
社発第 T-10 号 

平成 29 年 4 月 10 日 

貸借取引参加者 

代 表 者 殿 

 

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 

代表取締役社長 小林 英三 

 

株式会社名古屋証券取引所が開設する取引所金融商品市場における 

貸借取引業務開始に伴う貸借取引対象銘柄等の追加について 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて当社は、平成 29 年 4 月 24 日からの株式会社名古屋証券取引所が開設する取引所金融

商品市場（以下「名証市場」という。）における貸借取引業務開始に伴い名証市場分の貸借

取引対象銘柄等を新たに選定することにつきまして、平成 29 年 2 月 23 日付社発第 T-710

号「株式会社名古屋証券取引所が開設する金融商品市場における貸借取引の取扱いについて」

にてご通知しております。今般、当該選定につきまして、下記のとおり実施することといた

しましたので、ご通知申し上げます。 

なお、4月 24 日までの間に、貸借取引対象銘柄等の新規選定の追加、または、当該選定

銘柄から除外される場合には、別途ご通知いたします。 

敬 具 

記 

１．貸借銘柄の追加 

（１）対象銘柄 

（名古屋証券取引所市場分） 

日経 300 株価指数連動型上場投資信託 受益証券（1319） 他 191 銘柄  

… 別紙１ 

（２）実施日 

平成 29 年 4 月 24 日（月）（約定日） 

 

２．貸借融資銘柄の追加 

（１）対象銘柄 

（名古屋証券取引所市場分） 

㈱岐阜造園 株式（1438） 他 98 銘柄 … 別紙２ 

（２）実施日 

平成 29 年 4 月 24 日（月）（約定日） 

 

３．貸借担保金代用有価証券適格銘柄の追加 

（１）対象銘柄 

（名古屋証券取引所市場向け貸借取引分） 

㈱岐阜造園 株式（1438） 他 31 銘柄 … 別紙３ 

（２）実施日 

平成 29 年 4 月 27 日（木）（受入日） 

 

なお、上記 32 銘柄に加え、東京証券取引所市場向け貸借取引分の貸借担保金代用有

価証券適格銘柄（平成 29 年 4 月 10 日現在 3,864 銘柄）が名古屋証券取引所市場向け

貸借取引分の貸借担保金代用有価証券適格銘柄となります。 

以 上 



日経300株価指数連動型上場投資信託 受益証券 (1319) クロスプラス㈱ 株式 (3320)

㈱桧家ホールディングス 株式 (1413) 日東製網㈱ 株式 (3524)

ＭＡＸＩＳ　Ｓ＆Ｐ東海上場投信 受益証券 (1553) 東海染工㈱ 株式 (3577)

ミサワホーム㈱ 株式 (1722) ㈱オウケイウェイヴ 株式 (3808)

㈱ヤマウラ 株式 (1780) ダイナパック㈱ 株式 (3947)

大成建設㈱ 株式 (1801) イビデン㈱ 株式 (4062)

清水建設㈱ 株式 (1803) 信越化学工業㈱ 株式 (4063)

鹿島建設㈱ 株式 (1812) ㈱カネカ 株式 (4118)

名工建設㈱ 株式 (1869) アイカ工業㈱ 株式 (4206)

矢作建設工業㈱ 株式 (1870) 武田薬品工業㈱ 株式 (4502)

大東建託㈱ 株式 (1878) 久光製薬㈱ 株式 (4530)

徳倉建設㈱ 株式 (1892) 日本空調サービス㈱ 株式 (4658)

五洋建設㈱ 株式 (1893) リゾートトラスト㈱ 株式 (4681)

積水ハウス㈱ 株式 (1928) ＪＸＴＧホールディングス㈱ 株式 (5020)

シーキューブ㈱ 株式 (1936) 横浜ゴム㈱ 株式 (5101)

㈱トーエネック 株式 (1946) ㈱ブリヂストン 株式 (5108)

ＮＤＳ㈱ 株式 (1956) 住友理工㈱ 株式 (5191)

中部飼料㈱ 株式 (2053) 石塚硝子㈱ 株式 (5204)

ＣＤＳ㈱ 株式 (2169) ㈱ノリタケカンパニーリミテド 株式 (5331)

名糖産業㈱ 株式 (2207) ＴＯＴＯ㈱ 株式 (5332)

井村屋グループ㈱ 株式 (2209) 日本碍子㈱ 株式 (5333)

キリンホールディングス㈱ 株式 (2503) 日本特殊陶業㈱ 株式 (5334)

養命酒製造㈱ 株式 (2540) ジャニス工業㈱ 株式 (5342)

㈱エディオン 株式 (2730) ㈱フジミインコーポレーテッド 株式 (5384)

㈱サーラコーポレーション 株式 (2734) 新日鐵住金㈱ 株式 (5401)

カゴメ㈱ 株式 (2811) ㈱神戸製鋼所 株式 (5406)

太陽化学㈱ 株式 (2902) ジェイ　エフ　イー　ホールディングス㈱ 株式 (5411)

Ｊ．フロント　リテイリング㈱ 株式 (3086) 中部鋼鈑㈱ 株式 (5461)

日清紡ホールディングス㈱ 株式 (3105) 大同特殊鋼㈱ 株式 (5471)

トヨタ紡織㈱ 株式 (3116) 愛知製鋼㈱ 株式 (5482)

㈱ネクステージ 株式 (3186) 中央可鍛工業㈱ 株式 (5607)

㈱ダイドーリミテッド 株式 (3205) ＤＯＷＡホールディングス㈱ 株式 (5714)

㈱ヨシックス 株式 (3221) 住友電気工業㈱ 株式 (5802)

三重交通グループホールディングス㈱ 株式 (3232) 瀧上工業㈱ 株式 (5918)

日本商業開発㈱ 株式 (3252) ㈱ＬＩＸＩＬグループ 株式 (5938)

貸借銘柄に追加する銘柄

別紙１
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リンナイ㈱ 株式 (5947) パナソニック㈱ 株式 (6752)

中央発條㈱ 株式 (5992) 北川工業㈱ 株式 (6896)

ジャパンマテリアル㈱ 株式 (6055) ㈱デンソー 株式 (6902)

オークマ㈱ 株式 (6103) ㈱東海理化電機製作所 株式 (6995)

旭精機工業㈱ 株式 (6111) ＫＯＡ㈱ 株式 (6999)

富士機械製造㈱ 株式 (6134) 三菱重工業㈱ 株式 (7011)

オーエスジー㈱ 株式 (6136) 川崎重工業㈱ 株式 (7012)

富士精工㈱ 株式 (6142) ㈱ＩＨＩ 株式 (7013)

㈱豊田自動織機 株式 (6201) 日本車輌製造㈱ 株式 (7102)

豊和工業㈱ 株式 (6203) トヨタ自動車㈱ 株式 (7203)

㈱ニッセイ 株式 (6271) 日野自動車㈱ 株式 (7205)

日精樹脂工業㈱ 株式 (6293) トピー工業㈱ 株式 (7231)

富士変速機㈱ 株式 (6295) フタバ産業㈱ 株式 (7241)

㈱タカキタ 株式 (6325) 大同メタル工業㈱ 株式 (7245)

新東工業㈱ 株式 (6339) 太平洋工業㈱ 株式 (7250)

澁谷工業㈱ 株式 (6340) アイシン精機㈱ 株式 (7259)

㈱太平製作所 株式 (6342) ㈱今仙電機製作所 株式 (7266)

㈱アイチ　コーポレーション 株式 (6345) 豊田合成㈱ 株式 (7282)

ＣＫＤ㈱ 株式 (6407) 愛三工業㈱ 株式 (7283)

ダイコク電機㈱ 株式 (6430) 萩原電気㈱ 株式 (7467)

中日本鋳工㈱ 株式 (6439) 岡谷鋼機㈱ 株式 (7485)

ブラザー工業㈱ 株式 (6448) ＶＴホールディングス㈱ 株式 (7593)

ホシザキ㈱ 株式 (6465) 愛知時計電機㈱ 株式 (7723)

㈱ジェイテクト 株式 (6473) キヤノン㈱ 株式 (7751)

ミネベアミツミ㈱ 株式 (6479) ㈱リコー 株式 (7752)

㈱日立製作所 株式 (6501) ㈱メニコン 株式 (7780)

㈱東芝 株式 (6502) フクビ化学工業㈱ 株式 (7871)

富士電機㈱ 株式 (6504) セブン工業㈱ 株式 (7896)

㈱明電舎 株式 (6508) 未来工業㈱ 株式 (7931)

㈱マキタ 株式 (6586) ニチハ㈱ 株式 (7943)

愛知電機㈱ 株式 (6623) 菊水化学工業㈱ 株式 (7953)

日東工業㈱ 株式 (6651) ㈱リヒトラブ 株式 (7975)

㈱メルコホールディングス 株式 (6676) 丸紅㈱ 株式 (8002)

富士通㈱ 株式 (6702) 豊田通商㈱ 株式 (8015)

アイホン㈱ 株式 (6718) ㈱オンワードホールディングス 株式 (8016)
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三井物産㈱ 株式 (8031) セイノーホールディングス㈱ 株式 (9076)

住友商事㈱ 株式 (8053) 名鉄運輸㈱ 株式 (9077)

三菱商事㈱ 株式 (8058) 日本郵船㈱ 株式 (9101)

岩谷産業㈱ 株式 (8088) 川崎汽船㈱ 株式 (9107)

㈱サンゲツ 株式 (8130) 東陽倉庫㈱ 株式 (9306)

中部水産㈱ 株式 (8145) 日本トランスシティ㈱ 株式 (9310)

㈱木曽路 株式 (8160) 伊勢湾海運㈱ 株式 (9359)

㈱マルイチ産商 株式 (8228) キムラユニティー㈱ 株式 (9368)

㈱丸栄 株式 (8245) 中部日本放送㈱ 株式 (9402)

三谷産業㈱ 株式 (8285) 中部電力㈱ 株式 (9502)

㈱ＡＴグループ 株式 (8293) 東京瓦斯㈱ 株式 (9531)

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 株式 (8306) 大阪瓦斯㈱ 株式 (9532)

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 株式 (8309) 東邦瓦斯㈱ 株式 (9533)

㈱三井住友フィナンシャルグループ 株式 (8316) ㈱ダイセキ 株式 (9793)

㈱十六銀行 株式 (8356) ㈱サガミチェーン 株式 (9900)

㈱大垣共立銀行 株式 (8361) ㈱バローホールディングス 株式 (9956)

㈱百五銀行 株式 (8368) ㈱スズケン 株式 (9987)

㈱三重銀行 株式 (8374)

㈱名古屋銀行 株式 (8522)

㈱愛知銀行 株式 (8527)

㈱第三銀行 株式 (8529)

㈱中京銀行 株式 (8530)

三菱ＵＦＪリース㈱ 株式 (8593)

㈱大和証券グループ本社 株式 (8601)

野村ホールディングス㈱ 株式 (8604)

㈱岡三証券グループ 株式 (8609)

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 株式 (8616)

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ 株式 (8725)

三菱地所㈱ 株式 (8802)

平和不動産㈱ 株式 (8803)

㈱エムジーホーム 株式 (8891)

西日本旅客鉄道㈱ 株式 (9021)

東海旅客鉄道㈱ 株式 (9022)

近鉄グループホールディングス㈱ 株式 (9041)

名古屋鉄道㈱ 株式 (9048)

以上192銘柄
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㈱岐阜造園 株式 (1438) ㈱ギガプライズ 株式 (3830)

㈱安江工務店 株式 (1439) 中央紙器工業㈱ 株式 (3952)

㈱ダイセキ環境ソリューション 株式 (1712) 日東エフシー㈱ 株式 (4033)

㈱ＮＩＴＴＯＨ 株式 (1738) ポバール興業㈱ 株式 (4247)

東建コーポレーション㈱ 株式 (1766) ㈱テスク 株式 (4349)

川崎設備工業㈱ 株式 (1777) 日華化学㈱ 株式 (4463)

㈱中広 株式 (2139) 大成㈱ 株式 (4649)

㈱ブラス 株式 (2424) ㈱ユー・エス・エス 株式 (4732)

ジャパンベストレスキューシステム㈱ 株式 (2453) ニッコー㈱ 株式 (5343)

㈱ティア 株式 (2485) ㈱ＭＡＲＵＷＡ 株式 (5344)

マルサンアイ㈱ 株式 (2551) 美濃窯業㈱ 株式 (5356)

㈱ジーフット 株式 (2686) ㈱鶴弥 株式 (5386)

㈱あみやき亭 株式 (2753) ㈱ＣＫサンエツ 株式 (5757)

㈱コメ兵 株式 (2780) カネソウ㈱ 株式 (5979)

ユタカフーズ㈱ 株式 (2806) 兼房㈱ 株式 (5984)

㈱アルペン 株式 (3028) 知多鋼業㈱ 株式 (5993)

㈱ゴルフ・ドゥ 株式 (3032) 日本ＰＣサービス㈱ 株式 (6025)

㈱ゼットン 株式 (3057) ＫｅｅＰｅｒ技研㈱ 株式 (6036)

㈱ＪＢイレブン 株式 (3066) ㈱小島鉄工所 株式 (6112)

㈱ブロンコビリー 株式 (3091) ゼネラルパッカー㈱ 株式 (6267)

ＩＣＤＡホールディングス㈱ 株式 (3184) キクカワエンタープライズ㈱ 株式 (6346)

ダイトウボウ㈱ 株式 (3202) ㈱郷鉄工所 株式 (6397)

㈱三栄建築設計 株式 (3228) 大豊工業㈱ 株式 (6470)

㈱エスポア 株式 (3260) ㈱グリーンズ 株式 (6547)

ミタチ産業㈱ 株式 (3321) 東洋電機㈱ 株式 (6655)

㈱アークコア 株式 (3384) 名古屋電機工業㈱ 株式 (6797)

㈱丸順 株式 (3422) ㈱中央製作所 株式 (6846)

㈱三ツ知 株式 (3439) レシップホールディングス㈱ 株式 (7213)

㈱ＭＩＥコーポレーション 株式 (3442) 武蔵精密工業㈱ 株式 (7220)

㈱丸八ホールディングス 株式 (3504) アスカ㈱ 株式 (7227)

㈱コメダホールディングス 株式 (3543) 尾張精機㈱ 株式 (7249)

㈱ソトー 株式 (3571) ㈱ツノダ 株式 (7308)

㈱電算システム 株式 (3630) ㈱アトム 株式 (7412)

コムシード㈱ 株式 (3739) ㈱ヤガミ 株式 (7488)

㈱ガイアックス 株式 (3775) ㈱ヒマラヤ 株式 (7514)

別紙２

貸借融資銘柄に追加する銘柄
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㈱進和 株式 (7607)

㈱壱番屋 株式 (7630)

㈱トーカン 株式 (7648)

スギホールディングス㈱ 株式 (7649)

朝日インテック㈱ 株式 (7747)

福島印刷㈱ 株式 (7870)

竹田印刷㈱ 株式 (7875)

コマニー㈱ 株式 (7945)

日本デコラックス㈱ 株式 (7950)

㈱オリバー 株式 (7959)

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱ 株式 (8028)

東海エレクトロニクス㈱ 株式 (8071)

㈱カノークス 株式 (8076)

マックスバリュ中部㈱ 株式 (8171)

㈱ヤマナカ 株式 (8190)

㈱サンヨーハウジング名古屋 株式 (8904)

㈱東祥 株式 (8920)

大宝運輸㈱ 株式 (9040)

トランコム㈱ 株式 (9058)

㈱エスライン 株式 (9078)

名港海運㈱ 株式 (9357)

㈱クロップス 株式 (9428)

㈱文溪堂 株式 (9471)

中日本興業㈱ 株式 (9643)

㈱御園座 株式 (9664)

㈱ドミー 株式 (9924)

藤久㈱ 株式 (9966)

㈱ショクブン 株式 (9969)

タキヒヨー㈱ 株式 (9982)

以上99銘柄
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㈱岐阜造園 株式 (1438)

㈱ＮＩＴＴＯＨ 株式 (1738)

川崎設備工業㈱ 株式 (1777)

㈱ゴルフ・ドゥ 株式 (3032)

㈱エスポア 株式 (3260)

㈱アークコア 株式 (3384)

㈱ＭＩＥコーポレーション 株式 (3442)

㈱丸八ホールディングス 株式 (3504)

中央紙器工業㈱ 株式 (3952)

ポバール興業㈱ 株式 (4247)

㈱テスク 株式 (4349)

ニッコー㈱ 株式 (5343)

美濃窯業㈱ 株式 (5356)

カネソウ㈱ 株式 (5979)

知多鋼業㈱ 株式 (5993)

日本ＰＣサービス㈱ 株式 (6025)

㈱郷鉄工所 株式 (6397)

東洋電機㈱ 株式 (6655)

名古屋電機工業㈱ 株式 (6797)

㈱中央製作所 株式 (6846)

アスカ㈱ 株式 (7227)

㈱ツノダ 株式 (7308)

㈱ヤガミ 株式 (7488)

㈱トーカン 株式 (7648)

日本デコラックス㈱ 株式 (7950)

㈱オリバー 株式 (7959)

東海エレクトロニクス㈱ 株式 (8071)

中部水産㈱ 株式 (8145)

大宝運輸㈱ 株式 (9040)

㈱文溪堂 株式 (9471)

中日本興業㈱ 株式 (9643)

㈱ドミー 株式 (9924)

別紙３

貸借担保金代用有価証券適格銘柄に追加する銘柄

以上32銘柄

1‐1


