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はじめに  

 地方系・独立系証券会社の多くは、地域密着に特化した個人を対象にしたリ

テール証券営業を重視している証券会社である。  

 大手・準大手・外資系・銀行系・ IT 系の証券会社は時代の流れによって取

引商品の多様化が進んでいる。それらは、産業構造の転換、インターネット、5 

IT を背景にしている。さらに、未公開株の取り扱い、資産の証券化、M&A な

ど顧客のニーズも変化している。大手証券はこのような動きを取り入れている

が、地方系・独立系証券会社は遅れている。それに伴い顧客ニーズへの対応も

遅れてしまい、大手やネット証券が強い存在になっている。  

大手の場合は、地方とは違い大都市に拠点を置くこと、そして個人ではなく10 

企業と取引することで地方系・独立系証券会社よりも取引金額が大きくなる。  

ネット証券の場合は、ネットを使うことにより証券会社の支店の維持費や、

人件費、広告費といったコストをカットすることにより手数料などが安くなっ

ている。これらの証券会社は、事業ごとの差別化をしっかりと図っている。  

しかし、地方系の場合は知名度も低く事業規模も低いため、多くの投資家が15 

存在意義を認識出来ていない。そして大手証券会社やネット証券のような差別

化が重要であると我々は考えた。  

まず 1 つは、地域密着でその地域に根付く必要がある。そして地域の経済

状況などに左右されやすいため、その地域経済の地域活性化を行なうだけでは

問題は解決されない。事業の成績が下がってしまうと同時に顧客の衰退にも関20 

係していると我々の班は考えた。  

本稿では、第 1 章で地方系・独立系証券会社の定義について述べ、第 2 章

では、ビジネスモデルの変遷を業務ごとに細かく述べる。第 3 章では大手証

券、外国証券との比較をする。第 4 章では、金融商品取引法による改正につ

いて内容と影響を含めて述べる。以上を元に地方系・独立系証券会社を考察す25 

る。  
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第一章  地方系・独立系証券会社の定義  

 地方系・独立証券会社とは、地域密着を目指し大手証券会社とは違い個人を

対象としたリテール証券を重視する会社であるため特定の得意分野に強く、他

で扱わない金融商品を取り扱う傾向にある。そして、その地域でしかできない5 

経営戦略を武器としており、大手やネット証券との差別化を図って独自色を出

すことが特徴である。  

また、堀江康煕（2008 年）『地域金融機関の経営行動』ｐ3 によれば、「本

拠を構える特定の地域を中心として、経済の活動を資金の運用、調達の側面か

ら支えることを目的としている。」指摘されている。  10 

 さらに、地方の抱える問題は多く「地域経済の先行きに暗い影を投げかける

構造問題として、①過疎化の進行、②地場産業の衰退、③地方財政の悪化が挙

げられるが、これらは、地方圏経済に、より大きなマイナスインパクトを与え

ると考えられる。人口移動の状況をみると、全国各地に点在する中枢・中核都

市へ人が集まる傾向が鮮明になっており、対極に位置する人口流出地域、すな15 

わち地方圏の中小都市や農山漁村では、先行き経済活力が一段と低下する可能

性も否定できない。」 1  

そして、地方証券会社の規模は国内に重点を置き拠点も少ない傾向にある

が、大手証券会社は、海外や国内に拠点を数多く置いているため顧客が圧倒に

多い。業務も大手証券会社は投資や外国債券などフルサービスで行ない、従業20 

員数が多く知識も豊富である。一方、地方証券会社は個人を対象としたリテー

ル業務を主に行ない、従業員数も少なく、資金が少ないため取り扱う商品が少

ないため知識も大手に比べると劣ってしまう。  

 このような問題は一地方だけの問題ではなく地方証券そして、地方全体の問

題にもなっており顧客の衰退にもつながっている。地方系・独立系証券会社を25 

活性化する事によって地方の活性化にもつながると考えた。  

2 章では、ビジネスの変遷、ビジネスモデルを定義し、大手証券会社、地方

系証券会社、オンライン証券の 3 つに分け事例を元に詳しく述べる。  

                                                   
1 http://www.scbri.jp/yousisonohoka/yousisonota5.htm より引用  

http://www.scbri.jp/yousisonohoka/yousisonota5.htm
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第 2 章  地方系・独立系証券会社の現状  

2-1 ビジネスモデルの変遷  

日本の証券会社の収益構造及びビジネスモデルはこの 10 年間、時代の流れ

の中で大きく変化してきた。1997 年から日本政府によって開始された日本版金

融ビックバンの中でさまざまな規制が行われた。その中でも証券経営に大きな5 

影響を与えたのが 98 年に実施された証券業の免許制から登録制への移行、 99

年に行われた株式委託手数料の自由化である。また家庭などにインターネット

が普及し、それによりオンライン専業の証券会社が増えた。  

1965 年に証券会社の経営基盤の安定化や営業正常化を行うことで投資家を

保護しようと証券会社の法律上での取り扱いが登録制から免許制へと変更され10 

た。これにより新規参入が困難となっていたため、市場の成長によって証券会

社は利益を得ており、収益の大半を株式委託手数料が占めていた。しかし 98 年

にふたたび免許制から登録制に変更されたことにより、新規参入する証券会社

が続々と現れたことに加え、株式委託手数料の自由化や一般の家庭にもインタ

ーネットが普及したため、ネット業務を行うオンライン証券会社も現れ、従来15 

のビジネスモデルを変えざるを得なくなった。  

本章ではビジネスモデルというワードを定義し、大手証券会社、地方系証券

会社の収益構造及びビジネスモデルの現状、そしてそれらが時代の流れの中で

どのように変化してきたのか、比較をしつつ見ていきたいと思う。またオンラ

イン証券会社のビジネスモデルについても見ていく。そして最後にそれぞれの20 

証券会社について SWOT 分析を実施し、大手、オンライン証券会社、地方証券

会社の強み、弱みを明らかにし、それらの証券会社の弱点を突くような解決策

を提案の提案につなげたいと思う。  

 

2-2 ビジネスモデルとは  25 

最近よく聞くようになったビジネスモデルというワードであるが、定義があ

まり明確ではない。ビジネスモデルについて調べてみると一般的に「利益を上

げるための仕組み」などと書かれている。しかし、ただ単に利益を上げるため

の仕組みといっても、それだけでは地方系証券会社のこれからの課題、問題点

の改善方法を具体的に考えるためには不十分であるため、ビジネスモデルとは30 
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何かもう少し深く考えてみる。  

ピーター・ドラッカーはビジネスモデルとは「顧客は誰で、顧客価値は何か」

という質問に対する答えであると定義している。ビジネスモデルには基本の構

成要素が存在する。1 つ目は顧客価値提案である。これは顧客がもつ課題をこ

れまでよりも効率的に解決または達成の手助けをする商品やサービスを提案す5 

ることである。2 つ目は利益方程式である。これは先ほど説明した顧客価値創

造を行い、そのなかでどのようにして利益を出していくのかということである。

このなかでは経営資源を効率的に活用できるように売り上げやコストを回転率

について検討する必要がある。3 つ目は主要経営資源である。これは会社を経

営していく上で必要なヒト・モノ・カネ・情報などがそれにあたる。そして最10 

後に 4 つ目の主要業務プロセスである。これは持続可能、再現可能、拡張可能、

管理可能な形で顧客価値提案を実現するための業務プロセスつまり、価値を生

み出すための活動のことである。  

ビジネスモデルはこれらのうちどれか一つ欠けてもうまく機能しなくなって

しまうため、4 つの要素バランスよく構成されている必要がある。  15 

 

       図表 2-1 ビジネスモデルの 4 つの構成要素   

   

（出所）：マーク・ジョンソン（2011） .ｐ25 

 20 

 



7 

 

2-3 大手証券会社  

 地方系証券会社 ,オンライン証券会社と比較する上で基準とするために、初め

に大手証券会社を見ていく。前述したように、日本版金融ビッグバンによる様々

な規制が証券会社の経営に多くの影響を与えてきた。その中でも特に大きな影

響を与えたのは株式売買手数料の完全自由化とインターネットが普及したこと5 

によって、オンライン証券会社が登場したことであろう。  

 

図表 2-2 大手証券会社上位 3 社の平均売上構成  

 

出所：野村證券、大和証券、SMBC 日興証券の財務情報に基づき筆者作成  10 

 

 図表 2-2 は 3 大証券会社である野村證券、大和証券、SMBC 日興証券の財務

情報をもとに作成した大手 3 社の平均売上構成である。割合としては受入手数

料が営業利益全体の半分近くを占めている。また、大手ならではの多大な資金

をもって自己売買業務を行っているため、トレーディング損益に関しても全体15 

の 3 割を占める結果となっている。だがしかし、営業利益全体の半分を受入手

数料が占めていることから、株式売買手数料の完全自由化やインターネットが

普及したことで登場したオンライン証券会社による影響は大きかったように見

える。このような問題を大手証券会社はどのようにして乗り越えようとしてい

るのかを見ていく。  20 

46%

30%

24%

受入手数料 トレーディング損益 金融収益
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図表 2-3 受入手数料及び委託手数料の割合の推移  

単位：兆円

（出所）：日本証券業協会「会員の決算概況」に基づいて筆者作成  

 5 

 図表 2-3 は日本証券業界によって公開されている「会員の決算概況」のデー

タに基づいて作成した、日本版金融ビッグバン以前から今現在にあたるまでの

営業収益に占める委託手数料収益の割合を示すグラフである。このグラフより

委託手数料の完全自由化やインターネットが普及したことでオンライン証券を

専門とするオンライン証券会社が登場し、株式売買手数料が大幅に減少したた10 

め、委託手数料収益が減少していることが分かる。しかし、委託手数料の完全

自由化以降、現在にかけて委託手数料収入は減少しているにもかかわらず、受

入手数料による収益は増加している。このことから委託手数料以外の手数料に

よる収入を増やしているか、委託手数料は下がったが、顧客単価が上昇したか、

顧客数が増加したことが考えられる。なぜ、委託手数料収益が減少したにもか15 

かわらず、受入手数料収益が増加したのか、前述した 3 つの考えられる原因の

うち、どれが正当なものかを検討する。はじめに、顧客数が増加した場合につ

いて見ていく。  

 

 20 
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図表 2-4 直近三年以内の利用者率、各証券会社の預かり資産額及び受入手数

料   

単位：％           単位：兆円       単位：兆円  

 

（出所）：武藤健（2014）pp.21 5 

 

 図表 2-4 は、直近三年以内の利用者数の割合を示したグラフである。SBI 証券

をはじめとして、オンライン証券会社の利用者数が対面型証券会社の利用者数

を圧倒している。それだけでなく、オンライン証券会社の利用者数を上回るこ

とができる、また同程度の対面型証券会社は大手証券会社の中でも上位の証券10 

会社だけであることから、オンライン証券会社の利用者数が対面型に比べて、

いかに多いかがわかる。そのためとてもではないが、準大手、中堅、地方証券

会社はネット証券会社の強力な集客性に太刀打ちすることができない。したが

って、顧客数が増加したために受入手数料収入が増加したとは考えにくい。  

つづいて、各証券会社の預かり資産額から顧客単価が増加したという場合に15 

ついて考えていく。先ほど顧客数で圧倒されていた対面型証券会社であったが、

預かり資産額ではオンライン証券会社を圧倒している。このことから大手証券

会社はオンライン証券会社に比べて顧客単価が高く、そのために委託手数料収
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益が減少したにもかかわらず、受入手数料収益が増加したのではないかと考え

られる。また、対面型証券会社は受入手数料がオンライン証券に比べてかなり

多い。このことから、大手証券会社は顧客単価を高くし、委託手数料以外の受

入手数料を増加させることで、委託手数料が減少した分をカバーしていること

が分かる。一言でいえば「厚利寡売」型であるといえる。  5 

ビジネスモデルの変遷としては、日本版金融ビッグバン以前はオンライン証

券会社が存在していなかったため、今現在に比べてしっかりと集客もできてお

り、集客さえできれば、委託手数料が大体を占める収益であったため、高収益

となっていた。そのため、ほかの証券会社に集客の面で勝っていればよかった

が、委託手数料の完全自由化や、インターネットの普及によってオンライン証10 

券会社が登場したことで、集客性では太刀打ちできなくなり、富裕層をターゲ

ットにすることで顧客単価をあげるというビジネスモデルに変わっていること

が分かる。つづいて、大手証券会社の強みや弱み、将来の展望を見ていくため

に SWOT 分析を行う。  

 15 

       図表 2-5 大手証券会社の SWOT 分析  

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

SWOT 分析の結果、図表 2-5 のような結果となった。大手証券会社の現状の30 

強み（Strengths）  

・豊富な情報を活かしたサービス提

供  

・大手ならではの安心感  

・高い知名度によるブランド価値             

弱み（Weaknesses）  

・顧客が多いため、一人一人の顧客

に丁寧な対応ができない  

・オンライン、地方系証券会社に比

べて手数料が高い  

・  機会（Opportunities）  

・  

・  

・  

脅威（Threats）  

・オンライン証券業界の成長  

・銀行系証券会社の登場  

・  
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ビジネスモデルについてまとめると、大手証券会社の顧客価値提案は、豊富な

情報を活かしたサービスの提供、大手ならではの安心感、高い知名度によるブ

ランド価値と大手証券会社の強みをしっかりと活かした顧客価値提案ができて

いる。利益方程式としては手数料を高めに設定し、富裕層をターゲットに利益

を生み出すために、主要経営資源である優秀な人材を集めるため、「ヒト」に力5 

を入れているが、この人件費の高さが大手証券会社の弱みとなっている。また

全国に店舗を展開することにも力を入れている。  

                        

2-4 オンライン証券会社  

 インターネットが普及したことで登場したオンライン証券会社であるが、そ10 

の集客性は対面型証券会社に比べて圧倒的である。その圧倒的な集客性を実現

可能にしているのは、人件費や店舗などにかかるお金が必要なく、IT 関連の設

備に投資をすればよいことや、わざわざ店頭まで足を運ぶ必要がなく、休日に

自宅で過ごしているときや、仕事が終わりの帰宅した後、仕事の合間などに手

軽に、かつ大手よりも安く取引ができるためであろう。今現在はオンライン証15 

券業界では SBI 証券が集客の面では独走しているという状態である。  

 

図表 2-6 オンライン証券会社上位 3 社の平均売上構成  

   

 20 

出所：SBI 証券、楽天証券、マネックス証券の財務情報に基づき筆者作成  

51%

16%

33%

受入手数料 トレーディング損益 金融収益
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 図表 2-6 は SBI 証券、楽天証券、マネックス証券の財務情報から、 3 社の平

均を算出し、オンライン証券会社の平均売上構成としてまとめたものである。

この図から、オンライン証券会社の営業利益全体の半分を占めている。オンラ

イン証券会社は圧倒的な集客性をうまく活かしているため、委託手数料を安く5 

しても、多大な収益を生み出している。オンライン証券会社の場合、大手証券

会社とは対照的に「薄利多売」型であるといえる。  

 

図表 2-7 オンライン証券会社上位 3 社の営業利益及び受け入れ手数料の推移  

 10 

単位：百万円  

 

出所：SBI 証券、楽天証券、マネックス証券の財務情報に基づき筆者作成  

 

図表 2-7 では、SBI 証券、楽天証券、マネックス証券のそれぞれの財務情報15 

から得た数値を平均し、営業利益に占める受入手数料の推移をグラフにした。

委託手数料に関しては、SBI 証券の委託手数料が把握できなかったため省いた。

この図を見てもわかるように営業利益、受入手数料ともに、未だ上昇傾向にあ

ることがわかる。そのため、今後さらにオンライン証券業界は成長していくで
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あろう。つづいて、大手と同様に SWOT 分析を行う。  

 

図表 2-8 オンライン証券会社の SWOT 分析  

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 SWOT 分析の結果、図表 2-8 のような結果になった。前述したような点か

ら集客性の面に強みを持っているが、オンライン証券会社間での熾烈な手数料

の価格競争が起きれば、オンライン証券業界の今後に影響が出るという弱みの

側面も持っている。オンライン証券会社の強みとしては集客性以外に空き時間20 

に手軽に利用できることや、人件費、店舗営業費がかからないことがあげられ

る。  

 オンライン証券会社の現状のビジネスモデルについてまとめると、オンラ

イン証券会社の顧客価値提案には、対面型証券会社よりも安い手数料で取引が

できる、空き時間に手軽に取引できるなどがある。利益方程式としては、人件25 

費や店舗営業費がかからない分、手数料を安く設定し、強みである集客性を活

かして多大な利益を生み出す「薄利多売」型ビジネスモデルをとっている。  

 

2-5 地方系証券会社  

地方証券会社についても大手証券会社と同様に株式売買手数料の完全自由化30 

強み（Strengths）  

・対面型証券会社に比べて手数料

が安い  

・人件費や店舗営業費がかからな

い  

・空き時間に手軽に利用できる  

弱み（Weaknesses）  

・投資初心者にはわかりにくく、利

用しづらい  

・高齢者には利用方法が分からな

い人がいる  

・  

機会（Opportunities）  

・投資未経験者の開拓  

・高齢者層の開拓  

・さらなるインターネットの普及  

脅威（Threats）  

・オンライン証券会社同士の委託

手数料の価格競争  

・  

・  
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やインターネットが普及したことにより、ネット証券が登場したことが大きな

影響を与えている。地方系証券会社の現状について述べる前に、前述したもの

以外で地方証券会社が直面している問題について考えたいと思う。まず一つ目

は若者の都市部への流出である。  

 5 

図表 2-9 都道府県別転入者数及び転出者数  

単位：万人  

 

（出所）：統計庁「住民基本台帳移動報告」に基づき作成  

 10 

 図表 2-9 は大学を卒業し、統計庁が公開している住民基本台帳移動報告のデ

ータのうち、就職する世代である 20 歳～24 歳の他都道府県からの転入者数及

び他都道府県への転出者数をもとに作成したグラフである。このグラフを見て

もわかるように、東京都、愛知県、大阪府などの大都市では転入者数が転出者

数を上回っているのに対して、鳥取県、福井県、高知県などの地方では転入者15 

数が転出者数を下回っている。このことから、若者が都市部に流出しており、

地方に住む若者が減少していっていることがわかる。そのため、地方の高齢化

が進行しているのが現状である。このような現象は、働き場が少なく、働く場

を求めて都市部に移住するために起きているものではないかと考える。  

2 つ目は日本の金融資本の多くを 60 歳以上の人が保有している点である。6020 
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歳以上の高齢者はこれまで労働し、貯蓄してきた財産に加え、年金や退職金も

入ってくるため、このようなことになっていると考える。  

 

図表 2-10 年齢階級別金融資産保有高  

 5 

（出所）：統計庁「世帯主の年齢階級別貯蓄及び負債の一世帯当たり現在高」に

基づいて作成  

 

図表 2-10 より日本の金融資産の 6 割近くを 60 歳以上の人々が保有している

ことが分かる。これらの 2 つの資料から若者は働く場を求め都市部へ移り住み、10 

地方には金融資産を多く保有した高齢者が残るということが分かる。これの何

が問題なのかというと、地方に住む高齢者が亡くなり、都市部に住む高齢者の

子供や孫に遺産が相続されることにより、高齢者が保有する金融資産までもが

都市部に流出してしまう点である。そうなると、高齢者の子供や孫は都市部で

金融商品を購入することになるので、地方系証券会社の営業に影響をもたらす15 

と考えられる。もう一つ、若者と高齢者の有価証券保有高を見てみる。まず初

めに若者の有価証券保有高であるが、貯蓄が 255 万円あり、有価証券を 7 万円

保有している。このことから、先ほど述べた地方の高齢者の遺産が都市部の子

供や孫に相続されても金融商品をあまり購入しない可能性が考えられる。また、
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すでに所持していた金融商品を売却し、現金にする可能性も考えられる。これ

は若者の金融商品に関する関心や知識が少ないために金融商品を購入しない ,  

それどころか金融商品に対して興味すら持っていないのではないかと考えられ

る。そのため、金融商品に関する知識を得ることができるよう教育について考

える必要がある。次に高齢者の有価証券保有高であるが、貯蓄が 60～69 歳で5 

2402 万円、70 歳から 2389 万円となっているが、有価証券保有高はそれぞれ

359 万円と 428 万円となっており、貯蓄が多いにもかかわらず、あまり有価証

券を保有していないことが分かる。なぜ高齢者は貯蓄があるにもかかわらず、

金融商品をあまり保有していないのか、図表 2-6 からその理由を検討する。  

 10 

図表 2-11 男女合計の年齢階級別労働率  

単位：％  

 

出所：総務省「男女，就業状態・仕事の主従，就業希望意識・就業希望の有無，

求職活動の有無，世帯主との続き柄，一般・単身世帯，配偶関係，年齢別 15 歳15 

以上人口」に基づいて筆者作成       

     

図表 2-11 からもわかるように 50 歳～54 歳までを境に年齢が上がるごとに

有業者の割合が減少していっていることが分かる。このように高齢者のなかに
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は定年退職をして、労働をしないために、収入源は年金などごく限られたもの

となってしまい、ほとんど貯蓄しておいた資金での生活となるため、リスク回

避傾向にあると考えられる。そのため、高齢者を対象に地域ならではの強みを

生かして顧客一人一人に丁寧な金融商品の説明を行い、その顧客に合った金融

商品を提案する、またより安心して購入してもらえるよう、さらなる対策を検5 

討する必要がある。  

それでは地方証券会社の現状及び、ビジネスモデルの変遷を見ていく。地方

証券会社を見ていくにあたって、私たちの大学がある愛知県から安藤証券、寿

証券、大万証券の 3 社を選んだ。今回はその 3 社の売上構成を平均したものを

資料として利用する。  10 

 

図表 2-12 地方系証券会社 3 社の平均売上構成  

 

（出所）：日経 value search より筆者作成  

 15 

 図表 2-12 より地方系証券会社では受入手数料が売上の８割を占めているこ

とが分かる。また、3 社平均でのグラフとなっているが自己売買業務を行って

いたのは 3 社中 ,安藤証券の 1 社のみであった。これは、地方系証券会社には大

手証券会社ほどの資金がなく、必要以上のリスクをとることを回避しているた

82%

9%

9%

受入手数料

トレーディング損益

金融収益
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めであると考える。このように今現在受入手数料が主となった売上構成になっ

ている。前述した日本版金融ビッグバンの株式委託手数料の自由化やインター

ネットの普及により現れたネット業務を専門とするオンライン証券会社の出現

により、大幅に委託手数料が引き下げられたことは地方系証券会社の経営に大

手証券会社以上に大きな打撃を与えたに違いない。その様子がよくわかるのが5 

図 2-13 である。  

 

  図表 2-13 過去 3 年の安藤証券の受入手数料及び委託手数料の割合の推

移  

 10 

単位：百万円  

 

出所：安藤証券財務情報に基づいて筆者作成  

 

3 社中安藤証券のみ委託手数料が把握できたため、図表 2-7 は安藤証券のみの15 

営業利益、受入手数料及び委託手数料の推移となっている。 3 社中安藤証券が

一番業績は良かったのだが、その安藤証券でさえも受入手数料、委託手数料と

もに減少傾向にある。2016 年に関してはトレーディング損益が大きく減少して

いるため、グラフのような結果となっている。あくまでも私の想像ではあるが、
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14 年から 15 年にかけて委託手数料収益が大きく減少したため、自己売買業務

で必要以上のリスクをとるのを回避したのではないかと考えている。  

地方証券会社のビジネスモデルについて考えてみると、日本版金融ビックバ

ンやオンライン証券会社の登場以降、委託手数料が減少し、地方証券会社の業

績は悪化の一途をたどるばかりであったが、大手証券会社のような豊富な資金5 

がないため、自己売買業務など必要以上のリスクがあるものには手が出せずに

いたのではないかと考える。そして今現在もインターネットの普及は続き、オ

ンライン系証券会社が大きく成長し続けているため、結果として地方証券会社

の受入手数料収益は今なお下がり続けている。そのため依然として地方証券会

社にとっては厳しい状況が続いている。このように日本版金融ビッグバン以降、10 

さらに厳しい状況にある地方系証券会社であるが、この局面を打開するにはど

うしていけばいいのか、SWOT 分析を行い、大手証券会社、オンライン証券会

社の SWOT 分析の結果と照らし合わせながら検討していく。  

 

図表 2-14 地方系証券会社の SWOT 分析  15 

強み（Strengths）  

・顧客が少ないため、一人一人に丁寧

な接客ができる  

 

 

弱み（Weaknesses）  

・大手に比べて信用度が低い  

・知名度が低いため、ブランド価値が

ない  

・業績が受入手数料に左右される  

機会（Opportunities）  

・地方企業の上場  

 

脅威（Threats）  

・若者の都市部への流出  

・金融資産の都市部への流出  

 

地方系証券会社の SWOT 分析を行った結果、図表 2-14 のような結果となっ

た。大手にとっては顧客が多すぎるために、顧客一人一人に丁寧な対応が難し

いが、そこで地方証券会社の強みである、顧客一人一人に対して丁寧な対応を

行うことできる点を活かすことで、大手証券会社にはない良さが生まれるので20 

はないかと考える。またオンライン証券会社は対面型ではないゆえに、投資初
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心者や高齢者が利用しづらいという側面を持っているため、これもまた地方証

券会社の強みを活かす機会になるのではないかと考える。また、地方企業を上

場させ、そこから収益を得ることで、地方証券会社としては収益を増やしつつ、

地方の活性化にもつなげることができるのではないかと考えている。このよう

に大手証券会社やオンライン証券会社の弱みに付け込み、地方証券会社の強み5 

を活かすことができれば、地方証券会社にも明るい未来があるかもしれない。  

 

3 章 大手証券会社・外国証券会社の相違  

3－1 ROE と ROA の定義  

ROE（株主資本利益率）は、収益性を測るものであり、株主資本が企業の収10 

益にどれほどつながったかを示すものである。  

 式は以下の通りになる。  

ROE=
総利益

自己資本（純資産）
 

式を分解すると以下のようになる。  

   
純利益

売上高
 ×

売上高

総資産
 ×

総資産

自己資本
 15 

                      

     

 

 

 20 

 

 

 

 

ROE が高ければ、高いほど株主から収集した資金を効率よく運用できている25 

ことになる。  

 

 

売上高純利益率  

企業の儲けを意

味し、利益が売

上全体に対する

量を示す指標。  

総資産回転率  

事 業 に 投 資 し

た 総 資 産 が ど

れ だ け 有 効 に

活 用 さ れ た か

を示す指標。  

財務レバレッジ  

借入のことであり、

資金を効率的に利用

しているため、自己

資本の効率瀬が増す  
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Ｒ
Ｏ
Ａ
が
高
い 

 

 

ROA は、総資産利益率とも言われ、事業に投下されている資産が利益をどれ

だけ獲得したか、事業の効率性と収益性を同時に示す指標である。  

ROA は、ROE とよく似ているが大きく違う所は 2 つある。  

①  ROE は分母が純資産（自己資本）に対し、ROA は総資産のである事。  

②  ROA は売上高純利益×総資産回転率の合計に対し、ROE はさらに財務レ5 

バレッジをかけた合計である事。  

ROA の式は以下の通りになる。  

   ROA =
純利益

総資産
  

 ROE と同様に式の分解を行う。  

純利益

売上高
×
売上高

総資産
 10 

 ROA は、資産も負債も含む数値になるためビジネスモデルの全体を見る場

合有効である。  

 図表 3-2 で ROE と ROA の関係性をまとめたものである。  

   ●ROE と ROA の関係性                       

ＲＯＥが高い           図表 3-2 15 

優秀企業である。  

財務レバレッジを上手に活用してお

り、収益性も高いといえる。  

財務レバレッチを有効に活用

している。  

借入金が多く、企業の場合景気

悪化などにより一気に業績が

悪化するリスクがある。  

財務レバレッジを有効に活用できて

いない。無借金経営会社に多いパター

ンであり、株主から預かっている資金

を有効に活用できていない。  

株主から預かった資本を効率

的に活用できないに加えて、資

産の回転率も低く財務レバレ

ッジも低い。  

ＲＯＥが低い  

（出典）http://money-magazine.org/roe より引用  

Ｒ
Ｏ
Ａ
が
低
い 

 
 

http://money-magazine.org/roe
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3－2 大手証会社との比較  

大手証券会社との比較のため東海地方の地方証券会社を（１）安証証券（2）

大万証券（3）寿証券と大手証券会社 3 社を事例に分析を行なう。  

●3 社の平均値                図表 3-1 

（出典）日経 Value Search に基づいて筆者作成  5 

 

（１）  安藤証券  

●安藤証券の財務状況                   図表 3-3 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

（出典）：日経 Value Search に基づいて筆者作成  

 

まずは、安藤証券と大手 3 社の ROE と ROA を中心に比較する。  

安藤証券（ROE 1.14％）は大手 3 社（ROE 7.20％）に比べて低いが、20 

ROE 

(％ ) 

ROA 

(％ ) 

総資産

利益率  

(％ ) 

PER 

(倍 ) 

PBR 

(倍 ) 

売上高営業

利益率  

(％ ) 

自己資本比

率 (％ ) 

売上高  

営業収益

（百万）  

 

営業利益  

（百万）  

7.20 0.56 0.40 9.64 0.68 18.84 6.27 2,382,969 157,728 

経常利益  

(百万 ) 

当期純利益  

(百万 ) 

資産合計  

(百万 ) 

負債合計  

(百万 ) 

純資産  

(百万 ) 

資本金  

(百万 )  

時価総額  

(百万 ) 

438,530 298,362 82,698,942 77,864,379 4,834,563 1,059,928 2,599,767 

ROE

(％ ) 

ROA 

(％ ) 

総資産利益率

(％ ) 

売上・  

営業収益

（百万）  

営業利益  

(百万 ) 

経常利益  

(百万 ) 

1.41 0.99 0.69 6,304 538 564 

当期利益  

（百万 ) 

資産合計  

（百万）  

負債合計  

（百万）  

純資産

（百万）  

資本金

（百万）  

394 52,020 24,400 27,620 2,280 
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ROA は、大手 3 社 0.56％に対して安藤証券 0.99％の数値で高い事が分かる。

図表 3-4 は ROE を分解し売上高純利益率、総資産回転率、財務レバレッジ各

項目をまとめたものである。  

 

●大手 3 社と安藤証券の ROE の比較               図表 3-4 5 

 売上高純利益率  

（％）  

総資産回転率  

（回）  

財務レバレッジ  

（倍）  

大手 3 社  12.52 0.03 17.11 

安藤証券  6.25 0.12 1.88 

（出典）：日経 Value Search 基づいて筆者作成  

 

売上高純利益率は大手が 12.52％、安藤証券が 6.25％で安藤証券が低い値に

なっているが、総資産回転率は大手が 0.03 回、安藤証券が 0.12 回と大手より

も高い水準になった。大手 3 社は売上高純利益が高い水準であるため、付加価10 

値が付いていると考えられる。一方、総資産回転率は低く改善の余地がある。

ただし、売上高純利益率、総資産回転率の数値を上げることは困難である。大

手 3 社は取引会社や顧客が多いため世界情勢や経済が不安定になったとしても

すぐに対応する力があるが、安藤証券の場合は規模も小さく対応能力が低いた

め財務レバレッチを低くしておき、収益性を安定させている傾向が図表 3-4 か15 

ら読み取ることができる。  

安藤証券と大手 3 社の純資産合計、負債合計の割合は図表 3-5 である。  

 

●大手 3 社と安藤証券の純資産合計と負債合計の比較        図表 3-5 

 純資産合計  負債合計  

大手 3 社  51.5 48.5 

安藤証券  68.1 31.9 

（出典）：日経 Value Search に基づいて筆者作成  20 

 

純資産合計と負債合計の比率を図表 3-5 の通り、安藤証券は約 30％の比率で

負債を抑えており財務レバレッジを低くしているため負債の数値が低い事が図
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表 3-4 と合わせてみても分かる。  

  

（2）大万証券                         

●大万証券の財務状況               図表 3－6 

         5 

 

 

 

 

 10 

 

 

（出典）：日経 Value Search に基づいて筆者作成  

 

大万証券は、大手 3 社と比較して ROE（大手 3 社 7.20％・大万 9.11％）も15 

ROA（大手 3 社 0.56％・大万 1.33％）も数値が高い事が分かる。よって資金が

少ない地方証券会社の中でも資金を有効に運用しており、利益率も高いと言え

る。  

●大手 3 社と大万証券の ROE の比較              図表 3-

7 20 

 売上高純利益率  

（％）  

総資産回転率  

（回）  

財務レバレッジ  

（倍）  

大手 3 社  12.52 0.03 17.11 

大万証券  10.90 0.08 8.22 

（出典）：日経 Value Search に基づいて筆者作成  

 

比較対象とした地方証券会社 3 社の中では、売上高純利益率が高く利益があ

るものの総資産回転率は低いままである。図表 3-6 の負債が純資産よりも多く、

財務レバレッジが比較対象の地方証券の中でもトップクラスである。だが大手25 

の場合は、資金も多くさらに負債を抱えることができるため比較すると劣って

ROE 

(％ ) 

ROA 

(％ ) 

総資産利益率

(％ ) 

売上・  

営業収益

（百万）  

営業利益  

(百万 ) 

経常利益  

(百万 ) 

9.11 1.33 1.14 587 64 75 

当期利益  

（百万 ) 

資産合計  

(百万 ) 

負債合計  

(百万 ) 

純資産  

(百万 ) 

資本金  

(百万 ) 

64 6,032 5,299 733 300 
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しまう事が分かる。  

●大手 3 社と大万証券の純資産合計と負債合計の比較       図表 3－8            

 純資産合計  負債合計  

大手 3 社  51.5 48.5 

大万証券  53.2 46.8 

（出典）：日経 Value Search に基づいて筆者作成  

 

大手は負債を抱えるリスクを持っており、財務レバレッジを図表 3-7 より、5 

効率的に活用しているため負債比率の高い事が多いが図表 3-8 を通して分かる。

だが、比較対象の地方証券会社の中では大手 3 社に近いと言える。なぜなら財

務レバレッジが高い事、純資産よりも負債の方が多いという大手 3 社の結果と

重なる点があるからだ。  

  10 

（2）寿証券   

●寿証券の財務状況                  図表 3-9 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

（出典）；日経 Value Search に基づいて筆者作成  

 

寿証券の ROA は 2.69％、安藤証券 0.99％、大万証券 1.33％よりも高い数値

である。安藤証券と、この寿証券は負債よりも純資産の値の方が大きいことが

図表 3-3 と図表 3-9 から分かり、負債での資金調達をあまり行わない地方・独25 

立証券会社の特徴を見る事が出来る。  

 

ROE 

(％ ) 

ROA 

(％ ) 

総資産利益率  

(％ ) 

売上・  

営業収益

（百万）  

営業利益  

（百万）  

経常利益  

（百万）  

4.63 2.69 3.03 490 45 69 

当期純利益  

（百万 ) 

資産合計  

(百万 ) 

負債合計  

(百万 ) 

純資産  

(百万 ) 

資本金  

(百万 ) 

78 2,737 1,016 1,721 305 
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●大手 3 社と寿証券の ROE の比較              図表 3-10 

 売上高純利益

率（％）  

総資産回転率  

（回）  

財務レバレッジ  

（倍）  

大手 3 社  12.52 0.03 17.11 

寿証券  15.91 0.17 1.59 

 （出典）：日経 Value Search に基づいて筆者作成  

 

売上高純利益率が大手は 12.52％で寿証券が 15.91％と調べた地方系・独立5 

系証券会社で唯一大手よりも高い数値になった。そして図表 3-11 で純資産と

負債の比率に一番差に出ている。負債のリスクを最小限に抑える事業展開であ

ると考えられる。図表 3-10 の財務レバレッチが低い事も関係していると考え

た。また、財務レバレッジが低いため図表 3-9 の ROE と ROA のパーセンテー

ジの差がないと考えられる 1 つの理由である。図表 3-3 の安藤証券からも同じ10 

事が言える。  

●大手 3 社と寿証券の純資産合計と負債合計の比較        図表 3-11            

 純資産  負債  

大手 3 社  51.5 48.5 

寿証券  72.9 27.1 

（出典）：日経バリューリサーチに基づいて筆者作成  

 

寿証券は安藤証券と似ており、純資産合計が負債合計を約 3 割で抑えている15 

ことが分かる。負債の値が他の地方証券会社に比べても少なく、財務レバレッ

ジが最も低いと考えられる。  

  

 以上の事から大手証券会社と地方証券会社は規模が違うのは当たり前だが、

地方証券はリスクを抱えることが困難である。  20 

大手証券会社は、上手に財務レバレッジを活用しているが地方証券会社は、

収益の安定性がない分負債を増やして事業することが難しいと考えられる。そ

のため収益を上げる事が出来るビジネスモデルが地方系・独立系証券会社には
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必要である。  

顧客の衰退の問題は資金や人材の問題にもつながっており、地方証券会社は、

地元企業に対する何らかの支援が必要である。そしてそれらが、地方系・独立

系証券会社の安定的な収益源になれば地方系・独立系証券会社の財務レバレッ

ジを上げる事が出来る。さらに、地方系・独立系証券会社の経営効率が向上す5 

れば、より多くリスクをとる事も可能になり、地方系・独立系証券会社に向け

た新たなプロジェクトも可能になると我々は考えた。  

 

3－3－1 外国証券との比較  

アメリカにはベンチャー企業が世界各国から集まるシリコンバレーが存在し10 

ており、その中から世界に名立たる大企業も誕生している。企業の時価総額で

は 1 位から 9 位までがアメリカの企業である。さらに、対象を広げると TOP50

社の中に 33 社のアメリカ企業がある。（2016 年 9 月調べ）  

アメリカはこのように、多くのベンチャー企業や大企業を抱え世界経済の中

でも重要な国の 1 つである。そのためアメリカ証券会社との比較が今後の地方15 

系・独立系証券会社の経営戦略を考える上で重要である。以上の理由により本

節では外国証券会社と地方系・独立系証券会社の比較を行なう。  

 

3－3－2 アメリカ証券業界について  

 アメリカ証券業界は、1975 年の手数料自由化以降、厳しい競争になってきて20 

おり、収益の軸の強化を図るため、業務の多様化、差別化が著しく広がった。

同時に、証券業務のプロセスが高まり複雑になった。なぜなら、2007 年からサ

ブプライム住宅ローンの延滞率の上昇のため、証券商品の損失が拡大した事が

一因である。それにより大手投資銀行の破綻などが理由で差別化や多様化を図

る要因になっていると考えられている。  25 

 

3－3－3 アメリカ証券会社の業務  

 前項で述べた通り、アメリカ証券業界では手数料自由化により、証券会社の

競争が厳しくなった。こうした動きの変化は証券業者の業務及び収益構造に大

きな影響を及ぼしたと言われている。  30 
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 まずは、SIFMA（Securities Industry and Financial Markets 

Association）による NYSE（New York Stock Exchange）会員証券業者の分

類を図表 3-12 に示す。  

SIFMA とは、米国証券業金融市場協会の事である。2006 年に証券業協会

（SIA）と債券市場協会（BMA）が合併し設立されたものである。本部はニュ5 

ーヨークにあり、NYSE（ニューヨーク証券取引所）の会員業者の区分を大手

証券会社・地方証券会社・ニューヨーク市中証券・ディスカウント・ブローカ

ーの 4 種類に分けて述べる。  

 

●SIFMA による NYSE 会員証券業者の分類           図表 3-12 10 

大手証券  2003 年から、それまでの「全国総合証券」と「大手投資

銀行」がこの分類に統合された。これらの業者は公的部

門、家計および企業部門に対してほとんどあらゆる金融

商品・サービスを提供している。  

地方証券  本店がニューヨーク以外にある比較的中規模・小規模の

証券会社。これらの証券会社では、顧客から受けた注文の

清算業務を大手の業者に委託している場合も多い。  

ニューヨーク  

市中証券  

本店がニューヨークにある比較的中規模・小規模の証券

会社。地方業者と同様に、顧客から受けた注文の清算業務

を大手の業務に委託している場合も多い。  

ディスカウント・

ブローカー  

投資アドバイスを行わない代わりに、手数料を大幅に割

り引く業者。  

（出典）『アメリカの証券市場』2008 年版・日本証券研究所ｐ .217 より引用  

 

アメリカの大手証券会社と日本の大手証券会社の業務はあらゆる金融サービ

スを提供している。大手投資銀行とはアメリカやヨーロッパの証券取引の免許

をもつ金融機関であり、日本では金融法、銀行法の法群では認可されていない15 

ため呼ばれる事はない。だが同じような業務を行なっているのは大手証券会社

であるためアメリカの大手証券会社と日本の大手証券会社は類似している事が

分かる。  
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次に、地方証券とニューヨーク市中証券について述べる。日本の地方証券会

社と同じ働きをする。違いは本店がニューヨークにあるか他の都市にあるかの

差である。また委託業務や個人を対象としたリテール業務など主に行なう。  

ディスカウント・ブローカーは、主に顧客から注文を受けるだけで情報の提

供をしない分、通常よりも安い手数料で業務を行う形態である。 1975 年に手5 

数料の自由化が要因となり、これを機に急増したと言われている。日本ではネ

ット証券会社がその役目を担っている。  

アメリカ証券会社数と日本の証券会社数を調べるとアメリカの証券会社数は

4486 社に対して日本証券会社数は、約 260 社であり主に東京 192 社、大阪

21 社、名古屋 17 社と三大都市部に集中している。「日米比較を踏まえた本邦10 

証券会社の課題と展望」みずほ総合研究所・大木剛氏の論文によると、「特に

金融危機後の 09 年以降については、中小証券がビジネス環境の中の変化やコ

ンプライアンス管理等の運営負担との兼ね合いから、他社との事業統合や撤退

を進めたことも影響していると思われる。」との研究もある。  

日本に証券会社が少ないのは投資する人数が少ない事が関係していると考え15 

た。図表 3-13 は世界各国の個人（家計）金融資産を示したものである。  

 

http://rh-guide.com/data/kojin_sisan_hikakuworld.html より引用  

 

図表 3-13 
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 図表 3-13 よりアメリカは投資信託 12％、株式 31％、債券 10％と約 53％と

半数を投資している事が分かる。一方日本は預貯金・現金が 56％であり、投

資にはわずか 12％と低い値になっている。図表 3-13 の世界各国の中でも日本

が最も低い。日本人は投資をギャンブルの一種であると感じている人が多い。

働かず金儲けをするのは悪徳だという偏見が浸透していることも投資が普及し5 

ない要因の 1 つであると考えられる。逆にアメリカの場合、投資は援助とい

う考え方があり積極的に行なう傾向にあると分かった。  

 以上の事からアメリカは投資をする人が多いため、証券会社が多いと考えら

れる。そして日本国民は投資に対しての概念を変え、投資を積極的に行なうと

地方証券会社や中小企業などに資金が増え、統合や倒産する地方系・独立系証10 

券会社が減少すると考えた。それにより顧客の衰退を食い止めることも出来る

と考えた。また、証券会社が増加をすると投資の知識を得た人が増え投資が身

近なものになると我々は考えた。  

 

第 4 章 金融商品取引法による改正について  15 

4-1.金融商品取引法とは  

金融商品取引法とは、証券取引法を改正したものであり、日本の経済の健全

な成長や発展・投資家の保護を目指した法律であり、そして投資家を保護する

ことによって、「貯蓄から投資へ」の環境を作る法律であると考えられる。ま

た、証券取引法の一部を改正する法律の法整備の具体的な内容は、  20 

(1)投資サービス法の構築  

(2)開示制度の充実  

(3)取引所の自主規制機能の強化  

(4)不公正取引等への厳しい対応  

の４つで成り立っている。  25 
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法整備によって、改廃された法律を図１にまとめた。  

図表 1 法整備により改廃される法律  

廃止された法律  改正された法律  

・外国証券業者に関する法律  

・有価証券に係る投資顧問業の規制

等に関する法律  

・金融先物取引  等  

・投資信託及び投資法人に関する法

律  

・金融商品の販売等に関する法律  

・商品取引所法  等  

『金融庁より  筆者作成』  

4-1-2  金融商品取引法の目的  

「金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的5 

法制を整備することで、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄か

ら投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図

るため、次の所要の改正を行う。」（金融庁  概要②引用）  

証券市場を発展させるためには、正しくない取引を排除するのが必要不可欠に

なる、そして債権や投資信託などの価格が、投資金額を下回る、いわゆる、元10 

本割れのリスクのある金融商品の契約時の規制を強化し、投資家の保護を強化

することや、国民経済の健全な発展が金融商品取引法の目的であると考えてい

る。 

 

4-1-3  金融商品取引法の投資家の保護の意味  15 

 上記でも取り上げたように、金融商品取引法の目的は、投資者の保護とされ

ている、投資者の保護は、株式や社債の安全性を確保することによって投資者

を不利益から守ろうとするのではなく、事実を知らされないことによって起こ

る被害から保護すること、不公正な取引によって起こる被害から保護すること

である。投資者が嘘の情報を知らされることによって起こる不利益から保護す20 

る必要がある。そして、根拠のない噂を流したりする不公正な行為や嘘の情報

を流す行為を規制することによって投資者が安心して投資を行うことができる

環境が維持されると考えられる。  
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4-1-4  国民経済の健全な発展の意味  

 国民経済の健全な発展とは、国民の一人一人が経済に直接利益を得ることで

はない、証券市場における資金配分がきちんと発揮されて、投資者の資金が効

率的に企業に配分されて、国全体として経済が発展するようにするのがこの国5 

民経済の健全な発展の意味であると我々は考える。  

 

4-2  不公正な取引法の規制  

 金融商品取引法の目的である、取引の公正確保の視点から、有価証券の取引

に関して不公正な取引が行われることを、防止するために、措置が置かれてい10 

る。図 2 では、規制の概要をまとめてみた。  

 

図表 2 規制の概要  

 

 

不公正取引行為の禁止（法 157

条） 

以下の行為をしてはならない  

①不正な手段・計画をする。  

②偽りの表示をして金銭や財産を取得す

る。 

③取引等を勧誘する目的を持って偽の相

場を利用する。  

 

風説の流布・偽計等の禁止（法

158 条）  

 

合理的な根拠のないことを、知った上で何

らかの情報を流し、相場を変動させようと

する行為。  

 

相場操縦行為の禁止（法 159 条）  

公正な価格形成が阻害されることを防ぐ

ため、市場デリバティブ取引等は、相場操

縦行為をしてはならない。  

『金融庁より  筆者作成』 

図表 2 のような法律を作ることにより、国民経済の健全な発展や、貯蓄から投15 

資への環境作りがより強化されると考えられる。  
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次に金融商品取引法で規制されているインサイダー取引を考えていく。イン

サイダー取引とは、上場会社の役員や株主などの会社関係者、情報を受け取っ

た者が、その会社の株価に大きな影響を与える重要事項を知って、その重要な

事項が発表される前に、有価証券の売買を行うことを言う。重要事項には、会

社が決定した「決定事実」、会社の意思に反して発生した「発生事実」、会社の5 

決算に関する「決算事実」、「バスケット条項」がある。  

金融商品取引法の規制の対象となっている .インサイダー取引の罰則としては、

個人では、5 年以下の懲役、500 万円以下の罰金とされ、法人としては、5 億円

以下の罰金とされている。会社関係者の定義と具体例を図表 3、重要事項を図

表 4 にまとめてみた。  10 

 

図表 3 会社関係者の定義 

会社関係者  具体例  

①上場会社の役員  アルバイトやパートも含まれる  

②上場会社の会計帳簿閲覧権のある

者 

発行済み株式数の 3%以上を保有する

株主 

③上場会社に対する法令に基づく権

限を有する者  

許認権限を有する公務員など、  

④上場会社と契約している者、契約中

の者 

取引先、法人以外の者ならば、代理人

も含む  

⑤2 と 4 を掲げる者であり、法人の役

員 

取引先の企業の担当者から知らされ

た上司など  

                                       『金融庁より  筆者作成』 

図 4 重要事項  

決定事実  

合併、株式交換  等  

発生事実  

災害、上場廃止 等  

決算事実  

  売上高、経常利益  等  

バスケット条項  

上場会社の運営 等  

                        『金融庁より  筆者作成』  15 
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4-3.金融商品取引法ができた背景  

 金融商品取引法が法案として国会に提出された背景は、政府が金融の方針を

上記でも述べたとおり、「貯蓄から投資へ」を実行する際に、法の隙間を突く金

融商品が相次ぎ、投資家が被害を受けることが絶えなかったため、投資家保護

のために投資環境の整備が課題となったと考えられる。証券取引法、信託業法、5 

商品ファンドなどがバラバラに規制されており、新しい金融商品の出現にも対

応できず不具合も起きていたことが考えられる。投資家が損害を受ける可能性

がある金融商品をまとめて規制するためにできたのが金融商品取引法である。  

4-3-2 金融商品取引法はどの範囲に適応されているのか  

 金融商品取引法は、有価証券とデリバティブ取引に対して適用されている。10 

商品や取引が、有価証券またはデリバティブ取引に該当しなければ金融商品取

引法は適用されないということになる。金融商品取引法上の有価証券は、 2 条

1 項・2 項に定義されている。  

[2 条 1 項に規定する有価証券 ] 

2 条 1 項に規定する有価証券  

①国際証券  

②地方証券  

③特別の法律により法人の発行する債券  

④資産流動化法に規定する特定社債券  

⑤社債券  

⑥特別の法律により設立された法人の発行する出資証券  

⑦協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券  

⑧資産流動化法に規定する優先出資証券または新優先出資引受証券  

⑨新株  

⑩投信法に規定する投資信託・外国投資信託の受益証券  

⑪投信法に規定する投資証券・投資法人債券・外国投資証券  

⑫貸付信託の受益証券  

⑬資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券  

⑭信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券  
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⑮内閣法令で定められた約束手形  

⑯抵当証券法に規定する抵当証券  

⑰外国政府、外国企業が発行する①～⑨または⑫～⑯を持つ外国有価証券  

⑱外国貸付債権信託の受益証券  

⑲オプション証券または証書  

⑳預託証券または証書  

㉑政令指定されている証券または証書  

             『基礎から学べる金融商品取引法 p1 より 7 引用』 

証券や証書が発行されていないものであり、有価証券とみなされている権利は、

2 条 2 項に定められている。  

[2 条 2 項に規定する有価証券 ] 

2 条 2 項に規定する有価証券  

①信託受益権  

②外国信託受益権  

③合名会社、合資会社、合同会社の社員権  

④外国法人の社員権で③の性質を有するもの  

⑤集団投資スキーム持分  

⑥外国集団投資スキーム持分  

⑦政令指定・政令で定められている権利  

『基礎から学べる金融商品取引法 p17 より引用』 5 

4-3-3 デリバティブ取引とは  

 デリバティブ取引とは、株式や債券、通貨といった商品の現物の取引から発

生する取引であり、あらかじめ設定した価格で将来の一定の日に売買すること

を約束することで、商品の価格変動リスクを回避することができる。  

4-3-4  デリバティブ取引の種類  10 

デリバティブ取引は、大きく分けて先物取引、オプション取引、スワップ取引

の 3 つに分けられる。図 5 にまとめた。  

①先物取引  

先物取引は、将来の決まった時期に、商品の受け渡しと代金の支払いを約束す
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る取引のこと。  

②オプション取引  

オプションには、コールオプションとプットオプションがあり、買う権利、売

る権利を売買する取引のこと。  

③スワップ取引  5 

等しい価値のキャッシュフローを交換する取引のことで、金利スワップ、通貨

スワップがある。  

 

図表 5 デリバティブ取引の内容  

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

『基礎から学べる金融商品取引法より  筆者作成』  

 

 30 

デリバティブ取引  

株式、債券、金利、外国為替 

等 

先物取引  

為替予約 等  

オプション取引  

金利オプション  

通貨オプション等  

スワップ取引  

金利スワップ  

通貨スワップ等  
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4-3-5 金融商品取引法上のデリバティブ取引の定義  

デリバティブ取引には、金融商品取引法の業者の規制や不公正取引規制が適応

されるので、有価証券の定義と並んで、デリバティブ取引の定義は、金融商品

取引法の適応範囲を明確にする重要な概念だと我々は考えている。  

 5 

おわりに  

やはり、地方・独立系証券会社は、個人を対象としたリテール証券を重視す

ることで、特定の得意分野に強い事と、他で扱わない金融商品を取り扱う傾向

にあるのが強みだと考えている。そして、その地域でしかできない経営戦略を

武器としており、大手やネット証券との差別化を図って独自色を出すことがで10 

きるのが強みだ。  

一方、投資家は、金融商品取引法改正により投資家の保護が強化されたこと

や一般投資家・特定投資家に分けられたことにより、投資家の投資する幅がよ

り一層広がったのではないだろうか。  

第三章で取り上げたように、地方・独立系証券会社は、大手と違い収益の安15 

定性がないためにリスクを抱えることが困難であり、新しい事業をするのは難

しい。そして顧客は、大手の証券会社に流れ地方・独立系証券会社の衰退につ

ながっている。  

第二章で取り上げたが大手は、顧客一人一人に丁寧な対応が難しいが、そこ

で地方・独立証券会社の強みである、顧客一人一人に対して丁寧な対応を行う20 

ことできる点を活かすことで、大手証券会社にはない良さが生まれると考えら

れる。またオンライン証券会社は対面型ではないゆえに、高齢者などが利用し

づらいという点もあり、これもまた地方証券会社の強みを活かす機会になるの

ではないかと我々は考えている。また、地方企業を上場させることや新しいビ

ジネスモデルを見つけ、そこから収益を得ることで、地方証券会社として収益25 

を増やしつつ、地方の活性化にもつなげることができるのではないかと我々は

考えている。このように大手証券会社やオンライン証券会社の弱みに付け込み、

地方・独立系証券会社の強みを活かすことができれば、地方証券会社のあり方

が見えてくるのではないだろうか。  

 30 
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