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はじめに ～信用シミュレーターとは～

信用シミュレーターは、取引や入金による「建玉余力」や

「追加保証金」、「委託保証金率」の変化を事前にシミュ

レーションする事ができるツールです。

信用シミュレーターをご利用いただくと、ある株を○○株購

入した際の、『建玉余力』や『委託保証金率』の計算や、現

在保有されている株式(代用有価証券、信用建玉)の評価がい

くらになった場合に『追加保証金』が発生するのか等、事前

に様々なシミュレーションを行う事が可能となります。

事前にシミュレーションを行う事により、これまでよりもリ

スク管理が容易となり、信用取引をより身近に、より安全に

行っていただく為のツールです。



■信用シミュレーターの起動は下記3画面から可能

①ログイン後、ポートフォリオ＞信用シミュレーターをクリック。

②ログイン後、口座管理＞信用シミュレーターをクリック。
（ ※サマリー、保有証券、信用建玉、信用建余力画面から遷移が可能。）
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③「HYPER SBI」ログイン後、信用シミュレーターをクリック。

はじめに ～信用シミュレーターの起動方法～

■信用シミュレーター起動画面



画面説明 ～建余力・追加保証金、委託保証金画面説明～

委託保証金現金 当日入金分とシミュレーション結果を加味したあとの現金委託保証金

代用有価証券評価額合計 シミュレーション結果を加味したあとの代用有価証券評価額合計

評価損・決済損・支払諸経費合計 当日取引とシミュレーション結果を加味したあとの合計

実質保証金（A) 委託保証金現金＋代用有価証券評価額－評価損・決済損合計－諸経費等

建代金合計（B） 当日約定分とシミュレーション結果を加味したあとの建玉代金の合計額

委託保証金率（A/B） 実質保証金÷建代金合計

シミュレーション結果

信用建余力 シミュレーション結果を加味したあとの新規建できる約定代金の限度額

現引可能額 シミュレーション結果を加味したあとの現引に使える現金の限度額

現物買付余力 シミュレーション結果を加味したあとの国内現物株式の買付に使える現金の限度額

出金・振替可能額 シミュレーション結果を加味したあとの出金および振替余力

追加保証金額 発生済み追証金額のうち、一番古い日付の追証金額

預り金不足額 当日の預かり金不足額

① ②

■①建余力・追加保証金 「シミュレーション結果画面」反映内容

■②委託保証金 「シミュレーション結果画面」反映内容

■現在の口座状況、各シミュレーションの結果内容が表示されます。
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画面説明 ～各機能説明～

■各種シミュレーション入力画面

① ②

③
④

現物取引
シミュレーション

現物株式取引の売買のシミュレーションが可能です。

信用取引
シミュレーション

信用取引の新規・返済（現引・現渡含む）のシミュレーションが可能です。

約定・取消シミュレー
ション

注文中未約定注文を「約定させる」「取消する」シミュレーションが可能です。

入出金取引シミュレー
ション

入金・出金のシミュレーションが可能です。

評価単価変更シミュ
レーション

評価単価の変更が可能です。

シミュレーション登録
情報一覧・取引登録

各種お取引のシミュレーション内容を登録できます。

シミュレーション結果
「シミュレーション開始」ボタンを押下した時点における、シミュレーション結
果を表示します。

委託保証金指定概算入
金額確認

ご指定した委託保証金率に達するまでに、概算であとどれくらいの入金が必要で
あるかを計算できます。

評価基準、リアル時価
シミュレーションを「評価基準」、「リアル時価」のどちらかご選択いただいた
方にて実施します。

シミュレーション
初期化

シミュレーション登録した内容がすべて初期化(削除)され、シミュレーション前
の値に戻ります。

①

②

③

④
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・信用取引口座において、現物株式を取引した場合の信用建余力、現物買付余力、
出金・振替可能額などをシミュレーションします。

・現物株を買付した場合、信用取引シミュレーションにおいて、「現引」・「現
渡」した場合のシミュレーションも可能です。

■現物取引シミュレーション画面

■信用取引シミュレーション画面

・新規建時の委託保証金率、返済後の委託保証金率をシミュレーションします。
・新規と返済を組み合わせたり、建玉の一部を返済した場合のシミュレーションも

可能です。
・指値を指定する事で損益金額をシミュレーションする事が可能です。

銘柄コード・取引 ・預り区分・株数・単価を入力の上、「登

録」ボタンをクリックすると、現物株式取引のシミュレー
ション内容を登録できます。
※銘柄コード入力後「詳細表示」ボタンをクリックすると、
当該銘柄の銘柄名、売買単位、制限値幅が表示されます。

銘柄コード・取引・制度/一般信用・株数・単価を入力の上、

「登録」ボタンをクリックすると、信用新規建のシミュレー
ション内容を登録できます。
※銘柄コード入力後「詳細表示」ボタンをクリックすると、
当該銘柄の銘柄名、売買単位、制限値幅が表示されます。

銘柄コード・取引(返買・返売・現引・現渡) 区分を入力の上、

「建玉選択」ボタンをクリックすると、信用返済のシミュ
レーション内容を登録できます。
※銘柄コード入力後「詳細表示」ボタンをクリックすると、
当該銘柄の銘柄名、売買単位、制限値幅が表示されます。

「売却シミュレーション可能銘柄一覧」をクリックすると、
ボタン押下時点の保有銘柄、およびシミュレーション登録銘
柄(現物買・現引)、および約定シミュレーション登録銘柄(現
物買・現引注文中)等が一覧表示されます。

「決済シミュレーション可能銘柄一覧を表示」ボタンをク
リックすると、ボタン押下時点で保有されている建玉銘柄、
および信用取引シミュレーション登録銘柄(信用新規建) 、約
定シミュレーション登録銘柄(信用新規建) 等が表示されます。

画面説明 ～各種シミュレーション登録画面①～
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※銘柄コードがご不明な場合は、「銘柄コード検索」ボタンで検索いただけます。



■入出金取引シミュレーション画面

・入金・出金後の口座状況をシミュレーションします。

「入金」・「出金」の別、「入出金日」、「金額」を入力の
上、「登録」ボタンをクリックすると、入出金のシミュレー
ション内容を登録できます。
※「入金」・「出金」ともにそれぞれ1明細のみご登録いただ
けます

・現在発注中の未約定注文を取り消した場合や、約定単価を指定することにより、
注文が約定した場合の口座状況をシミュレーションします。

■約定・取消シミュレーション画面

シミュレーションを行う銘柄を登録。
現在発注中の未約定注文が表示されます。
銘柄を選択後「約定登録」、「取消登録」を選択することに
より、約定・取消のシミュレーション内容を登録できます。

画面説明 ～各種シミュレーション画面②～
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「評価単価変更シミュレーション」では、銘柄ごとに「リアル時価」シミュレー
ション計算時における評価単価を、お客様が登録した評価単価に置き換え、計算す
ることができます。本機能を活用することにより、保有しているある株式の評価単
価が、○○円になった時に委託保証金率が何%になるのか、追加保証金が発生し、
その概算金額がいくら位になるのか等のシミュレーションを行う事が可能です。

■評価単価変更シミュレーション画面

銘柄コードを登録し、「評価単価」の欄に自由な値を登録。
※銘柄コード入力後「詳細表示」ボタンをクリックすると、
当該銘柄の銘柄名、現在値、制限値幅が表示されます。

■委託保証金率指定概算入金額確認画面

ご指定の委託保証金率を登録。

・ご指定の委託保証金率にするために必要な入金額（概算）をリアル時価を用いて
算出する事が可能です。

画面説明 ～各種シミュレーション画面③～
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※銘柄コードがご不明な場合は、「銘柄コード検索」ボタンで検索いただけます。



現在の株価(※または特別気配)

にて大引けした場合の建余力・

委託保証金率を知りたい場合に

ご利用ください。

ザラ場にて取引を行なった後の

建余力・委託保証金率を知りたい
場合にご利用ください。

ご利用場面

評価基準 リアル時価

計算時の

参照株価

前日基準値

(前日終値)
現在の株価

※または特別気配

シミュレーション
内容

「シミュレーション開始」ボタ
ン押下時の口座状況をもとに

シミュレーションします。

「シミュレーション開始」ボタ
ン押下時の口座状況をもとに

シミュレーションします。

「評価基準」と「リアル時価」の計算方法の違い
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「リアル時価」ボタンをクリック。

「リアル時価（現在値）」をもとに、
建余力、委託保証金率などが再計算さ
れ、表示されます。

■『リアル時価』シミュレーション機能を使ってシミュレーションします。

実践編 ～現在値を用いて現時点以降の口座状況を確認する方法～
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■『現物取引シミュレーション』機能を使ってシミュレーションします。

シミュレーションを行う銘柄情報を入
力の上を「登録」ボタンをクリック。

「登録情報」欄に登録内容が表示されるの
で、「評価基準」、「リアル時価」のどち
らかを選択してシミュレーションを実施。

「建余力・追加保証金」、「委託保証金」に結果が反映されます。

実践編 ～現物株式を買付した後の口座状況を確認する方法～
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「売却シミュレーション可能一覧を表示」
ボタンをクリックし、売却が可能な銘柄を
表示させる。

実践編 ～現物株を売却した後の口座状況を確認する方法～

■『現物取引シミュレーション』機能を使ってシミュレーションします。
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複数銘柄ある場合はシミュレーションを行
う銘柄をお選びいただき、「選択」ボタン
をクリック。

売却のシミュレーションを行う銘柄の「株
数」、「単価」を入力し、「登録」ボタン
をクリック。



実践編 ～現物株を売却した後の口座状況を確認する方法～

「建余力・追加保証金」、「委託保証金」に結果が反映されます。
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登録後、『シミュレーション登録情報』画
面にて表示されているのを確認の上、「評
価基準」、「リアル時価」のどちらかを選
択してシミュレーションを実施。



シミュレーションを行う銘柄情報を入
力の上を「登録」ボタンをクリック。

「登録情報」欄に登録内容が表示されるの
で、「評価基準」、「リアル時価」のどち
らかを選択してシミュレーションを実施。

「建余力・追加保証金」、「委託保証金」に結果が反映されます。

■『信用取引シミュレーション』機能を使って、シミュレーションします。

実践編 ～新規建て後の口座状況を確認する方法～
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「決済シミュレーション可能一覧を表示」
ボタンをクリックし、決済可能な銘柄を表
示させる。

「新規買の場合」
「返売」・「現引」のどちらかをお選びいただき、「選択」ボタンを
クリック。

「新規売の場合」
「返買」・「現渡」のどちらかをお選びいただき、「選択」ボタンを
クリック。

「株数」・「単価」を選択し、「登録」ボ
タンをクリック。

■『信用取引シミュレーション』機能を使ってシミュレーションします。

実践編 ～返済後の口座状況を確認する方法～
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「建余力・追加保証金」、「委託保証金」に結果が反映されます。

「登録情報」欄に登録内容が表示されるの
で、「評価基準」、「リアル時価」のどち
らかを選択してシミュレーションを実施。

実践編 ～返済後の口座状況を確認する方法～
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■『約定・取消シミュレーション』機能を使ってシミュレーションします。

注文を約定（取消）させたい銘柄をお選びの上、
「選択」ボタンをクリック。

「約定単価」を入力の上、「約定（取消）登録」をク
リック。※取消の場合は取消登録を選択するのみで可。

実践編 ～注文中の株式が約定（取消）した場合の口座状況を確認する方法～
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実践編 ～注文中の株式が約定（取消）した場合の口座状況を確認する方法～

「建余力・追加保証金」、「委託保証金」に結果が反映されます。

登録後、『シミュレーション登録情報』画
面にて表示されているのを確認の上、「評
価基準」、「リアル時価」のどちらかを選
択してシミュレーションを実施。

20



■『入出金取引シミュレーション』機能を使ってシミュレーションします。

「入金・出金」の別、日にちを選択の
上、金額を入力し、「登録」ボタンを
クリック。

登録後、『シミュレーション登録情報』画
面にて表示されているのを確認の上、「リ
アル時価」を選択してシミュレーションを
実施。
※「評価基準」では再評価を行いません。

「建余力・追加保証金」、「委託保証金」に結果が反映されます。

実践編 ～入出金後の口座状況を確認する方法～
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「建余力・追加保証金」、「委託保証金」に結果が反映されます。

実践編 ～建玉銘柄の株価を変更した際の口座状況を確認する方法～

■『評価単価変更シミュレーション』機能を使ってシミュレーションします。

評価単価を変更したい銘柄を選択し、ご指
定の単価を入力の上、「登録」ボタンをク
リック。

登録後、『シミュレーション登録情報』画
面にて変更後の評価損益等が表示されてい
るのを確認の上、 「リアル時価」を選択
してシミュレーションを実施。
※「評価基準」では再評価を行いません。
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■『委託保証金率指定概算入金額確認』機能を使ってシミュレーションします。

委託保証金率の欄にご指定の維持率を
入力のうえ、「計算」ボタンをクリッ
ク。

ご指定の維持率に必要な概算入金額が
『概算入金額（リアル時価）』欄に表
示されます。

実践編 ～ご指定の委託保証金率にするために必要な入金額を確認する方法～
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■『シミュレーション結果』画面より、「実取引」のボタンをクリックすると、
実際の「取引画面」へ遷移します。

シミュレーション後、実際の取引を行うには？

24

シミュレーション後、そのまま取引を行いたい場合
は、「実取引」ボタンをクリック。

取引画面より実際にお取引
頂く事が可能です。



ご留意事項
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■ご利用に当たってのご留意事項

・信用シミュレーターは、信用取引口座を開設されているお客様がご利用いただけます。

・信用シミュレーターにてご登録された内容は、信用シミュレーターが稼動しているブラウザ画

面の「閉じる」ボタンを押すと、全てのシミュレーション登録内容が初期化(削除)されますの

でご留意ください。

・信用シミュレーター固有のメンテナンスはございませんが、当社WEBサイトが臨時メンテナン

スの際はご利用いただく事ができない場合があります。

・信用シミュレーターでのシミュレーション結果は、今後の株価動向により変化する恐れもあ

り、将来を保障するものではございません。実際のお取引の際は十分ご留意ください。

・シミュレーション結果は、概算となるため、実際の取引金額とは異なる場合があります。また

口座状況によっては、実際の算出方法と一部異なる場合がございます。あらかじめご了承くだ

さい。

・シミュレーション上の取引手数料の算出にあたりましては、便宜上インターネット取引時の手

数料プラン（スタンダード・アクティブ）にて、一律算出しております。 (PTS取引手数料で

は計算されません。)

・信用シミュレーター内では、値幅制限の設定はございません。

・『取引手数料』及び特定預かりの売買等によって生じた 『譲渡益税』等を含んだ上で計算して

おります。

・当日約定分のご注文や未約定注文についても考慮した上で計算しております。

・品受時の特定/非特定の課税区分については、建玉の特定/非特定を引継ぎます。また、当社で

定める代用適格有価証券は代用有価証券として評価いたします。

・住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金残高も考慮した上で計算しております。

・シミュレーション上、注文の発注日は各市場の大引け時に切り替わります。現在の口座状況は

夕刻及び朝方の値洗い処理後に評価額を更新します。

・各種シミュレーションは30件まで登録可能です。（返済シミュレーションでは、一つの返済で

指定できる建玉明細は10明細となります。）

・建玉の総額が、建玉上限限度額(通常は1億円)を超過する場合はエラーとなります。



ご留意事項

・シミュレーション上の発注日切替(各市場の大引け時)から一定の時間、期間指定注文に対する

約定シミュレーションの登録が一部できない場合があります。

・発注日切替(各市場の大引け時)から夕刻値洗いまでの間に返済シミュレーションを実行した場

合、追加保証金額の算出に決済対象建玉の評価損・諸経費が考慮されないため、追加保証金額

が過小に算出される場合がありますのでご留意ください。

・単元未満株、PTS市場へ発注している取引は、約定・取消シミュレーションの対象外となり

ます。

・評価基準でのシミュレーションでは、当日買付の現物預り、新規建の信用建玉の評価損益計算

は行いません。（『シミュレーション後の保有証券/信用建玉一覧情報』には評価損益が表示さ

れておりますが、建余力計算には加味されておりませんのでご留意ください。）

・各種シミュレーションをご登録されてからシミュレーション開始ボタンを押下するまでの間に

長時間経過していた場合、シミュレーション実行がエラーとなる場合があります。

・現物預り、信用建玉明細数が多い場合、シミュレーション結果表示までにお時間がかかる場合

があります。

・シミュレーション実行時に実取引の 新の情報を取得します。実取引の状態変化により、シ

ミュレーションがエラーとなる場合があります。（取消シミュレーションを登録したが、シ

ミュレーション実行時に約定していた場合には取消エラーとなる等）
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