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
１．

改

正

第４条 定義
（省

略）

１．

（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
新

以下に定めるところによります。

略）
設

（現行どおり）
五

指数先

株価指数先物ＣＦＤ取引を

物ＣＦ

行うための口座

Ｄ口座
新

設

六

株式Ｃ

株式ＣＦＤ取引を行うため

ＦＤ口

の口座

座
新
新

設
設

七
八

ＣＦＤ

指数先物ＣＦＤ口座及び株

口座

式ＣＦＤ口座の総称

各ＣＦ

指数先物ＣＦＤ口座又は株

Ｄ口座

式ＣＦＤ口座の内のいずれ
か一方の口座

五

注文必

新規注文を発注するために

要証拠

必要な証拠金

九

金
六

八

九

十

建玉必

建玉を保有するために必要

要証拠

な証拠金

要証拠

必要な証拠金

十

建玉必

建玉を保有するために必要

要証拠

な証拠金

金

実質証

評価損益を考慮した証拠金

拠金

実質証拠金＝受入証拠金＋

十一

実質証

評価損益を考慮した証拠金

拠金

実質証拠金＝受入証拠金＋

評価損益＋未実現確定損益

評価損益＋未実現確定損益

＋振替予定額

＋振替予定額

有効証

以下の計算式で算出される

拠金

証拠金

十二

有効証

以下の計算式で算出される

拠金

証拠金

有効証拠金＝実質証拠金－

有効証拠金＝実質証拠金－

注文必要証拠金

注文必要証拠金

証拠金

以下の計算式で算出される

維持率

数字

受入証

新規注文を発注するために

金

金
七

注文必

十三

証拠金

以下の計算式で算出される

維持率

数字

証拠金維持率＝有効証拠金

証拠金維持率＝有効証拠金

÷建玉必要証拠金

÷建玉必要証拠金

本取引を行うための口座

十四

受入証

ＣＦＤ口座に差入れられた

現
拠金

行

改

（以下、「本口座」といい

正

拠金

証拠金残高

評価価

建玉の評価損益を算出する

格

ために使用される価格。評

ます。）に差入れられた証
拠金残高
十一

十二

十三
十四
十五

評価価

建玉の評価損益を算出する

格

ために使用される価格。評

十五

価価格は、原則、当社が提

価価格は、原則、当社が提

示する取引価格（取引でき

示する取引価格（取引でき

ない場合に表示される参考

ない場合に表示される参考

値を含む）。

値を含む）。

金利等

ＣＦＤ取引日を超えて建玉

調整額

を保有していた場合に発生

十六

金利等

ＣＦＤ取引日を超えて建玉

調整額

を保有していた場合に発生

する取引維持コスト。その

する取引維持コスト。その

料率は、銘柄ごとに金利水

料率は、銘柄ごとに金利水

準やカバー取引コストを元

準やカバー取引コストを元

に当社が算出する。

に当社が算出する。

買い方

買い方に適用される金利等

金利

調整額の料率

売り方

売り方に適用される金利等

金利

調整額の料率

ＣＦＤ

本取引が可能な日で、日本

取引日

時間６：００～翌６：００

十七
十八
十九

買い方

買い方に適用される金利等

金利

調整額の料率

売り方

売り方に適用される金利等

金利

調整額の料率

ＣＦＤ

本取引が可能な日で、日本

取引日

時間６：００～翌６：００

までを一日とする取引日
十六

決済日

金銭の受渡しが発生する日

十七

配当金

原資産の配当権利落等によ

相当額

り発生する本取引の理論価

十八

までを一日とする取引日
二十
二十一

決済日

金銭の受渡しが発生する日

配当金

原資産の配当権利落等によ

相当額

り発生する本取引の理論価

値の差異を調整するため

値の差異を調整するため

に、当社とお客様の間で受

に、当社とお客様の間で受

払いを行う調整金。原資産

払いを行う調整金。原資産

の配当権利付最終日におい

の配当権利付最終日におい

てＣＦＤ取引日を越えて建

てＣＦＤ取引日を越えて建

玉を保有する場合に発生す

玉を保有する場合に発生す

る。

る。

限月決

株価指数先物ＣＦＤについ

済

て、原資産の取引終了日に

二十二

限月決

株価指数先物ＣＦＤについ

済

て、原資産の取引終了日に

準じて設定された最終売買

準じて設定された最終売買

日までに反対売買により決

日までに反対売買により決

済されなかった建玉に対し

済されなかった建玉に対し

て行われる最終清算数値

て行われる最終清算数値

(ＳＱ値)による決済

(ＳＱ値)による決済

現
十九

二十

行

期日決

限月決済による場合を除

済

き、本取引について、最終

改
二十三

正

期日決

限月決済による場合を除

済

き、本取引について、最終

売買日までに反対売買によ

売買日までに反対売買によ

り決済されなかった建玉に

り決済されなかった建玉に

対して行われる当社の指定

対して行われる当社の指定

した価格による決済

した価格による決済

最終売

本取引を行うことができる

買日

取引最終日。第２４条第２

二十四

最終売

本取引を行うことができる

買日

取引最終日。第２４条第２

項に定める場合において当

項に定める場合において当

社が設定する。

社が設定する。

第５条 取引口座の開設

第５条 取引口座の開設

１．お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、 １．お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、
本口座の開設を申込むことができ、本約款に基

ＣＦＤ口座の開設を申込むことができ、本約款

づいて本取引をご利用になることができます。

に基づいて本取引をご利用になることができ
ます。ただし、指数先物ＣＦＤ口座もしくは株
式ＣＦＤ口座のどちらか一方の開設を申込む
ことはできません。
（１）

（１）
～

（省

略）

～

（現行どおり）

（９）

（９）

２．お客様が当社所定の方法により本口座の開設 ２．お客様が当社所定の方法によりＣＦＤ口座の
をお申込みになり､かつ、当社が承諾した場合

開設をお申込みになり､かつ、当社が承諾した

に限り、本取引を行うことができます｡

場合に限り、本取引を行うことができます｡

３．当社は、前項により本口座の開設が行えない ３．当社は、前項によりＣＦＤ口座の開設が行え
場合、その理由を開示しないものとします。

ない場合、その理由を開示しないものとしま
す。

第６条 本口座での処理

第６条 ＣＦＤ口座での処理

証拠金、計算上の損益金、決済取引に係る差金、

証拠金、計算上の損益金、決済取引に係る差金、

差金決済に係る精算、金利等調整額、配当金相当 差金決済に係る精算、金利等調整額、配当金相当
額、その他本取引に関する金銭の授受等のすべて 額、その他本取引に関する金銭の授受等のすべて
を本口座内で処理するものとします。

を株価指数先物ＣＦＤ取引、株式ＣＦＤ取引毎
に、各ＣＦＤ口座内で処理するものとします。

第１０条 売買注文の執行

第１０条 売買注文の執行

１．

１．

（省

略）

(１) お客様が本口座に差入れた証拠金が不足
する場合

（現行どおり）

(１) お客様が各ＣＦＤ口座に差入れた証拠金
が不足する場合

(２)

現

行

（省

略）

２．
～

改
(２)

正

（現行どおり）

２．
（省

略）

～

（現行どおり）

３

３．

第１２条 報告書の交付

第１２条 報告書の交付

１．お客様が本口座に残高を保有しているとき及 １．各ＣＦＤ口座においてお客様が残高を保有し
び本取引につき行った売買注文が約定したと

ているとき及び本取引につき行った売買注文

きは、遅滞なく、取引及び残高に係る書面（以

が約定したときは、遅滞なく、当該各ＣＦＤ口

下、「取引報告書兼残高報告書等」といいま

座に係る取引及び残高に係る書面（以下、「取

す。）をお客様に交付いたしますので、取引報

引報告書兼残高報告書等」といいます。）をお

告書兼残高報告書等を受領されたときは、速や

客様に交付いたしますので、取引報告書兼残高

かにその内容をご確認ください。

報告書等を受領されたときは、速やかにその内
容をご確認ください。
２．

２．
～

（省

略）

～

（現行どおり）

３．

３．

第１５条 証拠金の目的

第１５条 証拠金の目的
お客様は、本取引を行うにあたり、取引によっ

お客様は、本取引を行うにあたり、取引によっ

て生じるお客様の債務を担保するために、当社に て生じるお客様の債務を担保するために、当社に
対して、当社が定める金額以上の証拠金を当社の 対して、当社が定める金額以上の証拠金を当社の
定める方法により本口座に差入れるものとしま 定める方法により各ＣＦＤ口座に差入れるもの
す。

とします。

第１６条 証拠金

第１６条 証拠金

１．お客様は、本取引の新規注文に先立って、当 １．お客様は、本取引の新規注文に先立って、当
社が定める注文必要証拠金以上の金銭を、当社

社が定める注文必要証拠金以上の金銭を、当社

が定める方法により本口座へ差入れるものと

が定める方法により各ＣＦＤ口座へ差入れる

します。

ものとします。

２．お客様は、建玉を保有するために必要な当社 ２．お客様は、建玉を保有するために必要な当社
が定める建玉必要証拠金以上の金銭を、当社が

が定める建玉必要証拠金以上の金銭を、当社が

定める方法により本口座へ差入れるものとし

定める方法により各ＣＦＤ口座へ差入れるも

ます。

のとします。

３．
～
５．

３．
（省

略）

～
５．

（現行どおり）

現

行

第１７条 証拠金の振替等

改

正

第１７条 証拠金の振替等

１．お客様が本口座に差入れている証拠金の額 １．お客様が各ＣＦＤ口座に差入れている証拠金
が、当社が定める額を超えている場合は、お客

の額が、当社が定める額を超えている場合は、

様は、超過額の全部又は一部を、当社が定める

お客様は、超過額の全部又は一部を、当社が定

方法によりお取引口座へ振替ることができる

める方法によりお取引口座もしくは他の各Ｃ

ものとします。

ＦＤ口座へ振替ることができるものとします。

２．

（省

略）

２．

（現行どおり）

３．前２項の他、お取引口座から本口座への金銭 ３．前２項の他、お取引口座から各ＣＦＤ口座へ
の振替、本口座からお取引口座への金銭の振

の金銭の振替、各ＣＦＤ口座からお取引口座へ

替、その他本口座に係る証拠金の取扱いについ

の金銭の振替、一方の各ＣＦＤ口座から他の各

て必要な事項は、当社が定めるところに従うも

ＣＦＤ口座への金銭の振替、その他ＣＦＤ口座

のとします。

に係る証拠金の取扱いについて必要な事項は、
当社が定めるところに従うものとします。

第１９条 ロスカット・ルール

第１９条 ロスカット・ルール

１．当社は、お客様の有効証拠金の額が当社の定 １．当社は、各ＣＦＤ口座につき、お客様の有効
めるロスカット・ルールの基準額を下回った場

証拠金の額が当社の定めるロスカット・ルール

合、当社の任意の方法により、お客様の未約定

の基準額を下回った場合、当社の任意の方法に

の新規注文を取消すことができるものとしま

より、当該各ＣＦＤ口座におけるお客様の未約

す。原則として、当社は未約定の新規注文の失

定の新規注文を取消すことができるものとし

効を速やかに行うものとします。

ます。原則として、当社は未約定の新規注文の
失効を速やかに行うものとします。

２．前項の措置による注文取消の後、お客様の有 ２．前項の措置による注文取消の後、当該各ＣＦ
効証拠金の額が当社の定めるロスカット・ルー

Ｄ口座におけるお客様の有効証拠金の額が当

ルの基準額を継続して下回った場合、若しくは

社の定めるロスカット・ルールの基準額を継続

前項の発注済新規注文が存在しない場合、当社

して下回った場合、若しくは前項の発注済新規

は、当社の任意の方法により、お客様の計算に

注文が存在しない場合、当社は、当社の任意の

おいてお客様の建玉の全部を反対売買するこ

方法により、お客様の計算において当該各ＣＦ

とができるものとします。原則として、当社は

Ｄ口座におけるお客様の建玉の全部を反対売

反対売買の執行を速やかに行うものとします。

買することができるものとします。原則とし
て、当社は反対売買の執行を速やかに行うもの
とします。
３．

３．
～

（省

略）

～

（現行どおり）

５．

５．

第２５条 決済に伴う不足金

第２５条 決済に伴う不足金

お客様が建玉を決済したことにより差損金が

各ＣＦＤ口座につき、お客様が建玉を決済した

生じた場合で当該差損金の額が差入れている証 ことにより差損金が生じた場合で当該差損金の

現

行

改

正

拠金の額を上回り不足金が生じたときは、お客様 額が当該各ＣＦＤ口座に差入れている証拠金の
は速やかに金銭を充当し当該不足金を解消する 額を上回り不足金が生じたときは、お客様は速や
ものとします。また、当社はお客様に事前に通知 かに金銭を充当し当該不足金を解消するものと
することなく、お客様の計算においてお預り金、 します。また、当社はお客様に事前に通知するこ
ダイワＭＲＦ又はお預り有価証券等を任意に換 となく、お客様の計算においてお預り金、ダイワ
金の上、これにより代金を、当該不足金の全部又 ＭＲＦ又はお預り有価証券等を任意に換金の上、
は一部に充当することができるものとします。

これにより代金を、当該不足金の全部又は一部に
充当することができるものとします。

第２６条 例外的な取扱い

第２６条 例外的な取扱い

前条の決済に伴う不足金が生じた場合におい

前条の決済に伴う不足金が生じた場合におい

て、お客様の実質証拠金が正の値を維持している て、当該各ＣＦＤ口座におけるお客様の実質証拠
限り、お客様は前条の適用を免れることができま 金が正の値を維持している限り、お客様は前条の
適用を免れることができます。

す。

第２８条 支払不能又は不能となるおそれがある 第２８条 支払不能又は不能となるおそれがある
場合等における本取引

場合等における本取引

１．

１．

～

（省

略）

～

（現行どおり）

２．

２．

３．お客様が前条第２項第２号ないし第４号のい ３．お客様が前条第２項第２号ないし第４号のい
ずれかに該当し、当社から請求があった場合に

ずれかに該当し、当社から請求があった場合に

は、当社の指定する日時までに、お客様は、本

は、当社の指定する日時までに、お客様は、Ｃ

口座を通じて行っているすべての本取引に係

ＦＤ口座を通じて行っているすべての本取引

る建玉を決済するために必要な反対売買を当

に係る建玉を決済するために必要な反対売買

社に注文するものとします。

を当社に注文するものとします。

４．
～

４．
（省

略）

～

（現行どおり）

５．

５．

第３６条 電子交付の利用

第３６条 電子交付の利用

第５条の定めに従い、お客様は本口座の開設

第５条の定めに従い、お客様はＣＦＤ口座の

を申込む際に、第３７条の対象書面に記載すべ

開設を申込む際に、第３７条の対象書面に記載

き事項の電子交付に同意いただくものとしま

すべき事項の電子交付に同意いただくものと

す。お客様は、電子交付の利用にあたって、電

します。お客様は、電子交付の利用にあたって、

子交付を受けられる通信機器、通信回線及び閲

電子交付を受けられる通信機器、通信回線及び

覧環境等を用意するものとします。

閲覧環境等を用意するものとします。

現

行

第４２条 電子交付の利用停止

改

正

第４２条 電子交付の利用停止

１．当社は次に掲げる事項のいずれかに該当する １．当社は次に掲げる事項のいずれかに該当する
場合、電子交付を停止するものとします。

場合、電子交付を停止するものとします。

(１) 本口座が解約された場合

(１) ＣＦＤ口座が解約された場合

(２)

(２)

（省

略）

２．
～

（現行どおり）

２．
（省

略）

～

（現行どおり）

３．

３．

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、ＣＦＤ

も解約されます。ただし、解除する時において

口座も解約されます。ただし、解除する時にお

お客様の本取引の建玉が残存する場合、又はお

いてお客様の本取引の建玉が残存する場合、又

客様に当社に対する本約款に基づく債権債務

はお客様に当社に対する本約款に基づく債権

が残存する場合には、必要な限度において本約

債務が残存する場合には、必要な限度において

款が適用されるものとします。

本約款が適用されるものとします。なお、指数
先物ＣＦＤ口座もしくは株式ＣＦＤ口座のど
ちらか一方が解約されることはありません。

(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）利用・取引ルー

「店頭ＣＦＤ（ダイワ株Ｘ）利用・取引ルー

ル」、関係法令諸規則、その他当社の約款、

ル」、関係法令諸規則、その他当社の約款、

規定又は取引ルール等のいずれかに違反し、

規定又は取引ルール等のいずれかに違反し、

当社が本口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Ｃ

(２) 本約款若しくは当社が定める、「店頭Ｃ

ＦＤ（ダイワ株Ｘ）利用・取引ルール」、そ

ＦＤ（ダイワ株Ｘ）利用・取引ルール」、そ

の他当社の約款、規定又は取引ルール等のい

の他当社の約款、規定又は取引ルール等のい

ずれかの改訂・変更に関し、お客様の同意を

ずれかの改訂・変更に関し、お客様の同意を

いただけず、当社が本口座の解約を通告した

いただけず、当社がＣＦＤ口座の解約を通告

とき

したとき

(３)
～

(３)
（省

略）

～

（現行どおり）

(４)

(４)

(５) お客様が本口座の解約の申出をしたとき

(５) お客様がＣＦＤ口座の解約の申出をした
とき

(６)
～
(８)

(６)
（省

略）

～
(８)

（現行どおり）

現

行

改

正

２．前項の場合において、お客様の本口座に残高 ２．前項の場合において、お客様のＣＦＤ口座に
があるときは、お取引口座に振替えられるもの

残高があるときは、お取引口座に振替えられる

とします。

ものとします。

３．

（省

略）

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

３．

（現行どおり）

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、本約款の改定にご同意いただ します。この場合、本約款の改定にご同意いただ
けないお客様につきましては、当社は、そのお客 けないお客様につきましては、当社は、そのお客
様との間のすべての本取引を停止し、加えて本口 様との間のすべての本取引を停止し、加えてＣＦ
座を解約することがあります。

Ｄ口座を解約することがあります。

附則

附則

この約款は、平成２２年１１月２７日より適用さ １．この約款は、平成２２年１２月２５日より適
れます。

用されます。
２．平成２２年１２月２４日以前に、お客様が当
社の「店頭ＣＦＤ（ダイワ株Ｘ）取引約款」に
基づくＣＦＤ取引口座を開設しており、かつ、
当該口座の解約が行われていない場合、平成２
２年１２月２５日をもって当該口座は本約款
第５条に定める「株式ＣＦＤ口座」に変更され、
同条に定める「指数先物ＣＦＤ口座」が新たに
開設されるものとします。
以上

