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序章 

 

 世界に大きな打撃を与えた 2008 年のリーマンショックから 8 年が経とうとし

ている。この危機を経て、地方系・独立系証券会社は利益を上げることよりも、顧

客の金融ニーズに応じたサービスを提供するという証券会社の原点に立ち返った。5 

地方系・独立系証券会社は「独立」という性格上、経営判断を見誤れば会社として

存続が危くなってしまう。本論文では、地方系・独立系証券会社のあり方や抱える

課題等にふれながら、これからの証券会社のあり方、ビジネスモデルについて提案

していく。  

 10 

 

第1章  地方系・独立系証券会社が担う役割や機能  

 

証券会社の役割  

 証券会社は、証券の発行市場や流通市場において、仲介者としての役割を果15 

たしている。たとえば発行市場においては、株式会社が新たに株式を発行する

際に、会社に代わって投資家へ売り出すなど、株式会社と投資家を結ぶ役割を

果たしている。また、成長によって銀行から融資を受けずに自力で資金調達が

できるようになった企業に対し、有価証券の発行を通してサポートする。その

ほか、株価の安定を目的とした活動にも貢献している。  20 

また、流通市場においては、投資家からの株式などの売買注文を受け付けて、

証券取引所につなぐなどの役割を果たしている。家計資産を運用する個人資産

家や、機関投資家など様々な顧客に対し適切なアドバイスを行うこともしてい

る。  

このほか証券会社の役割には、有価証券売買の取り次ぎを行う「ブローカー25 

（委託売買）業務」、新たに発行される有価証券を一括して引き受け、小口に

して販売する「アンダーライター（引受）業務」、新たに発行される有価証券

を投資家に販売する「セリング（売出）業務」、（自社で保有する金融資産を売

買する「ディーラー（自己売買）業務」の４つを大きな柱がある。  

 30 
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図表 1 証券会社の役割  

 

（出所）「 ITpro 金融業界の業務とシステムを知る」より引用  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070227/263374/ 

図表 2 個人と証券会社のかかわり  5 

 

（出所）「ITpro 金融業界の業務とシステムを知る」より引用  

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070227/263374/
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070227/263374/ 

地方証券会社  

地方密着で営業している証券会社は、「中堅証券」と「地場証券」との 2 つ

に分けられる。「中堅証券」は全国的な支店網を持つが、地域的に偏りがみら

れ、その主力の地域を中心にして営業を行っている。これらの証券会社は全国5 

で 156 社ある。「地場証券」は、中堅証券とは異なり、その地域のみ支店を置

かない方針で営業していることから、より地域に密着した携帯で営業を行って

いるといえる。地方証券会社は、67 社あり、東日本に多く存在している。 (北

海道・東北に 8 社、東京を除いた関東に 9 社、中部に 18 社、近畿に 12 社、

四国に 6 社、中国に 7 社、九州・沖縄に 6 社 )。そして、その「地場証券」10 

は、一部において、横浜銀行や千葉銀行のように証券を主にした会社を作った

ケースがみられるほか、大手証券会社と業務提携して運営を行っている会社も

ある。  

地方証券会社は地方社会に関わりがあることから、地方重視の営業をしてい

る。ここで「強み」になるのが、長年の対面取引によって生まれた「地縁」に15 

基づいた営業である。  

大手証券会社はリテール (個人向け )と法人向けに取引をしてきたが、地方証

券会社はリテールを主に取引してきた。そこで得た顧客との強い結びつき、す

なわちその信頼関係により取引を重ねてきた。つまり、現在も地方証券会社は

その特徴を大切にして営業をしている。具体的にどういったことをするのか具20 

体例を挙げる。基本的に 1 人の顧客に対し、  1 人の担当者 (ディーラー ) を設

け、1 対 1 で取引をし、顧客の経験や資産などを考慮し、適切な商品を提供す

るというものである。契約が済んだ後も、アフターサービスを徹底する。そし

て、顧客は他の証券会社と違い、担当者の人格で取引を決めることもあるた

め、言い換えるならば、人物を買うというケースもみられる。現在主流になり25 

つつあるネット取引と比較すると手数料は高いが、直接取引の安心感からか、

特に高齢層を中心に、根強い支持を得ている。規模が大きすぎるがゆえに小回

りが利かず、ニッチなニーズに対応しにくい大手会社に対し、地方証券会社は

元来の縁を基にした地方社会に根ざした営業をしている。機転が利きやすく、

かつ、地方の個人・会社・公共団体などの顧客の信頼に応えた営業を目指し、30 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/lecture/20070227/263374/
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インターネット取引に頼るのではなく、人がふれる対面や電話での取引に重点

を置いて営業するなど、様々な方法で営業を行っている。このため、地方・独

立系証券会社は地元の人々からの信頼を基に実績を積み重ねてきたということ

ができる。  

 地方系証券会社は平成 11 年に大きな転換点を迎えた。株式売買委託手数料5 

が自由化されたのである。これにより市場でインターネットでの売買取引が活

発化したため、収益力が低下した。そこで地方系証券会社は株式取引から投信

売買や外債を主力にすることや、自己売買をすること等に活路を見出した。  

図表 3 株式売買委託手数料の自由化に伴う変化  

 10 

（出所）「日本経済新聞  2012/9/5 2:00」 

また、株式には未公開株というものある。これは株式が公開されておらず、

証券会社を窓口として証券取引所に上場されていない。そのため投資家が詐欺

にあうこともあり、リスクが否めないものである。新規成長企業に対するリス

クも同様である。このため、2014 年に証券業協会で新たな未公開株式に関す15 

る制度が設けられた。この制度の投資グループに参加することにより、投資家

としては主に 3 つのメリットが得られる。地元企業の事業を株主として支援
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することが容易となること、株主優待を通じて、地元企業の事業を一層利用す

ることが出来ること、株主及び投資家として企業情報を知ることが出来ること

である。つまり、地方証券会社にとってはこの指針というフィルターを通すこ

とでリスク管理をし、中長期的に地元企業との関係を築き、効率的な業務が可

能となる。  5 

図表４ 未公開株式取引制度の概要  

（出所）「日本電子計算株式会社」より引用  

https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00162  
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第 2 章 対面型及びネットリテールビジネスの在り方とは  

 

リテール証券ビジネスとは、主に個人の顧客を対象として、資産運用の相談

に応じるものである。近年、低金利の中で人々は自らの資産を積極的に運用し15 

ていく傾向にあり、その需要が見込まれる。「貯蓄から投資へ」の流れをより促

すことで、日本経済の活性化を図るとともに、企業の信頼を培うことにつなが

る。  

これまでのビジネスモデル  

1997 年における金融システム改革によって証券会社を取り巻く競争環境を20 

劇的に変化させた。そして証券業の免許制から登録制への意向、株主売買委託

https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00162
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手数料の完全自由化によって証券経営のあり方について根底から見直しを迫る

契機となった。証券業への自由な参入と、インターネット証券取引の急速な普

及が急激な価格破壊をもたらすことになったのである。この競争環境の下では、

伝統的なチャネルである店舗と営業担当者で注文を受ける既存の証券会社は、

無店舗で営業担当者を必要とせず、システムで注文を受け、コールセンターで5 

問い合わせに対応するインターネット証券にコスト的に対応できなくなった。

そこで、既存の証券会社は「資産管理型営業」をビジネスモデルとした。それ

までの主要な収益源であった委託手数料への依存から脱却するために、安定的

な収益が期待できる残高の積み増しによるフィー収入の増大を目指したのであ

る。そのために、インターネット証券と差別化を図ろうとした。しかし、それ10 

までの委託手数料に換わる残高からのフィー収入を安定的に確保するためには

残高の大幅な増加が必要であった。実態は、投信販売に注力し、価格破壊の荒

波にさらされていた株式委託手数料に代えて、それより利益の上がる募集手数

料と信託報酬の捕獲を目標とした。  

現在のビジネスモデルについて  15 

時を経て、証券会社のビジネスモデルは大きく変化しているが、将来の展望

を切り開くためには、その仕組み性を明らかにし自覚的に追求することが求め

られる。2014 年 9 月に金融庁が「金融モニタリング基本方針」を策定した。そ

の中では、重点施策として、投資信託の販売に関連し、顧客ニーズに応える経

営、資産運用の高度化の 2 点を挙げた。前者は、顧客を第一に考え真に顧客の20 

利益になる金融商品・サービスの提供に努めているか、後者は、商品開発、販

売、運用、資産管理に携わる金融機関が実際にその役割と責任を果たしている

かについて検証するものである。これを踏まえ、リテール向けの金融商品販売

ビジネスの現状や個人投資家の志向・ニーズにおける分析結果を示しながら、

リテールビジネスのあり方について模索していく。  25 

図表 1：株式売買委託ビジネス (リテール )における構造比較  
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（出所）「NTT データ経営研究所」より引用  

http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/ 

図表１は、2006 年と 2011 年の株式の個人の委託手数料の合計を比べたもの

である。リーマンショック以前の 2006 年と 2011 年を比べると、委託手数料は5 

およそ 7 分の 1 に激減している。その原因は 3 点が考えられる。第一に、リー

マンショックの影響で保有株式の評価額が 40％目減りしたこと、第二に、売買

が冷え込み、株式売買の回転率がおよそ 2 分の 1 に低下したこと、第三に、大

手ネット証券が主導した手数料競争の激化により、委託手数料比率が 5 年前よ

りも 3 分の 2 まで低下したことである。中でも、委託手数料比率は、それまで10 

の手数料競争の影響を受け、年々低下しているという。この構造的な問題の発

生によって、今後の金融商品販売ビジネスモデルに対する転換が必要に迫られ

ている。一方、大手の証券会社においては、富裕層をターゲットとしたプライ

ベート・バンキングビジネスのような収益率の高いビジネスにすでにシフトし

ている。しかし、これについても日本の人口構造との関連から、今後 5～10 年15 

で限界が生じると考えられるようだ。  

http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/
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 図表 2：個人金融資産の世代別内訳  

（出所）「NTT データ経営研究所」より引用  

http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/ 

図表 2 は個人金融資産の世代別内訳である。これより、現在、資産全体の 6

割を 60 歳以上の高齢者が保有していることがいえる。それは、人口ボリュー5 

ムの大きい”団塊の世代“が 60 歳以上の高齢層になっていること、また、2007

年以降に退職期を迎えて、この世代が退職金を手にしていることが大きな理由

で考えられる。  

図表 3：対面サービスに関する個人投資家ニーズ  

  10 

（出所）「 NTT データ経営研究所」より引用  

http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/
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http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/ 

図表 3 は、30～40 代を中心とした金融商品のネット売買を行っている層に

対して「金融商品販売側にサービスとしてどのようなものを求めるか」という

質問に対する回答である。これより、分析・アドバイスのような付加価値情報

についてはニーズが高いが、委託ニーズについては 7%と低いことが分かる。以5 

上を踏まえ、金融商品販売ビジネスの収益向上に向けて、今後、投資家層を拡

大し、その拡大した層に対して高付加価値を提供していくビジネスモデルへの

転換が求められるであろう。  

図表 4：株式の認知状況（性別・年代別）  

 10 

（出所）「東京証券取引所及び NTT データ経営研究所」より引用  

http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/ 

図表 4 は株式の認知状況について、性別と年代別にグラフ化したものである。

株式の認知層に対する実施層の割合は 60％、経験層の割合は 75％と高い数値

になっている。この背景には 2 点が挙げられる。一つは、株式が多様な資産運15 

用ニーズを吸収できる金融商品であることだ。ハイボラティリティ株のような

短期投資向けのものから割安株のように長期投資向けのもの、安定株や高利回

り株のように安定した利回り収入が入るもの等、商品自体に多様性があり、そ

http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/
http://www.keieiken.co.jp/monthly/2013/0423-07/
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こから多様な資産運用ニーズに適応できるのである。またもう一つ、特に若い

世代にとって株式に対するネガティブなイメージが消えつつあることも背景に

あることもいえる。  

では、株式投資が支持される理由は何か。実際、株式実施層は「値上りによ

るリターンがあること」、「配当によるリターンがあること」という株式を持つ5 

ことへのメリットを感じ、「リスクが限定的」、「取引コストが安い」といった身

近感が興味を引いているようだ。そして、興味を持った人が株式投資を開始す

るためには、「具体的な銘柄」や「具体的な手法や売買指標・基準、シナリオ」

など、具体的な投資のやり方をイメージできるような情報が必要である。つま

り、その情報を投資未認知層に伝えていくことが、投資家の拡大に向けて重要10 

となることがいえる。  

ここで、投資家を拡大するにあたり、投資未認知層が投資認知度を上げてい

く方法について考えていきたい。現状の問題点は大きく 2 つである。一つはメ

ッセージの問題だ。各企業における HP の情報と投資未認知層が興味を持つ情

報にはギャップが存在しているという。また、ブランドイメージを中心とする15 

CM においても、ほとんどが投資未認知層であることを踏まえると、そのブラ

ンドイメージが顧客層開拓には繋がりにくい、というのが現状である。もう一

つは、媒体の問題である。マネー誌やビジネス誌に広告を載せている企業を多

く見かけるが、これらは株式投資実施者が読むにすぎない。未認知層はほとん

ど見ていないため、彼らにはメッセージが届いていないのである。これまでの20 

業界の情報発信は業界目線の情報発信で、投資未認知層や初心者層にとっては

とっつきにくいものも多かった。しかし、個人投資家層の拡大に向けては、投

資家目線に立った情報発信・マーケティングの強化が必要である。  

対面型営業チャネルの方向性  

ここで、対面型ビジネスの在り方について考察していく。近年、リテール証25 

券会社は、主力となる対面営業チャネルを活かし、営業員の提供サービスの幅

を広げ、その質を高めるための組織的な支援に取り組んでいる。この背景は、

金融庁の発表した「平成 27 事務年度金融行政方針」による「フィデューシャリ

ー・デューティー」という概念にある。これは、金融商品の販売会社に対し、

質の高い金融商品・サービスを提供することで、顧客の安定的な資産形成を促30 



11 

 

し、投資信託の回転売買や不透明な手数料体系などを抑制する、というもので

ある。  

一方、個人投資家の取引チャネルとして、店舗のある証券会社の存在感は従

来よりも低下していることがいえる。投信窓販解禁や手数料自由化以降、初め

て投資をするときに選択する取引チャネルとして「店舗のある証券会社」のシ5 

ェアは低下し、「店舗のある銀行」「ネット専業証券」のシェアが上昇している

のである。近年、IT 化が進む中で、ネットビジネスの商品サービスは年々進化

してきた。例えば、ロボ・アドバイザーによる投資一任運用サービスの導入が

進んでおり、近年、対面営業チャネルで拡大してきたラップ口座サービスも、

オンラインと競合する時代になりつつある。その中で、対面営業チャネルを主10 

力とするリテール証券会社は、オンラインチャネルとは異なる価値を提供して

いかねばならない。  

 証券ビジネスの構造変革に伴い、この対面営業チャネルの収益に対しても変

革を遂げている。いわゆる「フロー型」から「ストック型」への移行である。

例えば、営業員の業績評価基準において、預かり資産の純増額や新規資金導入15 

額を重視する会社が増えているのである。取引回数ではなく、運用結果を反映

した預かり資産残高に比例する手数料体系は、顧客志向の営業をアピールする

ものであるといえる。加えて、各社は、顧客の保有資産に関連した多様な収益

機会を模索している。そのため対面営業の現場では、株式や投資信託、SMA・

ラップ商品等のみならず、保険、不動産売買仲介、相続・事業承継コンサルテ20 

ィングなど、多様化した商品サービスを提供している。  

 その状況下で、営業員は、顧客の預かり資産を拡大するために、単一の投資

信託への関心のみならず、顧客の運用方針やリスク許容度、現有資産を把握し

た上で、最適なポートフォリオを提案するスキルとコミュニケーション能力が

必要となる。また、保険、不動産、事業承継、相続など各分野の個別専門知識25 

も要求される。さらに、一人の顧客から得られる手数料に限りがある中で、定

期的に訪問する顧客の数を増やさなければならない。つまり、営業員には、顧

客獲得に向けて、提案の質や幅を追及しつつ、コミュニケーションを継続的に

行うことが求められるのである。近年、一部の証券会社では、営業員を組織的

に支援する取り組みを進めている。個々の営業員の提案の質にばらつきが生じ30 
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ないようにするための営業支援ツールの導入、また、営業員の提案の質や対応

口座数を引き上げるための複数人によるチーム結成などが挙げられる。  

今後、対面型営業チャネルは、顧客と直に対話できる強みを活かし、提案の

質と幅でオンラインビジネスと差別化していくことが重要である。その上で、

営業員に対する組織的な支援の在り方が競争力を加速させるカギを握るであろ5 

う。  

2015 年度決算の特徴について  

（出所）「バックナンバー  日本電子計算株式会社」より引用  

https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00162 10 

リテール証券会社の 2015 年度決算は、株式市場の下落を受けて全体的に低

調であった。純営業収益において、対面営業の証券会社が数十億の減収となる

中、ネット専業証券の堅調さが目立った。これは、個人投資家層に対する投信

などの金融商品販売が、相場低迷の影響で大きく落ち込んだのに対し、個人ト

レーダー層の ETF や FX 取引などの売買が比較的活発だったことが影響して15 

いる。また、ラップ口座に注力するような資産管理型営業への転換も影響して

いるため、投信の販売手数料よい顧客資産運用成功報酬を重視する動きも、富

図表 5：リテール証券会社主要 21 社の 2016 年 3 月期決算  

https://www.jip.co.jp/report/detail.php?report=00162
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裕層部門を中心に出始めている。そのほか、投信残高に対する報酬を重視し、

投信にかかる収益性全体において、質を向上させていこうとする取り組みが強

まっている。  

次に、リテール証券各社の動向を読み解いていく。図表より、対面営業主体

とネット証券会社での収益動向が２極化したことがうかがえる。証券会社の対5 

面営業においては、元々投信などの金融商品販売に軸足が移っていたが、リス

クオフムードの高まりもあり、投資家ニーズが冷えて株式投信販売が大きく減

少した。一方、大手ネット証券においては、ETF や FX 取引増加により２桁の

増益になるところもあった。  

資産管理型営業では、ラップ口座などの投資一任口座への取り組みが本格化10 

している。以前までは、大手証券での取り組みが目立っていたが、この動きが

中堅証券まで広がり、運用資産に急激に拡大している。  

ラップ口座推進の流れが強まる中、投信販売のあり方も変わりつつある。こ

れは、適合性原則が厳格化されたこと、２０１４年１２月からのトータルリタ

ーンを投資家に通知する制度が導入されたことなどの影響もあり、営業現場で15 

はより丁寧な説明が求められている。一方、NISA 対象の投信などで、ノーロ

ードの投信が増加している影響で、一部投信の販売手数料が引き下げられてい

る。  

ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券など主要ネット証券でのＦＸ取引関

連は、収益全体の１０％台後半を占めるようになっているが、マーケットメー20 

カーやＦＸ専業者をグループ内に取り込む動きも強まっている。スマートフォ

ンの普及を通し、ネットによる株式取引において、個人トレーダー層とＦＸ取

引利用者の重なる部分が拡大しているようだ。その他、ネット証券の戦略で注

目されるのは、ＡＩ（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ  Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ：人

工知能）を利用した運用助言サービスへの取り組みである。今後、ネット証券25 

による投資助言・投資運用業への取り組みは、強化されることが予想される。

一方、大手ネット証券では、トレーディングシステムを始め、関連システムの

内製化を進める動きが強まっている。  

 

 30 
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第 3 章  地方系、独立系証券会社のビジネスモデルとは  

 

地方証券会社は主に対面営業による顧客とのつながりによって、収益を出し

ている。しかし、平成 11 年 10 月からの株式売買委託手数料が完全に自由化さ

れてから、インターネット取引専門業者が続々と登場し、そこで活発に株式取5 

引が行われるようになってからは収益力が低下している。また、地方では、次

章で詳しく説明するが、顧客全体が高齢化してきたことにより、証券会社も中

長期的に経営が先細るのではないかと危惧される。  

地方証券会社は自信が生き残るとともに、地域の発展のために自身の強みで

ある顧客とのつながりを活かしたビジネスを展開するべきである。  10 

まず、地域の証券会社に求められるのは地域にあるファイナンス・ニーズ（リ

スクマネー調達）を地域投資家の投資ニーズとマッチングさせることだろう。

中でも、地域に密着した事業を行う企業のファイナンス・ニーズを選ぶべきで

あろう。そういった企業と地域に貢献しようとする地元住民などをマッチング

することで、地域の発展へとつながる。 (図 1) 15 

図表 1 

 

（出所）「地域密着型証券ビジネスのイメージ」より引用  

http://www.fmrd-kizuna.com/index.html/chihousyouken20140318.pdf 

次に、それぞれの地方において地域企業のファイナンス・ニーズに、どのよ20 

うに自らのビジネスとして対応していくかということを取り上げる。地方にあ

っても企業が取引所に上場してしまえば、それは市場から広く全国の投資家を

対象としてファイナンスを行うことが可能となるので、特に非上場企業を地域

http://www.fmrd-kizuna.com/index.html/chihousyouken20140318.pdf
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密着型証券ビジネスとして見直してみたい。  

 地域の企業については、地元の証券会社が最も知るところだ。しかし、実際の

地元企業のＩＰＯにあたっては、地方証券会社ではＩＰＯに必要な審査機能が

ないところが多く、大手証券会社などにＩＰＯ案件として紹介し、ＩＰＯ時の

公募株の一部配分を受けるにとどまるケースが多かった。しかし、ＩＰＯは上5 

場審査以外に、企業を上場に向けて準備させるコンサルティングや企業価値を

判断していくことも重要で、これらを地方で行う会計系コンサルティング会社

などが増加している。彼らを利用することで、上場審査を他の証券会社に頼っ

たとしても、ＩＰＯ前・ＩＰＯ後の地元企業との関係を強め、ＩＰＯそのもの

も地方証券会社が主体的に対応することが可能となる。地域密着型ＩＰＯとは、10 

ＩＰＯ業務全般のアンバンドルに他ならないが、地元証券会社が全体をコント

ロールするといったことが重要だ。  

 地元企業が最終的にＩＰＯを目指すとしても、成長の途中に、地元企業や金融

機関などから資本を調達していくことがある。その調達をスムーズに行う場と

して、プロ向け市場の活用が期待される。現状では、プロ向け市場（ＴＯＫＹ15 

Ｏ ＰＲＯ ＭＡＲＫＥＴ）が制度として定着していると言い難いのと、この

市場に対応するためのＪ－Ａｄｖｉｓｅｒ制度が証券会社にとって高負担に見

える。しかし、昨年設立された上場支援専業者などを利用することで、通常業

務の延長で同市場に参加することも可能となっている。  

また、地方における地元企業株式の流通の場を整備する目的で、証券業協会20 

においてグリーンシート市場の見直しが行われていたが、代替策として「非上

場株式の取引制度」が検討されている。現在のグリーンシート市場が求めてい

る会社内容説明書は、有価証券報告書に準じて作成されるため企業側の負担が

重く、取引を仲介する証券会社側の取扱基準もネックになって、市場全体が縮

小へと向かった。代替策は、企業側の情報提供による負担を軽減する代わり、25 

証券会社が対象とする企業の売買を可能とする投資家を限定し（投資グループ

を証券会社が組成）、その範囲で企業の情報を提供していく制度だ。見方を変え

ると、証券会社が対象となる企業毎に私設取引市場を作っていくイメージに近

いかも知れないが、参加する投資家・企業・取扱う証券会社ともそれぞれをよ

く知る地域性が重視されそうだ。  30 
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現在制度整備が行われようとしている投資型クラウドファンディングは、投

資形態が現株にせよファンド形式にせよ金融商品取引業の特例業務として準備

されている。実際の取扱いにあたっては、企業に対するデューディリジェンス

を行う必要があり、企業や経営者をよく知っているということも一つの基準に

なる。よって、取扱い基準などは地元金融機関や地域のベンチャーファンドと5 

協力して行っていけば、地元の未公開企業のファイナンスに繋げていくことが

可能となる。むしろ証券会社としての役割は、企業の株式そのものや投資家へ

の業務情報提供の管理にあるように思われる。  

図表 2 

 10 

（出所）「地域密着型市場誘導業務のイメージ」より引用  

http://www.fmrd-kizuna.com/index.html/chihousyouken20140318.pdf  

証券会社としての業務だけでなく、ビジネスの支援や産学連携も求められる。

実際の事例を見てみると、野村証券和歌山支店のアグリビジネスなどが挙げら

れる。野村証券和歌山支店では、野村アグリプランニング&アドバイザリー15 

(NAPA)を中心に、全国の本支店ネットワークによる情報収集力と金融  ノウハ

ウを生かして、地域に密着したアグリの  産業化をサポートしている。NAPA で

は千葉県と北海道の実証農場で得られたノウハウを活用し、企業の新規農業参

入へのサポート、被災地における新たな農業ビジネスモデル構築支援、農林水

産省の支援を受けた全国での六次産業化推進セミナーの開催なども実施してい20 

る。  

さらに、地銀と証券子会社設立による地域貢献がある。2013 年 3 月に日銀の

黒田東彦総裁が導入した「量的・質的金融緩和」は、株式・為替・債券などの

http://www.fmrd-kizuna.com/index.html/chihousyouken20140318.pdf
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市場に大きな影響を及ぼした。日銀による巨額の国債買入れによって、もとも

と低かった金利がさらに低下することになる。  

銀行では、伝統的に収益源としている貸出金利にも低下圧力がかかり、さら

には、銀行が持つ余剰資金の投資先である国債の利回りが下がることは、運用

パフォーマンスにもマイナスの影響を与える。今回、日銀が導入したマイナス5 

金利政策の直接的な影響は小さいと思われるものの、低金利の継続は銀行にと

って収益力の低下に繋がるのだ。  

一方、日銀による ETF（上場投資信託）や J-REIT（不動産投資信託）など

の買入れなどから、投資家がリスク商品への投資熱を高めた結果、これらの価

格にプラスの影響が生まれた。投資信託協会によると、2015 年 5 月には投資信10 

託の残高が初めて 100 兆円を突破し、東京株式市場でも IT バブル期以来 18 年

ぶりに日経平均株価は 2 万円台を記録している。  

これらを背景に、近年は顧客も貯蓄から、より利回りが高い投資や金融商品

へと関心が移ってきている。そこで地銀が証券子会社を設立すれば、顧客に対

してワンストップでさまざまな金融商品を提供できることが可能になるのだ。15 

その結果、地銀も収益機会を広げられるのと同時に、顧客のニーズにも応えら

れるようになるわけである。  

金融庁などの「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと、個人金融資産を

活発に運用させ市場にスムーズに投資資金が流動するように金融構造改革が行

われてきたが、これは銀行などの金融機関が主人公となる間接金融から証券会20 

社を通じて投資家やお金そのものが主体となる直接金融へと個人資産をシフト

させるという意味を持っている。  

地銀は地元企業へ投資を行うなど、貸出し以外の収益源を探しながら、余剰

資金の運用技術を向上させる必要がある。高齢化社会に求められるサービスを

提供できる企業の発掘・育成も急務だろう。他にも、多様化する顧客のニーズ25 

に応えられる金融機関になるためには人材育成も行わなければならない。  

こうしてみていくと、地銀と証券会社の協力は「地域貢献」にも沿うものであ

ることがよくわかる。  

 

 30 
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第 4 章 地方系、独立気証券会社が抱える課題  

 

本章では地方証券会社の抱える様々な課題について見ていく。  

 

4-1 金融ビッグバンを背景とした証券会社の業務変化  5 

(出所 )「SIA 論文」より引用 www.jsri.or.jp./publish/topics/pdf  

1995 年以降の金融ビ

ッグバンにより、証券業

務に様々な影響を与えた。

特に、証券会社の免許制10 

から登録制、委託手数料

の自由化は顕著である。

これらにより、銀行の証

券業務への参入、外資系

企業の日本市場参入が可15 

能となり、IT 革命により、

ネット証券化もあり、大

手から、中小の証券会社
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は大手銀行などの参加になっていった。そして今現在、大手証券会社と地方・

独立系証券会社とでは、業務の内容変わってきている。図をみると、地方証

券会社は投資信託の販売において 35％以上を占め、勧誘を専門としている大

手証券会社に比べても大きな数字であり、地方証券会社の小売り営業におけ

る強さを表している。対照的に、業界全体の機関投資家等営業、例えば引受5 

や売買取引においては小さな存在に止まり、またその他に分類されるような

高度なプライム・ブローカレージや組成型組立金融商品の分野でも大手証券

会社に劣る。これらは専ら機関投資家が必要とするが、そうした需要は複雑

な情報関連システムや専門的人材を備えた大手証券会社に充足されているこ

とを示している。  10 

 http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/0508_01.pdf  

図 2 を見ると、上位 10 社の企業は 20 年間で、投信販売手数料が 55％から 30％

まで低下した。このことから、大手企業は小売営業部門商品においてシェアを

失っていることがわかる。発行市場においては、上位証券会社は、90 年代終わ

りの新株引受けと IPO ブームにおいてより大きなシェアを確保するようにな15 

った。上位 10 社で今や引受市場の 75％を占め、25 社でみれば 90％に達する。

このようになる理由としては第一に多くの高い利益が期待できる案件を獲得す

るため、投資銀行チームを増強し激しい競争が行われたことである。第二は、

過去 10 年間続いた米国企業の大規模統合の動きによって、中規模企業の発行

市場の参加が相対的に減少したことである。  20 

<個人顧客の増加と地方顧客の高齢化＞  
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(出所 )「東京証券取引所当等『株式分布状況調査』」より引用  

 日銀の低金利政策により、預金していても、預金金利はほとんどつかなくな

ってしまったこと、また、規制緩和により個人が株式に投資しやすくなったこ5 

とも、個人投資家の増加に影響を与えています。図 3 によると約 2300 万人か

ら約 4500 万人へと 20 年間で約 2 倍へと増えている。これからも、銀行の低金

利は続くと推測されるので、個人投資家は増えていくと考えられる。個人投資

家も株取引、債券、資産管理など様々な目的があるが、多くは株取引の売買で

あり、手数料が安いオンライン証券や情報量の多い大手証券会社に口座を持っ10 

ている人が多い。特にネット証券の需要は増えている。24 時間いつでもパソコ

ンや携帯電話を通じてオンライントレードが可能になっている。大手証券会社
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は手数料自由化に伴い、手数料を一斉に下げるようになった。個人投資家から

して、手数料が安く、情報量も多く、 IPO 株などが少しでも当たり易い、大手

証券会社を選ぶようになった。また、オンライン証券会社の情報量も増えてい

る。  

 図 4 によると貯蓄も有価証券の世代別にみると、60 歳以上の人々の割合が半5 

数を超えている。対照的に 30 歳以下で金融資産を持っているという人は少な

いという状況になっている。日本の高齢化がこれからも続くと考えられると資

産を持っている人は、高齢者が増えると考えられるので、資産運用や株取引も

高齢者の方々が多くなるであろう。証券会社は主に資産のある 50 代以上の人

(出所 )「総務省『全国消費実態調査』」より引用 Nomurafoundation.or.jp/en 10 

をターゲットにサービスをする必要がある。  

特に地方・独立証券会社のように小売営業中心の証券会社はこの高齢者人々

に向けたサービスを行い、顧客のニーズに答える。必要がある。地方は、高齢

者の人が増えているので、この高齢者の顧客の獲得が生き残るために必要であ

ると考える。  15 

 

 4-2 高齢化問題  

 現在、日本は高齢化社会と言われているが高齢化社会とは以下のように
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定義されている。「国際連合の定義によると，65 歳以上の老年人口の比率が

総人口の  7%をこえた社会をさし，14%をこえると高齢社会 aged society と

いう。」 (出典 :高齢化社会  コトバンク ) 

 内閣府の報告では、高齢化の現状は以下の表の通りになっている。 

 5 

図表 1 高齢化社会の現状        

 

            (出所 )「内閣府『高齢化の現状と将来像』」より引用  

日本の総人口は平成 27 年 10 月 1 日時点で 1 億 2,711 人となっている。65 歳

以上の高齢者は総数 3,392 万人であり、総人口に占める割合は 26.7%になった。10 

65 歳以上の高齢者人口を男女別で見てみる。男性は 1,466 万人、女性は 1,926

万人で女性人口に対する男性人口 76.1 であり、男性対女性の比は約 3 対 4 と

なっている。また高齢者人口の 65~74 歳人口は 1,752 万人で総人口に占める割

合は 13.8％、75 歳以上人口は 1,641 万人で総人口に占める割合は 12.9％とな

っている。  15 

 また、生産年齢人口（15～64 歳）は、7（1995）年に 8,716 万人でピークを

迎え、その後減少に転じ、25（2013）年には 7,901 万人と昭和 56（1981）年

以来 32 年ぶりに 8,000 万人を下回った。将来推計人口でみる 50 年後の日本  

将来推計人口とは、全国の将来の出生、死亡及び国際人口移動について仮定を

設け、これらに基づいて我が国の将来の人口規模並びに年齢構成等の人口構造20 

の推移について推計したものである。以下、平成 24（2012）年 1 月に国立社  

会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口」における出生中位・
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死亡中位推計結果を概観する。 9,000 万人を割り込む我が国の総人口は、長期

の人口減少過程に入っており、平成 38（2026）年に人口 1 億 2,000 万人を下

回った後も減少を続け、60（2048）年  には 1 億人を割って 9,913 万人となり、

72（2060）年には 8,674 万人になると推計されている。 (図表 2) 

 5 

図表 2 

 

                    （出所）「内閣府 平成 28 年版高齢者白書」より引用  

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/zenbun/pdf/1s1s_1.pdf  

 10 

 

 

 

 

4-3 地方証券会社への影響  15 

 地方証券会社も地方社会に関わりがあることから、地方重視の営業をしてい

る。そこで「強み」になるのが、長年の対面取引によって生まれた「地縁」に

基づいた営業である。大手証券会社はリテール (個人向け )と法人向けに取引を

してきたが、地方証券会社はリテールを主に取引してきた。そこで顧客と強い

結びつきにより、その信頼関係により取引が重ねてきた。そのため、今も地方  20 

の証券会社はその特徴を大事にして営業をしている。具体的にどういったこと  

をするのかというと、基本的に 1 人の顧客に対し、1 人の担当者 (ディーラー ) 

を設け、基本的に 1 対 1 で取引をし、顧客の経験や資産などを考慮し、適切な  

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/zenbun/pdf/1s1s_1.pdf
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商品を提供するというもの。契約が済んだ後も、アフターサービスを徹底する。  

そして、他の証券会社と違い、担当者の人格で決められることもあるので、あ

る意味で、人物で買う面もある。現在主流になりつつあるネット取引と比べて  

手数料は高いが、直接取引の安心感からか、特に高齢層を中心に、根強い人気

を得ている。  5 

 このように地域に根差した業務を行っているがその反面、地域に密着してい

ることは、その地域の経済状況に左右されることも同時に意味している。とり

わけ地方経済は人口減少傾向を背景に停滞状況が予想されている。以下の図表

1-3 が都道府県別の人口推移予測である。2005 年～2010 年にかけてすでに都

道府県別の総人口は 38 の都道府県において減少していることがわかる。今後10 

2015 年～2020 年にかけて沖縄県を除いたすべての都道府県で人口減少が見ら

れ、2020 年～25 年の間で沖縄県の人口が減少することですべての都道府県に

おいて人口減少が見られると予測されている。  

2010 年の都道府県別の総人口を 100 とした場合に、2025 年時点と 2040 年

時点のそれぞれの将来推計人口を指数化したものが図表 3 である。2025 年時15 

点では 2010 年の人口の 10％以上に相当する人口が減少する県が 17 県、2040

年時点では 2010 年の人口の 1/4 超えに相当する人口が減少する県が 12 県、

1/5 超に相当する人口減少の県が 13 の道県に上っていることがわかる。今から

10 年後 25 年後という、そう遠くはない時期に人口が大きく減少する都道府県

が現れることが予想されている。  20 

図３  
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(出所 )「国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より野村

資本市場研究所が作成したものを引用」  

           

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2014/2014aut07.pdf  5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2014/2014aut07.pdf
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第 5 章 課題に対する解決策  

 

5-1 地方証券会社の地域顧客の獲得  

  

地方証券会社は、基本的に地域の顧客に密着した、身近で多様な投資家のニ5 

ーズに答えることができる存在であり、全国各地で蓄積された金融資産の量と

も相俟って、自然と発生してきた。近年においては、証券会社を取り巻く環境

の厳しさやマーケットの状況、全国的な高齢化から厳しい経営状況となってい

る。  

 しかしながら、地方証券会社は証券市場の活性化・発展に欠かせない重要な10 

証券会社であると認識している。顧客のニーズはかつてに比べて多様化してお

り、株式の個別銘柄売買ニーズも当然多く存在し、多くの証券会社はその観点

からサービスを行っている。顧客のニーズが多様化している現状をみると、サ

ービスの幅を広げていく努力が必要である。  

 さらに様々な形で規制改革があり、システムコストの増大をもたらし、会社15 

経営において見逃せないコスト要因となっている。このような状況において、

規模の比較的小さい証券会社は大規模な会社と合併・再編することで危機を切

り抜けることが多かった。また地方銀行が証券会社を新設する動きもあり、全

体としては顧客に対するサービスの提供の競争が行われているので、良いこと

である。その中で、地方証券会社も独自の領域を確保して、顧客に評価される20 

サービスを提供し続けていくことによって持続可能な証券会社になるかが問わ

れる。  

 

＜コンサルティングと証券会社の人材育成＞  

 証券会社にはブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライティング業務、25 

アセットマネジメント (資産管理 )業務があるが、地方証券会社が顧客を獲得す

るために、アセットマネジメント業務に焦点をあてて考えていく。  

 地方の顧客は高齢化が進んでおり、資産を多く持つ人も増えている。その中

でも、株取引の経験や金融商品の知識がない人、資産管理に不安がある人に向

けて、地方証券会社はコンサルティングや金融商品の勧誘を行うべきだと考え30 
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る。地方証券会社が大手証券会社と差別化をするためには地域の顧客に密着し

たサービスが必要なのである。  

 例として、京都・滋賀に拠点を置く「西村証券」は株取引だけではなく、相

続や資産管理のセミナーを無償で開催しており、地域の人々との交流に力を入

れている。  5 

 知識のない人に押し売りという形ではなく、知識を与えて、共にアセットマ

ネジメント業務を行う事によって、後に地域の人々の信頼の獲得に繋がると考

える。  

 そして、地方証券会社は適切なコンサルティングを実現するために人材育成

が必要であると考える。人材育成により正しい知識を身につけ、地方証券会社10 

の武器である、対面営業に活かす必要があると考える。具体的には、名古屋に

本社のある「ゆたか証券」は社長自らが講師になり、営業店舗毎に毎日 30 分の

講習を行っている。また社員全員に FP の取得を義務付け、個人の資産管理の

重要性を全社員に訴えている。地域密着型である地方証券会社であるからこそ、

顧客のニーズに絞った人材育成の仕方があると考える。また大手であるが、独15 

立証券会社である、岡三証券もリテール営業を中心として、 1 年間の新人研修

を通して、金融知識や対面営業のための実践経験を積むことを教えている。  

 より顧客に対して多様なサービスが求められる地方証券会社の社員であるか

らこそ、深い知識と実践経験が必要なので、人材を育成していく事が大切であ

る。また、地方証券会社には長く勤めている熟練の社員も多いので、そのスキ20 

ル自体が強みであるし、新人社員への教育も強化すれば人材という点に関して、

大手証券会社と差別化になるのではないだろうか。  

 

5-2 人口減少問題などに端を発する地域経済縮小  

 地方証券会社を含む金融機関は、地域経済の疲弊に対する危機感を背景に、25 

今後、進行し続ける人口減少に歯止めをかけて、経済を再生することを目指し

ている。人口減少からくる地域経済の縮小が自然のことであったとしても、必

ずこれを止めなければならない。地方証券会社にとっても重要な問題であり、

地方証券会社のビジネスは、事業を展開している地域の経済が活性化しない限

り、その発展もあり得ないだろう。  30 



28 

 

 そこで地方証券会社は、クラウドファンディングを運営する企業との連携、

連携強化を図ることを提案する。クラウドファンディング（群衆を意味する

crowd と、資金調達を意味する funding を合わせた造語）とは主に新規・成長

企業と投資家をインターネット上で結びつけ、多数の投資家から資金を集める

というものである。投資をしてくれた人へのリターンの形態により寄付型、購5 

入型、また金融型として貸付型、ファンド投資型、株式投資型と形態は様々で

ある。  

クラウドファンディングによる地域経済の可能性については日本政府も注目

している。内閣府地方創生推進事務局は「地域資源の活用、または地域経済活

性化に寄与する取り組みを支える様々な事業に対する小口投資」であると考え10 

ており、地域経済活性化の手段の一つとしてクラウドファンディングは考えら

れている。  

地域経済縮小することに伴い、高齢者の財産が都市部の家族に相続される等、

地方証券会社の経営は厳しいものとなっているが、クラウドファンディングは

普通の金融商品に比べ、比較的少額で投資できることから、投資家の投資は促15 

進され、多くの中小企業などが地域経済に貢献する事業が展開できると考える。 

ただ、金融型のクラウドファンディングは投資家にとってはリスクの高いも

のであるため、先にも述べたようにアナログ的な対面での活動が必要であり、

インターネットを介した投資ではあるけれども、ここにおいても対面型ビジネ

スの強みが発揮されなければならないだろう。  20 

またクラウドファンディングは消費者志向のサービスであり、投資家たちの

ニーズをより知ることが出来るために、それをクラウドファンディング運営業

者と共有できたならば、今後の地方証券会社の発展にも寄与することになるで

あろう。  

 25 

 

 

 

 

 30 
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終章 

今後、どのような顧客に、どのような価値を提案していくべきか。ピーター

ドラッカーによると、「企業の目的は顧客の創造」であり「企業は二つの、そし

て二つだけの基本的な機能を持つ。それがマーケティングとイノベーションで5 

ある。…マーケティングの理想は販売を不要にすることである。マーケティン

グが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービスを顧客に合わせ、おのずか

ら売れるようにすることである。…企業の第二の機能は、イノベーションすな

わち新しい満足を産み出すことである」と言う。  

現実の企業は限りある経営資源を使って顧客のニーズに応えるという制約条10 

件の下に置かれている。上質のサービスを提供するにはそれなりのコストを伴

うため、あらゆる顧客に上質のサービスを提供することはできない。企業はこ

れらのトレードオフ関係を制約条件として、自らの立ち位置を定めなければな

らない。つまり、その状況下では、ターゲットとする顧客とその顧客のニーズ

の把握が不可欠である。そのために注目するのが「デザイン・シンキング」と15 

いう経営手法だと考える。これは、人間を中心に発想するアプローチである。

ユーザーがどんな行動を取り、どんな考え方をするか、どんな感情を示すか、

などを詳細に観察し、時にはインタビューをすることで何を求められるのかを

把握する。ユーザー自身、自分のニーズを明確には理解していないかもしれな

い。必ずしもロジカルにはいかず、求められているものが明確になるまで何度20 

も作業を繰り返すことになるだろう。しかし、ユーザーの本音を的確に把握し

て発想すれば、ユーザーの利便性につながるものが出来上がるに違いない。こ

れまでは主に技術やマーケットの動向から新しい商品やサービスを考える場合

が多かった。確かに既存の市場なら予測しやすいかもしれないが、従来の延長

線上でしか発想が広がらないため、新しいものが生まれにくい。これまでのや25 

り方では限界になっている現状、デザイン・シンキングを通して、水面下に隠

れているユーザーの本当のニーズをとらえることができれば、新しい商品やサ

ービスの開発につながり、地域の人から魅了される証券市場になるのではない

か。技術革新や大きな投資をしなくても、人間の観察力や発想力をより強化す

ることでイノベーションが生まれやすくなるはずだ。金融サービス業を取り巻30 
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く環境が著しく変化しているからこそ、地方系・独立系証券会社もビジネスモ

デルのイノベーションや修正が求められている。  

 

 

 5 
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