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信用取引１０の質問
～お客さまサポートセンターが10の質問にお答えします。
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ご注意・ご案内ご注意・ご案内

以下はご投資に関わる重要事項です。ご確認下さい。

●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 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。

●信用取引における委託保証金率は30％であり、差し入れた保証金の 大約3.3倍
のお取引が可能です。詳細は、信用取引ルールのご案内ページ
（ http://kabu.com/service/rule14.asp ）をご確認ください。

●掲載情報は2013年1月10日現在のものです。
詳細および 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
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◆ご意見・苦情について（当社以外の窓口）

→ 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

電話：0120－64－5005
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Q1.信用取引って、こわくないの？

Ａ：信用取引のしくみをきちんと理解すればこわくあり

ません。

・信用取引ってなんだかこわい、大損するんじゃないか、と思っている方は

以下をご覧ください。

信用取引メリット1信用取引メリット1
差し入れた委託保証金の約3倍の取引をすることができるので、レバレッジ効果で効率よく

取引できます。利益も約3倍ですが、損失も約3倍になるのでリスク管理が大事です。

信用取引メリット2
「つなぎ売り」ができることです。株を買ってから売ること以外に、借りた株を売ってから

買い戻すことができます。そのため株価の下落でも利益を狙うことができます。

信用取引メリット3信用取引メリット3
証券口座に有価証券をお持ちの場合、その株式や投資信託を信用取引の担保にすることが

できます。新しい資金を入金しなくても信用取引をすることができるので、保有資産も有効に

活用できます。

・でも知らないうちに損が大きくなったらどうしよう・・・

・損を小さく儲けを大きくしたいけどリスク管理ってどうするの・・・

・株式を担保にしたときの注意点は・・・

：

そんな心配を減らす方法が次のページにあります。

信用取引メリット3信用取引メリット4
現物取引は、同一資金を用いて同日に同一銘柄を何度も買い付けることはできませんが、

信用取引では、同一資金（保証金）を使って、同日に銘柄にかかわらず何度でも繰り返し

売買が可能です。



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

http://kabu.com 5

損切り（ストップロス）は【逆指値】または【Ｗ指値】で設定することができます。

1000円で

買いたい
買えたらＵターン注文で

1300円売りで利益確定！

信用取引は損失を大きくしないための損切り（ストップロス）が大事です

【逆指値】
現在値より安い株価で、売却注文を設定

することができます。 例えば「現在値が1000円の

株が800円まで下がってきたら売る」ことができる

ので、損失の拡大が防げます。

【Ｗ指値】
注文の際に、現在値の上下で「指値」と「逆指値」が

設定できます。たとえば利益確定の指値注文と

同時に、ストップロスの逆指値注文が合わせて

設定できます。

●さらに「Ｕターン注文」を使えば一度で【新規注文→返済注文】まで設定ができます●

「二階建て取引」をするとリスクが高くなる可能性があります

「二階建て」とは、信用取引の担保としている現物株式と、保有している信用買い建玉が同一銘柄である

状態のことを指します。当該銘柄が値下がりした場合、担保の現物株式の価値が下がり建玉の評価損も

増えるため、信用保証金の維持率が急激に悪化します。

なお、信用売り建玉が現物株式と同銘柄であっても「二階建て」とは呼びません。

800円まで下がったら損切

り（ストップロス）

ポイント！

注意！

Uターン注文は

「注文画面」のここをクリック
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A：取引手数料のほかに、金利、貸株料、逆日歩、名義書換料、
事務管理費などがかかります。

制度信用 一般信用

（長期・売短）
取引手数料 「前営業日の建玉残高」または「前営業日の新規建て約定代金」に応じ、手数料を

大0円【無料】まで割引します。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 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。

新の手数料は下記当社ホームページにてご確認ください。

http://kabu.com/cost/shinyo_cost.asp （信用取引手数料）

金利 ◎買方金利 2.98%
＜信用プラチナプラン＞ 2.06%
＜信用ゴールドプラン＞ 2.68%
◎売方金利 0.00%

◎買方金利：3.60％
＜信用プラチナプラン＞ 2.68%
＜信用ゴールドプラン＞ 3.30%
◎売方金利 0.00%

※受渡日ベースでの両端入れ（建て日、返済日を含む）で計算

貸株料 1.15％ ※売建玉のみ 1.5％ （長期）

3.9％ （売短）※売建玉のみ

逆日歩 買建—証券金融会社が発表する金額を受取り

売建---証券金融会社が発表する金額を支払い

なし

名義書換料 1取引単位あたり52.5円（1円未満は切り捨て） ※買建玉のみ

事務管理費 建玉の約定日から1ヶ月を経過するごとに1株あたり10.5銭（1株単位の銘柄は105円）。
105円に満たない場合は105円、上限1，050円

＜●ケーススタディ＞
例えば、2月決算銘柄（100株単位）を制度信用で1月5日に単価100円で

1，000株、100万円買建てをし、2月27日に110円で全株式を売返済したとします。

★金利は、受渡日ベースで1月8日～3月4日まで56日かかるので、
1，000，000円 X 2.98％ X 56日 ÷ 365 ＝ 4，572円 （小数点以下切り捨て）

★決算日をまたいでいるので、名義書換料 52.5円 X 10単位 ＝ 525円
★建日から返済まで1ヶ月を経過したので、事務管理費 10.5銭 Ｘ 1000株 ＝ 105円

※金利や諸経費などは、2012年9月現在の料率です

1月

2～3月

Q2.信用取引ではどのような費用がかかるの？

.

.

.
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Q3. 逆日歩って何ですか？

逆日歩とは：証券金融会社の貸株残高（売建）が融資残高（買建）を上回り、株不
足になった場合に、売り方が買い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。空売りした銘柄に逆日歩がつけば、
決済時に逆日歩を支払います。買い建てた銘柄に逆日歩がついた場合は、決済
時に受取ります。

【ご注意】

・逆日歩の対象銘柄および逆日歩の金額は、証券金融会社が発表しています。
・逆日歩は、「投資情報」→「マーケット情報」→「国内マーケット」→「証券・信用」
→「逆日歩」でご確認いただけます。
・逆日歩は受渡日を基準に計算されます。建玉日の受渡日より、返済日の受渡
日の前日分までについたものを計算いたします。

※ 満額とは・・逆日歩で金額の所に「満額」と表示されていることがあります。

証券金融会社は株不足になった場合、翌日の午前10時まで貸株返済と融資の

追加申込みを受けます。この追加申込によって融資残と貸株残が一致し株不足
が解消すると、逆日歩は発生しません。これを「満額」といいます。

逆日歩は、「投資情報」→「国内マーケット」→
「証金・信用」→「逆日歩」で、逆日歩銘
柄の一覧をご覧いただけます。次の
ページでご案内いたしますが、「個別
銘柄情報」画面の「日証金貸借取引残
高」でもご確認いただけます。

※マイページの「信用建玉の残高照会」画面で各建玉
の《詳細》を確認すると、逆日歩という項目がありま
す。当社では貸株料も逆日歩の項目に併せて記載
しています。

A:逆日歩とは空売りした時に支払う諸経費の一種です。

詳細は下記をご覧ください。
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Q4. 信用取引の情報はどこで

確認できますか？

Ａ：ログイン後、画面の上部にあります銘柄検索欄に銘柄名、
もしくは銘柄コードを入力後、検索ボタンをクリックします。検
索後の画面の右下で確認できます。

ここで銘柄を検索

買残・・・ 買建を行い、まだ決済していない建玉残高のこと。買残

が増えると将来的に売り返済が入ることが予想されるため、上昇
時の圧迫原因となることもあります。増加の初期の段階では人気
のバロメーターとして評価されることもあります。

倍率・・・制度信用取引において貸借状況を示す指標です。「買残
÷売残」で計算されます。倍率が1より大きいということは、買残

が売残より多いということになります。

売残・・・売建を行い、まだ決済していない建玉残高のこと
売残が増えると将来的に買戻しが入ることが予想されるため、株
価上昇原因となりやすいと考えられます。

日本証券金融会社が日々公表している
融資残高（買残）や貸株残高（売残）の
状況です。
日証金残高には証券会社が直接行なう
一般信用取引残高は含まれません。
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Q5. 制度信用と一般信用はどう違うの？

●制度信用・・・証券取引所のルールによって返済の期限や品貸料の金額

が決められている信用取引のことです。返済までの期間は 長6カ月間
です。返済期日を延ばすことはできないので、返済期日までに反対売買
か品受、品渡が必要です。制度信用で買いのみができる銘柄を融資銘
柄、売りもできる銘柄を貸借銘柄といいます。

●一般信用（長期・売短）・・・返済期日や逆日歩の金額等を、証券会社が決

めることができる取引です。一般信用（長期）は返済期日が 長3年。

一般信用（売短）は返済期日が 長13日。逆日歩はつきません。

※1.上場廃止、株式併合、株式分割、権利処理等により、返済期限(期日)が前倒になる場合がありますが、

制度信用と一般信用では返済期日の前倒しの扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。

※2.信用取引金利等の諸経費は、金利情勢等により変更される事があります。

※3.一般信用（売短）は、返済期限が 長13日間と一般信用（長期）と比較すると非常に

短い契約となりますので投資目的に合わせご選択いただきますようお願いいたします。

A:返済期日、金利、逆日歩の有無等の違いがあります。

逆日歩なし
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Q6.信用取引では配当や株主優待は

どうなるの？

信用取引で買付した株式は、名義の書換えを行なうことはできま
せん。そのため、企業から配当金や優待は付与されません。

しかしながら、買方は、建玉が権利確定日をまたぐと証券口座で
配当金相当額（配当落調整金）を受け取ることができます。一方、
売方は、同額を支払わなくてはなりません。また、信用の配当落
調整金は譲渡益課税の対象ですので、買方の受取額に対して課
税されます。

■「入出金・入出庫」→「入出金確認」画面
配当金が支払われると、
「入出金・入出庫」→「入出
金確認」画面に表示されま
す。
銘柄などの詳細は、マイ
ページ→「資産管理」」→
「電子交付」画面で確認
できます。

売方は、保証金から差し引かれますが、支払日
までに2～3ヶ月のタイムラグ（権利付 終日～株
主総会日から起算して4営業日目）があるので、

支払日における保証金残高に注意が必要です。

ポイント！

［未確認あり］をクリック！

■「資産管理」→「電子交付」画面

■詳細画面

A：買方は配当調整額を受取り、売方は支払います。
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Q7.反対売買の他に建玉を
決済する方法は？

Ａ：反対売買（返済）のほかに品受と品渡があります。

●品受（現引き）
信用取引の決済方法で、買建の
株式を決済するときに、買付けした
金額+諸経費を支払って、現物株式を
引き取ること。

●品渡（現渡し）
信用取引の決済方法で、売建の株式
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。
※受け取れる代金は、売建玉単価×
株数－諸経費（手数料・金利等）

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
受が決済不能となる場合がございます。不足した場合は、
必要入金額をご入金いただきますと解消します。

ご注意

品受・品渡は
こちらから
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Q8. 建玉の確認はどの画面でするの？

A:ログイン後「資産管理」→「残高照会」→「信用取引」

画面で建玉の状態が確認できます。

クリックすると諸経費等の詳細が見られます

ちなみに・・・建玉可能額や引出し可能額は、はログイン後「資産管理」→
「買付出金可能額」→「買付可能額・建玉可能額」画面で見られます。
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A:評価損がある一定レベルに達したときに、さらなる損

失の拡大を未然に防ぐためにアラート通知が行われま
す。このことを追証といい追加保証金の差入が必要に
なります。（当社では保証金維持率が25％を下回ると追証です。）

お客さまページにログイン後、「資産管理」→「買付出金可能額」→
「建玉可能額・買付可能額」ページ

追証金額と入金期限（表示日の正午まで）

Q9.追証って何ですか？

維持率って何？

追証になるとどうなるの？

建玉総額に対する受入保証
金の割合です。

いつまでに解消が必要なの？

保証金維持率の計算式は？

株価が上がって30％回復したら？

発生日の翌々営業日の正午までです。

保証金維持率が30％以上になるよう追加で

保証金を差し入れるか、建玉を返済（※）

する必要があります。 保証金維持率＝【受入保証金－（建玉評価損＋諸経費

等＋保証金引出予約＋決済損）】÷建玉総額

株価の変動により30％を回復しても

追証の解消にはなりません。

※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。
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Q10. リアル維持率って

どうやって見るの？

(1) 「計算（リアル維持率）」ボタンをク

リックすると、現在値を元に保証金維
持率を再計算します。

(2) 評価基準（前営業日終値）を基準

に表示されていた「信用取引・建玉可
能額」「現物株式・買付可能額」「出金・
振替可能額」等が、現在値による評価
で再計算されます。

(3) 現在値を基準にした保証金維持

率が表示されます。

※ 実際の信用取引における必要保証金、
受入保証金（代用評価）は前営業日終値を
評価基準として計算されています。現在値
による保証金の計算は、翌日の保証金計
算を予測するためのものです。

リアル維持率って何のこと？ リアル維持率ってどんな役に立つの？

「保証金シミュレーター」において現在
の時価と取引状況を用い、建玉や保
証金などをシミュレーションする機能で
す。現在の相場や建玉状況で保証金
維持率がどのような水準にあるか把
握できますので、「今の水準で相場が
終わると、明日の保証金維持率はど
の程度になるか」の予測が建てやすく
なります。

刻々と変化する取引時間中の時価情報を反
映したシミュレーションが可能となり、リスク
管理に役立ちます。たとえば引け前に現在の
状況が分かるので、追証になりそうなときに
あらかじめ入金し追証になるのを避けること
もできます。

A:ログイン後、ピックアップサービス内の「投資分析ツール」

→「保証金シミュレーター」で確認できます。
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