引画面
に掲示する等、当社が定める方法によりお知らせ に掲示する等、当社が定める方法によりお知らせ
します。この場合、当社が定める期日までにご異 します。この場合、本約款の改定にご同意いただ
議の申立がないときは、約款の改定にご同意いた けないお客様につきましては、当社は、そのお客
だいたものとして取扱います。本約款の改定にご 様との間のすべての本取引を停止し、加えて本口
同意いただけない場合、当社は、お客様との間の 座を解約することがあります。
すべての本取引を解除し、本口座を解約すること
があります。
附則
この約款は、平成２２年１１月２７日より適用さ
れます。
以上

