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上場有価証券等書面 

むさし証券株式会社 

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。） 

 

この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（以下「上場有価証券等」

といいます。）の売買等（※１）を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あら

かじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 

 

手数料など諸費用について 

上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「有

価証券取引等の料金表」に記載の売買手数料をいただきます。 

・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購

入対価のみをお支払いただきます。 

・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租

公課その他の賦課金が発生します（※２）。 

・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向

をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 

 

上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて 

・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、

商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券

等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設

備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等（以下「裏付け資産」（※３）といい

ます。）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって

損失が生じるおそれがあります。 

・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、

裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場

有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される

（できる）旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価

額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の

価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回るこ

とによって損失が生じるおそれがあります。 

・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行

使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あら

かじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う

場合があります。 

資 料 １ 
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上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要 

 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 

・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 

・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 

・ 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 

・ 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

・ 上場有価証券等の売出し 

・  

当社の概要 

商 号 等    むさし証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１０５号 

本店所在地    〒３３０－8634 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 333 番地１３ 

加入協会    日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

指定紛争解決機関   特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮMAC） 

  www.finmac.or.jp 

資 本 金    ５，０００百万円（平成 22年５月６日現在） 

主な事業    金融商品取引業、生命保険募集業 

設立年月    昭和２２年８月 

連 絡 先    ０４８－６４３－８３６０ 又はお取引のある支店にご連絡ください。 

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住所  ：〒330-8634 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 333 番地１３ 

電話番号：048-643-8360 

受付時間：月曜日～金曜日 9時 00分～17時 00 分（祝日を除く） 

 

金融 ADR 制度のご案内 

金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅

速な解決を目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争

解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用する

ことができます。 

住所  ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 

受付時間：月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分（祝日を除く） 

 

レバレッジ型、インバース型ＥＴＦ及びＥＴＮのお取引にあたっての留意点 

 上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN（※４）のお取引にあたっては、

以下の点にご留意ください。 

・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場

合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継

続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。 

・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適

合しない場合があります。 
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・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが

存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋

ねください。 

 

※１ 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定

される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 

※２ 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載

することはできません。 

※３ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 

※４ 「上場有価証券等」には、特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上

場投資信託（以下「ETF」といいます。）及び指数連動証券（以下、「ETN」といいます。）が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々

の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が＋（プラス）１を超えるもの

を「レバレッジ型」といい、－（マイナス）のもの（マイナス１倍以内のものを含みます）を「インバース型」といいます。 

※5 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。 

 

〇その他留意事項 

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する

上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）でご確認いただけます。 

 

https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html
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別紙 有価証券取引等の料金表 

トレジャーネット手数料表 

 

【株式・新株予約権売買手数料】トレジャースタンダード（1 回の注文ごとの手数料） 

1回での注文の約定金額 税抜き手数料 税込み手数料 

10 万円まで 75 円 82 円 

10 万円超～20 万円まで 95 円 104 円 

20 万円超～50 万円まで 175 円 192 円 

50 万円超～100 万円まで 320 円 352 円 

100 万円超～150 万円まで 380 円 418 円 

150 万円超～300 万円まで 440 円 484 円 

300 万円超～600 万円まで 750 円 825 円 

600 万円超～900 万円まで 1,320 円 1,452 円 

900 万円超～1,200 万円まで 1,760 円 1,936 円 

1,200 万円超～1,500 万円まで 2,200 円 2,420 円 

1,500 万円超～1,800 万円まで 2,640 円 2,904 円 

1,800 万円超～2,100 万円まで 3,080 円 3,388 円 

2,100 万円超～3 億円まで 3,520 円 3,872 円 

 

【株式・新株予約権売買手数料】トレジャーボックス（1 日の約定代金合計で決まる手数料） 

1日の約定代金合計 税抜き手数料 税込み手数料 

300 万円まで 1,200 円 1,320 円 

300 万円超～600 万円まで 2,400 円 2,640 円 

600 万円超～900 万円まで 3,600 円 3,960 円 

900 万円超～1,200 万円まで 4,800 円 5,280 円 

1,200 万円超～1,500 万円まで 6,000 円 6,600 円 

1,500 万円超～1,800 万円まで 7,200 円 7,920 円 

1,800 万円超～2,100 万円まで 8,400 円 9,240 円 

2,100 万円超～2,400 万円まで 9,600 円 10,560 円 

2,400 万円超～2,700 万円まで 10,800 円 11,880 円 

2,700 万円超 12,000 円 13,200 円 

 

【信用取引関係手数料】 

区分 税抜き手数料 税込み手数料 

管理費 

建玉日から１ヶ月経過するごとに 1 株当たり

10 銭。（売買単位 1 株銘柄は 1 株 100 円）。 

同一日約定は、銘柄ごとに売・買別々に管理

費を計算。最低 100 円最高 1,000 円とする。 

建玉日から１ヶ月経過するごとに 1 株当たり

11 銭。（売買単位 1 株銘柄は 1 株 110 円）。 

同一日約定は、銘柄ごとに売・買別々に管理

費を計算。最低 110 円最高 1,100 円とする 

書換料 
保管振替参加銘柄は 1 銘柄・1 単元 50 円(小数

点以下切捨て)  

保管振替参加銘柄は 1 銘柄・1 単元 55 円(小数

点以下切捨て)  

 

 

 

 

2022/9/1 

むさし証券株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３ 

電話：0120-972-408(平日：8：30～17：00)  電子メール：treasure-customer@treasurenet.jp 

関東財務局長（金商）第 105号 金融商品取引業者 日本証券業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

  

 

 



 5 / 13 

 

【株式・投資信託の保振他社移管手数料】 

商品 税抜き手数料 税込み手数料 

株式 

1 回・1 社につき 1,000 円＋1 銘柄 10 単元ま

で 500 円。10 単元を超える場合、超過分 1

単元につき 50 円を加算（少数点以下切捨） 

1 回・1 社につき 1,100 円＋1 銘柄 10 単元ま

で 550 円。10 単元を超える場合、超過分 1

単元につき 55 円を加算。 

投資信託 1,000 円 1,100 円 

 

【日経 225 ミニ・日経 225 先物・JPX 日経 400 売買手数料】（1 回・1 枚あたりの手数料） 

商品 税抜き手数料 税込み手数料 

日経 225 ミニ・1 回・1 枚 

JPX 日経 400・1 回・1 枚 
50 円 55 円 

日経 225 先物・1 回・1 枚 500 円 550 円 

日経 225 ミニおよび JPX 日経 400 1 枚：市場価格の 100 倍、日経 225 先物 1 枚：市場価格の 1,000

倍 

 

【日経 225 オプション売買手数料】（1 回の取引ごとの手数料・約定代金に対する比率） 

日経 225オプション売買手数料 税抜き手数料 税込み手数料 

約定代金に対する比率 0.50％ 0.55％ 

最低手数料 500 円 550 円 

 

【各種手数料】 

手数料区分 税抜き手数料 税込み手数料 

単元未満株買取 1 回・1 銘柄 500 円 1 回・1 銘柄 550 円 

単元未満株買増 1 回・1 銘柄 500 円 1 回・1 銘柄 550 円 

残高証明発行 1 件 500 円 1 件 550 円 

顧客勘定元帳（写し）交付 1 枚 100 円 上限 2,000 円 1 枚 110 円 上限 2,200 円 

年間取引報告書等 

各種書類の再発行 

基本料 500 円に加えて 

1 部につき 100 円 

基本料 550 円に加えて 

1 部につき 110 円 

株主総会資料等の書面交付 

請求の取次ぎ 
無料 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/9/1 

むさし証券株式会社 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３ 

電話：0120-972-408(平日：8：30～17：00)  電子メール：treasure-customer@treasurenet.jp 

関東財務局長（金商）第 105号 金融商品取引業者 日本証券業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
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「リスク・手数料等説明ページ」について 
 

お客様にご負担いただく手数料やその他費用の詳細、取引に内在するリスクといった情

報をよりわかりやすく提供すること、また取引したい商品や取引に関する手数料等やリス

クについてお客様が必要なときに容易に確認できるようにすることを目的として当社トレ

ジャーネットホームページに「リスク・手数料等説明ページ」を開設しております。（※

これは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 80 条第１項第５号、第６号及び第 117 条

等に基づくものです。） 

 この「リスク・手数料等説明ページ」には、お取引に関するリスクやお客様にご負担い

ただく手数料等の情報、契約締結前交付書面、無登録格付及び英文開示銘柄の確認方法な

どの重要な情報を掲載しておりますので、必ずご確認いただきますようお願い申し上げま

す。 

「リスク・手数料等説明ページ」へのアクセス方法は次のページにてご案内いたします。 

 

 今後は「上場有価証券等書面」の情報について、「リスク・手数料等説明ページ」をご

確認いただくことになりますが、書面での交付をご希望の場合は、トレジャーネットへお

電話、またはメールにてご連絡ください。 

 

「リスク・手数料等説明ページ」のご案内について 

上場株式等に関する投資リスクや手数料等の費用、契約締結前交付書面、無登録格付及び

英文開示銘柄の確認方法などの重要な情報を掲載しています。必ずご確認ください。 

・URL よりアクセス 

    https://www.treasurenet.jp/risk/ 

    （むさし証券トレジャーネットホームページ＞リスク・手数料等説明ページ） 

・リンクバナーよりアクセス 

トレジャーネットホームページ、ログイン後お取引 TOP 画面 

上部に右のようなマークがございます。このマークをクリック 

またはタップしていただくと「リスク・手数料等説明ページ」 

へアクセスします。 

「リスク・手数料等説明ページ」のご案内 
 

こちらのマークが 

目印です 

https://www.treasurenet.jp/risk/
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「リスク・手数料等説明ページ」の確認方法について 

○下記の URL にて直接アクセスする 

https://www.treasurenet.jp/risk/ へアクセスしてください。 

 

○トレジャーネットホームページトップ画面、またはログイン後のお取引トップ画面のそ

れぞれ上部にあるバナーからアクセスする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 4 月以降は年に１度、メール、お取引トップ画面の新着情報、トレジャーネットホームペ

ージの各種インフォメーションにて定期的にご案内いたします。 

 
 

 

 

トレジャーネ

ット HPの場合 

 

 

 

 
 

 

ログイン後 

お取引画面の

場合 

 

 

 

こちらをクリックしてください 

以下のような画面で、投資リスクや手数料等に

ついてご説明します 

こちらをクリックしてください 

https://www.treasurenet.jp/risk/
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「リスク・手数料等説明ページ」の掲載情報について 

「リスク・手数料等説明ページ」は『株式等の取引に係るリスクや手数料』『その他お取引に関す

る情報』の２つに分かれており、リスクや手数料等をご確認いただけます。 

「株主等の取引に係るリスクや手数料」説明ページの掲載情報 

 

 

 

 

 

 

 

このページでご説明する具体的な

商品を照会しています。 

こちらをクリックしていただくこ

とにより、その他のページへ移動す

ることができます。 

株式等について商品ごとに、より詳

しいご説明を記載しています。商品

ごとのリスクの詳細をお知りにな

りたい方は各商品名のボタンをク

リックしてください。 

①価格変動リスク、②信用リスク、

③為替変動リスクについてより詳

しいご説明をお知りになりたい方

はこちらをクリックしてください。 

こちらをクリックしていただくこ

とにより、手数料の詳細をご確認い

ただけます。 

外国の発行者が発行する上場有価

証券については、金融商品取引法に

基づく開示書類が英語により記載

されることがあります。該当する上

場有価証券は日本証券業協会のホ

ームページをご覧ください。 

こちらをクリックしていただくこ

とにより、レバレッジ型、インバー

ス型のＥＴＦ及びＥＴＮの投資リ

スクについてご確認いただけます。 

こちらをクリックしていただくことにより、過去５年

分の上場有価証券等書面及び契約締結前交付書面を

ご確認いただけます。 
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「その他お取引に関する情報」説明ページの掲載情報 

 

 

 

 

 

「リスク・手数料等説明ページ」へのアクセス方法等、ご不明な点については、お電話もしくは、

メールにてお問合せください。 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをクリックしていただくこ

とにより、株式のお取引方法につい

て、金銭・有価証券の預託・振替に

関する契約のご説明についてご確

認いただけます。 

トレジャーネットに対するご意

見・苦情に関するご連絡窓口を記載

しております。 

金融 ADR制度についてご案内して

います。 

当社の概要について記載していま

す。 

こちらをクリックすると、株式のお

取引に関する租税についてご確認

いただけます。 

商号等／むさし証券株式会社 

金融商品取引業者 

関東財務局長（金商）第１０５号 

加入協会／日本証券業協会 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

電話でのお問合せ 

0120-972-408 受付時間 8：30～17：00（平日） 

メールでのお問合せ 

treasure-customer@treasurenet.jp 

mailto:treasure-customer@treasurenet.jp
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最良執行方針 

 

この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の

取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。  

 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、

お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努

めます。  

  

1．対象となる有価証券  

（１）  国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF（株価指数

連動型投資信託受益証券）及び REIT（不動産投資信託の投資証券）等で、金融商品取引法施

行令第 16 条の 6 に規定される「上場株券等」  

（２）  フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第 67 条の 18 

第 4 号に規定される「取扱有価証券」  

  

2．最良の取引の条件で執行するための方法  

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、

すべて委託注文として取り次ぎます。  

（１） 上場株券等  

当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引

所市場に取り次ぐこととし、私設取引システム（以下、PTS と言います。）への取り次ぎを含

む取引所外売買の取扱いは行いません。  

PTS を含め複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較し、より価格を重視することはお

客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行を行うためにはシス

テム開発等を行う必要がありますが、当社内で検討した結果、システム開発等を行うことにより

お客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。システム開発等に伴う費用

等について精査した結果、お客様にとっては、複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較す

ることによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、

PTS への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐ

ことが最も合理的であると判断します。  

①  お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融

商品取引所市場に取り次ぐこととします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した

委託注文については、金融商品取引所市場の受け付け開始後に、金融商品取引所市場に取り

次ぐこととします。  

②  ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。  

（a） 上場している金融商品取引所市場が 1 箇所である場合（単独上場）には、当該金 

融商品取引所市場へ取り次ぎます。  
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ただし、インターネット取引（トレジャーネット）については、東京証券取引所、

名古屋証券取引所以外の市場は取扱っておりません。  

（b）    複数の金融商品取引所市場に上場（重複上場）されている場合には、当該銘柄の一

定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融

商品取引所市場に取り次ぎます。当社が選定した金融商品取引所市場とは、執行時点

において、株式会社 QUICK の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検

索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場です。（当該市場は、同社

所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたもので

す。）選定した具体的な内容は、当社ホームページ

（https://www.musashi-sec.co.jp/）で掲載するものにおいてお示しするほか、当

社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えします。  

       なお、お客様からいただいた注文の有効期限内に当社が選定した金融商品取引所市

場が変更になった場合は、当初に選定した金融商品取引所市場へ取り次ぎます。  

ただし、お客様のお申し出により取り次ぐ金融商品取引所市場を変更することは可

能です。  

（c）   （a）又は（ｂ）により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員

となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会

員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している

者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。  

ただし、インターネット取引については、（b）により選定した金融商品取引所市場

が、当社が取引参加者又は会員となっていない市場である場合には、前項の取扱いに

関わらず、東京証券取引所又は名古屋証券取引所のいずれか上場している市場へ取り

次ぎます。  

また、これら二取引所のいずれにも重複して上場している場合には、東京証券取引

所に取り次ぎます。  

（２） 取扱有価証券（フェニックス銘柄）  

当社では、基本的に取扱有価証券（フェニックス銘柄）の注文はお受けしておりません。  

ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行

っている金融商品取引業者に取り次ぎます。  

当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が 1 社である場合には当該金融商品

取引業者へ、複数ある場合には、取り次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商

品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示し

ている 金融商品取引業者に取り次ぎます。 

なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。  

  

3．当該方法を選択する理由  

（１） 上場株券等  
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金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流

動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客

様にとって最も合理的であると判断されるからです。  

また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金

融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるから

です。   

（２） 取扱有価証券（フェニックス銘柄）  

当社では、基本的に取扱有価証券（フェニックス銘柄）の注文はお受けしておりません。  

ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する

必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を

行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の

換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。   

  

4．その他  

（１） 次に掲げる取引については、上述２に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により

執行します。 

① お客様から執行方法に関するご指示（当社が自己で直接の取引相手方となる売買、執行

する金融商品取引所市場、取引時間帯、注文の一括執行等）が付される取引  

お客様と当社との間で合意した執行方法  

（指定外の部分は最良執行方針に準じます。）  

②  信用取引の決済  

新規建てを行った金融商品取引所市場で執行  

③  端株及び単元未満株の取引  

単元未満株売買を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法  

（発行会社への買取請求をご希望の場合は、買取請求のお取扱いとします。）  

④ 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において、執行方法を特定している取引  

当該執行方法  

⑤ 投資一任契約に基づく執行当該契約においてお客様から委任された範囲内において当

社が選定する方法  

⑥ 国内の金融商品取引所市場に上場されている外国証券の取引  

国内の金融商品取引所市場への取り次ぎをご希望の場合は、上述 2 に掲げる方法に

より取り次ぐこととします。  

なお、売却注文の場合、国内の決済会社に寄託されている証券については、上述 2 に

掲げる方法により国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、当社の海外保管機

関に寄託している証券については、外国取引として取り扱うこととします。  
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（２） 当社または金融商品取引所市場においてシステム障害等が発生した場合、上述２に掲げる方

法によることが難しいため、やむを得ず、上述２に掲げる方法とは異なる方法により執行す

る場合があります。その場合でも、その時点で最良の取引の条件で執行するよう努めます。  

（３） 当方針は令和 5 年 4 月 1 日をもって実施します。  

   

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総

合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかった

としても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。  

  

平成 17 年 4 月制定平成 

25 年 7 月改訂  

平成 30 年 4 月１日改訂 

令和 5 年 4 月 1 日改訂  

  

以上 


