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以下はご投資に関わる重要事項です。ご確認ください。 
 
 
●当資料は、資産運用の参考となる情報提供や、当社サービスや商品のご紹介/勧誘を目的として 
います。お取引の際は、約款・規定集（http://kabu.com/service/clauses.asp）、契約締結前交付、 
書面、お取扱商品の重要事項の説明（http://kabu.com/company/policy/inducement.asp）等を 
良くお読みいただき、商品特性やリスク及びお取引ルール（http://kabu.com/service/rule.asp）等 
を良くご理解の上、銘柄選択、 投資時期、投資スタイル等、投資の最終決定はご自身のご判断と 
ご責任で行ってください。 
 
●証券投資は、価格の変動、金利の変動、為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがありま 
す。 自動売買を含むすべてのご注文は、必ず約定するものではありません。各商品等へのご投資に、 
は、各商品毎に所定の手数料等が必要です。 
詳しくは当社の手数料ご案内ページ（http://kabu.com/cost）等をご参照ください。 
 
●信用取引は、保証金以上のお取引が可能であるため、保証金を超える大きな損失を被ること 
があります。また、取引期限があり取引期限を越えてのお取引はできません。お取引の際はリスクに 
関する説明等をご覧いただき、商品特性やお取引ルール等をよくご理解の上、 ご自身のご判断で無 
理のない資産運用を行ってください。 
 
●掲載情報は2013年11月5日現在のものです。 
 詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com）にてご確認ください。 
 
カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号 
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号 
加入協会：日本証券業協会、金融先物取引業協会 

                    で は じ め る 

～ お取引にあたっての注意点、取引手法など ～ 
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 1 信用取引とは 

・お客様に一定の保証金（委託保証金）を当社へ担保として差し入れていただき、売付けに必要
な株券や、買付けに必要な資金を当社からお貸しして売買をおこなっていただく取引のことです。 
 
・お貸しした株券や資金は、一定の期限内に返却していただく必要があり、期限を越えて取引を
続けることはできません。 決済は返済時に差額で行います。 

●信用取引のしくみ 

「買
い
」の
場
合 
「売
り
」の
場
合 

カブドットコム証券 

資金 

お客様 
180日 

6ヶ月以内に、 
借りたお金 

＋ 
利子 

を返す（返済） カブドットコム証券 

資金 
＋ 

利子 

お客様 

カブドットコム証券 

株券 

お客様 

カブドットコム証券 

株券 
＋ 

貸株料 

お客様 

180日 

6ヶ月以内に 
借りた株券 

＋ 
株券の借り賃 
を返す（返済） 

●信用取引のイメージ 

※返済期限は制度信用の場合最長6ヶ月、一般信用（長期）の場合最長3年 
  一般信用（売短）の場合最長13日 
 

信用取引とは 

資金より多い取引が可能 
＝信用買い（新規買い） 

資金の返済 
（差額で決済） 

株券を借りて売る 
＝信用売り（新規売り） 

株券の返済 
（差額で決済） 
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 現物取引と信用取引の違い 

「現物取引」は、購入代金も売却する株式もすべて自分が保有していることが前提ですが、 

「信用取引」は、購入代金や売却する株式がなくても証券会社から資金や株式を借りて売買を 

行うことが可能です。つまり、証券会社が投資家に信用を供与して行う取引だから「信用取引」と 

いうわけです。 

現物取引 信用取引 

考え方 ・株式を現物で買う 

・持っている株式を売る 

・お金を借りて株を買う 

・株を借りて売る 

売買の手法 ・買って売る ・買って売る 

・売って買い戻す 

代金の精算 ・約定してから4営業日に代
金を受払い 

・反対売買で決済（支払金額と受
取金額の差額だけで受渡し） 

取引可能額 ・手持ちの資金の範囲内 ・担保として差し入れている金額
の約3倍 

主な費用 ・委託手数料 ・委託手数料 

・買方金利（買建ての場合） 

・貸株料（売建ての場合） 

・逆日歩（＝品貸料）（売建ての 

 場合） 

現物取引 信用取引 相場が上昇しない限り、収益獲得の 
チャンスが得られない 

売りからも買いからも入れるので利益獲得 
のチャンスが増える。 
下落相場でも利益を狙えるのが特徴 

買って 

売る 

利益 

値上がりした分が 
利益になる 

売って 
売る 

買い戻す 
値下がりした分が
利益になる 

利益 

利益 

ポイント 
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「つなぎ売り」で持ち株のリスクヘッジを行なう等、投資戦略の幅が広がります。 

「下がりそうだな」と思う株を売りから入って利益を狙うことができます。 

少ない資金で大きな額の売買を行うことができます。 

 信用取引のメリットとは？ 

信用取引はお客様の投資金額に対して大きな利益が期待できると同時に、価格の変動が予測と 

異なった場合には、損失も大きくなるハイリスクハイリターンな商品です。 

当社お取引ルール（http://kabu.com/service/rule14.asp）をよくお読みいただき、 

信用取引の仕組みを熟知し、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただく必要があります。 

リスクをきちんと管理して、信用取引に臨めば、現物取引では実現できなかった新しい投資手法も 

可能になります。（リスク管理はこちらをご覧ください。→http://kabu.com/riskmanagement/ ） 

●信用取引の3つの特徴 

特徴① 

特徴② 

特徴③ 

「今は手元資金が足りないから」といった理由で、投資タイミング逃した経験はありませんか？ 

信用取引では、お手持ちの現金・株式・投信を担保（委託保証金）に活用し、 

少ない資金で大きな額の売買を行うことができます。 

信用取引では、委託保証金の約3倍の取引が行えますので、 

資金を効率的に活用することができます。 

 委託保証金率30% 最低保証金は30万円 （現在2013年1月現在） 

信用取引を活用すると、「上がりそうだな」と思う株を買うだけでなく、 

「下がりそうだな」と思う株を売りから入って利益を狙うことができます。 

上げ相場だけでなく下げ相場でも利益を狙うチャンスになり、収益機会が増えます。 

持ち株の下落に備えて信用取引の「つなぎ売り」を活用したり、 

ある銘柄を買い、同時に別の銘柄売るポジションを作ったり、 

現物取引だけではできない多彩な取引が可能になり投資戦略の幅が広がります。 

http://kabu.com/service/rule14.asp
http://kabu.com/riskmanagement/
http://kabu.com/riskmanagement/
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 2 信用取引の手数料(1) 

前営業日の建玉残高または新規建約定代金に応じ、手数料を最大0円【無料】まで割引！ 

また、前1ヶ月の建玉残高または新規建約定代金合計に応じ、手数料を1ヶ月間0円【無料】 

業界最低水準の買方優遇金利を適用するふたつの大口取引向けプラン 

「信用プラチナプラン」、「信用ゴールドプラン」がございます。 

「大口の建玉残高を保有されるお客さま」や「頻繁に売買を行われるお客さま」ほどオトクです。 

信用取引の手数料体系 

＜手数料・金利を優遇するふたつのプラン＞ 

信用プラチナプラン信用ゴールドプランについて 

詳しくはこちらhttps://s10.kabu.co.jp/_mem_bin/item/margin/default.asp 

＜通常手数料＞ 

詳細は、信用取引手数料（http://kabu.com/item/shinyo.asp）にてご確認ください 

https://s10.kabu.co.jp/_mem_bin/item/margin/default.asp
http://kabu.com/item/shinyo.asp
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 2 信用取引の手数料(2) 

●どうすれば手数料が無料になるの？ 

•前日の新規建て約定代金が6,000万円以上で、信用取引手数料が無料となる例 

ケース① 

•前日の保有建玉が6,000万円以上で、翌日の信用取引手数料が無料となる例 

ケース② 

任天堂（7974） 

2,500株 （建玉残高2,687万円） 

ＮＴＴ（9432） 

6,000株（建玉残高2,268万円） 

キヤノン（7751） 

4,000株（建玉残高1,396万円） 

下記3銘柄によるポートフォリオを信用建玉で中期で保有している場合 

保有建玉残高が6,000万円以上となるため、 

左記建玉の新規建て日の翌営業日より、 

保有期間中は信用取引の手数料が 

何度でも無料に。 （2012年2月14日の終値で試算） 

保有建玉残高 

3月1日 A社株 新規買い 3,000万円 

B社株 新規買い 4,300万円 

→ 

→ B社株 返済売り 約4,400万円 

返済せず保有継続 

＋ 

3月2日 

＝ 

新規建て約定代金合計：7,300万円 

前営業日の新規建て約定代金の合計が 

6,000万円を超えたので、 

3月2日のすべての信用取引手数料は無料！ 

  信用プラチナプラン 

 信用ゴールドプランは手数料無料！ 

        適用条件の詳細はコチラ 
http://kabu.com/item/margin/Platinum_detail.asp 

http://kabu.com/item/margin/Platinum_detail.asp
http://kabu.com/item/margin/Platinum_detail.asp
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 3 受入保証金について 

●取引には受入保証金が必要 

信用取引は、証券会社が投資家に信用を供与する取引、言い換えれば、証券会社から資金や株
券を借りて行う取引ですので、一定水準以上の担保を差し入れなければなりません。当社では保
証金（担保）率を30％としています。最低保証金は30万円です。                      

●信用取引で100万円の株を買う場合は？ 

100万円×30％＝30万円 

保証金は30万円以上必要 

●信用取引の保証金にできるもの 

1.現金→100％で評価 

2.現物株式→前営業日の最終価格（気配）の原則80％で評価 

（※銘柄ごとに個別の代用掛目が設定される可能性があります。）  

3.投資信託（一般型のみ）→前営業日の基準価格の80％で評価 

 （累投型投資信託は保証金代用とすることが出来ない点にご留意ください。） 

 

※担保（代用証券）を売却した場合、現金の評価となるのは受渡日からです。 

それまでは、前営業日の終値、基準価格の80％で評価します。 

 

上記掛目は、取引所等における代用掛目の変更や、個別銘柄の規制に基づく変更あるいは上場廃止等に伴う 
代用不適格などの措置が行われた場合、また当社独自の判断等により変更されることがありますので、 
あらかじめご了承ください。 上記仕組みは当社ルールです。諸経費は考慮していません。 

ご注意 

（2013年1月現在） 
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 4 信用取引口座の開設方法 

信用取引 の審査は、WEB画面にてお客さまご自身でお申込ください。 

WEB審査ですので、原則24時間365日お客さまのご都合のよいお時間にお申込 

が可能です。 最短で、即日、 信用取引 口座開設と 信用取引の お取引開始が可能です。  

お申込み手続きはマイページ右側の【 信用取引 】ボタンから！  

信用取引口座開設は簡単！ 

ポイント 

※信用取引口座開設には、自動通知サービスの登録が必須になります。 

未設定の場合、マイページ→「設定・申込」→「自動通知サービス」からあらかじめ 

ご登録をお願いします。 

信用取引の契約締結前交付書面、信用取引口座設定約諾書、
信用取引申込書兼信用取引に関する覚書兼個人情報利用目的
同意書兼特定口座異動届出書、信用取引取扱規定、信用取引 

ルール等を必ずお読みください。 

 

 

＊審査の結果、信用取引のお申込みやご開設をしていただけない場合があります。 



Copyright© 2001-2013 kabu.com Securities Co., Ltd. All right reserved. 

http://kabu.com 10 

●代用証券への振替はどこからするの？ 

●保護預かりから代用証券への振替は、ログイン後メニュー「入出金・入出庫」→「振替依頼」→ 

「現物株式振替」から！ 

 5 お取引 

ポイント① 
 

●振替指示取扱時間  
0：00～24：00（土日・祝日は翌営業日付で反映します。） 
時間外では予約として受付します（取消も可） 
 
●代保証金換算率（代用掛目） 
株券：前営業日の最終価格（気配）の80% 
投資信託：前営業日の基準価額の80% 
 
●ご注意 
売却注文中、受渡日前の株式は振替出来かねます。 
累投型投資信託は保証金代用とすることができない点に 
ご留意ください。 

 

ポイント② 

 

 

 

 

お預り金振替は・・・ 
●信用取引口座が開設となった当日→ 
WEB上で保証金へ振替が必要です。 
「入出金・入出庫」→「振替依頼」→ 
「お預り金振替」画面にてお手続ください。 

●信用取引口座の開設当日以降→ 

お預り金は「保証金一元管理」をとって 

おりますので、お預り金はすべて自動的に 

保証金へ振替させていただきます。 

●投資信託（一般型）の 

  お振替はこちらから 

●「振替」をクリックする。 

国内株式振替・照会画面へ 
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 国内株式振替・照会画面 

代用有価証券のご注意 

 

 

 

●当社取扱の株式銘柄でも、証券取引所等の規制または当社独自の判断により代用有価証券と
して取り扱いできないことがあります。  

 

●投資信託については、一般型のみ代用有価証券として差入れ可能です。累投型、MMF、中期
国債ファンドは代用有価証券にできません。 

 

●代用有価証券は、母店証券会社等に対し当社の判断により必要に応じて再担保として提供する
ことがあります。 

●「保証金代用」へ 

   チェックを入れる。 

●振替えたい株数を 

    入力する。 

●「確認画面へ」を 

   クリックし、次画面へ。 

●パスワード入力し 

「振替する」をクリックし 

代用への振替え完了 
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 建玉可能額・保証金維持率の確認方法 

●建玉可能額はログイン後メニュー「資産管理」→「買付出金可能額」→「建玉可能額・買付可能額」 

 からご確認いただけます。 

ポイント 

                                           

●保証金維持率とは 
お客様が証券会社に差入れた信用取引の委託保証金の額は、その後の相場の変動による計算
上の損失額等を差し引いて計算するため減少する場合があります。 
この委託保証金の額は建玉代金に対して一定の割合（委託保証金率30％：最低保証金維持率
25％）を維持しなくてはなりません。 

保証金維持率を下回ると新規建玉が出来なくなり、最低保証金維持率を下回ると追証が発生し、 
追加保証金の差し入れなどが必要になります。 

●建玉可能額です。 

●この維持率は、代用証券評価額・建玉
評価額はともに前日の終値での計算となり
ます。 
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 保証金シミュレーターでのリアルタイム維持率確認方法 

 

 

   「保証金シミュレーター」は、現金の入出金や新規建て・返済による建玉可能金額や出金可能金
額などの変化を視覚的にわかりやすくシミュレーションできるツールです。どれだけ新規建てした
らどれだけ保証金が必要になるかをいろいろ試算したい、100万円入金したら建玉可能額がいく
らになるか試算したい、などの信用取引がもっとわかりやすくなる便利な機能です。 

   もちろん、リアルタイム維持率のシミュレーションも可能。 

   現在の建玉状況や保証金状況等が自動的に取り込まれて計算されますので、建玉等を他の
ページで確認する必要もなく、簡単に各種のシミュレーションが行えます。 

    信用取引には欠かせないリスク管理にお役立てください。 

ご注意 

お客様が当機能をご利用頂く場合には、下記制限により、 

シミュレーション結果と実際のお取引の結果とが異なる場合があることを、ご理解の上ご利用ください。 

詳細な操作方法は「保証金シミュレーター活用ガイド」にてご確認ください。 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/hoshoukinsimulator_guide.pdf 

アクセス方法は「ピックアップ 

サービス」→「投資分析ツール」から 

現在値での維持率を確認するには、 

「計算（リアル維持率」をクリック 

http://kabu.com/pdf/Eikpdf/service/hoshoukinsimulator_guide.pdf
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●買い建て・売り建て（空売り）はともに「お取引」→「信用取引」→「新規建玉」から 

 

 新規注文の発注方法 

信用新規建玉画面へ（次のページでご説明いたします。） 

ポイント（取扱銘柄） 

 
●一般信用取引（長期・返済期限3年） 
・買建 
当社が指定する銘柄 
・売建 
当社が指定する銘柄（約1400銘柄： 2013年1月8日現在） 
 

●一般信用取引（売短・返済期限最長13日） 

・売建 

当社が指定する銘柄（約800銘柄： 2013年1月8日現在） 

 
●制度信用銘柄 
・買建 
取引所が指定する制度信用銘柄 
・売建 
取引所が指定する制度信用銘柄 

①銘柄コード（銘柄名）を入力して「検索」をクリック 

※銘柄名の一部の入力でも検索できます。 
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 新規建玉画面 

②市場を確認。市場を変更する場合は 

プルダウンメニューで選択 
③取引区分を選択 

④買い新規、もしくは売り新規を選択 

⑤株数を入力。 

「▲」「▼」のクリックによる入力も可能 

⑥執行条件を１つのみ選択。 

※逆指値他自動売買は、タブをクリック 

すると詳細入力画面が表示されます。 

⑧注文期限を指定 

※最長3週間先まで選択可能 

⑦Ｕターン注文、リレー注文にす
る場合は、チェック 

⑨「確認画面へ」をクリック 
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 建玉残高状況の確認方法 

 
評価損益・金利・逆日歩・貸株料などの確認方法 

●評価損益：現在の時価との評価損益とります。 
●金利 ◎買方金利  

＜信用プラチナプラン＞ 制度信用金利2.06% 一般信用（長期）金利2.68% 

＜信用ゴールドプラン＞ 制度信用金利2.68% 一般信用（長期）金利3.30% 

＜通常金利＞ 制度信用金利2.98% 一般信用（長期）金利3.60%  

     ◎売方金利 0.00% 

●逆日歩   
証券金融会社の貸株残高（売建）が融資残高（買建）を上回った場合、売り方が買方に対して
株の品貸料を支払うことがあります。この品貸料を一般に「逆日歩」といいます。 
●貸株料：制度信用：1.15% 一般信用（長期）：1.5% 一般信用（売短）：3.9%   

●建玉残高状況は「資産管理」→「残高照会」 

  →「信用建玉」よりご確認いただけます。 

 
（2013年1月現在） 

ポイント 

複数回にわかれて新規建てした
残高は、このボタンをクリックす
ると明細が表示されます。 

残高照会より、返済・品受・品渡画面に 

すすむこともできます。 

金利･逆日歩・貸株料・手数料のご確認は 

【詳細】をクリック 



Copyright© 2001-2013 kabu.com Securities Co., Ltd. All right reserved. 

http://kabu.com 17 

●売り返済・買い返済（買い戻し）はともに「お取引」→「信用取引」→「返済注文」から 

信用返済注文画面へ 

同一銘柄で返済期日が異なる銘柄を一括で返済した
い場合は、一括返済の画面に切り替えてから入力しま
す。 

①「返済ボタン」をクリック。 

建玉明細の指定は次画面で行ないます。 

 返済注文の発注方法 
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 信用返済注文画面 

②建玉が複数明細あり、明細を指定するには 

ここにチェックを入れます。 

チェックを入れると建玉明細が表示されます。 

③返済数量を入力し、
チェックを入れます。 

注文内容確認画面で内容確認後、返済注文発注いただけます。 

④執行条件を選択。 

※逆指値他自動売買は、
タブをクリックすると詳
細入力画面が表示され
ます。 

⑤「確認画面へ」を 

  クリック 
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 品受・品渡の入力方法 

●品受 

信用取引の決済方法で、買建ての株式を決済すときに、買付けした金額を渡して、現物株式を
受け取ること。 

 
●品渡 

信用取引の決済方法で、売建ての株式を決済するときに、保有している現物株式を渡して、 

代金を受け取ること。 

●信用取引のもうひとつの決済方法として、返済のほかに「品受」と「品渡」があります。 

●「お取引」→「信用取引」→「品受・品渡」から画面に進みます。 

または・・ 

●「資産管理」→「残高照会」→「信用建玉」からも画面に進めます。 

ポイント 

「品受」手続き画面へ→P２0 
「品渡」手続き画面へ→P２1 

新規買建てした銘柄の
「品受」ボタンをクリック 

新規売建てした銘柄の
「品渡」ボタンをクリック 
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品受後の新規建てや評価損の拡大等によって、 

拘束される保証金が増大すると「保証金引出可能額」が減少し、 

品受けの決済不能となる場合がございます。不足金した場合は、 

必要入金額をご入金いただきますと解消します。 

 「品受」手続き画面 

「確認画面へ」をクリック
します。次の画面で「支
払金額概算」もご覧いた
だけます。 

品受する株数を入力し 

返済にチェック 

カブドットコム証券 

現物 

株式 

建玉代金 

＋諸貹用 

ポイント 

借りていた資金を返済し、 

現物株式を引き取る。 

●品受のイメージ 

お客様 

「品受可能額」の範囲内
で品受ができます。現金
が丌足している場合は、 

ご入金いただく必要があ
ります。 
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  「品渡」手続き画面 

建玉を選択し、 
数量を入力します。 

品渡する現物株式を選択し、 
数量を入力します。 

カブドットコム証券 

お客様 
現金 

現物 

株式 

売り建玉と同じ数量の 

現物株式を引渡す  

●品渡のイメージ 
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 6 追証や必要入金額が発生するケース① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加保証金（追証）とは、最低保証金維持率を下回った場合に、委託保証金率（ 30%）まで回復するよう差し
入れていただく委託保証金のことです。当社信用取引では最低保証金維持率は 25%とします。最低保証金
維持率を下回った日の翌々営業日後の正午までに、保証金維持率が 30 %以上に回復するまで委託保証金
を差し入れるか、建玉を返済し（※）追証を解消していただく必要がございます。（※返済した建玉金額の20%

（小数点以下切り捨て）に相当する額の追証が解消します。全建玉を返済しても追証が解消しない場合があり
ます。 

下記に追証が発生する主なケースを具体例でご説明いたします。 

実際のお取引においては手数料・金利などの諸経費も計算の際、考慮する必要がある点、ご留意ください。 

追証について 

建玉残高1,000万円 

① 保有建玉の評価損が増加し追証が発生するケース 

   具体例：受入保証金（現金）500万円を担保に1,000万円の建玉保有 

必要保証金 
300万円 
(1000万×30％） 

信用取引口座 

受入保証金(現金） 
500万円 

保証金維持率は50% 

建玉残高1,000万円 

必要保証金 
300万円 
(1000万×30％） 

信用取引口座 

受入保証金(現金） 
500万円 

保証金維持率は 

（500万円-280万円）÷1000万円 

＝22％ 

となり最低保証金維持率の25％を 

下回る。 

保有建玉に280万円の 
評価損が発生すると… 

評価損280万円 

追証（追加保証金） 
約80万円の入金か 
約400万円（80万円×5）の 
建玉返済が必要に 
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 追証や必要入金額が発生するケース② 

建玉残高1,000万円 

必要保証金 
300万円 
(1000万×30％） 

信用取引口座 

保証金代用 
評価額400万円 

保証金維持率は40% 

建玉残高1,000万円 

必要保証金 
300万円 
(1000万×30％） 

信用取引口座 

保証金維持率は 

代用評価額240万円÷1000万円 

＝24％ 

となり最低保証金維持率の25％を 

下回る。 

現物株式が500万円→300
万円に値下がりし代用評価
額が240万円に減少  

追加保証金 
約60万円の入金か、 
約300万円（60万円×5）の 
建玉返済が必要に 

② 保証金代用としている現物株式が値下がりし追証が発生するケース  

 

具体例：受入保証金は現物株式500万円（×代用掛目80％で400万円の評価）で 

     1000万円の新規買建玉をしている。  

保証金代
用評価額
240万円 

お客さまの保証金維持率が 25 %を下回ったまま、翌々営業日までに保証金維持率が 30%以上になるように 

ご入金されず、その後5営業日が経過した場合、またはお客さまの保証金維持率が20%を下回った場合には、 

原則として当社は、お客さまへ通知することなくお客さまの口座における全未決済建玉を当社の任意で 

お客さまの計算により反対売買させていただきます。 その結果、損金が発生した場合には、 

お客さまに当該受渡日までにご入金していただくこととなる場合があります。当該ご入金が滞った場合、 

当社の任意で、お客さまの計算によりお預かりの代用有価証券を処分し、 

当該決済の損金等に充当させていただきます。  

ご注意 
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 追証や必要入金額が発生するケース③ 

③ 保証金現金不足で決済損の受渡日に入金が必要となるケース  

具体例：受入保証金は現物株式500万円（×代用掛目80％で400万円の評価）で 

1000万円の新規買建玉をしている。  

建玉残高1,000万円 

必要保証金 
300万円 
(1000万×30％） 

信用取引口座 

保証金代用評価額 
 400万円 

 受入保証金（代用）400万円÷建玉総額 

1,000万＝保証金維持率40％ 

一部の建玉に評価損50万が発生したので
当該建玉を返済し50万円の決済損を確定
した場合、 
[受入保証金（代用）400万円-決済損50
万円]÷建玉総額 1,000万＝保証金維
持率35％>25%なので追証ではないが・・・ 

ポイント 
 

 

 

受入保証金が現物株式だけなので信用取引口座内で決済不可。 

追証が発生していなくても受渡日までには５０万円の入金が必要 

 

必要入金額は受渡日にて確定いたします。 

マイページ→「資産管理」→「買付出金可能額」→「建玉可能額・買付可能額」画面の「必要
入金額」欄にてご確認の上、受渡日15:00までに当社に着金するよう、入金していただく 

必要があります。 
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 追証・必要入金額の確認方法 

●追証が発生した場合 
追証発生後、株価の変動により維持率が30％を上回っても追証の解消にはなりません。 
差入期限（発生日の翌々営業日の正午）までに、以下の方法で解消が必要です。 
【1】追証金額以上を入金する。 
【2】追証金額以上の保護預かり証券を代用証券へ振替える。 
代用の掛け目は株券：前営業日の最終価格（気配）の原則80%、投資信託（一般型のみ）：前営業日
の基準価額の80%となります。 
【3】建玉を返済する。（返済した建玉金額の20%（小数点以下切り捨て）に相当する額の追証が解
消します。全建玉を返済しても追証が解消しない場合があります。） 

●ご注意  
日々の保証金維持率の推移をご確認いただくことが大事です。保証金余力（総額および現金）がマ
イナスになると、保証金を利用した決済が行えず、必要入金額が発生します。 

ポイント 

追証金額は「資産管理」→
「買付出金可能額」→「建玉

可能額・買付可能額」画面に
表示します。 
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 7 信用規制銘柄について 

増担保規制とは 

信用取引を行う場合、当社は原則として30％の担保を差し入れることになっていますが、 
相場が過熱すると、証券取引所が担保の比率（委託保証金率）を引き上げることがあります。 
これを増担保規制と言います。  
●当社内でのルールにより増担保規制をかけている銘柄もあります。 

●「投資情報」→「銘柄検索→「取引制限銘柄」→ 
 プルダウンメニュー内【増担保規制】の画面で確認 
●一般信用(長期・売短）の新興市場銘柄においては規制40％（うち現金10％）) 
  ※ 2012年8月現在、当社ルール 
●増担保規制銘柄を建玉した場合、保証金現金から拘束するため 
 必要入金額における、保証金差引残高には反映しません。 

 

ポイント 
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「ロスカット（損切り）」が重要です 
 
「ロスカット（損切り）」とは、狙いがはずれたとき損失を拡大させないため
に行う反対売買のことです。 
現実的にすべての予想を的中させることは至難のワザですから、レバ
レッジを効かせたり、空売りしたり、期日もある信用取引では、なおさら
失敗したときにいかに損失を拡大させないかが非常に重要です。 
「逆指値注文」や「トレーリングストップ」をはじめとする自動売買を活用し
てリスク管理を徹底しましょう！ 

保有期間 金額 

                                  

     

評価益 長い 大きい 

評価損 短い 小さい 

●成績の良い投資家のイメージ 
思惑がはずれても損の拡大を食い止め、 

思惑通りの利食いは引っ張る。 

  保有期間 金額 

                                  

     

評価益 短い 小さい 

評価損 長い 大きい 

●成績の悪い投資家のイメージ 
思惑がはずれ評価損の拡大を放置、 

思惑通りの利食いは早い。 

 8 賢く信用取引を行うコツ 

例えば、持ち株が値下がりしている時や、買ってすぐに 
「現在1,030円の銘柄が990円まで値下がりしたら売り」という 
逆指値注文で、損失拡大を防ぐ（＝ストップロス）売り注文が出せます。 
いわゆる“塩漬け”を回避して、効率的な運用が可能です。 

下降トレンド 

時価1,030円 

設定値990円 

執行条件の入力例 
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■つなぎ売りとは？ 

●現物株の中長期保有を考えているが、目先下げ局面が予想される時、値下がりによる評価損
を回避するには保有株を持ったまま、同じ銘柄を信用売りする「つなぎ売り」が有効です。          

●値下がりした時点で買い戻すと、その差金の利益で値下がりによる評価損が補えます。 

●値下がりが酷くて現物株保有を中止しようと思ったら、「品渡し」を選択することもできます。 

●特定の銘柄を長く持つ場合などでも、「高くなったらつなぎ売り、下がったら買い戻し」という小ま
めなケアを繰り返すこともできます。 

 賢く信用取引を行うコツ 

こんな使い方もできる「つなぎ売り」 

 

●株式移管の際のつなぎ売り 
他証券から株券を移管している間に、株価が値上がりしてしまったような場合にも、「つなぎ売り」 
を利用すれば、株券移管中の値下がりのリスクは回避することが可能です。  

 
●株主優待権利確定のつなぎ売り 
そろそろ売り時だと思っている株が、決算期をむかえ株主優待がもらえるといった場合にも、「つなぎ 
売り」が利用できます。権利確定前に信用取引でとりあえず売却しておいて、権利落ち日に現物株を 
品渡しすれば、株価の下落リスクを回避しつつ、株主優待も手に入るというわけです。 
つなぎ売りを行う場合、逆日歩には警戒が必要です。 
 

 

                               

                                      

        

ただ保有しているだけでは「赤線」の儲けだけ。 

長い保有期間の間にはそれこそ振幅も大きく、 

辛抱が肝要なのですが、「高値を売って、安値を買い戻す」で 

その振幅を利用することで「青線」2本の+αにトライする手法。  
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 9 信用取引に活用いただける便利なサービス ①kabuステーション 

信用取引に威力を発揮！ 

豊富な情報量や高速発注が可能なkabuステーションは 

ハイリスクハイリターンで、信用取引において特に威力を発揮します。 

 

 はじめてkabuステーションをお申込いただくと、翌々月第一営業日まで【無料】でご利用いただけます。 

1ヶ月以上無料でご利用いただけますので、kabuステーションの豊富な機能をご堪能いただけます。  

業界最多：2,000銘柄の 
銘柄登録リスト 

リアルタイムに変化する 
豊富なチャート 

板画面から直接発注できる 
板発注機能。 
自動売買ももちろん可能！ 
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 ②自動通知サービス/カブコール 

約定通知 約定完了の通知 

期日通知 期日到来日を通知 

建玉状況通知 保証金維持率を通知 

自動通知サービス 

取引状況をタイムリーにお知らせする自動通知サービスが充実しているのも 

当社の信用取引の特徴です。 

「○月○日が期日です」という｢期日到来予告｣や、 

「保証金維持率が○%を下回りました」などの｢建玉状況通知｣を、 

ご指定のメールアドレスに送信します。 

カブコール 

気になる銘柄の株価動向を即座にお知らせする「カブコール（自動通知）」。  

「○○社の株価が×××円になったら知らせて欲しい」、 

投資家なら誰もが持つこんな要望を、カブドットコム証券は 

より高いレベルでご提供いたします。  

●信用取引でご利用いただける自動通知サービス 

例：カブドットコム証券（8703）が400円になったら通知する設定 

始値や前日終値を基準に 
細かい設定をすることが可能 



Copyright© 2001-2013 kabu.com Securities Co., Ltd. All right reserved. 

http://kabu.com 31 

 ③丌足保証金自動振替サービス  

丌足保証金自動振替サービス  

保証金維持率が、お客さまがあらかじめ指定した維持率を下回った場合、 

別途指定した維持率に回復するのに必要な金額を算出し、 

「リアルタイム口座振替」によって入金を行います。 

 リアルタイム口座振替とはリアルタイムにお客さまの口座に資金を入金する 

サービスのことです。これによって、不意の追加保証金(追証)や立替金の発生を未然に防止します。  

余力の低下などにより、 
決済損の受渡日当日に必要入金額 
が発生した場合でも安心 

維持率が設定値を下回った時点で、 
希望の維持率に回復するよう、 
自動的に資金を振り返ることが可能 


