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Ⅰ．サブＷＧにおける検討過程（１／２）

 株式等の決済期間の短縮化の実現にあたっては、多岐に亘る実務上の課題に対応する必要があ
り、スピード感をもってこれらの課題の検討を進めるため、「株式等の決済期間の短縮化に関する
検討ワーキング・グループ」（以下「ＷＧ」という。）の下部に実務担当者で構成するサブワーキング・
グループ（以下「サブＷＧ」という。）を設置

 海外の主要国における動向を踏まえ、米国に大きく遅れない実施時期を設定し、かつ、実施までに
十分な準備期間を確保するためには、早急に実施に向けた具体的な方策等を示していくことが重要

 年内にＴ＋２決済フローの主要部分及び実施のターゲットとなる時期等を取りまとめ

 来年６月を目途に、残りの課題を取りまとめ

 Ｔ+２実現に必要不可欠なものに絞って集中的に検討

 「株式決済期間短縮（Ｔ+２）に関する勉強会報告書」で掲げられた課題をベースとして検討を行う

項目を整理

各サブＷＧでは、ＷＧにおいて各サブＷＧの検討事項として整理された項目を中心に検討

 ＷＧにおける整理
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 検討スケジュール

開催日 サブＷＧ 議題※

カスタマーサイドサブＷＧ ストリートサイドサブＷＧ

9月3日（木） 第１回ＷＧ ・ＷＧの設置趣旨について ・「Ｔ＋２に関する勉強会報告書」について
・サブＷＧの設置について ・Ｔ＋２検討の具体的な進め方等について

9月18日（金） 第１回サブＷＧ
（合同開催）

・サブＷＧの設置趣旨等
・サブＷＧにおける検討項目及び具体的な検討の進め方

[カスタマー]
10月2日（金）

[ストリート]
10月9日（金）

第２回サブＷＧ
（個別開催）

・非居住者との取引
・貸借取引に係る処理の迅速化、取引環境の整備

・清算・決済インフラ等における決済時限等の見直し
・フェイル・ルールの見直し

・現物市場におけるギブアップ制度の導入要否の検
討

・品貸申込にかかる業務フローの検討

[カスタマー]
10月16日（金）

[ストリート]
10月30日（金）

第３回サブＷＧ
（個別開催）

・非居住者との取引（続き）

・貸借取引に係る処理の迅速化、取引環境の整
備（続き）

・フェイル・ルールの見直し
・その他のフェイルに関する課題

・品貸取引にかかる株券の調達元から証券金融会社
への振替スケジュールの変更

・清算・決済インフラ等における決済時限等の見直し

・清算・決済インフラ等における決済時限等の見直し
（継続）

・フェイル・ルールの見直し（継続）
・取引所外取引・証券会社間の取引等
・転換社債の決済日程

・有価証券オプションの権利行使時の対象証券の決
済日程

・品貸申込にかかる業務フローの検討（継続）

11月13日（金） 第４回サブＷＧ
（合同開催）

・清算・決済インフラ等における決済時限等の見直し
・マスタスケジュール（実施時期（目標）、実施までのスケジュール）の検討

11月20日（金）（本日） 第２回ＷＧ ・サブＷＧにおける検討結果の報告
・マスタスケジュール（実施時期（目標）、実施までのスケジュール）の検討

[ストリート]
12月4日（金）

（予定）

第５回サブＷＧ
（個別開催） ―

・フェイル・ルールの見直し（継続）
・委託保証金・追加保証金の取扱い

12月上中旬

（予定）

サブＷＧ
（合同開催）

・検討結果の取りまとめ
・マスタスケジュール（実施時期（目標）、実施までのスケジュール（積み残し案件の検討時期含む））の設定

Ⅰ．サブＷＧにおける検討過程（２／２）
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１．カスタマーサイドサブＷＧ

（１） 非居住者との取引

Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（１／１３）

① 欧米との時差及び海外祝日への対応

検討内容  Ｔ＋２化にあたっては、決済指図の早期化が課題。
－ 海外が祝日の場合、アロケーション（口座配分指示）の遅れ等が懸念されるので、Ｔ＋０での決済指図の推進が

必要。
－ 残高不足の場合でも決済指図を送信することが必要。

 各関係機関への幅広な事前周知を行うことが必要。

対応方針  国内においては、関係各社において、早期の決済指図送信確保に向けて業務やシステム
の確認を行う。

 海外においては、アロケーション（口座配分指示）の早期化等の対応が円滑かつ着実にな
されるよう、Ｔ＋２化について幅広く情報発信を行い、周知を徹底する。

なお、海外への情報発信にあたっては、共通の資料を英語で作成することとし、できるだ
け早い段階での情報発信を行う。

② 市場のスタンダード、統一プラットフォームの整備

検討内容  非居住者取引における事務の効率化に向けた検討が必要
 運用ルールや体制面の整備に向けた検討が必要

対応方針  決済指図の早期化・正確性向上や、照合不一致等となった場合の速やかな対応が円滑に
行われるよう、Ｔ＋２化について幅広く情報発信を行い、周知を徹底する。

なお、海外への情報発信にあたっては、共通の資料を英語で作成することとし、できる
だけ早い段階での情報発信を行う。
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③ 株式決済期間短縮化に当たっての柔軟な対応の促進

検討内容  決済照合の時限終了後の非ＤＶＰ決済やオフセット決済等へのフレキシブルな対応が必
要。

 照合不一致の早期解消に向けた投資家とのコミュニケーションの強化が必要。

対応方針  非居住者取引及び国内取引に係るフェイル・ルール等について検討することを目的として、
本サブＷＧの下部に「フェイルに関する実務検討会」を設置して詳細を検討する。年内に
論点の洗出しを行った上で、検討結果について2016/5までにカスタマーサイドサブＷＧで
報告する。

 投資家とのコミュニケーションの強化については、Ｔ＋２化についての幅広い情報発信を
行い、対応を促す。
なお、海外への情報発信にあたっては、共通の資料を英語で作成することとし、できる

だけ早い段階での情報発信を行う。

Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（２／１３）
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① 大口貸し手へのＴ＋０貸出の協力要請

検討内容 【貸株Ｔ＋０取引】
 大口の貸し手である信託銀行等に対する協力要請が必要。
【貸株Ｔ＋２取引のＴ＋１取引への移行】
 売買のＴ＋２化に伴い、現行の貸株取引の主流であるＴ＋２取引がＴ＋１取引に移行す

ることに伴う大口の貸し手（信託銀行等）と借り手（証券会社等）との間の処理時限等に
ついて、見直しを含めた検討が必要。

対応方針 【貸株Ｔ＋０取引】
 大口の貸し手（信託銀行等）による貸株Ｔ+０取引への対応については、あくまでも各社

のビジネス判断との前提を置いたうえで、貸株Ｔ＋０取引を行う場合の処理フロー等に
ついて、本サブＷＧの下部に「貸株取引実務検討会」を設置して詳細を検討する。年内
に論点の洗出しを行った上で、検討結果について2016/5までにカスタマーサイドサブＷ
Ｇで報告する。

【貸株Ｔ＋２取引のＴ＋１取引への移行】
 大口の貸し手（信託銀行等）による貸株Ｔ+１取引の対応については、あくまでも各社の

ビジネス判断との前提を置いたうえで、カットオフタイムの見直し等、貸株Ｔ＋１取引を利
用しやすくするための対応について「貸株取引実務検討会」で詳細を検討する。年内に
論点の洗出しを行った上で、検討結果について2016/5までにカスタマーサイドサブＷＧ
で報告する。

（２） 貸借取引に係る処理の迅速化、取引環境の整備

Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（３／１３）
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Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（４／１３）

② カットオフタイムの統一ルール整備等

検討内容  貸株取引については、カットオフタイム等が各社各様であり、業務の円滑化のため、あ
る程度のマーケット・ルールを整備することが必要。

対応方針  マーケット・ルールの整備について、「貸株取引実務検討会」で詳細を検討する。年内に
論点の洗出しを行った上で、検討結果について2016/5までにカスタマーサイドサブＷＧ
で報告する。

③ 担保金計算に係る時価等の取扱いの見直し

検討内容 【いつの時価を使うか】
 貸株取引に関する担保計算で使用する時価について、いつの時価とするか検討が必要。
【時価の配信方法等】
 時価配信についての方法（ＦＴＰ等）と時間（現状Ｔ＋１日７時）の見直しが必要。
【どの時価を使うか】

 担保金計算の際の時価については、業界ルールの整備が必要。

対応方針 【いつの時価を使うか】

 貸株のＴ＋１取引・Ｔ＋０取引のいずれについても、現行どおり、貸株取引の約定日（Ｔ
日）の前営業日の時価を使用することを原則とする。

【時価の配信方法等】

 貸株のＴ＋１取引・Ｔ＋０取引のいずれについても、上記のとおり貸株取引の約定日（Ｔ
日）の前営業日の時価を使用するとした場合には、当該時価は既知であるため、照合時
点で速やかに配信されることから、配信方法の見直しや配信時間の早期化といった新
たなニーズは生じないと考えられる。

【どの時価を使うか】

 担保金の計算方法は、信託の委託者との関係があることから、どのような対応が可能
かを含め、「貸株取引実務検討会」で詳細を検討する。年内に論点の洗出しを行った上
で、検討結果について2016/5までにカスタマーサイドサブＷＧで報告する。 6



Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（５／１３）

（３） フェイル・ルールの見直しについて

① 非居住者取引を踏まえたフェイル・ルールの整備

検討内容  非居住者取引・国内取引の双方において、フェイルコストを含めたフェイル・ルール整
備について要否も含めた検討が必要。

対応方針 【非居住者取引に係るフェイル・ルール】
 非居住者取引に係るフェイル・ルールを含む実務上のガイドラインの必要性や必要で

ある場合にはその内容について、「フェイルに関する実務検討会」で詳細を検討する。
年内に論点の洗出しを行った上で、検討結果について2016/5までにカスタマーサイド
サブＷＧで報告する。

【国内取引に係るフェイル・ルール】

 ストリートサイドサブＷＧにおいて基準日にフェイルが発生した場合の権利調整につい
て統一的な指針（「権利確定日のフェイル発生時における清算参加者の対応指針
（案）」）の検討がなされていることから、個人投資家や機関投資家との間における権利
調整について、当該指針の内容をベースとして、「フェイルに関する実務検討会」で詳細
を検討する。年内に論点の洗出しを行った上で、検討結果について2016/5までにカスタ
マーサイドサブＷＧで報告する。
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（４） その他のフェイルに関する課題への対応について

Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（６／１３）

① 統一した税率による配当金相当額の受渡し

検討内容  非居住者の場合、投資家ごとに適用税率が異なり、基準日フェイルが発生した際の配
当金相当額の受渡しの効率化（統一した料率での配当金相当額の受渡し）について検
討が必要。

対応方針  ＪＳＣＣ参加者間における受渡しと同様の考え方がベースとなると考えられるが、具体的
な内容については、「フェイルに関する実務検討会」で詳細を検討する。年内に論点の
洗出しを行った上で、検討結果について2016/5までにカスタマーサイドサブＷＧで報告
する。
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Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（７／１３）

２．ストリートサイドサブＷＧ

（１）フェイル・ルールの見直し

①権利確定日におけるフェイル発生時の権利調整方法等の検討

検討内容  権利確定日に発生したフェイルに関し、フェイル／被フェイル参加者の個別調整に委ね
ている現行ルールの見直しの是非及び見直す場合にはルールの在り方（EX:画一処理、
原則設定（例外許容）、指針化等）を検討する。また、TOB対象銘柄の申込 終日の
フェイル発生時の対応をルールに新たに盛り込むべきかを検討する。

対応方針  権利確定日に発生したフェイルに関する権利調整については、 終的には清算参加者
間における個別協議事項として柔軟な対応を可能とするという考え方を継続する一方で、
個別事例に応じた特別の求めが無い場合において、フェイル参加者が可能な限り従う
べき権利処理方法を定める指針を策定する。

 現在、「権利確定日等のフェイル発生時における清算参加者の対応指針」の具体的な
内容について、ストリートサイド・サブＷＧ内において継続的に検討を行っており、2016
年6月までに 終化する。

②フェイルを起こした参加者への経済損失の請求

検討内容  遅延損害金の料率水準及び暦日ベースでのカウントへの変更の要否を検討する。
 現行のバイイン制度（バイイン実行タイミング・形態）を見直す必要があるかを検討する。

対応方針  通常のフェイル発生時の遅延損害金の料率水準については、現行料率を踏襲する。
（権利確定日のフェイルについては、他の論点も踏まえて今後議論予定）

 休日・祝日前のフェイル解消努力を更に促進すべく、フェイルチャージのカウント方法に
ついては暦日ベースでのカウントへ変更する。

 バイイン実行タイミングについては、費用負担参加者が市場にて買戻しを行った場合の
調達タイミングが１日前倒しされることを踏まえ、現行から１営業日前倒しし、請求日の2
日後とする。 9



Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（８／１３）

（２）取引所外取引・証券会社間の取引等について

①取引所外取引・証券会社間の取引等

検討内容  T+2化に伴う取引所外取引・証券会社間の取引の取扱いについて検討

対応方針  日本証券クリアリング機構が債務の引受けの対象としている各PTS（Chi‐X、JNX）に対し

ては、勉強会報告書やワーキンググループの立ち上げ・検討着手等、これまでの経緯
を説明し、今後、T+2化の実現目標時期を固める過程においては足並みを揃えて移行
時期を調整させてほしい旨打診しており、各PTSからは前向きな回答を得ている。

 取引所外取引もT＋2化することが望ましいが、自主規制規則によるルール化で対応す
るのではなく、個別の相対取引の当事者間で対応する。

（３）現物市場におけるギブアップ制度の導入要否の検討について

①現物株市場におけるギブアップ制度の導入要否の検討

検討内容  フェイルの事前回避に向けた施策の一つとして、現物株市場においてギブアップ制度
を導入することについて検討

対応方針  個別参加者ヒアリング及び本ＷＧにおけるご意見の募集において、現物株市場におけ
るギブアップ制度については、主に（１）ギブアップ制度から得られるメリットが証券会社
におけるバックオフィス業務の効率化の可能性に留まり、限定的と考えられる（２）事務・
システムにおいて相応のイニシャル対応コストや制度面での検討が必要と見込まれると
いう理由から、T+2化に併せた検討を行うニーズが高いとは言えない状況であった。

 また、ギブアップ制度は多くの参加者が利用し決済集中がはかられることにより清算参
加者にそのメリットが発現するものであるが、上記の状況よりその期待は現状小さいと
見込まれることから、本ＷＧにおいては検討の対象外と整理する。 10



Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（９／１３）

（４）転換社債の決済日程について

①転換社債の決済日程

検討内容  T+2化に伴う転換社債の決済日程について検討
 特に現在決済をスキップしている基準日（振替停止である利払日前日、転換条件変更

時及び期中償還請求期間満了日）の取扱いについて検討

対応方針  転換社債については、現在上場銘柄数が少ないことも考慮し、参加者へのオペレーショ
ン・システムへの影響が少ない形での短縮が望ましい状況であること、加えて、利払日
前日の振替停止制度の撤廃を早期に実現することは困難であり、基準日の種類ごとに
決済サイクルが異なると混乱を生ずるおそれもあることから、現在の取扱い（決済スキッ
プ）を継続したうえで、決済日程を一律1営業日短縮する。

 通常のケースはT+2決済、上記の基準日等が絡むケースではT+3もしくはT+4決済となる。

（５）有価証券オプションの権利行使時の対象証券の決済日程について

①有価証券オプションの権利行使時の対象証券の決済日程

検討内容  T+2化に伴う有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買
に係る決済期日について検討

対応方針  有価証券オプションについても、参加者へのオペレーション・システムへの影響が少な
い形での短縮が望ましい状況であることから、オプション対象証券の売買に係る配当落
等の期日に係る取扱いは現在と同様とし、決済日程を一律１営業日短縮する。

 通常のケースは権利行使日から起算して4日目、権利行使日が配当落ち等の期日の前
日のケースは権利行使日から起算して3日目が決済期日となる。
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Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（１０／１３）

① 証券金融会社の貸株超過銘柄の調達のＴ＋１化への対応

検討内容  証券金融会社の貸株超過銘柄の調達（品貸取引）のＴ＋１化に伴う影響のほか、証券
金融会社と証券会社との更新差金等の決済のタイト化が懸念される。

 事務処理フローの見直しや品貸スケジュールの前倒し等による貸借データ確定時間の
早期化については、逆日歩の高騰が生じないような適正・公平な品貸入札の確保も考
慮して検討する必要がある。

対応方針 ・貸借データ確定時間の早期化と品貸入札への影響について
 現行の品貸スケジュールの前倒し等は行わないこととする一方、貸借データ確定時間

については証券金融会社（日証金）の事務処理フロー等の見直しにより大幅な遅延の
回避を図ることとする。

 なお、貸借データ確定（品貸入札結果の配信）の 終時限については、カスタマーサイ
ドサブＷＧの「貸株取引実務検討会」の議論を踏まえた上で、2016年5月を目途に本サ
ブＷＧで時限の目途を示すこととする。

・貸株超過銘柄の調達期間短縮に係る影響について
 品貸入札で未調達銘柄が発生した場合の株券調達に係る振替スケジュールがタイト

化することから、証券金融会社（日証金）は円滑な振替処理に資する事務フロー等につ
いて口座管理機関（証券会社、信託銀行）および機関投資家と協議を行い、何らかの
対応を必要とする場合は2016年5月を目途に本サブＷＧに報告する。

 貸株超過銘柄の調達困難化が想定されるため、証券金融会社（日証金）は一層の連
携強化を図る観点から取引所および証券会社と協議を行い、何らかの対応を必要とす
る場合は2016年5月を目途に本サブＷＧに報告する。

（６） 品貸申込に係る業務フローの検討
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Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（１１／１３）

② 貸株超過銘柄の翌朝訂正による貸株申込

検討内容  Ｔ＋２化によって株券貸借市場での調達難易度の上昇が予想されることから、制度信
用取引の約定訂正を端緒とする貸借取引の翌朝訂正（貸株超過銘柄に対する貸株の
追加申込）の受付を可能とすることも考えられる。

対応方針  貸株超過が拡大する貸借取引の翌朝訂正申込を受け付けた場合、逆日歩高騰や未
調達銘柄の増加を招くなどのデメリットが発生することが見込まれることから、当該申
込を受け付けないこととする。
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Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（１２／１３）

３．ストリートサイドサブＷＧ・カスタマーサイドサブＷＧ（合同）

①証券及び資金決済等の時限の延長

検討内容  Ｔ＋２ 化後の決済日当日における各種処理時限について、必要に応じて見直しを検討

する。

対応方針  各種決済時限等を後倒しした場合には、一定程度のメリットは想定されるものの、デメ
リットも見込まれることから、各種決済時限等については現行どおりとすることを前提に、
今後の実務検討を行う。ただし、今後の実務の詳細検討の結果、時限の延長が必要不
可欠となった場合には、再度延長も検討する。

・非居住者取引に係る決済照合カットオフタイム（12：20）
現行と同様、カットオフタイムに間に合わなかった場合の貸株等によるカバーの時間を確保する必要がある。

・取引所取引の決済時限（13：00）
取引所取引の決済時限を延長した場合、渡方顧客のフェイルに伴う清算参加者側のカバー業務の対応時間が増加するとい
うメリットがある一方、追加支払事務のタイト化や被フェイル時の対買付顧客向けのフェイルカバー業務のタイト化などのデメ
リットも想定される。

・貸株ＤＶＰ決済時限（13：30）
現行と同様、金額調整データ等の処理に係る時間帯を確保する必要がある。

・一般振替ＤＶＰ決済時限（14：00）
現行、ＤＶＰ参加者の資金支払い時間の確保、ＤＶＰ参加者が債務不履行した場合のほふりクリアリングの流動性調達銀行
による資金調達時間の確保及び信託銀行が証券及び資金決済後の資金繰り確定により実施する有担保コール市場での余
資運用との関係等を踏まえて14時に設定されている。

・ＦＯＰ決済時限（15：30）
現行の実務においては、フェイル発生後すみやか（もしくはフェイル発生前）に権利調整のための借株を打診し、振替を実施
しており、仮に15：30を後倒ししたとしても、その効果は限定的。また、機構や制度参加者におけるその後のシステム処理や
顧客へのレポーティングのタイミングに影響が出る可能性がある。

（１）清算・決済インフラ等における決済時限等の見直しについて
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①証券及び資金決済等の時限の延長

対応方針
（続き）

（ストリートサイドサブWG）
 上の議論を踏まえ、ストリートサイドサブＷＧにおいては、取引所取引の決済時限を13：

00とする前提のもとで、あわせて検討が必要であるT+2日までの想定業務フローについ

て議論を行い、東京証券取引所における過誤訂正時限の延長や日本証券クリアリング
機構から清算システムを通じて配信する数量・代金に関する帳票の内容及び配信時刻
も含めた業務フローのフィージビリティが確認された。

Ⅱ．サブＷＧで確認された各課題への対応方針（１３／１３）
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第１回～第４回サブＷＧにおける各検討項目の対応方針 

１．カスタマーサイドサブＷＧにおける検討項目 

（１）非居住者との取引 

①欧米との時差及び海外祝日への対応

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

Ｔ＋２化にあたっては、決済指図の早期化が課題。 

－ 海外が祝日の場合、アロケーション（口座配分指示）の遅れ等が懸念されるので、Ｔ＋０での決済指図の

推進が必要。 

－ 残高不足の場合でも決済指図を送信することが必要。 

各関係機関への幅広な事前周知を行うことが必要。 

対 

応 

方 

針 

現行でも約定後速やかに決済に向けた対応が行われているが、Ｔ＋２化に伴い、決済指図の一層の早期化に向けた取組みが必要である

と考えられる。 

そのための方策として、国内においては、関係各社において、早期の決済指図送信確保に向けて業務やシステムの確認を行い、海外に

おいては、海外におけるブローカーと発注顧客とのアロケーション（口座配分指示）の早期化や、残高が不足している場合の決済指図

送信の許容といった対応が挙げられているが、そうした対応が円滑かつ着実になされるよう、インフラ機関や非居住者取引の国内関係

者（ブローカー（証券会社）やサブ・カストディアン等）を通じて、海外を含めた関係当事者に対し、Ｔ＋２化について幅広く情報発

信を行い、周知を徹底することとする。 

－ 海外への情報発信にあたっては、共通の資料を英語で作成することとし、できるだけ早い段階での情報発信を行うものとする。 

②市場のスタンダード、統一プラットフォームの整備

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

非居住者取引における決済指図の処理プロセスや決済情報データ（フォーマット）の標準化や、非居住者顧

客の口座などの決済情報の共有化といった、事務の効率化に向けた検討が必要。 

より早いタイミングでの照合完了を実現するための運用ルールや体制面の整備に向けた検討が必要。 

対 

応 

方 

針 

決済指図の早期化・正確性向上や、照合不一致等となった場合の速やかな対応のため、海外を含めた関係当事者において、各種の標準

化や決済情報の共有化を行うことは有用と考えられるが、一方で、各国にわたって多様な関係当事者が関与する非居住者取引について

は、統一的な対応を図ることは現実的ではなく、関係当事者に対応を委ねざるを得ないと考えられる。 

こうした対応が円滑に行われるよう、インフラ機関や非居住者取引の国内関係者（ブローカー（証券会社）やサブ・カストディアン等）

を通じて、海外を含めた関係当事者に対し、Ｔ＋２化について幅広く情報発信を行い、周知を徹底することとする。 

－ 海外への情報発信にあたっては、共通の資料を英語で作成することとし、できるだけ早い段階での情報発信を行うものとする。 

参考 



③株式決済期間短縮化に当たっての柔軟な対応の促進

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 決済照合の時限終了後の非ＤＶＰ決済やオフセット決済等へのフレキシブルな対応が必要。 

 照合不一致の早期解消に向けた投資家とのコミュニケーションの強化が必要。 

対 

応 

方 

針 

Ｔ＋２化に伴い、関係当事者において決済に関して柔軟な対応をとることの重要性は高まるものと考えられる一方、こうした個別性の

ある対応については、引き続き個社の判断を尊重する必要がある。 

こうした点を配慮しつつ、オフセット、一部決済及びネッティングの必要性や必要である場合にはその内容について「フェイルに関す

る実務検討会」1において検討し、その結果について 2016/6 までにカスタマーサイドサブＷＧで報告いただくこととする。 

投資家とのコミュニケーションの強化については、インフラ機関や非居住者取引の国内関係者（ブローカー（証券会社）やサブ・カス

トディアン等）を通じて、海外を含めた関係当事者に対し、Ｔ＋２化についての幅広い情報発信により対応を促すこととする。 

－ 海外への情報発信にあたっては、共通の資料を英語で作成することとし、できるだけ早い段階での情報発信を行うものとする。 

④海外の運用者に外部委託をしているファンドへの対応

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 海外の運用者に外部委託をしているファンドについて、時差の関係で、決済日までに照合不一致が解消でき

ないケースがＴ＋２化に伴い増えると思われることから、対応を検討する必要。 

対 

応 

方 

針 

時差に起因して発生する課題という点で非居住者取引と同様であるため、非居住者取引における上記（１）～（３）と同様の対応とす

る。 

1 非居住者取引及び国内取引に係るフェイル・ルール等について検討することを目的として、本サブＷＧの下部に設置する「フェイルに関する実務検討会」のこと（項番１．（３）①

（非居住者取引を踏まえたフェイル・ルールの整備）参照）。



（２）貸借取引に係る処理の迅速化、取引環境の整備 

①大口貸し手へのＴ＋０貸出の協力要請

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要、事務局

にお寄せいただいたご意見の

概要） 

【貸株Ｔ＋０取引】 

貸株Ｔ＋０取引について、大口の貸し手である信託銀行等に対する協力要請が必要。 

【貸株Ｔ＋２取引のＴ＋１取引への移行】 

売買のＴ＋２化に伴い、現行の貸株取引の主流であるＴ＋２取引がＴ＋１取引に移行することに伴う大口の

貸し手（信託銀行等）と借り手（証券会社等）との間の処理時限等について、見直しを含めた検討が必要。 

対 

応 

方 

針 

【貸株Ｔ＋０取引】 

売買のＴ＋２化に伴い、フェイルカバーのための貸株Ｔ＋０取引の需要が増加することが見込まれており、こうした取引を利用しやす

くすることは、フェイルリスク削減の観点から非常に重要であると考えられる。 

大口の貸し手（信託銀行等）による貸株Ｔ+０取引への対応については、あくまでも各社のビジネス判断との前提を置いたうえで、貸

株Ｔ＋０取引を行う場合の処理フロー等について関係当事者に検討を依頼し（※保振も必要に応じて検討に参加する予定）、その結果

について 2016/6 までにカスタマーサイドサブＷＧで報告いただくこととする。 

－ 関係当事者による検討体は本サブＷＧの下部に設置することとし、名称は「貸株取引実務検討会」とする。 

－ 同検討会のメンバーについては、大口の貸し手である信託銀行及び証券金融会社と借り手である証券会社を中心とした本サブＷＧ

委員を中心に参加を募り、11月中旬までに検討に参加する会社を確定することとする。 

－ 本サブＷＧにおける年内の議論の目途がついたところで（11 月下旬を予定）検討を開始する。年内に論点の洗出しを行い、2016

年 5 月を目途に検討結果について本サブＷＧに報告いただくこととする。 

【貸株Ｔ＋２取引のＴ＋１取引への移行】 

現在、大口の貸し手（信託銀行等）と借り手（証券会社等）との間で行われる貸株Ｔ＋１取引については、貸株の取引日（Ｔ日）の午

前中（具体的には 10時 30 分頃）が事実上のカットオフタイムとなっている。売買のＴ＋２化に伴い、貸株取引の主流がＴ＋２取引か

らＴ＋１取引に移行した場合、現在の貸株Ｔ＋１取引のカットオフタイムを前提とすると、処理時限がタイトとなることが想定される

ため、貸株Ｔ＋１取引を円滑に行うための事務取扱いについて関係当事者で検討することが非常に重要となる。（「別紙１」を参照）。 

大口の貸し手（信託銀行等）による貸株Ｔ+１取引の対応については、あくまでも各社のビジネス判断との前提を置いたうえで、カッ

トオフタイムの見直し等、貸株Ｔ＋１取引を利用しやすくするための対応について、関係当事者に検討を依頼し（※保振も必要に応じ

て検討に参加する予定）、その結果について 2016/6 までにカスタマーサイドサブＷＧで報告いただくこととする。 

－ 上記と同様、「貸株取引実務検討会」において検討するものとする。 

－ 本サブＷＧにおける年内の議論の目途がついたところで（11 月下旬を予定）検討を開始する。年内に論点の洗出しを行い、2016

年 5 月を目途に検討結果について本サブＷＧに報告いただくこととする。 



②カットオフタイムの統一ルール整備等

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 貸株取引については、カットオフタイム等が各社各様であり、業務の円滑化のため、ある程度のマーケット・

ルールを整備することが必要。 

対 

応 

方 

針 

売買のＴ＋２化に伴い、貸株取引の主流がＴ＋１取引に移行し、また、Ｔ＋０取引についての需要が増加することが見込まれており、

よりタイトな事務処理が必要になると想定される中、カットオフタイム等についてある程度のマーケット・ルールを設けることは、貸

株取引の円滑な処理のために有用と考えられる。 

関係当事者にマーケット・ルールの整備について検討を依頼し（※保振も必要に応じて検討に参加する予定）、その結果について 2016/6

までにカスタマーサイドサブＷＧで報告いただくこととする。 

－ 上記と同様、「貸株取引実務検討会」において検討するものとする。 

－ 証券会社間の貸株取引に加え、大口の貸し手（信託銀行等）と借り手（証券会社等）との間の貸株取引についても検討を行うこと

とする。 

－ 本サブＷＧにおける年内の議論の目途がついたところで（11 月下旬を予定）検討を開始する。年内に論点の洗出しを行い、2016

年 5 月を目途に検討結果について本サブＷＧに報告いただくこととする。 

③担保金計算に係る時価等の取扱いの見直し

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

【いつの時価を使うか】 

貸株取引に関する担保計算で使用する時価について、いつの時価とするか検討が必要。 

【時価の配信方法等】 

時価配信についての方法（ＦＴＰ等）と時間（現状Ｔ＋１日７時）の見直しが必要。 

【どの時価を使うか】 

担保金計算の際の時価については、信託銀行等とも調整を行い、業界ルールの整備が必要。 

対 

応 

方 

針 

【いつの時価を使うか】 

現在、ショートカバーに係る貸株取引の主流はＴ＋２取引であるが、売買のＴ＋２化に伴い、貸株取引の主流はＴ＋１取引に移行する

と想定される。現在でも、貸株取引についてはＴ＋１取引やＴ＋０取引で行われており、その際の担保金計算に係る時価は、担保金の

照合を約定後速やかに行うため、貸株取引の約定時において既知の時価、具体的には、貸株取引の約定日（Ｔ日）の前営業日の時価が

一般に採用されている。 

こうした状況を踏まえ、売買がＴ＋２化された場合においても、貸株のＴ＋１取引・Ｔ＋０取引のいずれについても、現行どおり、貸

株取引の約定日（Ｔ日）の前営業日の時価を使用することを原則とする（「別紙２」を参照）。 

－ なお、使用する時価のタイミングを貸株取引の約定日（Ｔ日）当日に変更する対応は、株式等振替システム及び決済照合システム



 
 

において大掛かりなシステム改修が見込まれる。 

 

【時価の配信方法等】 

 現行は、貸株ＤＶＰの決済金額自動計算機能で利用した時価について、照合時点で既知の時価である場合は速やかに、また、照合時点

で確定していない時価である場合は時価が確定する日の翌営業日 7：00から統合 Web 端末で配信している。売買がＴ＋２化された場合

において、貸株のＴ＋１取引・Ｔ＋０取引のいずれについても、上記のとおり貸株取引の約定日（Ｔ日）の前営業日の時価を使用する

とした場合には、当該時価は既知であるため、照合時点で速やかに配信されることから、配信方法の見直しや配信時間の早期化といっ

た新たなニーズは生じないと考えられる。 

 

【どの時価を使うか】 

 証券会社間の貸株取引においては、一般に、貸株ＤＶＰの決済金額自動計算機能で利用した時価が使用されている。一方、信託銀行と

証券会社との取引においては、信託の委託者との関係から、貸株ＤＶＰで利用した時価とは異なる時価が採用されることがあり、その

場合は金額調整データのやりとりを行うことが通常である。 

 採用する時価を貸株ＤＶＰで利用する時価に統一することにより、金額調整データのやりとりが不要となるが、一方で、担保金の計算

方法は、信託の委託者との関係があることから、どのような対応が可能かを含め、関係当事者に検討を依頼し（※保振も必要に応じて

検討に参加する予定）、その結果について 2016/6 までにカスタマーサイドサブＷＧで報告いただくこととする。 

  － 上記と同様、「貸株取引実務検討会」において検討するものとする。 

－ 本サブＷＧにおける年内の議論の目途がついたところで（11 月下旬を予定）検討を開始する。年内に論点の洗出しを行い、2016

年 5 月を目途に検討結果について本サブＷＧに報告いただくこととする。 

 

 

 

  



（３）フェイル・ルールの見直し 

①非居住者取引を踏まえたフェイル・ルールの整備

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 非居住者取引におけるフェイルの増加が想定される中、非居住者取引・国内取引の双方において、フェイル

コストを含めたフェイル・ルール整備について要否も含めた検討が必要。 

対 

応 

方 

針 

【非居住者取引に係るフェイル・ルール】 

平成 16 年の一般振替ＤＶＰの開始にあたり、非居住者取引検討会（証券会社 11 社及びサブ・カストディ銀行６行により自主的に構成

された決済慣行等の検討会）において、決済照合カットオフタイム等、一般振替ＤＶＰ開始後の非居住者取引における実務上のガイド

ラインが取りまとめられたが、その中で、非居住者取引に係るフェイル・ルールについては、以下の理由から、定めないと整理された。 

・ 非居住者取引におけるフェイルの発生要因には多様性があること。 

・ 非居住者取引において権利確定日跨ぎのフェイルが発生した場合には、海外において約定当事者間で話し合いにて解決しており、明

文化されてはいないが、そうした慣行が既に定着していること。 

一方、今後Ｔ＋２化に伴い非居住者取引におけるフェイルの発生が増加する可能性があることを考慮すると、非居住者取引に係るフェ

イルの回避（すくみの解消等）やフェイル発生時の取扱いについて改めて検討することは、円滑な処理のために有用であると考えられ

ることから、非居住者取引に係るフェイル・ルールを含む実務上のガイドラインの必要性や必要である場合にはその内容について、関

係当事者に検討を依頼し（※保振も必要に応じて検討に参加する予定）、その結果について 2016/6 までにカスタマーサイドサブＷＧで

報告いただくこととする。 

－ 関係当事者による検討体は本サブＷＧの下部に設置することとし、名称は「フェイルに関する実務検討会」とする。 

－ 同検討会においては、非居住者取引及び国内取引に係るフェイル・ルール等について検討することとし、検討会のメンバーについ

ては、非居住者取引又は国内取引において主な関係当事者となる証券会社、サブ・カストディ銀行及び信託銀行を中心とした本サブ

ＷＧ委員を中心に参加を募り、11月中旬までに検討に参加する会社を確定することとする。 

－ このうち、非居住者取引に係るフェイル・ルール等については、同検討会メンバーのうち、非居住者取引に係るフェイルの主な関

係当事者となる証券会社及びサブ・カストディ銀行を中心に検討を行うものとする。 

－ 本サブＷＧにおける年内の議論の目途がついたところで（11月下旬を予定）検討を開始する。年内に論点の洗出しを行い、2016 年

5 月を目途に検討結果について本サブＷＧに報告いただくこととする。 

【国内取引に係るフェイル・ルール】 

Ｔ＋２化に伴い、フェイル増加の可能性が指摘される中、国内取引に係るフェイルに関する取扱いについて改めて検討することは、フ

ェイル発生時における円滑な処理のために有用であると考えられる。既に、第２回ストリートサイドサブＷＧにおいて基準日にフェイ

ルが発生した場合の権利調整について統一的な指針（「権利確定日のフェイル発生時における清算参加者の対応指針（案）」（別紙６））

の検討がなされていることから、カスタマーサイドにおいても、個人投資家や機関投資家との間における権利調整について、当該指針

の内容をベースとする形で関係当事者に検討を依頼し（※保振も必要に応じて検討に参加する予定）、その結果について 2016/6 までに



カスタマーサイドサブＷＧで報告いただくこととする2。 

－ 上記と同様、「フェイルに関する実務検討会」において検討するものとする。 

－ 国内取引に係るフェイル・ルールについては、同検討会メンバーのうち、国内取引に係るフェイルの主な関係当事者となる証券会

社及び信託銀行を中心に検討を行うものとする。 

－ 本サブＷＧにおける年内の議論の目途がついたところで（11月下旬を予定）検討を開始する。年内に論点の洗出しを行い、2016 年

5 月を目途に検討結果について本サブＷＧに報告いただくこととする。 

2 なお、平成 16 年の一般振替ＤＶＰの開始にあたり、信託・証券決済業務検討会（国内取引における決済業務に係る実務の検討の場として、信託銀行９社及び証券会社６社により

構成された検討体）において、国内取引に係る標準的な取扱いが検討された際、フェイルに関する取扱いについても一定の取りまとめがなされている（別紙 10）。当該取扱いは、強

制力を持ったルールではなく、決済当事者間の決済慣行として取りまとめられたものであったが、現在では実際にはほとんど利用されていない状況にある。



 
 

 

（４）その他フェイルに関する課題 

①統一した税率による配当金相当額の受渡し 

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 非居住者の場合、投資家ごとに適用税率が異なり、基準日フェイルが発生した際の配当金相当額の受渡しの

効率化（統一した料率での配当金相当額の受渡し）について検討が必要。 

 

対 

応 

方 

針 

 

 基準日フェイルが発生した場合のＪＳＣＣ参加者間における配当金相当額の受渡しについては、第２回ストリートサイドサブＷＧで「権

利確定日のフェイル発生時における清算参加者の対応指針（案）」が提示され、検討が行われている。 

 カスタマーサイドにおいて、仮にＪＳＣＣ参加者間の受渡しと異なる金額で配当金相当額の受渡しを行った場合、差額が発生してしま

うため、被フェイル参加者の顧客が配当金相当額を受領するにあたってはＪＳＣＣ参加者間における受渡しと同様の考え方がベースと

なると考えられる。 

 具体的な内容については、関係当事者に検討を依頼し（※保振も必要に応じて検討に参加する予定）、その結果について 2016/6 までに

カスタマーサイドサブＷＧで報告いただくこととする。 

－ 「フェイル・ルールの見直し」と同様、「フェイルに関する実務検討会」において検討するものとする。 

－ 統一した税率による配当金相当額の受渡しについては、同検討会メンバーのうち、非居住者取引に係るフェイルの主な関係当事者

となる証券会社及びサブ・カストディ銀行を中心に検討を行うものとする。 

－ 本サブＷＧにおける年内の議論の目途がついたところで（11月下旬を予定）検討を開始する。年内に論点の洗出しを行い、2016 年

5 月を目途に検討結果について本サブＷＧに報告いただくこととする。 

 

 



２．ストリートサイドサブＷＧにおける検討項目 

（１）清算・決済インフラ等における決済時限等の見直し

①証券及び資金決済等の時限の延長

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

T+2 の決済フロー（国内取引、非居住者取引）を検討するなかで、必要に応じて見直し（EX：JSCC における証券引渡・資金

支払時限の１時間程度の後倒し）を検討する。 

対
応
方
針

上記の前提のもと、取引所取引の清算・決済業務を現行の T＋3決済から T＋2決済に短縮する場合、関連する帳票配信等のスケジュールは別紙４のとお

りとすることが考えられるが、下記の論点を踏まえても、当該スケジュールで業務上の支障は発生しないとの理解で良いか。 

論点１：取引所の過誤訂正時限及び「総受払代金計算表（予定額／速報）」の配信時限について 

S-1 日において、現行どおり、取引所の過誤訂正を 13：00 までとし、これを踏まえ「総受払代金計算表（予定額／速報）」帳票（別紙５④）については、

14：30 に配信することを想定しているが、当該時限及び配信時刻で決済日に向けた作業に支障はあるか。 

取引所の過誤訂正時限の後倒しニーズがある場合には、1 時間程度までの後倒しの検討が可能であるが、その場合「総受払代金計算表（予定額／速報）」

帳票についてもあわせて後倒しされる（例：過誤訂正時限⇒13:30 とした場合、「総受払代金計算表（予定額／速報）」帳票配信⇒15:00）。 

前回のサブ WG（10/9）において取引所の過誤訂正時限について後倒しの可能性についてご意見をいただいたことから、同時限を 1時間後倒した 14：00

とすることで良いか。この場合、「総受払代金計算表（予定額／速報）」帳票（別紙５④）については、14：30 頃配信されることとなる。 

論点２：「銘柄別決済予定数量」の継続配信要否について 

「銘柄別決済予定数量」帳票（別紙５②）については、現行決済フローおいては T＋1日（S-2 日）の 19：00 頃にフェイルを含まない決済予定データ（即

ち T 日の約定＋貸借・品貸分のみを含めたデータ）として配信しているが、決済期間の短縮化後の決済フローにおいては T＋1 日（S-1 日）の夕刻（17：

00 頃）に同日発生のフェイルに伴う決済繰り延べ分も含めた「銘柄別決済確定数量」帳票（別紙５⑤）が配信されるため、同一日において「銘柄別決済

予定数量」帳票を配信する意義は乏しくなるとも考えられるが、同帳票の配信を取り止めることとして良いか。 

前回のサブ WG（10/9）において「銘柄別決済予定数量」帳票（別紙５②）の配信については引き続き継続すべきとのご意見をいただいたことから、同

帳票については、T＋1 日（S-1 日）の 14：30 頃に、フェイルを含み T＋1 日の過誤訂正分を含まない決済予定データ（即ち T 日の約定＋貸借・品貸分

＋フェイル＋T 日に処理済みの過誤訂正を含めたデータ）として配信することで良いか。なお、T＋1 日（S-1 日）の夕刻（16：00 頃）には過誤訂正分

を含めた「銘柄別決済確定数量」帳票（別紙５⑤）をすることとしたい。 



 
 

対
応
方
針 

 

論点３：「総括清算表（約定代金）」の継続配信要否について 

「総括清算表（約定代金）」帳票（別紙５③）については、現行決済フローおいては T＋1 日（S-2 日）の 19：00 頃に配信しているが、決済期間の短縮

後の決済フローにおいては T＋1日（S-1 日）の夕刻（17：00 頃）において「総括清算表（決済代金・値洗差金）」帳票（別紙５⑥）が配信されるため、「総

括清算表（約定代金）」帳票を配信する意義は乏しくなるとも考えられるが、同帳票の配信を取り止めることとして良いか。 

 

 前回のサブ WG（10/9）において特段の意見がなかったことから、同帳票の配信は取り止めることとしたい。 

 

 

  



（２）フェイル・ルールの見直し 

①フェイルに係る方向性の選択とルールの確立

②権利確定日におけるフェイル発生時の権利調整方法等の検討

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

権利確定日に発生したフェイルに関し、フェイル／被フェイル参加者の個別調整に委ねている現行ルールの見直しの是非及

び見直す場合にはルールの在り方（EX:画一処理、原則設定（例外許容）、指針化等）を検討する。また、TOB 対象銘柄の申

込最終日のフェイル発生時の対応をルールに新たに盛り込むべきかを検討する。 

対
応
方
針(

案
）

上記検討の方向性にしたがい、権利確定日及び公開買付期間の末日に発生したフェイル銘柄の権利調整に係る事務処理の円滑化に資するべく、事例に

応じた標準的な処理方法を記した指針文書として、別紙６のとおり「権利確定日のフェイル発生時における清算参加者の対応指針（案）」を制定するこ

とでどうか。（同文書については、今後本サブワーキング・グループ及びワーキング・グループで内容を取り纏め、ＪＳＣＣのユーザーコミッティに諮

問のうえ最終化することとしてはどうか。） 

また、権利調整に係る事務処理負担の軽減化のため、現在フェイル参加者と被フェイル参加者との間で紙媒体にて授受を行っている「配当金・権利等

引渡通知」については、T+2 化にあわせシステム画面・帳票化を検討することとしたい。 

第２回サブワーキングでのご意見も踏まえ、上記対応指針（案）の内容をより現行の実務や参加者の要望に沿った内容に更新していくべく、別紙７のと

おりアンケートを実施させていただきたい。 

③フェイルを起こした参加者への経済損失の請求

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

遅延損害金の料率水準及び暦日ベースでのカウントへの変更の要否を検討する。 

現行のバイイン制度（バイイン実行タイミング・形態）を見直す必要があるかを検討する。 

対
応
方
針

第１回サブＷＧで示したとおり遅延損害金の料率水準については、現行料率を踏襲することとしたい。ただし、休日・祝日前のフェイル解消努力を更に

促進すべく、フェイルチャージのカウント方法については暦日ベースでのカウント※へ変更することとしたい。 

※例．）金曜日にフェイルが発生した場合は、土・日を含めて３日分とカウントし、遅延損害金は「DVP 清算値段×フェイル株数×料率×日数分」とする。 

第１回サブＷＧで示したとおりバイイン実行のタイミングについては、費用負担参加者が市場にて買戻しを行った場合の調達タイミングが１日前倒しさ

れることを踏まえ、別紙８のとおり現行から１営業日前倒しすることとしたい。 



（３）現物市場におけるギブアップ制度の導入要否の検討 

①現物株市場におけるギブアップ制度の導入要否の検討

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） （勉強会報告書においては言及されていない事項であるが、）フェイルの事前回避に向けた施策の一つとして、現物株市場

においてギブアップ制度を導入することを検討してはどうか。 

対
応
方
針

これまで実施してきた個別参加者ヒアリング及び本ＷＧにおけるご意見の募集において、現物株市場におけるギブアップ制度については、主に（１）

ギブアップ制度から得られるメリットが証券会社におけるバックオフィス業務の効率化の可能性に留まり、証拠金・差金負担の軽減のあるデリバティ

ブ取引上の制度に比して限定的と考えられる（２）事務・システムにおいて相応のイニシャル対応コストや制度面での検討が必要と見込まれるという

理由から、T+2 化に併せた検討を行うニーズが高いとは言えない状況であった。 

また、ギブアップ制度は多くの参加者が利用し決済集中がはかられることにより清算参加者にそのメリットが発現するものであるが、上記の状況より

その期待は現状小さいと見込まれることから、本ＷＧにおいては検討の対象外と整理することとしたい。 



（４）品貸申込にかかる業務フローの検討 

①証券金融会社の貸株超過銘柄の調達のＴ＋１化への対応

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

証券金融会社の貸株超過銘柄の調達（品貸取引）のＴ＋１化に伴い、証券金融会社と証券会社との更新差金等の決済がタイ

ト化することが懸念される。 

これに対処するための方法として、事務処理フローの見直しや品貸スケジュールの前倒し等により、貸借データ確定時間の

早期化を図ることが考えられるが、品貸スケジュールの前倒しについては、逆日歩の高騰が生じないような適正・公平な品

貸入札の確保も考慮して検討する必要がある。 

対
応
方
針

・貸借データ確定時間の早期化と品貸入札への影響について 

貸借取引および品貸入札参加者（以下「参加者」という。）の決済に係る事務スケジュールのタイト化に対応するためには、品貸スケジュールの前倒し等が

考えられるが、入札時間を短縮した場合は時間短縮による応札の減少が懸念され、また、入札開始時刻を前倒した場合は入札準備時間の短縮による逆日歩

高騰や未調達銘柄の増加を招くなどのデメリットの発生が見込まれる。 

ついては、現行の品貸スケジュールの前倒し等は行わないこととするが、一方で、参加者の決済事務に与える影響も踏まえ、品貸処理が遅れる傾向にある

3、9月期未や未調達銘柄発生時における貸借データ確定時間については、証券金融会社（日証金）の事務処理フロー等の見直しにより大幅な遅延の回避を

図ることとする。なお、貸借データ確定（品貸入札結果の配信）の最終時限については、カスタマーサイドサブＷＧの「貸株取引実務検討会」の議論を踏

まえた上で、2016 年 5 月を目途に本サブＷＧで時限の目途を示すこととする。 

・Ｔ＋２化後の貸株超過銘柄の調達期間短縮に係る影響について 

品貸入札において未調達銘柄が発生した場合の株券調達に係る事務フローは、振替スケジュールがタイト化するため、円滑な振替処理に向け口座管理機関

（証券会社、信託銀行）と証券金融会社のより緊密な連携が必要である。こうした状況を踏まえ、証券金融会社（日証金）は円滑な振替処理に資する事務

フロー等について口座管理機関および機関投資家と協議を行い、何らかの対応を必要とする場合は 2016 年 5 月を目途に本サブＷＧに報告する。 

証券金融会社における貸株超過銘柄の調達困難化が想定されることから、貸借取引のより的確な管理運営のため、取引所、証券会社および証券金融会社の

より一層の緊密な連携が必要である。証券金融会社（日証金）は関係各社と協議を行い、何らかの対応を必要とする場合は 2016 年 5 月を目途に本サブＷＧ

に報告する。 

②貸株超過銘柄の翌朝訂正による貸株申込

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 Ｔ＋２化によって株券貸借市場での調達難易度の上昇が予想されることから、制度信用取引の約定訂正を端緒とする貸借取

引の翌朝訂正（貸株超過銘柄に対する貸株の追加申込）の受付を可能とすることも考えられる。 

対
応
方
針

貸株超過が拡大する貸借取引の翌朝訂正申込を受け付けた場合、入札の前提となる貸株超過銘柄および株数の確定が品貸入札開始直前となることに品貸入

札参加者が対応できず、逆日歩高騰や未調達銘柄の増加を招くなどのデメリットが発生することが見込まれることから、当該申込を受け付けないこととす

る。 



 
 

 

（５）取引所外取引・証券会社間の取引等 

①ＰＴＳ・取引所外取引 

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 WG 立ち上げ後、事務局から各 PTS（Chi-X、JNX）に対し個別説明を実施。 

 取引所外取引については、現行、一律的に決済期間を定めた自主規制規則はない。取引所取引の T＋2化に伴い、取引所外

取引も T＋2 化することが望ましいが、引き続きルール化はしない方向で対応してはどうか。 

対
応
方
針 

 JSCC が債務の引受けの対象としている各 PTS（Chi-X、JNX）に対しては、勉強会報告書やワーキンググループの立ち上げ・検討着手等、これまでの経緯

を説明し、今後、T+2 化の実現目標時期を固める過程においては足並みを揃えて移行時期を調整させてほしい旨打診しており、各 PTS からは前向きな回

答を得ている状況。 

 取引所外取引も T＋2化することが望ましいが、自主規制規則によるルール化で対応するのではなく、個別の相対取引の当事者間で対応するものとする。 

 

  



（６）転換社債の基準日決済の実現 

①転換社債の決済日程について

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

利払日前日の振替停止制度の撤廃を早期に実現することは困難であると思われることから、振替停止を伴わない基準日（転

換条件変更時及び期中償還請求期間満了日）のみを検討対象とすることで良いか。 

対
応
方
針

転換社債については、現在 10 銘柄程度と上場銘柄数が少ないことも考慮し、参加者へのオペレーション・システムへの影響が少ない形での短縮が望ま

しい状況であること、加えて、利払日前日の振替停止制度の撤廃を早期に実現することは困難であり、コーポレート・アクションごとに決済サイクル

が異なると混乱を生ずるおそれもあることから、振替停止を伴わない基準日（転換条件変更時及び期中償還請求期間満了日）についても従前の取扱い

（決済スキップ）を継続し、将来、振替停止制度の撤廃と合わせて検討を行うことすることでどうか。 

この場合、想定されるケースは別紙９のとおりとなり、いずれのケースも現在から決済日程が 1 営業日短縮される。 



（７）有価証券オプションの権利行使・割当時の対象有価証券の決済日程について 

①有価証券オプションの決済期日

具体的な検討内容 有価証券オプションの権利行使により成立するオプション対象証券の売買に係る決済期日は、現在、以下のとおりであるが T+2

化に伴いこれらの期日についてどう考えるか。 

① 通常のケース：権利行使日から起算して 5 日目（E+4 日）

② 権利行使日がオプション対象証券の売買に係る配当落等の期日の前日のケース：権利行使日から起算して 4日目（E+3 日）

対
応
方
針

有価証券オプションについては、参加者へのオペレーション・システムへの影響が少ない形での短縮が望ましい状況であることから、オプション対象

証券の売買に係る配当落等の期日に係る取扱いは現在と同様とし、T+2 化にあわせた決済日程の１日短縮を行うことでどうか。 

この場合、想定されるケースは別紙 10 のとおりとなり、いずれのケースも現在から決済日程が 1営業日短縮される。 



 
 

 

３．合同サブＷＧにおける検討項目 

（１）清算・決済インフラ等における決済時限等の見直し 
（１）証券及び資金決済等の時限の延長、貸株ＤＶＰ決済制度のさらなる利用（貸株ＤＶＰにおける決済時限の延長） 

具体的な検討内容 

（勉強会報告書の概要） 

 Ｔ＋２ 化後の決済日当日における各種処理時限について、必要に応じて見直しを検討する。 

対 

応 

方 

針 

 

 第１回合同サブＷＧ以降、ストリートサイドサブＷＧ及びカスタマーサイドサブＷＧにおいて、各種決済時限等の見直しの必要性につ

いてそれぞれ以下のとおり検討が行われた。 

 

・非居住者取引に係る決済照合カットオフタイム（12：20）3 

   現行、非居住者取引に係る決済照合カットオフタイムについては、カットオフタイムに間に合わなかった場合の貸株等によるカバー

の時間を確保するため、取引所取引の決済時限の40分前に設定されている。Ｔ＋２化後においても、現行と同様、当該処理に係る時間

を確保する必要がある。 

・取引所取引の決済時限（13：00） 

   取引所取引の決済時限を延長した場合、渡方顧客のフェイルに伴う清算参加者側のカバー業務の対応時間が増加するというメリット

がある一方、追加支払事務のタイト化や被フェイル時の対買付顧客向けのフェイルカバー業務のタイト化などのメリットを上回るデメ

リットが想定される。 

・貸株ＤＶＰ決済時限（13：30） 

現行、貸株ＤＶＰの決済時限については、金額調整データ等の時間の確保するため、一般振替ＤＶＰ決済時限の30分前に設定されて

いる。Ｔ＋２化後においても、現行と同様、当該処理に係る時間帯を確保する必要がある。 

・一般振替ＤＶＰ決済時限（14：00） 

     現行、一般振替ＤＶＰの決済時限については、ＤＶＰ参加者の資金支払い時間の確保、ＤＶＰ参加者が債務不履行した場合のほふり

クリアリングの流動性調達銀行による資金調達時間の確保及び信託銀行が証券及び資金決済後の資金繰り確定により実施する有担保コ

ール市場での余資運用との関係等を踏まえて設定されている。Ｔ＋２化後においては、当該時限を後倒しすることにより、取引所取引

におけるフェイル発生に伴う権利調整のための借株等について、ＤＶＰ決済にて対応できる時間が増加する等のメリットが想定される

ものの、一般振替ＤＶＰの決済時限を14時と設定したこれらの事情を踏まえる必要がある。 

※ 第一回の株式等の決済期間の短縮化に関する検討ＷＧにおいて、勉強会報告書の課題に対する信託銀行からの意見として、信託取

引 においては、証券及び資金決済の後に資金繰り確定及び委託者との契約や指図に基づく有担保コール市場での余資運用が必要

                                                   
3 照合不一致率を解消するため、カットオフタイムを後ろ倒しすることも考えられるが、欧米との時差等を考慮した場合、後続処理との関係から欧米時間帯までの後倒しはできない

中、その効果は限定的と考えられる。 



であり、仮に現行の一般振替ＤＶＰ決済時限（14：00）を後倒しした場合には、時限的に有担保コール市場での運用が難しくなり、

委託者との契約や指図に基づく受託事務の遂行が困難になる旨が示されている。 

・ＦＯＰ決済時限（15：30） 

 ＦＯＰの決済時限については、ＪＳＣＣにおけるフェイルが発生した場合（もしくはフェイルの発生が見込まれる場合）において、

フェイル参加者または被フェイル参加者が、権利調整のための借株に対応できる時間が増加するなどのメリットが想定されるものの、

現行の実務においては、フェイル発生後すみやか（もしくはフェイル発生前）に権利調整のための借株を打診し、振替を実施しており、

仮に15：30を後倒ししたとしても、その効果は限定的と考えられる。また、機構や制度参加者におけるその後のシステム処理や顧客へ

のレポーティングのタイミングに影響が出る可能性がある。 

上の議論を踏まえ、ストリートサイドサブＷＧにおいては、取引所取引の決済時限を13：00とする前提のもとで、あわせて検討が必要

であるＴ＋２日までの想定業務フロー（別紙４参照）について議論を行い、東京証券取引所における過誤訂正時限や日本証券クリアリ

ング機構から清算システムを通じて配信する数量・代金に関する帳票の内容及び配信時刻も含めた業務フローのフィージビリティが確

認された。 

以上を踏まえると、各種決済時限等を後倒しした場合には、一定程度のメリットは想定されるものの、デメリットも見込まれることか

ら、各種決済時限等については現行どおりとし、今後の実務検討もそれを前提に行っていくものとする。ただし、2016年6月までに行わ

れる今後の実務の詳細検討の結果、時限の延長が必要不可欠となった場合には、再度検討するものとする。 

以 上 



１．本資料は、貸株ＤＶＰ制度検討時の貸株ＤＶＰ証券業者間意見交換会において、信託銀行より提示された検討時において想定される処理時間帯をベースに作成しており、実際の対応については、個社毎に異なる場合がある。

２．本スケジュール表は照合一致を前提としたスケジュール。

３．証券会社間の取引については特段のルールはない。

　 送信元 送信先 決済期間

証券会社 → 信託銀行

信託銀行 → 証券会社

信託銀行 → 証券会社

証券会社 → 信託銀行

証券会社 → 信託銀行

信託銀行 → 証券会社

信託銀行 → 証券会社

証券会社 → 信託銀行

（証券会社－信託銀行間の想定業務処理時限）

貸株ＤＶＰ決済フロー

データ授受時間
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

約定照合

売買報告データ

データ受信
～S-1日10：30頃

（原則はT日当日中）
証券会社 → 信託銀行

Ｔ+0取引以
外

Ｔ+0取引以
外

承認データ送信 ～S-1日 11：00頃信託銀行 → 証券会社
Ｔ+0取引以

外

Ｔ+0取引以
外

データ受信 ～S-1日 11：30頃証券会社

担保連絡
 ～S-1日 11：30頃

（担保種別により個別対応）
証券会社 → 信託銀行

承認データ送信 ～S-1日 14：00頃

担保金額照合 必要担保金額データ

→ 信託銀行
Ｔ+0取引以

外

信託銀行 → 証券会社

決済額調整 金額調整データ

データ送信

Ｔ+0取引以
外

承認データ送信 ～S-1日 16：00頃
Ｔ+0取引以

外

承認データ送信 ～S-1日 15：30頃信託銀行

担保預託証券
（国債）

データ受信

～S-1日 14:30頃証券会社 → 信託銀行
Ｔ+0取引以

外

→ 証券会社

担保預託証券
（その他／ＬＣ）

現物の差入れ ～S日 11:00頃銀行 →

担保預託・受入れ

担保預託証券
（担保株式）

データ受信 ～S-1日 15:00頃
Ｔ+0取引以

外

信託銀行
Ｔ+0取引以

外

～S日 10:00頃
Ｔ+0取引以

外

承認データ送信 ～S日 11:00頃
Ｔ+0取引以

外

Ｓ－１日 （Ｔ+１取引のＴ日） Ｓ日

処理項目

想定時限 Ｓ－２日 （Ｔ+２取引のＴ日）

参考_別紙１

売買のＴ＋２化に伴い、貸株取引の主流がＴ＋２取引からＴ＋１取引に移行した場合、現在の貸株Ｔ＋１取引のカットオフタイムを前提
とすると、処理時限がタイトとなることが想定される。なお、現在、Ｔ+０取引は事実上行われていない。
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T＋2化後（案）
日付／時間 内容

T日 8：20～ 債務引受データ

T＋１日

13：00 DVP決済未了情報

13：30 貸借取引データ

14：00 （参加者→取引所）過誤訂正申請時限

14：30頃 帳
票 ② 銘柄別決済予定数量（フェイル分を含む）

〃 帳
票 ④ 総受払代金計算表（予定額／速報）

〃 帳
票 ① 債務引受明細（貸借）

15：00 債務引受データ（約定訂正）

15：00過 清算値段の確定

16：00

帳
票 ⑤ 銘柄別決済確定数量

帳
票 ⑥ 総括清算表（決済代金・値洗差金）

Ｓ日 13：00 JSCC決済時限

Ｔ＋２化後の想定フロー（案）（過誤訂正時限１時間後倒し）

T+1日の過誤訂正を
含む帳票を配信

論点1に関連する時限・時刻 論点2に関連する時限・時刻

フェイル分を
含んだ

データを配信

1時間後倒し
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T+1日の過誤訂正を
含まない帳票を配信

、

過誤訂正申請時限は⑤ 及び⑥出力の
前提となっており、その後のシステ
ム処理に2時間程度を要することから、
さらなる過誤訂正時限の後倒し検討
の場合にはあわせて⑤ 及び⑥は後倒
しされる



T＋2化後
日付／時間 内容

T日 8：20～ 債務引受データ

T＋１日

13：00
DVP決済未了情報

（参加者→取引所）過誤訂正申請時限

14：00
貸借取引データ

債務引受データ（約定訂正）

14：30
帳票 ① 債務引受明細（貸借）

帳票 ④ 総受払代金計算表（予定額／速報）

帳票 ② 銘柄別決済予定数量

帳票 ③ 総括清算表（約定代金）

15：00過 清算値段の確定

17：00 帳票 ⑤ 銘柄別決済確定数量

〃 帳票 ⑥ 総括清算表（決済代金・値洗差金）

Ｓ日 13：00 JSCC決済時限

現行（T＋３決済）

日付／時間 内容

T日 8：20～ 債務引受データ

T＋１日

14：00 貸借取引データ

16：30 債務引受データ（約定訂正）

19：00 帳票 ① 債務引受明細（貸借）

帳票 ② 銘柄別決済予定数量

帳票 ③ 総括清算表（約定代金）

T＋2日

13：00
DVP決済未了情報

（参加者→取引所）過誤訂正申請時限

14：00 債務引受データ（約定訂正）

14：30 帳票 ④ 総受払代金計算表（予定額／速報）

15：00過 清算値段の確定

17：00
帳票 ⑤ 銘柄別決済確定数量

帳票 ⑥ 総括清算表（決済代金・値洗差金）

S日 13：00 JSCC決済時限

Ｔ＋２化後の想定フロー
論点1に関連する時限・時刻 論点2, 3に関連する時限・時刻論点1に伴い変更となる時限・時刻
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権利確定日等のフェイル発生時における清算参加者の対応指針（案）

平成２７年１０月９日

株式会社日本証券クリアリング機構

１．本指針について

本指針は、権利確定日等1において株式等の証券決済未了（フェイル）が発生した場合において、当該証券決済未了に係る渡方現物清算参

加者（以下、「フェイル参加者」という。）が証券決済未了の場合及びバイインの取扱いに関する規則第５条に基づき、当該証券決済未了に係

る受方清算参加者（以下、「被フェイル参加者」という。）のために権利調整処理を行うにあたって対応の指針とすべき考え方について定める。

なお、権利調整については、同規則に定めるとおり、最終的には清算参加者間における個別協議事項であるため、フェイル参加者は、被フ

ェイル参加者の求めに応じた柔軟な対応を行うことが期待されるが、被フェイル参加者側から個別事例に応じた特別の求めが無い場合におい

ては、フェイル参加者は可能な限り本指針に基づいて権利処理を行うことが求められる。

２．フェイル参加者が権利確定日等のフェイルにあたり従うべき原則等

フェイル参加者は、権利確定日等においてフェイルを発生させた場合には、当該フェイルの発生後すみやかに以下に定める順により対処を

行い、被フェイル参加者が追加の事務負担や経済的損失等といった不利益を可能な限り負うことなく本来保持している権利を取得・行使でき

るよう努める。

（１）フェイル発生日において、フェイル参加者は株式等振替制度における一般振替を利用し、被フェイル参加者にフェイル対象証券の引渡

1 本指針文書においては、業務方法書第６４条第３項第１号から第３号に掲げる日及び公開買付期間の末日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。）を「権利確定日等」という。
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しを行うことによって、被フェイル参加者又はその顧客が株式等振替制度2において直接的に権利を取得できるよう努める。

（２）（１）の対応が不可の場合、フェイル参加者はフェイル発生日において、被フェイル参加者と調整のうえ株式等振替制度における追加

振替を利用し、被フェイル参加者にフェイル対象証券の引渡しを行うことによって、被フェイル参加者又はその顧客が株式等振替制度

において直接的に権利を取得できるよう努める。

（３）（１）及び（２）の対応のいずれも不可の場合、フェイル参加者は、フェイル発生当日以降すみやかに、本指針３．に掲げる方法に従

い、被フェイル参加者との間で権利調整を行う。

2 フェイル対象証券が外国株券等保管振替制度上の銘柄である場合においても、本対応指針の記載に準じて対応を行うものとする。



３．権利確定日等のフェイルに係る権利調整をフェイル参加者と被フェイル参加者が事後的に処理する場合の指針

上記２．（１）（２）に掲げる株式等振替制度における直接的な権利取得のための対応が不可であり、フェイル参加者が被フェイル参加者と

の間で権利確定日等のフェイルに係る権利調整を事後的に処理する場合、フェイル参加者は、下記に掲げるコーポレート・アクションごとの

方法により権利処理を行うことが求められる。また、これらの方法により処理するための手続き等のために要する金銭等については、原則と

してフェイル参加者の負担とすることが求められる。

ただし、被フェイル参加者が合意した場合においてはこの限りではない。

（１）配当金（剰余金配当）・分配金

フェイル参加者は、発行会社の配当金3支払開始日以降、原資（繰越利益剰余金又はその他資本剰余金）や課税主体ごとに源泉徴収率が異

なること等も考慮したうえで、被フェイル参加者が得られた配当金を遺失しないと考えられる程度の額を被フェイル参加者の指定する口座

等に対して遅滞なく支払う。

（２）株主優待

フェイル参加者は、フェイルが発生しなかった場合に被フェイル参加者又はその顧客が得られたであろう株主優待物の種類及び個数を被

フェイル参加者に確認のうえ、他株主や市場、若しくはその他の方法にて当該株主優待物を代替的に調達することにより、同一の現品を被

フェイル参加者の指定する方法・場所等で受け渡すよう努めることとし、被フェイル参加者が当該株主優待物を自主的に代替調達可能であ

る場合には、被フェイル参加者が当該代替調達に要した実費相当額を被フェイル参加者の指定する口座等に対して支払う。

ただし、株主優待物の総数に制限がある場合、記念品もしくは株主限定品であり市場等での調達が困難な場合等で同一の現品の調達が困

3 投資信託受益証券や投資証券等の分配金を含む。



難な場合には、フェイル参加者は被フェイル参加者の合意の下、当該株主優待物の代替に相当する金品等により権利処理することとする。 

（３）株式分割4

フェイル参加者は、フェイルが発生しなかった場合に被フェイル参加者又はその顧客が当該株式分割によって新規に割り当てられたであ

ろう株式数について、当該株式分割の効力発生日以降速やかに、株式等振替制度における一般振替により被フェイル参加者に証券を引き渡

す。なお、金銭交付が発生する場合には、フェイル参加者は、被フェイル参加者に対し、フェイルが発生しなかった場合に発生したであろ

う金銭交付の金額を確認のうえ、当該金銭の額の全額を被フェイル参加者の指定する口座等に対して支払う。

（４）株式無償割当

フェイル参加者は、フェイルが発生しなかった場合に被フェイル参加者又はその顧客が当該無償割当によって新規に割り当てられたであ

ろう株式数について、当該無償割当の効力発生日以降速やかに、株式等振替制度における一般振替により被フェイル参加者に証券を引き渡

す。なお、金銭交付が発生する場合には、フェイル参加者は、被フェイル参加者に対し、フェイルが発生しなかった場合に発生したであろ

う金銭交付の金額を確認のうえ、当該金銭の額の全額を被フェイル参加者の指定する口座等に対して支払う。

（５）新株予約権の無償割当5

フェイル参加者は、被フェイル参加者の求めに応じて、フェイルが発生しなかった場合に被フェイル参加者又はその顧客が当該新株予約

4 投資信託受益証券の受益権分割、投資証券の投資口分割を含む。 
5 新投資口予約権の無償割当を含む。 



権無償割当てによって割り当てられたであろう新株予約権を、当該新株予約権の発行（割当）後速やかに、株式等振替制度における一般振

替により被フェイル参加者に引き渡す6か、或いは、被フェイル参加者の求めに応じ、フェイルが発生しなかった場合に被フェイル参加者又

はその顧客が新株予約権無償割当てによって割り当てられたであろう新株予約権の一部又は全部を行使した場合と同条件で株式と資金（払

込資本相当額）の交換の機会を被フェイル参加者に対し提供する。

（６）株主割当増資7

フェイル参加者は、被フェイル参加者の求めに応じて、フェイルが発生しなかった場合に被フェイル参加者又はその顧客が当該株主割当

増資によって得られたであろう株式の申込枠の一部又は全部について申し込みが行われたと想定した場合と同条件で株式と資金（払込資本

相当額）の交換の機会を被フェイル参加者に対し提供する。

（７）公開買付

フェイル参加者は、被フェイル参加者又はその顧客が公開買付への応募を希望していた場合には、その求めに応じ、①フェイルが発生し

なかった場合に被フェイル参加者又はその顧客が当該公開買付に申し込んでいた場合に得られた金銭と同額の条件にて、フェイル対象証券

の売付の機会を被フェイル参加者に提供するか、或いは、②フェイルが発生しなかった場合に被フェイル参加者又はその顧客が応募できた

であろう株式数に、フェイル対象証券の時価相当額と公開買付価格の差額を乗じた金銭を、当該公開買付の結果の判明後速やかに被フェイ

ル参加者の指定する口座等に対して支払う。

ただし、公開買付株式数に上限が定められている場合で、公開買付の結果、金融商品取引法第二十七条十三の５及び発行者以外の者によ

る株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三十二条に規定されるあん分比例の方式が適用され、申込者がすべての株式の売付を行え

6 新株予約権が株式会社証券保管振替機構の取扱対象となる新株予約権無償割当の場合。 
7 投資証券における投資主への有償割当を含む。 



ない場合において②の処理を行う場合には、フェイル参加者は当該あん分比率等を考慮したうえで、被フェイル参加者が得られたであろう

利益を遺失しないと考えられる程度の金銭の支払いを行う。

（８）議決権

フェイル参加者は、被フェイル参加者又はその顧客が株主総会での議決権行使を希望している場合には、その求めに応じ、株主総会の招

集通知を受けてから遅滞なくその内容を被フェイル参加者に提供し、被フェイル参加者に代わり議決権を代理行使する。議決権の代理行使

がフェイル参加者側で不可である場合で、かつ被フェイル参加者が議決権を行使できないことによる不利益が合理的に算定できる場合には、

フェイル参加者は相当する金銭等により、権利処理を行う。

なお、被フェイル参加者の議決権行使内容がフェイル参加者又は他の被フェイル参加者の議決権行使内容と異なる場合には、フェイル参

加者は議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を株主総会の３日前までに発行会社に通知し、議決権の不統一行使（会社法３１３条）

を行う。

（９）その他の権利

上記のいずれにも該当しない権利については、フェイル参加者は、被フェイル参加者と協議・調整のうえ処理を行うものとする。

４．その他

本指針の制定及び改廃は、日本証券クリアリング機構において設置されているユーザーコミッティに諮問のうえ、日本証券クリアリング機

構が行う。

以 上



権利確定日等のフェイル発生時における清算参加者の対応指針（案）に関するアンケート

平成２７年１０月３０日

株式会社日本証券クリアリング機構

第２回ストリートサイドサブワーキングでご提示した「権利確定日等のフェイル発生時における清算参加者の対応指針（案）」に関して、同指針（案）

の「３．権利確定日等のフェイルに係る権利調整をフェイル参加者と被フェイル参加者が事後的に処理する場合の指針」に記載したコーポレートアク

ションごとの処理方法について、以下のとおりアンケートを実施させていただきたい。

なお、ご回答は任意とさせていただき、特にご意見のある場合には、以下の提出方法にしたがいご回答をお願いしたい。いただいたご意見を考慮の

うえ、１２月のストリートサイドサブワーキングにおいて、修正版の対応指針（案）をご提示させていただき、指針内容の最終化を図っていくことと

したい。

＜提出方法＞

記載方法：事務局から送付する本 word ファイルの回答欄に回答を記載 
提出期限：１１月１３日（金）

提出先：system@jscc.co.jp 
メール件名：権利調整指針アンケート回答
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１．指針において定めるコーポレートアクションに関し、指針（案）３．に記載している（１）配当金（剰余金配当）・分配金～（８）議決権の具体

的な権利処理方法について現在記載の方法より望ましい方法がある、もしくは実務上の不都合があるといったご意見があるか。ある場合、どうい

った形での処理が望ましいと考えるか、もしくはどういった処理が現行実務上行われているか。

項番 （ ）

※２個以上の項番にご意見がある場合は、コピーのうえ、ご記入ください。

２．特に指針（案）３．（１）に記載している配当金（剰余金配当）・分配金に関して、原資（繰越利益剰余金又はその他資本剰余金）や課税主体ごと

に源泉徴収率が異なり、株主の情報を授受しなければ本来受け取るべきであった配当金の計算を精緻に行うことが難しいと考えられる状況におい

て、「配当金を遺失しないと考えられる程度の額」として想定される具体的なケースや金額の水準感（～％等）を指針内で言及すべきと考えるか。

すべきと考える場合、どのようなケースについて記載することが望ましいと考えるか。



３．特に指針（案）３．（７）に記載している公開買付に関して、以下の選択肢の中ではどのような取扱いとすることが望ましいと考えるか。また、

どういった理由からその選択肢が望ましいと考えるか。

（１）現状の記載レベルとする（ケースに応じた調整を可能とする記載とし、フェイル株数に限定されないケースも想定する）

（２）現状の記載レベルに加え、対象株数は取引所・PTS 取引の決済におけるフェイル株数のみに限定する旨を追記する（ケースによらず調整

の対象はＪＳＣＣと清算参加者との間の決済においてフェイル清算参加者が発生させたフェイル株数のみに限定する）

（３）公開買付のケースそのものを指針の対象に含めない

望ましい選択肢 （ ）

４．指針において定めるコーポレートアクションに関して、指針（案）３．に記載している（１）配当金（剰余金配当）・分配金～（８）議決権以外

に対象と含めるべきと考えるコーポレートアクションがあるか。ある場合、現行実務上の処理も踏まえ、どういった形での処理が望ましいと考え

るか。

以 上



現行（T＋３決済）

日付 内容

X日 フェイル発生

X+１日
（請求日）

バイイン請求

費用負担対象者（暫定）の割当
（14：30～）

X+2日

X+3日

X+4日
（請求日+３） バイイン実行

X+5日 バイイン実行に係る決済

Ｔ＋２化後のバイイン実行フロー（案）

T+2化後

日付 内容

X日 フェイル発生

X+１日
（請求日）

バイイン請求

費用負担対象者（暫定）の割当
（14：30～）

X+2日

X+3日
（請求日+2） バイイン実行

X+4日 バイイン実行に係る決済
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転換社債における決済日程

取引日

T+3

決済日 取引日

T+2

決済日

取引日

T+4
決済日 取引日

T+3

決済日

T+3

現在 株式等のT+2化実現後

取引日

T+5
決済日

T+4

取引日

T+4
決済日

T+3

T+2

T+3⇒Ｔ＋２
となるケース
(通常)

T+4⇒T+3
となるケース

(①旧条件最終適用日・期
中償還請求期間満了日及
び利払日前日が通常の決
済サイクルでカウントし
た場合の決済予定日に当

たるケース)

T+5⇒T+4
となるケース

(②通常の決済サイクルで
カウントした場合の決済
予定日が利払日前日に当
たり、かつ、その翌日が
旧条件最終適用日・期中
償還請求期間満了日とな
るケース

及び
③通常の決済サイクルで
カウントした場合の決済
予定日が旧条件最終適用
日・期中償還請求期間満
了日に当たり、かつ、そ
の翌日が利払日前日とな
るケース)

旧条件最終適用日 or
期中償還請求期間満了日 or
利払日前日

旧条件最終適用日 or
期中償還請求期間満了日

利払日前日

旧条件最終適用日 or
期中償還請求期間満了日

T+2

利払日前日

T+3

T

T

T

T

T

T

取引日

T+5
決済日 取引日

T+4

決済日

T+3

旧条件最終適用日 or
期中償還請求期間満了日

利払日前日

旧条件最終適用日 or
期中償還請求期間満了日

T+2

利払日前日

T+3T TT+4

旧条件最終適用日 or
期中償還請求期間満了日 or
利払日前日

参考_別紙９



有価証券オプションの権利行使・割当時の対象有価証券の決済日程

権利行使日

E+3

決済日 取引日

E+2

決済日

権利行使日

E+4
決済日 権利行使日

E+3

決済日

現在現在 株式等のT+2化実現後株式等のT+2化実現後

E+3 ⇒ E+2
となるケース

(権利行使日が配当
落ち等の期日の前日

に当たるケース)

E+3 ⇒ E+2
となるケース

(権利行使日が配当
落ち等の期日の前日

に当たるケース)

E+4 ⇒ E+3
となるケース

(通常)

E+4 ⇒ E+3
となるケース

(通常)

配当落ち等の期日の前日
（権利付最終売買日）

E

E

E

E

配当落ち等の期日の前日
（権利付最終売買日）

参考_別紙10



1 
 

Ｔ＋２化実施に向けたスケジュールについて 

 

１．Ｔ＋２ＷＧ／サブＷＧの検討状況 

 本年９月３日の第１回「株式等の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グループ（以下、「Ｔ＋２ＷＧ」）」において、海外主要国におけ

る動向を踏まえ、我が国でも株式のＴ＋２化を早期実現するため、米国に大きく遅れない実施時期を設定し、かつ、実施までに十分な準備期間

を確保するためには、早急に実施に向けた具体的な方策を示すことが重要であり、年内に株式のＴ＋２化の決済フロー大枠と実施のターゲット

となる時期等を示すこととされた。 

 現在、Ｔ＋２ＷＧの下部のサブＷＧにおいて年内にＴ＋２化の決済フロー大枠を示すため、精力的な検討を行っているが、Ｔ＋２化によって非

居住者取引に係るフェイル率の上昇が一定程度見込まれることが確認されたこと等から、フェイル発生時のフェイル・ルールの見直し等につい

て検討を行っているとともに、フェイル回避のための貸株市場の整備について別途の検討体を立ち上げて、今後検討を行うこととされている。 

 

２．Ｔ＋２化の実施目標時期の設定に対する考え方 

 上記１．のＴ＋２ＷＧ／サブＷＧにおける検討状況を踏まえると、Ｔ＋２ＷＧが年内に取り纏める予定の報告書では実施時期を確定することは

困難である。しかし、関係者において実施目標時期を共有することは、今後の検討の円滑化・効率化に資するものと考えられることから、年内

に取り纏めるＴ＋２ＷＧの報告書で以下の実施目標時期を示すこととしてはどうか。 

 

３．Ｔ＋２化の実施目標時期 

 Ｔ＋２化実施までに必要とされる工程及び必要とされる期間を想定すると概ね次のとおりと考えられる（別紙スケジュールイメージ案を参照）。 

①Ｔ＋２ＷＧにおける課題の検討及び検討結果の報告（来年 6月まで） 

②市場参加者におけるシステム開発、社内体制の構築（2年程度） 

③市場インフラ等における必要な制度・規則改正の実施、総合運転試験等の準備（2年程度） 

④総合運転試験の実施（半年程度） 

これに加え、海外を含めた市場関係者及び投資家においてもシステム開発や社内体制の構築が必要となり得ることも考慮する必要がある。 

 また、市場関係者においては、2018 年度上期実施予定の国債Ｔ＋１化に向けた準備が進められているが、我が国市場全体の決済安定性等の観

点から、株式等のＴ＋２化に先立ち、国債Ｔ＋１化の円滑な実施とその安定稼働（利払い・償還等の対応を含む。）が確認される必要がある。 

 さらに、Ｔ＋２化の実施時期については、我が国の国際競争力の維持・向上の観点からは、他国の実施状況等も勘案して検討する必要がある。 

 

資料２ 
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 以上の状況を踏まえて、Ｔ＋２ＷＧにおける残された課題への検討状況・結果、その後の市場関係者及び投資家の対応内容・状況及び米国にお

ける実施状況等を踏まえ必要に応じて変更を検討するとの前提のもと、株式等のＴ＋２化の実施目標時期を「2019 年中のなるべく早い時期」

とすることが考えられるがどうか。

以 上 



別紙　株式等のＴ＋２化の実施スケジュールイメージ案

2015年11月20日

2015年

Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４ Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４

外部環境

Ｔ＋２ＷＧ

ＷＧ等における検
討の公表・周知等

市場参加者・インフラ

・ＷＧ報告書及び最終報告書公表後、ＷＧ事務局では海外を含む市場関係者及び投資家への周知活動を実施する。
・ＷＧ最終報告書の公表後（2016年6月予定）、必要に応じてＴ＋２ＷＧ／サブＷＧを開催して全体で検討が必要な事項について調整を行う。

2016年 2017年 2018年 2019年

国債Ｔ＋１

総合運転試験
国債Ｔ＋１化実施

（2018年度上期）

ＷＧ最終報告書公表
（必要な場合には実施目

標時期を再設定）

ＷＧ報告書公表
（実施目標時期の仮置き）

新日銀ネット

稼動時間延長

Ｔ＋２化実施目標

（仮置き）

総合運転試験

海外を含む市場関係者及び投資家への周知

残りの課題の検討 必要に応じてＷＧ等を開催




