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第3部 
くりっく株365の概要と特徴 

【詳細編】 

東京金融取引所 

本セミナー資料は、株式会社東京金融取引所（金融取）の主催するセミナーでの使用を目的としてお
り、金融取の許可なく転載、複製、改編、再配布、全部または一部の引用等をすることはできません。
また、金融取は本セミナー資料に記載しているデータの正確性に関し、なんら保証するものではなく、
当該データに関連するいかなる損害についても賠償する責任を負いません。 
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１．くりっく株365の価格提供の仕組み 

・くりっく株365では完全マーケットメイク方式で価格を提供 
   投資家の注文は全てマーケットメイカーを相手方として付け合わされる 
・複数のマーケットメイカーにより提示される価格の中から、最も安い売り価 
 格（売呼び値）と最も高い買い価格（買呼び値）を抽出し、リアルタイムで 
 提供 
   その時点で最も有利な価格で取引ができる 
   売り価格と買い価格の差（スプレッド）がより小さくなる 

マーケットメイカー 買呼び値 売呼び値 スプレッド 

A社 10,802 10,810 8円 

B社 10,800 10,805 5円 

「くりっく株365」提示レート 

買呼び値 売呼び値 スプレッド 

10,802 10,805 3円 

スプレッドが最も小さくなる組み合わせが売買価格になる⇒投資家に有利 

※相場の急激な変動時等には、スプレッドが広くなったり、買呼び値又は売呼び値が提示されずに投資家の皆様が取引を行え 
 ない等の、不測の事態が発生する可能性があります。 
※各商品では複数のマーケットメイカーが常時レート提示を行うことになっていますが、レートを提示するマーケットメイカー 
 が一時的に1社だけとなったり、レート提示を行うマーケットメイカーが全く存在しなくなったりする可能性があります。 



第3部 くりっく株365の概要と特徴【詳細編】 

3 

２．金利相当額と配当相当額について 

くりっく株365では、建玉を保有し続けると「金利相当額」と「配当相当額」 
の受け払いが発生する 

買い建玉を保有 売り建玉を保有 

金利  
相当額 

支払い 受け取り 

株価指数の構成銘柄を保有すること
に伴う資金調達コストに相当 

株価指数の構成銘柄を売却して得た 
資金の運用益に相当 

配当  
相当額 

受け取り 支払い 

株価指数の構成銘柄に配当があれば
その都度、株価指数ベースでの配当

相当額が付与される 

株価指数の構成銘柄に配当があれば 
その都度、株価指数ベースでの配当 

相当額を支払う 

※DAX® 証拠金取引については、配当が指数に織り込まれているため、配当相当額が 

 発生しない 
※現物株を保有する株主に与えられる「株主優待」は対象外 
※金利相当額の受け払いの日数は、くりっく株365ウェブサイト上でカレンダーを公表 



第3部 くりっく株365の概要と特徴【詳細編】 

4 

３．各株価指数の紹介 

  日経平均株価（日経225） 

地域 アジア 国名 日本 

特徴 日本を代表する株価指数 

概要 
・東京証券取引所第一部に上場する株式銘柄のうち、株式市場を代表するもの  
として株式会社日本経済新聞社が決定した225の銘柄を対象とする指数。その
指数採用株価の合計を「除数」で割って算出される株価指数 

基準日 1949年5月16日 基準日における指数値 176.21円 
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３．各株価指数の紹介 

  DAX®  

地域 ヨーロッパ 国名 ドイツ 

特徴 ドイツを代表する株価指数 

概要 
・フランクフルト証券取引所に上場する株式銘柄のうち、時価総額の上位30銘
柄で構成された株価指数 

基準日 1987年12月31日 基準日における指数値 1,000 

DAX® の推移 
（2001年～2010年、月足） 
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３．各株価指数の紹介 

  FTSE100 

地域 ヨーロッパ 国名 英国 

特徴 英国を代表する株価指数 

概要 
・ロンドン証券取引所に上場する株式銘柄のうち、FTSEの時価総額
及び流動性基準を満たした上位100銘柄で構成された株価指数  

基準日 1984年1月3日 基準日における指数値 1,000 

FTSE100の推移 
（2001年～2010年、月足） 
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くりっく株365では、損失を証拠金の範囲内に抑えるために、「ロスカット 
アラート」と「ロスカット」の執行という仕組みがつくられている 

４．ロスカットの仕組み 

証拠金基準額の合計 

（建玉を維持するのに必要な証拠金額） 

アラートの発生 

100% 

有効証拠金額 

（証拠金預託額＋評価損益等） 

ロスカット発生 

有
効

比
率

 

（
有

効
証

拠
金

額
÷

証
拠

金
基

準
額

）
 

80% 

・ロスカットアラート･･･評価損益を加えた有効証拠金額が一定割合を下回った 
場合、取扱会社からメールが送られてきたり、取引画面に表示が出たりする 
  証拠金を追加するか、保有する建玉の一部を解消して取引額を小さくする 
・ロスカットの執行･･･評価損が膨らみ、有効証拠金額が基準値を下回ると、取 
扱会社によって建玉が反対売買で強制的に決済される 

株価指数の変動によって評価損益 

がリアルタイムに変動する 

 

評価損が発生し、最初に預入れた 

証拠金が減り、証拠金不足が発生 

 

「ロスカットアラート」の発生 

「ロスカット」の執行 

※アラートやロスカットが発生する水準は取扱会社や取引コースなどによって 
 異なっています。また、相場の急変時には預け入れた証拠金額を上回る損失 
 が出ることもあります。 
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くりっく株365の取扱会社が、何らかの 
理由により一般顧客に該当する投資家の 
皆様の証拠金を手元に残した状態で破綻 
した場合には、投資者保護基金により法 
令の上限額まで補償される 

 

・「くりっく株365」の取扱会社は、投資家のポジション状況にか 
 かわらず、投資家から預った証拠金の全額を、法令により金融取 
 に預託しなければならない 
 
・投資家の皆様の証拠金は全額金融取に預託され、「くりっく株 
 365」の取扱会社が万一破綻したような場合でも、金融取に預託 
 された証拠金は原則、全額保護される 
・金融取では、預託された証拠金の全額を法令に基づき取引所の財 
 産と分別のうえ保管している 

５．証拠金の保護 

証拠金は全額取引所に預託 

取引所 

 

 

取扱会社 投資家 

証拠金 証拠金 

投資者保護基金の補償対象 

※一般顧客に該当しない場合には、投資者保護基金の 
 補償対象とはなりません 



第3部 くりっく株365の概要と特徴【詳細編】 

9 

 
・両建て･･･ある株価指数の売建玉と買建玉を同時に保有すること 
・建玉を保有した状態で「指定決済法」により反対売買を行う際に、 
 ①既存の建玉を決済するか、②決済を行わずに新たな建玉を作り、 
 売建玉と買建玉を同時に保有する「両建て」とすることができる 

６．両建てについて 

①「両建て（りょうだて）」とは 

売⑤ 1枚 

売④ 1枚 

売③ 1枚 

売② 1枚 

売① 1枚 

買い注文 

3枚 
 

約定 

買 3枚 

売⑤ 1枚 

売④ 1枚 

売③ 1枚 

売② 1枚 

売① 1枚 

両建ての例 

ある株価指数において、5枚の 
売建玉①～⑤を保有している 
（番号が若い方が古い建玉） 

新たに買注文3枚を 
発注し、約定 

売建玉①～⑤のいずれとも決済せずに、 
新たに3枚の買建玉を保有し「両建て」 
とした 
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・既に両建てとなっている建玉について、いつでもこれらの買建玉、 
 売建玉間で決済を行うことが可能 

６．両建てについて 

②両建ての建玉の決済について 

両建ての決済の例 

11月24日 11月25日 11月26日 

価格の異なる 
5枚の売注文 
①～⑤が約定 

新たに買注文3枚を約定
し、両建てとする 

決済したい売建玉2枚
（②・⑤）と、買建玉3枚
のうち2枚を指定して決済 

⇒ 買建玉1枚、売建玉
3枚が残る 

 

売⑤ 1枚 

売④ 1枚 

売③ 1枚 

売② 1枚 

売① 1枚 

買 3枚 

売⑤ 1枚 

売④ 1枚 

売③ 1枚 

売② 1枚 

売① 1枚 

買 3枚 

売⑤ 1枚 

売④ 1枚 

売③ 1枚 

売② 1枚 

売① 1枚 買 1枚 

売④ 1枚 

売③ 1枚 

売① 1枚 
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・くりっく株365の両建ては、以下の特徴を兼ね備えている点で 
 一般の店頭CFDにおける両建てとは異なる 

６．両建てについて 

③くりっく株365の両建ての特徴 

（１）両建ての建玉間での決済は、市場で反対売買を行う必要が無い 
   ため、売買スプレッドの二重負担が無い 

（２）指定決済法での両建て決済にかかる取引所手数料を免除 

（３）売建玉・買建玉に同一の金利相当額・配当相当額が適用される 
   ことから、両建てとなっている部分には金利相当額・配当相当 
   額によるプラスマイナスが発生しない 

※強制決済またはロスカット取引については異なる場合があります 
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税率は一律20%、給与所得等に関係のない分離課税 

7．くりっく株365の取引にかかる税制 

①申告分離課税 

 
その年に控除しきれない損失については、翌年以降３年間にわたり、 
申告分離課税となる｢先物取引に係る雑所得等｣の金額から繰越控除 
できる 

③損失の3年間繰越控除 

 
取引所為替証拠金取引（くりっく３６５）、有価証券先物取引（日 
経平均先物取引等）や商品先物取引（原油先物、金先物等）等国内 
の取引所先物取引で発生した損益を、取引所株価指数証拠金取引 
（くりっく株365）の損益と通算して申告できる 

②損益通算可能 

※税率・課税関係は、税法およびその解釈が将来変更されることがあります。 



第3部 くりっく株365の概要と特徴【詳細編】 

13 

【取引のリスク】 

取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」の取引では、取引対象である 
株価指数の価格変動等により損失が生じることがあります。 
また、お客様が預託すべき証拠金に対して取引金額がより大きくなるため、 
相場の状況によっては差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があり 
ます。 
投資を行う際には「くりっく株３６５」取扱会社より交付される契約締結前 
交付書面等の書面の内容を十分理解した上で、ご自身の判断でお取引を行う 
ようにしてください。 
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・「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という）によって独自に開発された手法によって算出された著作物で
あり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有し
ています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引（以下「本件証拠金取引」という）に関するすべての事業、取引規制および実施
は、専ら株式会社東京金融取引所（以下「金融取」という）およびその参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ない
し責任を負うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち
分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、
公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。 
・DAX®はドイツ取引所の登録商標です。DAX®証拠金取引は、ドイツ取引所により保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされて
いるものではありません。ドイツ取引所は、DAX®証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある

時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスは
ドイツ取引所で計算し公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、ドイツ取引所は第三者に対しインデックスの誤謬につい
て責任を負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。 
ドイツ取引所によるインデックスの公表及びDAX®証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、
ドイツ取引所としてDAX®証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは保証するものでは一切ありま

せん。 
ドイツ取引所はインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に対してDAX®証拠金取引に関連し

てインデックスとインデックストレードマークを利用及び参照することを認めたものです。 
当該FTSE100（以下「インデックス」）の全ての権利はFTSE International Limited (以下「FTSE」)に帰属します。「FTSE®」は、
London Stock Exchange Groupの会社が所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSEが使用します。 
・FTSE100証拠金取引（以下「商品」）は東京金融取引所が独自に開発したものです。当該インデックスはFTSEまたはその代理人が算出し
ます。FTSEおよびそのライセンサーは当該商品に関わりを有さず、それについてスポンサー、助言、推薦、保証、もしくは販売促進を行うも
のではなく、 （a）当該インデックスの使用、これに対する依拠、その誤りから生じる何事についても、あるいは（b）当該商品への投資もし
くは運用から生じる何事についても、何人に対しても責任を負いません。FTSEは当該商品の使用によって得る結果についても、もしくは当該
インデックスが使用される何らかの目的に対する適切性についても、請求、予測、保証もしくは意見表明を一切行いません。東京金融取引所は
商品の組成にあたり、FTSEよりその情報を使用する権利を取得しています。 
 
 


