
 

 株式等の決済期間の短縮化に関する検討ＷＧ（第 13回）、ストリートサ

イドサブＷＧ（第 15回）、カスタマーサイドサブＷＧ（第 12回） 

（書面） 

 

 

 
 2 0 2 0 年３月 1 0 日  

 

議   案 

 

（審議事項） 

○「株式等におけるフェイルに関する留意事項」の一部改訂について 

 

（報告事項） 

○「Ｔ+２化後の決済状況に関するアンケート」の実施について 

 

 

以  上 
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議 案 説 明 

 

2020年３月 10日 

 

（審議事項） 

○「株式等におけるフェイルに関する留意事項」の一部改訂について 

去る 2019 年６月 11 日付会員通知「株主の権利確定日において証券決済未了

（フェイル）が発生した場合の税務上の取扱いについて」により、被フェイル顧

客たる個人が受領する配当金相当額の税制上の性質は、原則として一時所得に

該当すると解される旨の解釈が関係省庁より示されたところです。 

今般、当該解釈につき、「株式等におけるフェイルに関する留意事項」の別添

３「個人投資家へのご案内事項（例）」に記載を設けるべく、改訂版を作成いた

し、今回追記した部分については国税庁にも確認が取れましたので、本ＷＧにお

諮りいたします。 

なお、本ＷＧにおいてご審議いただいた結果、了承されましたら、「証券受渡・

決済制度改革懇談会」に書面にて御報告し、日本証券業協会より協会員通知によ

り周知させていただく予定です。 

 

（報告事項） 

○「Ｔ+２化後の決済状況に関するアンケート」の実施について 

株式等の決済期間の短縮化（以下「Ｔ＋２化」といいます。）の実施後、非

居住者取引を中心にフェイル率の上昇が見込まれていたところ、Ｔ＋２化実施

以後の決済状況の確認・評価は重要であると考えられます。 

今般、決済状況、残課題の有無等を把握することを目的に、本ＷＧ及びその

下部会合にご参加されている証券会社、銀行等の皆様を対象として、2019年７
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月 16日のＴ＋２化実施日から、2020年３月末までの期間における決済状況等

についてヒアリングを行うべく、アンケートを実施いたします。（回答期限は

４月 15日を予定しております。） 

本アンケートにご記入いただいた内容については、日本証券業協会にて社名

を伏せ、証券・銀行の区分程度を明示した上で、他の本事務局関係者（東京証券

取引所、日本証券クリアリング機構、証券保管振替機構、日本証券金融、野村證

券（主査）、大和証券（副主査））において確認することを想定しております。ま

た、今後開催する本ＷＧの資料等において会社名は伏せて証券・銀行の区分程度

を明示した上で、本ＷＧ及びその下部会合において利用・紹介することも想定し

ておりますので、その旨お含みおきください。 

なお、Ｔ＋２化実施以後の決済状況の確認・評価を行った結果、著しくフェ

イル率が上昇していない場合には、本ＷＧ及びその下部会合は一定の役割を終

えたと考えられることから、今後解散を検討したいと考えております。 

 

以  上  
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個人投資家へのご案内事項（例） ※ フェイルの対象者にのみ配付可能 

 

■権利確定日フェイル発生時の個人投資家へのご案内事項（例）の作成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人投資家へのご案内事項（例） 

説明事項 ご案内事項（例） 

※＜＞内は具体例として記載。 

フェイル発生の事

実の伝達 

お客様による＜３月 31 日＞を受渡日とする＜３月＞決算銘柄の

＜【銘柄名】（銘柄コード）XXXX＞株の買付け（＜３月 28 日＞約定）

に関し、所定の決済時限までに弊社に対し、＜【銘柄名】（銘柄コー

ド）XXXX＞株の引渡しが行われないフェイルが発生いたしました。 

 

フェイルの説明 

 

フェイルとは、金融商品取引所を通じて行われる取引（取引所取

引）について、証券会社等の取引参加者がやむをえない事情により

受渡日における有価証券の引渡しを行わなかった事をいいます。 

 

フェイルの原因 

 

本フェイルは、取引所取引において渡し方証券会社から受け方証

券会社である当社への引き渡しがなかったために発生したもので、

これにより＜３月 31日＞にお客様の買付け（＜３月 28日＞約定）に

係る＜XXXX株＞の受渡決済をすることが出来ませんでした。 

 

フェイルが解消済

の場合 

＜４月１日＞に本フェイルに係る受渡決済は完了しております。 

後続取引がない

場合 

当該株数に係る今後の売却等には影響はありません。 

 

後続取引がある

場合 

 

当該株数につきまして、お客様は既に＜４月２日＞を受渡日とす

る売付け（＜３月 29 日＞約定）を行われておりますが、当該売付け

に関しての影響はありません。 

 

フェイルの影響

（議決権含） 

 

このフェイルにより決算期末における株主名簿に、フェイル株数に

係るお客様の記録はされず、当該決算期末に係る株主としての権利

（＜配当金・株主優待・議決権＞）を取得できないこととなりました。 

 

 個人のお客様に対して権利確定日の被フェイルを割当てざるを得なくなった場合の証券

会社からお客様へご説明する際のご案内事項の例を「フェイルに関する実務検討会」に

て作成したものです。 

 実際のお客様への案内にあたっては、フェイルの発生経緯・内容、お客様の属性・理解

度に合わせ、説明が必要な事項をご検討いただいた上、ご対応ください。 

 

別紙３ 
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説明事項 ご案内事項（例） 

※＜＞内は具体例として記載。 

配当・優待への

影響 

配当金及び株主優待の取扱は以下の通りです。 

 

配当金の取扱 

 

＜配当金＞ 

配当金支払日以降すみやかに配当金相当額（税引前）を渡し

方証券会社から弊社が受け入れ、お客様口座へ入金する方法で

のお支払いを予定しております。従いまして、株主としての配当金

のお受け取りの方法とは異なることとなります。 

なお、配当金相当額は、通常の配当金とは異なり、原則として

一時所得に該当いたします。そのため、特定口座やＮＩＳＡ口座な

どに受け入れることは出来ず、確定申告が必要となる場合があり

ます。詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。 

優待の取扱 

 

 

 

＜株主優待＞ 

渡し方証券会社から同一品若しくは類似品又はその相当額の

金銭による支払いを弊社が受け取ることを予定しておりますが、お

客様へお渡しする金品及び方法等については現時点で確定して

おりませんので、上記配当金相当額のお支払いと併せて、確定次

第お知らせさせて頂きます。 

議決権への影響  ＜議決権＞ 

フェイル株数に係る議決権につきましては、権利確定日時点の

株主に限られておりますので、その権利を取得することはできませ

ん。 
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Ⅸ．権利確定日フェイル発生時の個人投資家への説明・・・・・・・・・・９ 

Ⅰ．背景 

リーマンショック等を契機とした決済リスク削減の意識の高まりを受け、海外の主要

市場においては、殆どの主要国・地域において株式等の決済期間がＴ+２化に移行してい

る又は移行時期を決定している段階である。 

こうした状況を踏まえ、我が国においても、2015年７月、日本証券業協会「証券受渡・

決済制度改革懇談会」の下に「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。）を設置し、業界横断的に株式等のＴ+２化の実現に向け

た検討を行い、2016年６月、「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 最終報告書」を公表した。 

最終報告書では、昨今、我が国の株式市場における非居住者取引の割合が約６割を占

める中、非居住者取引は海外のブローカーやグローバル・カストディアンなど国内外の

多くの関係当事者が介在し、時差や祝日の相違による影響を受けやすいことから、何ら

の対策も取らない場合には、フェイルの増加が見込まれるとの認識の下、フェイルの回

避のための方策等をガイドラインとして取りまとめることとした。 

これを受け、ＷＧ、ＷＧの下部に設置されたサブワーキング・グループの１つである

「カスタマーサイドサブワーキング・グループ」、さらにその下部の「フェイルに関す

る実務検討会」において、その具体的な内容について検討を行った。「株式等における

フェイルに関する留意事項」（以下「本留意事項」という。）は、その結果を取りまと

めたものである。 

 

Ⅱ．目的 

株式等のＴ＋２化により、フェイルリスクの高まりが見込まれる中、本留意事項は、

日本市場におけるフェイル回避等についての市場慣行を定めていくことを目的とする。 

本留意事項は、市場参加者の法律上の権利を何ら制限するものではないが、本留意事

項に沿った取扱いを行うことが、実務の円滑化に資すると考えられることから、より多

くの市場参加者が本留意事項に沿った取扱いを行うことが期待される。 

また、今後、市場参加者においては、本留意事項の周知・啓蒙を図っていくことで、

国内外の市場参加者及び約定当事者においても本留意事項を尊重した取扱いが行われる

ことが期待される。 

なお、国内外の市場参加者及び約定当事者間の合意に基づき、本留意事項以外の取扱

いを行うことを妨げるものではない。 

 

Ⅲ．用語の定義 

 本留意事項における用語の定義は、次のとおりとする。 
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① 株式等

株式会社証券保管振替機構（以下「保振」という。）「株式等の振替に関する業

務規程」第２条第２号、株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」

という。）「業務方法書」第４条第２項第１号に規定される以下に掲げるもの。 

株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口、新投資口予約権、優先出資、

投資信託受益権、受益証券発行信託の受益権、外国株券等 

② 一般振替

保振が運営する株式等振替制度における振替のうち、取引所取引の清算に伴う

振替以外の振替。 

③ 保振参加者

一般振替を行う機構加入者及び間接口座管理機関。

④ 渡し方参加者

売買取引等に係る決済を行うため、受け方参加者に対し対象有価証券を受け渡

す義務を負う保振参加者。 

⑤ 受け方参加者

渡し方参加者から対象有価証券の売買取引等に係る受渡しを受ける旨を約した

保振参加者。 

⑥ フェイル

取引の渡し方参加者から、決済日の渡し方証券決済時限までに有価証券の引き

渡しが行われないこと。 

⑦ 市場参加者

約定当事者の取引を受け、その決済等を履行する者（例．証券会社・サブカス

トディ・信託銀行）。

⑧ 約定当事者

株式等に投資する者（例．個人投資家、海外投資家、機関投資家、証券会社）。 

⑨ 株主優待

発行会社が個人株主の確保や自社製品・サービスの知名度向上を目的として株

主に対して自社の製品やサービスの購入割引特典等を交付する発行者が任意に行

うサービス。 

Ⅳ．市場参加者の誠実努力義務 

フェイルが発生した場合、様々な影響が想定される（詳細は「Ⅴ．フェイルの影響」

参照）ことから、市場参加者はフェイルを可能な限り回避するとともに、やむを得ずフ

ェイルとなった場合には、誠実に対応し、フェイルの早期解消に努める。 

Ⅴ．フェイルの影響 

株式等においてフェイルが発生した場合、主に以下の影響が想定される。 

１．通常時（権利確定日以外）のフェイルの影響 
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(1) 決済リスク 

フェイルが発生した場合、未決済残高が積み上がることによる決済リスクが生じ

る。 

(2) 後続の取引への影響 

フェイルが発生した場合、後続の取引（例．市場決済、ＥＴＦの設定、公開買付

への応募、担保設定、業者間移管等）に影響が生じる。 

 

２．権利確定日のフェイルの影響1 

(1) 株主権への影響 

① 配当金 

本来、被フェイル投資家へ支払われるべき配当金が支払われないこととなる。 

② 株主総会における議決権等 

本来、被フェイル投資家が有することとなる議決権等（株主名簿に記載された

株主が直接発行会社に行使するもの）が割り当てられないこととなる。 

 

(2) 権利処理等 

未決済の状態で会社合併等の権利処理等が行われた場合、権利処理後の株式・株

数での受渡しとなる場合や、株式の受渡しができなくなる場合がある。 

権利処理等の具体例としては、以下のものがある。 

① 株式分割 

② 株式併合 

③ 株式無償割当 

④ 新株予約権無償割当 

⑤ 有償増資 

⑥ 株式交換・株式移転・会社合併 

⑦ 会社分割・株式分配 

⑧ 上場廃止 

 

(3) 株主優待 

本来、被フェイル投資家へ交付されるべき株主優待が割り当てられないこととな

る。 

 

Ⅵ．フェイルの原因 

 フェイルが発生する原因としては、主に以下の事項が挙げられる。 

① 引き渡すべき株式が調達できなかった場合 

                                                   
1 「社債、株式等の振替に関する法律」により、原則として、権利確定日において振替口座簿に残高（受渡済の残高）を有する者

（加入者）が株主名簿に記載されることとされており、権利確定日において振替口座簿に残高を有する者（加入者）と、株主名

簿に記載され、株主権を行使することができる株主とは直接的にリンクしているため、権利確定日にフェイルが発生し、振替口

座簿に残高を有することができなかった場合の権利救済手段は、口座管理機関等の間で行う経済的不利益の救済が中心とな

らざるを得ない点について、十分留意する必要がある。 
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② 決済指図が一致しなかった場合 

③ すくみの解消ができない場合 

④ 事務ミス・誤発注が発生した場合 

 

Ⅶ．フェイル回避策 

  市場参加者は、フェイルによる影響を回避するため、以下の対応をとることとする。 

 

１．約定段階での決済情報の確認 

   市場参加者は、フロント部門等の約定に係る関係部門、関係先への注意喚起、シス

テムによる補助及び運用の見直し等を行い、約定の段階から、市場参加者にて管理し

ている決済に係る情報（いわゆるＳＳＩ情報をいう。）及び決済照合項目の確認を徹底

するよう努める。 

   ※決済照合項目：保振が提供する決済照合システムにおける照合項目をいう。「決済

照合システム接続仕様書（業務編（国内取引）及び（非居住者取

引））」を参照。 

具体的には、決済照合キー、決済日付、銘柄コード、有価証券形

式、数量、決済条件コード、渡し方決済代理人、受け方決済代理

人等 

 

２．決済指図の早期化 

市場参加者は、約定当事者に対し、約定と決済指図との間の齟齬を回避し、保振に

おける決済照合が早期に完了するよう、アロケーション指示や決済指図を迅速に行う

よう努める。 

また、市場参加者は、決済指図を留めることなく保振へ送信する。 

 

３．決済指図の正確性確保 

市場参加者は、上記２．にて送信した決済指図等の登録内容について適宜確認を行

い、決済指図が速やかに決済照合一致となるよう努める。照合不一致となった場合に

は、速やかに約定当事者へ確認を行い、正しい決済指図の送信を行う。 

 

４．決済日の行動指針 

決済日において、市場参加者は、必要に応じ約定当事者へ確認等を行うとともに、

その権限・裁量の範囲内で以下の対応を行うよう努める。 

 

 (1) 非居住者取引における決済照合に係る行動指針 

① 未照合・照合不一致となっている非居住者取引に係る決済照合について、約定当

事者間の合意がある場合を除き、照合カットオフ・タイムまでに決済照合を完了す

る。 
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② 非居住者取引におけるすくみにより、照合は一致したがリリース実行不可となっ

ているものを解消するため、可能な範囲で相対で対応する。 

 

 (2) 決済（一般振替等ＤＶＰ等）に係る行動指針 

① ほふりクリアリングにおけるリスク管理上の差引支払限度額の上限と余裕値の

不足を意識し、決済が滞ることがないようにする。 

② 仮にリスク管理上の差引支払限度額の上限を超える場合又は余裕値が不足する

場合は、速やかに決済促進送金を行う等の方法により早期の解消を図る。 

③ 当日振替請求だけでなく、前日振替請求を効果的に利用して処理する。 

④ 特に非居住者取引における未決済分については、市場全体の決済への影響を鑑み、

渡し方参加者はできる限り早いタイミングで借株による調達といったフェイル回

避策を行う等、決済時限（マーケット慣行）までに決済を完了するようにする。 

 

５．権利確定日のフェイルの影響を回避するための行動指針 

  市場参加者は、権利確定日の一般振替におけるフェイルを発生させないよう、必要に

応じ約定当事者へ確認等を行うとともに、権限・裁量の範囲内で以下の対応を行うよう

努める。 

① 権利確定日間際の取引では、受注時に残高があることを確認してから約定する等、

残高の所在について特に注意を払う。 

② 一般振替は、株式会社日本証券クリアリング機構（以下「ＪＳＣＣ」という。）の

決済に連鎖している場合があることから、特にＪＳＣＣの定めるフェイル禁止銘柄

についてはＪＳＣＣの決済時限までに一般振替を行うよう努める。 

③ 当日の借株調達等により、15時 30分の一般振替時限までに証券の振替を行うこと

で、可能な限りフェイルにより権利が取得できなくなることを回避する。 

④ ＪＳＣＣの決済が未了となり、かつ上記③の対応ができなかった場合であって、

次に該当するときは、可能な範囲で追加振替2の利用を検討する3。 

ⅰ 「振替元に残高があること」等、追加振替の条件を満たす場合 

ⅱ 日本証券金融との間で「権利確定日フェイルにおける株券担保貸株取引 

スキーム」（「別添２」参照）を利用することができる場合（※） 

 

（※）「権利確定日フェイルにおける株券担保貸株取引スキーム」は T+2化の実施日である 2019年 7月 16日（約定分）より実施

可能となる予定 

                                                   
2 追加振替を実行する保振の受付時限や受付可能件数との関係により、すべての追加振替が実行可能とは限らないことに

留意する。追加振替の利用条件や手続きについては証券保管振替機構『株式等振替制度に係る業務処理要領 別紙 2-3-3』

参照 
3 一般振替の振替時限は 15時 30分であるものの、実務上は、より早い段階から追加振替ができないか検討されているも

のと思料する。 



6 

 

 

６．市場参加者の体制整備 

  市場参加者は、以上に記載するフェイルによる影響の回避に係る対応をとるために必

要な体制整備に努める。 

 

Ⅷ．権利確定日のフェイル発生時における権利調整等の取扱4 

権利確定日の一般振替時限（15時30分）までに決済が完了せずフェイルが発生した場

合において、上記Ⅶ.５．に掲げる株式等振替制度における直接的な権利を取得するため

の対応が不可の状況で、当該フェイルに係る渡し方参加者（以下「フェイル参加者」と

いう。）が、当該フェイルに係る受け方参加者（以下「被フェイル参加者」という。）と

の間で権利確定日のフェイルに係る権利等の調整を事後的に処理する場合、フェイル参

加者は、可能な限り以下の対応を行うよう努める5。 

 

１．配当金（剰余金配当）・分配金 

フェイル参加者は、発行会社の配当金支払開始日以降速やかに、原則、税込配当金

額に相当する額（「フェイル株式数×配当金単価」）を被フェイル参加者の指定する口

座等に対して支払う。 

 

２．株主優待 

フェイル参加者は、被フェイル参加者が株主優待の受領等を希望する場合には、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、フェイル参加者等6と被

フェイル参加者等7の合意に基づき、以下のいずれかの方法により遅滞なく株主優待物

又は株主優待物相当額の金銭の授受を行うよう努める。 

 

① フェイル参加者は、他の株主や市場又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

において受渡を行う。 

② 上記①が困難な場合において、被フェイル参加者が当該株主優待物を自主的に代

替調達する場合には、フェイル参加者は被フェイル参加者が当該代替調達及び顧客

への引渡し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。 

                                                   
4 最終報告書では、ＪＳＣＣが作成する「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」と整合性のとれ

たものとするため、同指針を参照することを基本方針としていた。同指針から大きな乖離はないものの、その後の実務検

討を踏まえ、一般振替用に作成した。 
5 Ⅱ．目的 に示すとおり、本規定の適用はあくまでも国内外の市場参加者及び約定当事者間の合意に基づき、本留意事

項以外の取扱を行うことを妨げるものではない。 
6 取引・契約によっては約定当事者等関係各社を含むことがある。 
7 取引・契約によっては約定当事者等関係各社を含むことがある。 
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③ 株主優待物と同一の現品の調達が困難な場合、当該株主優待物相当額の金銭を被

フェイル参加者の指定する口座等に対して支払う。 

 

３．株式分割 

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数（フェイル株数に

本来割り当てられるものとして算出される株数とし、1株未満の株数を切り捨て

る。）の株式を、当該株式分割の効力発生日以降速やかに、被フェイル参加者に引

き渡す。 

算出において切り捨てられた1株未満の数量について、本来であれば端数株式の

処分代金の配分によって発行会社より金銭交付が発生していた場合には、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数（フェイル株数に

本来割り当てられるものとして算出される株数とし、1株未満の株数を切り捨てる）

の株式を、当該無償割当の効力発生日以降速やかに、被フェイル参加者に引き渡す。 

算出において切り捨てられた1株未満の数量について、本来であれば端数株式の

処分代金の配分によって発行会社より金銭交付が発生していた場合には、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 

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権無償割当によって割り

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、被

フェイル参加者に引き渡すか、あるいは、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

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。 
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６．株主割当増資 

フェイル参加者は、被フェイル参加者が株主割当増資への応募の意思を当該株主

割当増資の払込期日までに表明した場合には、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．株式併合 

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

顧客が対象株式を取得し、当該株式併合により減じられた結果の株数（1株未満の

株数は切り捨てる。）の株式を、当該株式併合の効力発生日以降速やかに、被フェ

イル参加者に引き渡す。 

算出において切り捨てられた1株未満の数量について、本来であれば端数株式の

処分代金の配分によって発行会社より金銭交付が発生していた場合には、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。 

 

８．会社合併、株式移転、株式交換 

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

顧客が当該会社合併、株式移転及び株式交換（以下「会社合併等」という）によっ

て新規に割り当てられたであろう数量の株式（フェイル株数に本来割り当てられる

ものとして算出される株数とし、1株未満の株数を切り捨てる。）を、当該会社合併

等の効力発生日以降速やかに、被フェイル参加者に引き渡す。 

算出において切り捨てられた1株未満の数量について、本来であれば端数株式の

処分代金の配分によって発行会社より金銭交付が発生していた場合には、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。 

 

９．その他の権利・上場廃止等の取扱 

上記１．から８．のいずれにも該当しない権利及び上場廃止等により証券の引渡

しが出来ない場合のフェイルについては、１．から８．までの取扱い及びＪＳＣＣ

の「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」を参考に、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。 
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Ⅸ．権利確定日フェイル発生時の個人投資家への説明 

   権利確定日フェイル発生時において、被フェイル参加者が個人投資家へ被フェイル

を割当てざるを得なくなった場合、被フェイル参加者は、当該個人投資家に対して事

象の説明と共に配当金等の各種権利等の取扱について真摯に説明するよう努める。 

   ※「フェイルに関する実務検討会」にてとりまとめた個人投資家へのご案内事項（例）

については別添３を参照。 

 

 

以上 

 



各種時限 

 

１．取引所取引 

時刻 業務 

13：00 JSCC 決済の証券引渡・受領時限 

 

２．対顧客取引（非居住者取引） 

時刻 業務 

12：20 照合カットオフ・タイム 

12：40 証券引渡・受領に関する決済時限（マーケット慣行） 

14：00 一般振替 DVPの証券引渡・受領時限 ※ 

15：30 一般振替（非 DVP）の証券引渡・受領時限 

 

３．対顧客取引（国内取引） 

時刻 業務 

13：30 一般振替 DVP（貸株取引）の証券引渡・受領時限 ※ 

14：00 一般振替 DVP（貸株取引以外）の証券引渡・受領時限 ※ 

15：30 一般振替（非 DVP）の証券引渡・受領時限 

 

４．その他（追加振替） 

時刻 業務 

原則 17：00 追加振替の対応依頼書の提出時限 

※ 決済照合システム利用時、証券の振替請求に係る決済指図の受付時限（連動時限）は

各時限の 10分前の時刻 

 

別添１ 



【権利確定日のフェイルに係る買付顧客の株主権の確保】
株券担保貸株取引による権利救済スキーム

2019年1月

1

別添２



１．趣旨

株式等の決済期間の短縮化（T＋２）後にフェイル率の上昇が懸念されるところ、特に権利確定日のフェイルは買付顧客
の株主権が喪失されるため、この対応策が重要である。 T+２WG・サブWG及び同下部の実務検討会での検討の結果、被
フェイル顧客の株主権の権利確保の施策の１つとして、３．の施策を講じることとした。

2

２．現行の権利確保の手続き

（１）これまで、権利確定日を受渡日とする上場株券等（取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投
資信託受益権証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。）の買付がフェイルとなった場合、
フェイル参加者は 証券保管振替機構（以下「ほふり」）の上場株券等の振替時限である15:30までに、貸株取引等
により対象上場株券等を調達し、被フェイル参加者へ当該上場株券等を振替え、買付顧客の株主権を確保するように
努めている。

（２）やむを得ず、フェイル参加者の対象上場株券等の調達が15:30を過ぎてしまった場合は、ほふりが定める追加振替制度
を適用し、買付顧客の株主権を確保するように努めている。

【追加振替制度】
権利確定日に日本証券クリアリング機構との決済でフェイルが発生した場合、買付者（被フェイル顧客）の株主権を確保すべく、一定
の条件のもとに、権利確定日当日の15:30以降の一定時間に限り、被フェイル顧客への書面による振替請求を可能とする制度。ほふ
りは当該請求に基づき、権利確定日付で振替処理を行う（当該制度に関する考え方、条件については、「株式等振替制度に係る業
務処理要領 別紙2-3-3 権利確定日に日本証券クリアリング機構においてフェイルが発生した場合の権利調整のための追加振替に
係る手続」を参照。



３．株券担保貸株取引による権利救済スキーム

（１）日本証券金融株式会社（以下「日証金」）は、貸借取引に伴う融資の担保として受け入れた上場株券等（以下
「本担保株券等」）を保有しているものの、翌営業日の決済のための上場株券等を確保しておく必要があるため、本担
保株券等を全て貸し出すことはできない。前述の問題を解決し、日証金が本担保株券等を貸し出すことを可能とする
ため、日証金が被フェイル参加者に、被フェイル参加者が被フェイル顧客に当該本担保株券等を貸し出すとともに、当
該本担保株券等を同時に担保として受け入ることで、特別株主として被フェイル顧客の株主権を確保するスキームを導
入する。
このスキームでは、日証金は翌営業日の決済のための本担保株券等が占有でき、また、保有する本担保株券等のほ
ぼ全てを追加振替制度で翌営業日までの間、一時的に貸し出すことが可能（※）となるため、従来に比べ権利確定
日に被フェイル顧客の株主権を確保することが可能になるものと期待される。

（※）株券担保貸株取引による権利救済スキームは、特別株主の申出の簡略化の取扱いを利用し、日証金において、担保として受け入れた株式
等の特別株主の情報を把握・管理しないことを前提とするスキームである。一方、新株式数申告の対象となっている銘柄の場合、ほふりのシステム
上、新株式数申告と総株主報告は同一主体から行われる前提となっており、コーポレート・アクションを適切に残高に反映するためには、日証金に
おいて、特別株主の情報に基づいて当該処理を行う必要がある。このため、新株式数申告の対象となっている銘柄は結果として本スキームは利用
できない。

（２）このスキームの具体的なプロセスは次頁の通りである。
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発行会社（株主名簿管理人）

加入者a（＝被ﾌｪｲﾙ顧客a）

4

・担保差入データ
・特別株主管理事務委託状況報告データ

株券担保貸株取引による権利救済スキーム（直接口座管理機関）

証券保管振替機構

日証金口座

自己口座

証券会社A口座

自己口座顧客口座

証券会社A（＝被ﾌｪｲﾙ参加者Ａ）

⑧被ﾌｪｲﾙ顧客aを株主として総株主通知

③担保提供

①貸株②貸株

④担保提供

加入者a口座

自己口座

特別株主管理事務の再委託（特別株主の申出の簡略化ｽｷｰﾑ）

株券等貸借取引に関する基本契約書等をあらかじめ締結

（貸出報告書） 特約書をあらかじめ交付

⑦被ﾌｪｲﾙ顧客aを株主として総株主報告

担保専用口

日証金

⑥担保返還・貸株
返済に係る振替

⑤特別株主
管理簿に準ず
る帳簿

４．スキームの説明



項目 № 内容

事前対応 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、あらかじめ顧客に対し、権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特
約書を交付しておく。

被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、株券等貸借取引に関する基本契約書（及び本権利救済スキームに係る取り決
め事項を定めた「権利救済貸株用の特約書」）を日証金とあらかじめ契約しておく。（当該契約書類に
ついては、情報サイト「Target 日証金サイト」に掲載。）

権利確定日 ① 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、ほふりの株券等の振替時限である15:30以降に、日証金からフェイルとなった上場
株券等と同種、同量の上場株券等（以下、「ﾌｪｲﾙ対象株券等」という）を借り入れる。（日証金と個
別取引契約を締結し、個別取引明細書を交付する。）
日証金の自己口から被ﾌｪｲﾙ参加者Aの自己口へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。
（被ﾌｪｲﾙ参加者Aは日証金に対し、上場株券等の貸株料を支払うが、当該貸株料はﾌｪｲﾙ参加者が
被ﾌｪｲﾙ参加者Aに支払う遅延損害金から充当される。）

② 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、被ﾌｪｲﾙ顧客aに対してﾌｪｲﾙ対象株券等を貸し出す。
被ﾌｪｲﾙ参加者Aの自己口から顧客口へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。
（被ﾌｪｲﾙ参加者Aは被ﾌｪｲﾙ顧客aに対し、貸し出した上場株券等の貸株料を徴求しない。）

③ 被ﾌｪｲﾙ顧客aは、被ﾌｪｲﾙ参加者Ａから借り入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を担保として被ﾌｪｲﾙ参加者Aへ差
し入れる。
被ﾌｪｲﾙ参加者Aの顧客口から自己口へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。

④ 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、被ﾌｪｲﾙ顧客aから担保として受け入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を上記①の借株の担保
として日証金へ差し入れる。
被ﾌｪｲﾙ参加者Aの自己口から日証金の担保専用口（自己口）へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。
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項目 № 内容

権利確定日 ⑤
被ﾌｪｲﾙ参加者Ａはﾌｪｲﾙ対象株券等の特別株主として被ﾌｪｲﾙ顧客aを「特別株主管理簿に準ずる帳
簿」に記録する。

権利確定日
+1営業日

⑥

日証金は被ﾌｪｲﾙ参加者Aに対し、被ﾌｪｲﾙ参加者Aは被ﾌｪｲﾙ顧客aに対して、それぞれ④及び③で担
保として受け入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を返還する。被ﾌｪｲﾙ顧客aは被ﾌｪｲﾙ参加者Aに対し、被ﾌｪｲﾙ参
加者Aは日証金に対し、それぞれ②及び①で借り入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を返済する。
原則、日証金の担保専用口から日証金の自己口へﾌｪｲﾙ対象株券等の振替のみ実施する。

権利確定日
+2営業日まで

⑦ 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、被ﾌｪｲﾙ顧客aを株主として、ほふりに対して総株主報告を行う。

権利確定日
+3営業日

⑧ ほふりは、被ﾌｪｲﾙ顧客aを株主として、発行会社に対して総株主通知を行う。

（スキーム実施時）
被ﾌｪｲﾙ参加者Ａは、被ﾌｪｲﾙ顧客aから申し出があった場合には、貸出報告書を被ﾌｪｲﾙ顧客aに交付
する。

【特別株主の申出の簡略化スキーム】
（１）日証金は、振替法第151条及び振替命令第21条に基づき買付顧客（担保設定者）を特別株主としてほふりに申し出る代
わりに、ほふりから特別株主の管理事務を受託し、かつ当該事務を被ﾌｪｲﾙ参加者に委託する。

（２）被ﾌｪｲﾙ参加者は、買付顧客を株主として総株主報告を行う。
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注．⑥において、④及び③の返還並びに②及び①の返済にかかる振替は行われない。

注．①～④の振替は、追加振替を利用して行われるため、ほふりにおける当該オペレーションは権利確定日+１営業日に行われる。



発行会社（株主名簿管理人）

加入者b（＝被ﾌｪｲﾙ顧客b）

・担保差入データ
・特別株主管理事務委託状況報告データ

株券担保貸株取引による権利救済スキーム（間接口座管理機関）

証券保管振替機構
日証金口座

自己口座
証券会社A口座

自己口座顧客口座

⑧被ﾌｪｲﾙ顧客bを株主
として総株主通知

③担保提供

①貸株②貸株

④担保提供

特別株主管理事務の再委託
（特別株主の申出の簡略化ｽｷｰﾑ）

株券等貸借取引に関する基本契約書等
をあらかじめ締結

⑦被ﾌｪｲﾙ顧客bを株主
として総株主報告

日証金

⑥担保返還・貸株
返済に係る振替

間接口座管理機関である
証券会社Ｂ（＝被ﾌｪｲﾙ参加者Ｂ）

加入者b口座

自己口座

担保専用口

（貸出報告書） 特約書をあらかじめ交付

株券等貸借取引に関する基本契約書等
をあらかじめ締結

⑤被フェイル顧客bを特別
株主として通知

（※）間接口座管理機関に口座を開設する上場株券等の買付顧客の権利救済を行うケース
証券会社A（形式的な被フェイル参加者A）がJSCCにおけるフェイルを受け、証券会社Aは当該フェイルの割当てを同社

の下位の口座管理機関である証券会社B （加入者bによる買付注文を証券会社Aへの取次ぎを行った実質的な被フェイ
ル参加者B）に行い、証券会社B は当該フェイルの割当てを同社の買方顧客（加入者b）に行ったケース。

証券会社A（＝被ﾌｪｲﾙ参加者Ａ）

証券会社B口座

顧客口座 自己口座
貸株

担保提供

⑤特別株主
管理簿に準ず
る帳簿

参 考



項目 № 内容

事前対応 被ﾌｪｲﾙ参加者Bは、あらかじめ顧客に対し、権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特
約書を交付しておく。

被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、株券等貸借取引に関する基本契約書（及び本権利救済スキームに係る取り決
め事項を定めた「権利救済貸株用の特約書」）を日証金及び被ﾌｪｲﾙ参加者Ｂとそれぞれ、あらかじめ
契約しておく。 （当該契約書類については、情報サイト「Target 日証金サイト」に掲載。）

権利確定日 ① 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、ほふりの株券等の振替時限である15:30以降に、日証金からﾌｪｲﾙ対象株券等を
借り入れる。（日証金と個別取引契約を締結し、個別取引明細書を交付する。）
日証金の自己口から被ﾌｪｲﾙ参加者Aの自己口へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。
（被ﾌｪｲﾙ参加者Aは日証金に対し、上場株券等の貸株料を支払うが、当該貸株料はﾌｪｲﾙ参加者が
被ﾌｪｲﾙ参加者Aに支払う遅延損害金から充当される。）

② 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、被ﾌｪｲﾙ参加者Ｂに対してﾌｪｲﾙ対象株券等を貸し出し、被ﾌｪｲﾙ参加者Ｂは、被
ﾌｪｲﾙ顧客bに対してﾌｪｲﾙ対象株券等を貸し出す。
被ﾌｪｲﾙ参加者Aの自己口から顧客口へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。また、被ﾌｪｲﾙ参加者Aの被ﾌｪ
ｲﾙ参加者Bに係る振替口座簿においても、自己口から顧客口へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。
（被ﾌｪｲﾙ参加者Aは被ﾌｪｲﾙ参加者Bに対し、被ﾌｪｲﾙ参加者Bは被ﾌｪｲﾙ顧客bに対し、貸し出した上
場株券等の貸株料を徴求しない。）

③ 被ﾌｪｲﾙ顧客bは、被ﾌｪｲﾙ参加者Ｂから借り入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を担保として被ﾌｪｲﾙ参加者Ｂへ
差し入れ、被ﾌｪｲﾙ参加者Ｂは被ﾌｪｲﾙ参加者Ａから借り入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を担保として被ﾌｪｲﾙ
参加者Aへ差し入れる。
被ﾌｪｲﾙ参加者Ａの顧客口から自己口へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。また、被ﾌｪｲﾙ参加者Aの被ﾌｪ
ｲﾙ参加者Bに係る振替口座簿においても、顧客口から自己口への振替を実行する。

④ 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、被ﾌｪｲﾙ参加者Bから担保として受け入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を上記①の借株の担
保として日証金へ差し入れる。
被ﾌｪｲﾙ参加者Aの自己口から日証金の担保専用口（自己口）へﾌｪｲﾙ対象株券等を振り替える。
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項目 № 内容

権利確定日 ⑤
被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、被ﾌｪｲﾙ参加者Bからの通知を受け、ﾌｪｲﾙ対象株券等の特別株主として被ﾌｪｲﾙ顧
客bを「特別株主管理簿に準ずる帳簿」に記録する。

権利確定日
+1営業日

⑥

日証金は被ﾌｪｲﾙ参加者Aに対し、被ﾌｪｲﾙ参加者Aは被ﾌｪｲﾙ参加者Bに対し、被ﾌｪｲﾙ参加者Bは被
ﾌｪｲﾙ顧客bに対し、それぞれ④及び③で担保として受け入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を返還する。被ﾌｪｲﾙ顧
客bは被ﾌｪｲﾙ参加者Bに対し、被ﾌｪｲﾙ参加者Bは被ﾌｪｲﾙ参加者Aに対し、被ﾌｪｲﾙ参加者Aは日証金
に対し、それぞれ②及び①で借り入れたﾌｪｲﾙ対象株券等を返済する。
原則、日証金の担保専用口から日証金の自己口へﾌｪｲﾙ対象株券等の振替のみ実施する。

権利確定日
+2営業日まで

⑦ 被ﾌｪｲﾙ参加者Aは、被ﾌｪｲﾙ顧客bを株主として、ほふりに対して総株主報告を行う。

権利確定日
+3営業日

⑧ ほふりは、被ﾌｪｲﾙ顧客bを株主として、発行会社に対して総株主通知を行う。

（スキーム実施時）
被ﾌｪｲﾙ参加者Bは、被ﾌｪｲﾙ顧客bから申し出があった場合には、貸出報告書を被ﾌｪｲﾙ顧客bに交付す
る。

【特別株主の申出の簡略化スキーム】
（１）日証金は、振替法第151条及び振替命令第21条に基づき買付顧客（担保設定者）を特別株主としてほふりに申し出る代
わりに、ほふりから特別株主の管理事務を受託し、かつ当該事務を被ﾌｪｲﾙ参加者に委託する。

（２）被ﾌｪｲﾙ参加者は、買付顧客を株主として総株主報告を行う。
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注．⑥において、④及び③の返還並びに②及び①の返済にかかる振替は行われない。

注．①～④の振替は、追加振替を利用して行われるため、ほふりにおける当該オペレーションは権利確定日+１営業日に行われる。
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５．関係資料

１．証券保管振替機構

• 「株式等振替制度に係る業務処理要領 別紙2-3-3 権利確定日に日本証券クリアリング機構においてフェイルが発
生した場合の権利調整のための追加振替に係る手続」

２．日本証券金融

• 「株券担保貸株取引による権利救済スキームに係る取引要領」

• 「株券等貸借取引に関する基本契約書に係る特約書」

３．日本証券業協会

• 平成30年12月５日(エ)30第181号「株券担保貸株取引による新たな権利救済スキームについて―営業ルール照
会制度に基づく照会及び回答―」



1 

個人投資家へのご案内事項（例） ※ フェイルの対象者にのみ配付可能 

■権利確定日フェイル発生時の個人投資家へのご案内事項（例）の作成について

■個人投資家へのご案内事項（例）

説明事項 ご案内事項（例） 

※＜＞内は具体例として記載。 

フェイル発生の事

実の伝達 

お客様による＜３月 31 日＞を受渡日とする＜３月＞決算銘柄の

＜【銘柄名】（銘柄コード）XXXX＞株の買付け（＜３月 28 日＞約定）

に関し、所定の決済時限までに弊社に対し、＜【銘柄名】（銘柄コー

ド）XXXX＞株の引渡しが行われないフェイルが発生いたしました。 

フェイルの説明 フェイルとは、金融商品取引所を通じて行われる取引（取引所取

引）について、証券会社等の取引参加者がやむをえない事情により

受渡日における有価証券の引渡しを行わなかった事をいいます。 

フェイルの原因 本フェイルは、取引所取引において渡し方証券会社から受け方証

券会社である当社への引き渡しがなかったために発生したもので、

これにより＜３月 31日＞にお客様の買付け（＜３月 28日＞約定）に

係る＜XXXX株＞の受渡決済をすることが出来ませんでした。 

フェイルが解消済

の場合 

＜４月１日＞に本フェイルに係る受渡決済は完了しております。 

後続取引がない

場合 

当該株数に係る今後の売却等には影響はありません。 

後続取引がある

場合 

当該株数につきまして、お客様は既に＜４月２日＞を受渡日とす

る売付け（＜３月 29 日＞約定）を行われておりますが、当該売付け

に関しての影響はありません。 

フェイルの影響

（議決権含） 

このフェイルにより決算期末における株主名簿に、フェイル株数に

係るお客様の記録はされず、当該決算期末に係る株主としての権利

（＜配当金・株主優待・議決権＞）を取得できないこととなりました。 

 個人のお客様に対して権利確定日の被フェイルを割当てざるを得なくなった場合の証券

会社からお客様へご説明する際のご案内事項の例を「フェイルに関する実務検討会」に

て作成したものです。

 実際のお客様への案内にあたっては、フェイルの発生経緯・内容、お客様の属性・理解

度に合わせ、説明が必要な事項をご検討いただいた上、ご対応ください。

別添３ 



2 

説明事項 ご案内事項（例） 

※＜＞内は具体例として記載。 

配当・優待への

影響 

配当金及び株主優待の取扱は以下の通りです。 

配当金の取扱 ＜配当金＞ 

配当金支払日以降すみやかに配当金相当額（税引前）を渡し

方証券会社から弊社が受け入れ、お客様口座へ入金する方法で

のお支払いを予定しております。従いまして、株主としての配当金

のお受け取りの方法とは異なることとなります。 

なお、配当金相当額は、通常の配当金とは異なり、原則として

一時所得に該当いたします。そのため、特定口座やＮＩＳＡ口座な

どに受け入れることは出来ず、確定申告が必要となる場合があり

ます。詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。 

優待の取扱 ＜株主優待＞ 

渡し方証券会社から同一品若しくは類似品又はその相当額の

金銭による支払いを弊社が受け取ることを予定しておりますが、お

客様へお渡しする金品及び方法等については現時点で確定して

おりませんので、上記配当金相当額のお支払いと併せて、確定次

第お知らせさせて頂きます。 

議決権への影響 ＜議決権＞ 

フェイル株数に係る議決権につきましては、権利確定日時点の

株主に限られておりますので、その権利を取得することはできませ

ん。 



株式等の決済期間の短縮化に関する検討ワーキング・グループ事務局

会社名

部署名

ご担当者氏名

連絡先電話番号

E-mail: kikaku@wan.jsda.or.jp

１. T+２化前後における決済状況ついて 

問１－１：

 ※増加/減少は、±50％以上を目安にご回答ください。（以下同じ。）

a.増加した、b.変わらない、c.減少した、d.確認できない

回答欄

問１－２： 【問１－１で「a.」と回答された方】

「増加した」要因について、Ｔ+２化が原因となっているものはありますか。

有（詳細をご記載ください）、無

回答欄

詳細：

問２－１：

a.増加した、b.変わらない、c.減少した、d.確認できない

回答欄

問２－２： 【問２－１で「a.」と回答された方】

「増加した」要因について、Ｔ+２化が原因となっているものはありますか。

a.有（詳細をご記載ください）、b.無

回答欄

詳細：

問３－１：

a.増加した、b.変わらない、c.減少した、d.確認できない

回答欄

問３－２： 【問３－１で「a.」と回答された方】

「増加した」要因は、Ｔ+２化を原因となっているものはありますか。

a.有（詳細をご記載ください）、b.無

回答欄

詳細：

Ｔ+２化後の決済状況に関するアンケート(案)

 株式等の決済期間の短縮化(T+2化)後の決済状況、残課題の有無等を把握することを目的に、「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」という。)にご参加いただいている証券会社、銀行等の皆様を対象と
して、2019年7月のT+2化施行から2020年3月末までの決済状況についてアンケートを実施させていただきます。
 本アンケートの結果を踏まえ、T+2化後における著しい決済状況の変化等が確認されない場合には、T+2化の施行から一定
の期間が経過し、T+2WG及びその下部会合は検討体としての役割を果たしたと考えられることから、今後、T+2WG及びその下
部会合の解散に向けた検討を進めていくことを予定しておりますので、T+2WG及びその下部会合にご参加いただいている皆
様におかれましては、本アンケートにご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 つきましては、以下のアンケートの各設問についてご回答いただき2020年４月15日（水）までに下のT+2WG事務局（日本証
券業協会 企画部宛）アドレスまで本excelファイルを添付してご回答をお願い申し上げます。
 なお、本アンケートにご記入いただいた内容につきましては、日本証券業協会で会社名を伏せて証券・銀行の区分程度を
明示させた上で、他のT+2WG事務局関係者（東京証券取引所、日本証券クリアリング機構、証券保管振替機構、日本証券金
融、野村證券（主査）、大和証券（副主査））において確認させていただきます。また、今後開催するT+2WGの資料等にお
いて会社名は伏せて証券・銀行の区分程度を明示させていただいた上で、利用・紹介させていただく場合がございますの
で、あらかじめご了承下さい。

非居住者取引におけるフェイル率／量は、T+2化後においてT+2化前と比較してどのような状況となって
いるか。

日本証券クリアリング機構の決済におけるフェイル率／量（貴社による渡方フェイルの率／量。以下同
じ。）は、T+2化後においてT+2化前と比較してどのような状況となっているか。

フェイルカバーの量は、T+2化後においてT+2化前と比較してどのような状況となっているか。

日本証券クリアリング機構から公表されている市場全体のフェイル率（参考）は著しく増加していないとは考えております
が、個社別においても著しく増加していないことを確認させていただくため、以下の問いにご回答ください。

※　T+2WG及びその下部会合で重複されている社もございますが、その場合は１社１通回答いただくことで構いません。
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２．上記１の評価について

問４：

回答欄

以上

（注）ご記入いただいた氏名等の個人情報につきましては、本アンケートに関する確認及び連絡以外の目的で利用すること
はありませんので、念のため申し添えます。

上記１においてご回答いただいた評価の基準となったデータ等がございましたらその詳細についてご記
載いただき、評価の基準となったデータ等をご提供いただけるようでしたら別途ファイルを添付する形
式でご提供ください。
なお、ご提供いただきましたデータ等は社名はマスキングさせていただいたうえで、必要に応じてT+2WG
及びその下部会合において共有させていただく可能性がございます。
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