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信用取引手数料（ワンウェイ手数料R）の改定、および「長期信用取引」の開始 

～ 少額価格帯を廃止し中心価格帯を大幅値下げ。売建も行える最大 3年の長期信用取引を開始。 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、2006 年 3 月 1日（水）から信用取引の委託手数料（ワンウェイ手数料R）

を、新規建て約定代金 100 万円以下は往復 1,890 円、200 万円以下は往復 2,415 円、200 万円超～10 億円は

往復 2,940 円に改定します（返済手数料はすべて無料）。また、2006 年 3 月（予定）から、売建も行える

返済期限を最大 3年とする「長期信用取引」を開始します。あわせて信用取引キャンペーンを実施します。 

 

■信用取引委託手数料新体系   旧体系 

約定代金 新規 返済 約定代金 新規 返済 

100 万円以下 1,890 円 30 万円以下 315 円 

200 万円以下 2,415 円 

200 万円超～10 億円 2,940 円 

無料 
← 

30 万円超～10 億円 2,940 円 
無料 

※ 返済は、取引チャネル、執行条件にかかわらず、何日何回に分けてもすべて無料となります。 

※ ジャスダックは「約定代金×0.021%」の追加手数料が別途かかります。 

※ 実際の手数料徴収は決済時に按分して行います。 

※ 手数料はすべて税込み。 

■信用取引手数料の改訂について 

これまで新規建て約定代金 30 万円以下の少額価格帯の手数料は往復 315 円としていましたが、これを廃

止しもっともお取引の多い約定代金100万円前後の中心価格帯を大幅に値下げします（最大約35%値下げ）。 

これは昨今の株式市場を取り巻く状況を鑑み、過度に小口に分割して発注する可能性のある体系を見直し、

むしろお客様よりご要望の多かったお取引の多い中心価格帯を値下げすべきと考えました。なお、高額価格

帯はすでに業界最低水準の手数料であり、現状を維持します。 

また、「±指値（プラマイさしねR）」の追加手数料を廃止し、ジャスダック銘柄の追加手数料を「約定

代金×0.021%」に改訂します（取引所に支払う手数料の一部に相当）。 

 

■長期信用取引の開始 

 2006 年 3 月（予定）から、これまでの一般信用取引（6ヶ月）を改訂し、返済期限を最大 3年とする「長

期信用取引」を開始します。この「長期信用取引」は他社で「無期限信用取引」と呼ばれるものとほぼ同等

であり、当社では信用取引の特性を踏まえて返済期限を最大 3年としました。制度信用銘柄も含めて一部の

銘柄を除きほとんどの上場銘柄を買い建て可能とし、また、日経平均採用銘柄を中心に約 400 銘柄の売建も

行えます。一般信用取引において売建も行える主要ネット証券は当社以外では松井証券のみとなります。 

詳細につきましては後日、別途お知らせします。 
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■信用取引サービス概要予定（長期信用取引開始後の予定） 
買建 売建 

 長期信用取引 

(一般信用取引) 
制度信用取引 

長期信用取引 

(一般信用取引) 
制度信用取引 

取扱銘柄※ 

東証（マザーズ含）・

大証（ヘラクレス含）、

ジャスダックのうち

当社が指定する銘柄。

名証（セントレックス

含）については返済期

限6ヶ月の一般信用取

引となります。 

取引所、日本証券業協

会が指定する制度信

用銘柄 

当社が指定する銘柄 

（日経平均採用銘柄

中心に約 400 銘柄） 

取引所、日本証券業協

会が指定する制度信

用銘柄 

取引開始日 上場初日から 制度信用銘柄指定後 当社の銘柄指定後 制度信用銘柄指定後 

返済期限 

新規建玉の建日（約定

が成立した日）の 3年

目応答日の前営業日 

新規建玉の建日（約定

が成立した日）の 6ヶ

月目応答日の前営業

日 

新規建玉の建日（約定

が成立した日）の 3年

目応答日の前営業日 

新規建玉の建日（約定

が成立した日）の 6ヶ

月目応答日の前営業

日 

金利(年利) 買方金利：2.9% 買方金利：2.5% 売方金利：0.0% 売方金利：0.0% 

貸株料 なし なし 貸株料：1.9% 貸株料：1.15% 

逆日歩 なし 
証券金融会社が発表

する金額を受取り 
なし 

証券金融会社が発表

する金額を支払い 

名義書換料(税込) 

1 取引単位あたり 52.5 円(※1 円未満は切り捨

て) 

ただし、大幅な株式分割が行われた場合などは

当社の判断により減額させていただくことが

あります。 

なし 

事務管理費(税込) 
建玉の約定日から 1ヶ月経過するごとに 1株あたり 10.5 銭（単元株制度の適用を受けない銘柄

については 1 株あたり 105 円）。105 円に満たない場合は 105 円、上限は 1,050 円。 

注文方法 
成行／指値／寄付／引け／不出来引け成行／逆指値／±指値／W指値／ 

U ターン注文／リレー注文／成行残数指値／成行残数取消／バスケット注文（kabu マシーン™）

建玉上限 合計 10 億円（通常は合計 5 億円です。上限 10 億円適用のためには別途審査が必要です） 

最低保証金額 両取引の保証金を合算して 30 万円 

委託保証金率 両取引の建玉を合算して 33％ 

最低委託保証金率 両取引の建玉を合算して 30％ 

代用掛目 80% 

※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)が前倒しする場合があります。  
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【ワンウェイ手数料Rとは？】 

手数料は新規建時のみ、返済時は何日何度に分けてもすべて無料。新規建て時に手数料コストが確定します

ので、返済は手数料を気にせず行えます。例えば、1株 20 万円の銘柄を 5株 100 万円分新規買いした銘柄

を、1株ずつ 5 日間に分けて売り返済した場合でも、株式委託手数料合計は 1,890 円です（取引回数は新規

返済合わせて 6回なので 1取引あたり 315 円相当）。また、ある建玉を日計り売買した場合でも翌日以降に

分割して返済した場合でも、返済手数料は無料です。 

＜例＞合計 6 回のお取引でも手数料は 1,890 円のみ。取引 1回あたりの手数料は 315 円。 

 取引 株価 株数 約定代金 手数料 

1 新規買い 20 万円 5 株 100 万円 1,890 円

2 21 万円 1 株 21 万円

3 22 万円 1 株 22 万円

4 23 万円 1 株 23 万円

5 24 万円 1 株 24 万円

6 

返済売り 

25 万円 1 株 25 万円

0 円

【無料】

合計手数料 1,890 円

1 約定あたり手数料 315 円

 

 

■信用取引キャンペーン 

期間 2006 年 3 月 1 日（水） ～ 2006 年 4 月 28 日（金） 

内容 

［1］信用口座開設で、もれなく 1,000 円キャッシュバック。 

［2］信用口座開設で、もれなく「信用取引の極意／著者：新井邦宏氏」をプレゼント。 

［3］信用口座開設で、もれなく「kabu.com オリジナルステッカー」をプレゼント。 

 

※2006 年 2 月 28 日までは「冬の大感謝キャンペーン」にて、以下のキャンペーンを実施しています。詳しくは当社ホ

ームページをご参照ください。 

【信用口座開設】  

・もれなくプレゼント 「信用取引の極意／新井邦宏」  

・抽選で 200 名様 「4000 円（収入印紙代相当）」キャッシュバック 

 

 

 

<本件に関するお客様からのお問い合わせ先>  <本件に関する報道関係からのお問い合わせ先> 

お客様サポートセンター TEL：0120-390-390  担当：常務執行役 臼田 琢美 TEL：03-3551-5111 

 
以上 


