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「保証金シミュレーター」をリスク管理追求型信用取引に追加 

～ 自動売買、自動通知に加え、追証などを管理できるシミュレート機能追加でリスク管理機能拡充 ～ 

 

カブドットコム証券株式会社は、3 月 28 日（金）から、お客さまからご要望の多かった信用取引「保証金シミュレータ

ー」の提供を開始いたします。 

お客さまには、「逆指値」注文をはじめとする「自動売買」や、きめ細かな自動通知機能で取引状況や値動きを管理

し、不足保証金自動振替サービスで追証を未然に防止、保証金シミュレーターで建玉可能額や追証を事前にシミュレ

ートしていただくなど、当社ならではの新規建てから返済までのリスク管理機能を活用していただけるようになります。 

 併せて、保証金シミュレーターの活用法を解説した「kabu.com保証金シミュレーター活用ガイド」をHPより提供いたし

ます。今後も「信用取引活用ガイド」など順次提供して参ります。 

 

●保証金シミュレーター 

 「保証金シミュレーター」は、現金の入出金や新規建て・返済による建玉可能金額や出金可能金額などの変化を

視覚的にわかりやすくシミュレーションできるツールです。どれだけ新規建てしたらどれだけ保証金が必要になるかを

いろいろ試算したい、100 万円入金したら建玉可能額がいくらになるか試算したい、等の信用取引がもっとわかりやす

くなる便利な機能です。 

 現在の建玉状況や保証金状況等が自動的に取り込まれて計算されますので、建玉等を他のページで確認する必要

もなく、簡単に各種のシミュレーションが行えます。 

今後は代用証券（代用可能な株式や投資信託）の振替や現物株式取引も加味したシミュレーターに追加し順次拡張

していく予定です。 

 

●保証金シミュレーター画面例＜新規・返済の入力画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開発中の画面です。 

変更される場合があります。 
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●「kabu.com 保証金シミュレーター活用ガイド」 

    

＜表紙＞                  ＜アクセス方法＞              ＜活用例＞ 

 

●カブドットコム証券の信用取引は「リスク管理型信用取引」 

カブドットコム証券の信用取引は「リスク管理追求型」。「損をしないこと」を重要視するスタイルが「儲かること」に繋がると

いうコンセプトで、逆指値をはじめとしたさまざまなサービスを提供しています。カブドットコム証券の信用取引は、2007 年

8 月以降「信用評価損益率」で、三市場合計をほぼ全期間上回っており、その取引の信頼性を実証しています。 

 

＜信用評価損益率（買建のみ）の較差推移（単位:%）＞ 
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カブドットコム証券

3市場合計

 
3月21日時点 ■ 当社:-20.50 ■ 三市場:-21.95 

※  東京証券取引所公表数値より当社計算。 

※  三市場、当社ともに信用評価損益率は右記の数式にて算出   信用評価損益率＝評価損益÷信用建玉残高（買建のみ）  

※  グラフは、三市場、当社ともに各週末の信用評価損益率の較差を表したもの ※上記データは一般信用分を含んだデータです。  

※  評価損益率および市場との較差のデータは小数点以下 3 桁目を四捨五入しています。 

 

●代用有価証券に株券や投資信託受益証券が利用可能 

 信用取引（制度・一般）で「現金・株券・投資信託」を代用有価証券として活用できますので、お客様はカブドットコム

証券にお預けいただいたご資産を、より効率的に活用していただくことができます。 

 例えば、長期投資を目的に保有する株券や投資信託を信用取引の担保として活用し、保有資産のリスクヘッジや短

期売買での収益狙いを行う、といったことが可能になります。 

 信用取引における株券や投資信託の効率的な活用は、コストの低さや情報サービス等の充実のみならず、高いレ

バレッジによる資金の効率的な活用が重視されるこれらの取引における競争力が一層高まります。 

 

●長期信用取引（一般信用取引）は返済期限が最大 3 年、約 690 銘柄が売建可能 

カブドットコム証券の一般信用取引は、返済期限が最長 3 年の「長期信用取引」です。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長 3 年*1

としています。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が買建可能で、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。 

*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)が前倒しする場合があります。 
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●自動通知サービス 

取引状況をタイムリーにお知らせするアラート通知が充実しているのも当社の信用取引の特徴。「○月○日が期日

です」という｢期日到来予告｣や、「○%を下回りました」などの｢建玉状況通知｣を、ご指定のメールアドレスに送信します。

約定結果や株価動向を即座に通知するカブコールとの併用でリスク管理力をさらに向上させることが可能です。 

 

●信用取引サービス概要 

※ 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。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）、名証

（セントレックス含）、ジャ

スダックのうち当社が指

定する銘柄。 

取引所が指定する制度

信用銘柄 

当社が指定する銘柄

（690 銘柄） 

取引所が指定する制度

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：3.6％ 買方金利：3.07% 売方金利：0.0% 売方金利：0.0% 

貸株料 なし なし 貸株料：1.50% 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R／W 指値R／ 

U ターン注文R／リレー注文R／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 5 億円（別途審査により建玉上限を変更することが可能です。） 

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％ 

最低保証金維持率 両取引の建玉を合算して 28％ 

代用掛目 80% 
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●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。お取引の際は、目論見書、約款・規程集及び契約締結前

交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスク及び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。 

●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。手数料には消費税が含まれています。 

●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。お取引に際しては、信用取引の契約締結前交付書面をよく

お読みいただき、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。 

●掲載情報は 2008 年 3 月 28 日現在のものです。詳細および最新情報は当社ホームページ（http://kabu.com/）にて

ご確認ください 

 

【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】 

 

 

 

 

<本件に関するお客さま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> 

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

 


