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ご注意事項

・本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご投資い
ただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価
格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについ
ては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

・本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を目的としたもので
はありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本資料及び資
料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるもの
であり、本資料及び資料にある情報の使用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

・本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により変化し、実際と
は異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するものではなく、お取引をなさる際に実際
に用いられる価格または数値を表すものでもございませんので、予めご了承くださいますようお願いいたしま
す。

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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投資にかかる手数料等およびリスク

■国内株式 国内ETF／ETN 上場新株予約権証券（ライツ）
【株式等のお取引にかかるリスク】
株式等は株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券（ETN）は連動対象となっている指数や指標
等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれ
があります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。

【信用取引にかかるリスク】
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発
生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。
〔超割コース（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
1回の約定代金が5万円まで50円（税込55円）／1回、10万円まで90円（税込99円）／1回、20万円まで105円（税込115円）／1回、50万円まで250円（税込275円）／1回、100万円まで
487円（税込535円）／1回、150万円まで582円（税込640円）／1回、3,000万円まで921円（税込1,013円）／1回、3,000万円超973円（税込1,070円）／1回

〔超割コース（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
1回の約定代金が10万円まで90円（税込99円）／1回、20万円まで135円（税込148円）／1回、50万円まで180円（税込198円）／1回、50万円超350円（税込385円）

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。

〔超割コース 大口優遇（現物取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
1回の約定代金が10万円まで0円、20万円まで100円（税込110円）／1回、50万円まで238円（税込261円）／1回、100万円まで426円（税込468円）／1回、150万円まで509円（税込559
円）／1回、3,000万円まで806円（税込886円）／1回、3,000万円超851円（税込936円）

〔超割コース 大口優遇（信用取引）〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
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投資にかかる手数料等およびリスク

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で手数料が決まります。
1日の約定代金合計が50万円まで0円、100万円まで858円（税込943円）／1日、200万円まで2,000円（税込2,200円）、300万円まで3,000円（税込3,300円）／1日です。以降、100万円
増えるごとに1,100円追加されます。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料（最大で4,950円（税込））を頂戴いたします。
詳しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。

●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が20％です。委託保証金の保証金率が20％
未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】
（貸株サービスのみ）
●リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません（無担保取引）。
（信用貸株のみ）
●株券等の貸出設定について
信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く）のうち、一部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき
一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。
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投資にかかる手数料等およびリスク

（貸株サービス・信用貸株共通）
●当社の信用リスク
当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡し が、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱
規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利（株主優待、議決権等）は、お客様は取得できませ
ん。

●投資者保護基金の対象とはなりません
貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
●手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
●配当金等、株主の権利・義務について（貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期
間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。（但し、信用貸株では貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義
のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。）株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、
株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
貸借期間中 に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。

●株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対
応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；東京証券取引所）より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新と
なります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。

●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書（同法第27条の25第２項）を提出す
る場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類（株券
消費貸借契約である旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

●税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当
金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異
なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

2020年7月10日現在
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株式の魅力

株主優待配当金

売却益
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株取引に慣れると…

もっと資金があれば、
憧れの銘柄を好きなだ
け取引できるのに…、

株価が下がっても
利益出せないかなぁ

売却益
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株取引に慣れると…

権利落ちで
株価が下がりがち…
リスクを抑えて
優待がほしい

優待獲得後、
すぐに売却して

新しい銘柄の購入資金に
充てたい株主優待



9

株取引に慣れると…

配当金のような
保有しているだけで
金利収入になる
サービスないかな 配当金



10

本日のステップ

１．信用取引で相場を味方につける

２．株主優待は低リスクで獲得する

３．貸株サービスで金利収入



11

本日のステップ

１．信用取引で相場を味方につける

２．株主優待は低リスクで獲得する

３．貸株サービスで金利収入
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株取引に慣れると…

もっと資金があれば、
憧れの銘柄を好きなだ
け取引できるのに…、

株価が下がっても
利益出せないかなぁ

売却益
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信用取引がオススメ

信用取引とは…現金や株式を担保として証券会社に預けて、証券会社からお金
を借りて株式を買ったり、株券を借りてそれを売ったりする取引のこと。
最大預けた担保の評価額の約3.3倍まで株式の取引ができます。
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信用取引の魅力

自己資金の3倍まで取引できる

「売り」から取引できる

1日のうちに同じ銘柄を何度でも売買できる！

※手数料、金利等の諸費用が別途かかります。
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魅力①自己資金の3倍まで取引できる

現金が足りない

50万

現物取引 信用取引

値下がりするまで待つしかない… チャンスを逃さず買える！！
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魅力①自己資金の3倍まで取引できる

銘柄 市場 株価 最低投資金額 信用取引なら…

１ 9983 ファーストリテイリング 東1 60,950 6,095,000 2,031,667

２ 6273 ＳＭＣ 東1 60,150 6,015,000 2,005,000

３ 7974 任天堂 東1 52,830 5,283,000 1,761,000

４ 6861 キーエンス 東1 45,700 4,570,000 1,523,333

５ 8035 東京エレクトロン 東1 28,980 2,898,000 966,000

銘柄 市場 株価 最低投資金額 信用取引なら…

１ 4568 第一三共 東1 9,629 962,900 320,967

２ 4523 エーザイ 東1 9,417 941,700 313,900

３ 6594 日本電産 東1 9,103 910,300 303,433

４ 6758 ソニー 東1 8,768 876,800 292,267

５ 4612 日本ペイントＨＬＤＧ 東1 8,430 843,000 281,000

＜最低投資金額100万～＞株価高い順

＜最低投資金額50万～100万＞株価高い順

※8月17日終値、
スーパースクリーナ
にて「大型株」「投
資金額100万～」
「投資金額50万～
100万」
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魅力② 1日のうちに同じ銘柄を何度でも売買できる！
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魅力③ 「売り」から取引できる

上昇局面でも下落局面でも、
信用取引はいつでも取引できる！

★上昇局面では「買い」
★下落局面では「売り」

から取引を始めることで、
利益をだすことができます
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信用取引の基礎知識

新規建
（買建・売建）

返済
（売埋・買埋）

他にも…現引・現渡もあり

■新たに株式を買うもしくは売ることを「新規建」という

⇒買いから始めることを「買建」/ 売りから始めることを「売建」という

■「新規建」した注文の反対売買を「返済」という

⇒買建の返済を「売埋」/ 売建の返済を「買埋」という
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＜買建＞利益・損失の計算方法

※手数料、金利等の諸費用が別途かかります。
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＜売建＞利益・損失の計算方法

※手数料、金利等の諸費用が別途かかります。
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本日のステップ

１．信用取引で相場を味方につける

２．株主優待は低リスクで獲得する

３．貸株サービスで金利収入
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株主優待とは

企業（株式会社）が株主に対して
品物やサービスを提供したりするサービス

優待内容はその企業が取り扱っている商品や食事券・割引券・入場券・お米・図書カードなど様々！
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株主優待を低リスクで獲得したい…

権利落ちで
株価が下がりがち…
リスクを抑えて
優待がほしい

優待獲得後、
すぐに売却して

新しい銘柄の購入資金に
充てたい株主優待
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つなぎ売りがオススメ

「現物取引」と「信用取引」を組み合わせるテクニック
両方のメリットを最大限に活用することで、リスクを最低限に抑える！
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つなぎ売りとは？

現物取引 買い 信用新規 売建

株主優待ゲット！ 株価下落分をカバー！

現物取引と信用取引のメリットを組み合わせることで、
利益と損失を相殺して株価下落リスクを抑えられます！
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【事前知識】つなぎ売りの前に…

権利付き最終日（けんりつきさいしゅうび）
⇒優待獲得の締切日。16時時点で該当銘柄を保有していると、優待がもらえます。
権利確定日（株主名簿に記載される日）の2営業日前。

権利落ち日（けんりおちび）
⇒「権利付き最終日の翌営業日」のこと。売却する場合は、この日以降に行うこと。
<イメージ>

現渡（げんわたし）
⇒信用取引の売り建玉を買い返済、つまり株を買い戻して返却するのではなく、保有
している現物株式を返却することで手仕舞うこと。

26日
（月）

27日
（火）

28日
（水）

29日
（木）

30日
（金）

権利確定日権利落ち日
権利付き
最終日
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【事前知識】つなぎ売りの前に…

一般信用
信用取引には、大きく分けて「制度信用」と「一般信用」という種類があります。
一般信用は、証券会社ごとに取扱い銘柄や返済期限を決定できます。

一般信用 短期
楽天証券の一般信用「短期」は、返済期限14日です。
株主優待を実施している銘柄を中心に、取引可能な銘柄をそろえています。
主に「つなぎ売り」に使われるため、売建のみ利用可能です。

※そのほかに、楽天証券の一般信用には、デイトレード向けの「いちにち信用」や、
返済期限なしの「無期限」 があります。
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つなぎ売りの方法を詳しくチェック！
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（例）株価100円で1,000株をつなぎ売り後、株価が100円から80円に下落した場合

20,000円の損失と20,000円の利益が相殺される

権利付き最終日：
＜現物買＞ 100円×1,000株＝100,000円
＜信用新売＞100円×1,000株＝100,000円

権利落ち日：
＜現物売＞ 80円×1,000株＝80,000円
＜信用返買＞80円×1,000株＝80,000円

※別途、取引手数料、貸株料などが発生します。

損益：
＜現物＞ー20,000円
＜信用＞＋20,000円

つなぎ売りのしくみ
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なぜ「一般信用 短期」を使うべきなの？
楽天証券で取扱う信用取引には、「制度信用」と「一般信用」があるはず…。
どうして「一般信用 短期」がオススメなの？

「逆日歩」が発生しないからです！
もちろん、制度信用でつなぎ売りすることも可能です。
ただし、制度信用には「逆日歩」が発生するリスクがあります。
「逆日歩」とは、売建のニーズが高まり株式が不足すると、株の調達費
用として投資家に請求されるコストです。取引後にならないと、いつ、
いくら発生するか分かりません。
そのため逆日歩がかからない「一般信用 短期」をオススメしています。

つなぎ売りの注意点
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つなぎ売りのコストの計算
株価100円の銘柄を1,000株取引する場合(100,000円)

①現物買付手数料 ※超割コースの場合
取引金額10万円までなら、取引手数料99円（税込）

②一般信用短期 売建手数料 ※超割コースの場合
取引金額10万円までなら、取引手数料９９円（税込）

③信用取引にかかる貸株料
権利付最終日に新規売建注文、翌日に現渡注文をおこなった場合
約定金額１0万円×3.90%（年率）×2日/365日=２１円

④現渡の手数料：0円

⑤現物購入による配当金受取額と信用売建による配当金相当額の支払いの差額
配当金の約20%

権利付き最終日の大引け時点でつなぎ売りをしている場合、現物については税金が差し引かれた配当金を受取り（配当金の約
80％）、一般信用売建玉については配当金相当額（配当金の100％）をお支払いいただきます。したがいまして、配当金の約
20％の差額をお客さまにご負担いただくことになります。

コスト＜株主優待の特典
となることが大事です！

つなぎ売りのコスト計算について
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参考資料①

読み込むと…

こんな感じで
確認できます！

2020年株主優待カレンダー
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信用口座開設方法

開設完了には数日かかります。
はやめに手続きしておきましょう。
口座開設料や口座管理手数料は
かかりません。

株主優待検索

株主優待検索では、予算や優待
内容などで絞込みできます。

参考資料②
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本日のステップ

１．信用取引で相場を味方につける

２．株主優待は低リスクで獲得する

３．貸株サービスで金利収入
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株取引に慣れると…

配当金のような
保有しているだけで
金利収入になる
サービスないかな 配当金
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こんな方も必見！

塩漬けの株や長期保有を検討している方

優待で必要な株数を超えて保有している方

売却益や配当金以外でも収益が欲しい方
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貸株サービスとは
お客様が保有している株（ETF・REIT含）を楽天証券に貸出し、貸出した株式
に応じた金利を受取ることができるサービスです。

⇒ひらたく言うと、株のレンタル料がもらえます！

例えば、金利1.0％銘柄を200万円貸出した場合、1年間で…
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問い合わせの多いQ&A

貸出期間は最低何日ですか？

特に規定はありません。
日割り計算なので、1日分の金利から受け取れます。

貸出した株数×終値×貸株金利÷365日＝1日分の受取れる金利

いくら金利が受取れるか計算方法を知りたい。
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問い合わせの多いQ&A

毎月第2営業日に1か月分をまとめて入金しています。

金利はすぐ受取れますか？

原則、週次で見直ししています。翌週分まで金利を
確認することができます。

金利は固定ですか？
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貸株金利の調べ方

■手順
楽天証券ログイン＞①国内株式＞②貸株
＞③貸株金利

①

②
③

銘柄から金利検索したり、
金利から銘柄を検索するこ
とも出来ます！
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貸株サービスQ&A
貸株サービスを利用しています。株を貸出中です
が、売却したい場合はどうしたらいいですか？

通常通り注文を出してください。
貸株の返済手続きは自動的に行われます。

「株主優待・予想有配優先」コースであれば、
金利を受け取りながら配当金も株主優待も受取
可能です！

貸株サービスの金利は魅力的だけど、株主優待
も配当金もほしい…
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3つの選べるコース

金利優先 株主優待優先 株主優待・予想有配優先

■貸株を継続し、できるだけ多
くの貸株金利を受け取りたい方

→配当金や株主優待がない（ま
たは優待権利獲得を超える分）
銘柄、ETFやREITにオススメ！

★権利確定日は、貸株金利が
通常の5倍

■貸株しながら優待も欲しい方

→株主優待のある銘柄に
オススメ！

■優待も配当金も欲しい方

→株主優待や配当金のある銘柄
にオススメ！

★配当金として受取れる！！
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お知らせ

信用取引の代用有価証券として利用している株式を貸し出して、貸株金利が受け取れ
るようになります！

貸出し中の代用有価証券でも原則80％で評価、掛け目に変更はありません。

貸出し中でもいつでも売却、現渡が可能です！
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【参考資料】貸株サービスの申込方法

④

■手順
楽天証券ログイン＞①設定・変更
＞②申込が必要なお取引・各商品に関する設定
＞③貸株サービス＞④申込
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貸株サービスと相性抜群！

★魅力１ 株と同様、いつでも取引可能！価格指定も可能！
★魅力２ 商品内容は投資信託なので、1銘柄で分散投資できる！
★魅力３ 1口から購入できる銘柄多数！

出所：東証マネ部
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ETFとは？
国内株式 ETF 投資信託

投資内容 原則 1銘柄 複数銘柄 複数銘柄

取引単位

100株
※例外としてETF等1口

単位あり
最低1口～

口数指定
金額指定

取引時間
(売買タイミング)

好きなタイミング
（9:00～11:30、12:30～

16:00）

好きなタイミング
（9:00～11:30、12:30～

16:00）
1日1回

取引価格
リアルタイムで変動する

市場価格
リアルタイムで変動する

市場価格
1日1回算出される

基準価額

銘柄コード 4桁の数字 4桁の数字 ー

値動き 大きい 小さい 小さい

取引口座 一般・特定・NISA

株主優待 あり なし なし

配当金の
源泉徴収税率

20.315％ 20.315％ 20.315％
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手数料0円ETF

東証上場ETF 全223銘柄

手数料0円ETF
全103銘柄

現物取引手数料0円
103銘柄

■東証に上場しているETF全223銘柄のうち、103銘柄の現物取引手数料が0円！
※信用取引は全ETF手数料0円
■株式、債券、REITなど様々な資産から選択可能！

※2020/8/19時点




