■レポート─■

2014年における本邦証券会社の経営展望
みずほ総合研究所 調査本部 金融調査部

大木

剛

の見通しについても、年初の段階では堅調な

■１．はじめに

動きを予測する向きも少なくない。
証券会社の収益構造は「フロー」が中心で

NISAがスタートし、アベノミクスが２年

あり、業績は市場環境や投資家の動向に左右

目を迎える2014年は、本邦証券会社にとって

されやすいという特性を有している中、2013

どのような１年となるのだろうか。本邦証券

年の業績改善はフロー収益のプラス効果が大

会社は、2008年の金融危機以降、2012年秋に

きいとも言えるが、それだけでなく、一昨年

かけては半数以上の社が赤字という状況が続

までの厳しい経営環境下で進めてきた事業構

くなど厳しい経営状況にあったが、2013年１

造の見直し等の経営努力が貢献した部分も小

−９月の業績は大幅に改善した。背景には

さくない。またその一方で、2013年は市場環

2012年末からの市場環境好転があり、2013年

境好転でビジネス環境が大きく変化した中、

における日経平均株価の年間上昇率は＋56.7

今後に向けた課題が浮かび上がってきた１年

％と好調な結果となった。また2014年の年間

でもあった。
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や取組みをレビューした上で、2014年におけ
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る本邦証券会社の経営について考えてみた
い。
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（図２）公募投信純資産残高 証券／銀行間シェア推移

（図１）株式売買代金動向
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12/4Q以降は外国人の売買代金も増加した一

■２．本邦証券会社の経営動向

方で、それ以上に個人の売買代金が増大して
いる。

本節では、本邦証券会社の収益の源泉であ

②

投信市場の動向

る株式、投信等の市場動向について確認した

次に投信市場について、公募投信の純資産

上で、本邦証券会社の昨年秋までの業績、及

残高及び証券／銀行間シェア推移（図２）を

び最近の取組みについて見ていきたい。

見ると、公募投信の純資産残高（図２棒グラ
フ）は2012年末から顕著に増加し、13/12末

⑴

本邦証券会社に関わる市場動向

では約80兆円と金融危機前の水準を上回って

①

株式売買代金の動向

推移している。また証券／銀行間の残高シェ

まず、株式売買代金の動向について見てみ

ア（図２折れ線）を見ると証券会社シェアの

たい。東証一部の株式売買代金を四半期毎に

上昇が続いており、2013年に入るとそのスピ

見ると（図１）
、12/4Q以降は大きく増加し、

ードが加速していることがわかる。これは、

13/1Qには対12/1Q比で約３倍の水準まで増

市場環境が大きく変わる中で、証券会社が相

大した。13/5の米国FRBバーナンキ議長の

場変動のある金融商品の取扱いに長けている

量的緩和縮小を巡る発言を受けて13/2Qは減

という強みを活かして取扱高を増加させたこ

少したものの、13/3Qにはやや拡大に転じて

とや、銀行が証券子会社チャネルの活用を、

いる。また、
売買代金に占める個人の比率は、

一層進めてきていることがその要因と考えら

2010−12年までは20％前後で推移していたも

れる。

の の、13 年 は 20％ 台 後 半 へ と 上 昇 し た。
月
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（図３）本邦証券会社における当期黒字／赤字先推移
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⑵

本邦証券会社の決算動向

個別項目の推移を見ると、株式売買委託手数

①

本邦証券会社の決算推移

料を中心とする委託手数料が219、投信販売

当節で本邦証券会社の決算推移を見ていく

等にかかる募集取扱手数料が127と大きく増

にあたって、ここでは証券業界全体の動向を

加している。その一方で、費用項目である販

確認したい。本邦証券会社の業績は、改善の

売費・一般管理費（以下「販管費」）は101と

動きが顕著に見られる。まず、日本証券業協

横這い水準に留まっている。金融危機後の厳

会会員会社における当期黒字／赤字先推移の

しい経営環境の下で事業構造の見直しを進

動向を見ると（図３）
、当期黒字先の占める

め、より筋肉質の体質に転じていたことが、

比率は、13/9期には85％と増加した。この比

一段の増益効果をもたらしていると言える。

率は、金融危機後の09/3期から12/9期にかけ
て４割前後で推移していたことと比べると大
幅に改善している。

②

本邦証券会社の決算推移（カテゴリー
別）

次に、事業規模や特性に応じたカテゴリー

次に、東京証券取引所総合取引参加者（約

別（大手証券（注１）／準大手・リテール系証

90社）の決算推移を、半期毎（10／上期〜13

券（注２） ／インターネット専業証券（注３））

／上期）に見ていきたい（図４）
。純営業収

の四半期決算推移（図５）で、カテゴリー別

益（事業会社の売上高に相当）は、12／上期

の特徴を見ていきたい。

まで減収傾向で推移し、純損益もゼロ近傍又

大手証券については、純営業収益は一部の

は赤字で推移していたものの、12／下期から

社での13/1Q以降の連結先減少（注４）の要因

13／上期には大幅な増収増益に転じている。

もあって、13/1Q−2Qの純営業収益は減少し

純営業収益について、10／上期＝100とした

ているものの、純損益は12/4Q以降大幅に改
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（図４）本邦証券会社の決算推移
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（図５）本邦証券会社の決算推移（カテゴリー別）
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（出所）各社決算資料

善している。2011−12年度にかけて、海外・

以前と比べれば堅調である。

ホールセール部門の事業再構築による不採算

イ ン タ ー ネ ッ ト 専 業 証 券 に つ い て も、

部門の縮小や販管費の削減等を進めた後、市

12/4Q以 降 大 幅 な 増 収 増 益 と な っ て い る。

場環境の好転を受けて大幅に改善した。

13/2Qは対前四半期比では減収減益となった

準大手・リテール系証券も12/4Q以降、純

ものの、株式売買等の委託手数料や株式信用

営業収益及び純損益は大きく好転している。

取引への収益依存度が高い事業構造の下で、

13/2Qは市場環境が変動する中で、投信販売

投信販売減少の影響を受けた準大手・リテー

等が12/4Q−13/1Qの水準と比べて減少した

ル系証券会社と比べると、落ち込み度合いは

ため、業績はやや落ち込んだものの、12/3Q

相対的に小さくなっている。

月
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（図６）株式売買委託手数料推移
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③

（出所）各社決算資料

本邦証券会社の決算推移（委託手数料、
募集取扱手数料）

安定化を受けて大きく減少し、10/1Qに近い
水準に戻っている。株式売買委託手数料は、

先述の通り、本邦証券会社は各カテゴリー

株式相場が活発に動くようになった中で2012

共に、12/4Q以降業績が大幅に改善している。

年以前と比べて非連続的に増大した一方、募

ここでは、業績好転に大きく寄与した株式売

集取扱手数料は、市場環境の方向性に左右さ

買等の委託手数料及び投信販売等の募集取扱

れやすいという状況も見受けられる。但し、

手数料の推移を、カテゴリー別に見ていきた

最近ではフローの投信販売額よりも、預かり

い。

資産残高の増加を重視する社も増えてきてお

委託手数料のうち、株式売買委託手数料の

り、こうした営業姿勢の変化が募集取扱手数

推移を見ると（図６）
、12/4Q以降は、各カ

料の増加を抑える要因となっている面もある

テゴリー共に似たような増減推移となってい

だろう。

る。インターネット専業証券だけでなく、準
大手・リテール系証券も従来からの顧客等が

⑶

NISAへの取組み

相場状況を捉えて株式取引を拡大させ、株式

本項では、少し視点を変えてNISAについ

売買委託手数料の増大につながったものと思

て触れてみたい。2014年１月にスタートした

われる。

少額投資非課税制度であるNISAは、事前の

また、募集取扱手数料の推移を見ると（図

口座開設が進んだ結果、制度開始時に証券・

７）
、12/4Q−13/1Qは大手証券、準大手・リ

銀行合わせて約500万件の口座（注５） が開設

テール系証券は市場環境が好転する中で共に

されている模様である。NISAは、個人の自

急拡大したものの、13/2Qの水準は市場の不

助努力に基づく家計の資産形成の支援・促進
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と、経済成長に必要な成長マネーの供給拡大

については、銀証連携を通じた顧客基盤拡大

の両立を図ることをその役割として期待され

に引続き力を入れている。

ている。

次に準大手・リテール系証券は、2008年の

もっとも、現時点では口座開設者は既口座

金融危機後の厳しい経営環境下、事業構造の

保有者が中心で、NISAを契機とした投資初

見直しや投信販売等の預かり資産ビジネスへ

心者の口座開設はまだ限定的との声も聞か

のシフトを進めた中で、昨今の市場好転を迎

れ、今後更にNISAを活用した投資家層の拡

えた結果、収益は大きく改善している。各社

大が期待されよう。但し、「貯蓄から投資へ」

の重点分野を中心に商品・サービス提供力を

の流れを持続的に進めていく上では、「少額

強化しながら、投信・外債等販売や内外株式

投資非課税」というNISAにあるような税制

売買取次による預かり資産の拡大を進めてい

優遇への訴求だけに偏らず、証券会社が「顧

る。

客のライフプランに合わせた資産形成のお手

インターネット専業証券は、利便性向上や

伝い」という大きな役割を果たしていくこと

手数料体系の改訂等を通じ、主力顧客である

が重要で、NISAをその手段の一つとして有

デイトレーダー等の囲い込みや、幅広い個人

効に活用していくことも大切であろう。

投資家層の取引獲得に注力している。
地域銀行系証券会社は、2013年９月に１社

⑷

証券会社における取組み

が新規開業して計14社となっており、投信・

本邦証券会社について最後に本項では、証

債券販売等を中心に事業規模を拡張してい

券会社の足許の取組みを見ていきたい。先に

る。地域銀行では、預かり資産ビジネスの幅

業績推移を確認した各カテゴリーに加え、地

を広げる観点から証券子会社を活用する動き

域銀行系証券、地場証券にも触れてみたい。

が拡大している。

まず大手証券だが、ホールセール部門では、

最後に地場証券だが、長年に亘り、個人投

2013年に入って日本に関するビジネスが堅調

資家との取引や各地域に根差した営業活動を

だったことに加え、厳しい経営環境にあった

行っている先が多く、重要な役割を果たして

2011−12年にかけて、不採算部門を縮小して

きている。地場証券においては、特に2008年

採算性改善を進めた効果が寄与し、部門業績

の金融危機後から2012年にかけて、株式売買

は向上している。リテール営業部門では各社

代金の趨勢的縮小等により厳しい経営環境下

共にコンサルティング営業を推進し、投信等

にあったものの、2013年は市場環境好転を受

の販売手数料よりも、持続的な基盤拡大につ

けて、相応の業績改善が図られた社も少なく

ながる預かり資産拡大を重視する運営へ舵を

ないと思われる。但し、顧客の高齢化が進ん

切る動きが見られる。また、大手銀行系証券

でいると考えられる中、収益が改善した好機

月
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（図８）米国証券会社の決算推移
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を活かして、強みとする投資家層や地域顧客

Goldman Sachs、Morgan Stanley、 対 面 系

に対して、良質なサービス提供を継続的に行

リ テ ー ル 証 券：Ameriprise Financial、

っていく上での体制作りに、より一層力を入

Edward Jones、Oppenheimer、Raymond

れていくことが重要であろう。

James、Stifel Financial、オンライン証券（イ
ンターネット証券）
：Charles Schwab、TD

■３．米国証券会社の経営動向

AMERITRADEとする。
大手証券について見ると、ホールセール部

前節までに本邦証券会社の経営動向や取組

門の収益変動に伴う四半期毎の損益変化が比

みを見てきたが、本節では、本邦証券会社の

較的大きい中、13/3Qの純損益は、不調だっ

経営に対して参考となる点を探るべく、米国

た対前年同期比では増収増益となっている。

証券会社の経営動向を見ていきたい。

但し、対前期比では、Morgan Stanleyのウ
ェルスマネジメント部門は堅調だったもの

⑴

米国証券会社の決算動向

まず本項では、米国証券会社の13/3Q（13

の、投資銀行部門の利益が大手２社共に落ち
込み、減収減益となっている。

年７−９月期）までの四半期毎の決算の推移

対面系リテール証券は、顧客基盤を持った

における特徴をカテゴリー別（大手証券／対

アドバイザーの獲得による事業拡大やM&A

面系リテール証券／オンライン証券）に捉え

等により、純営業収益は趨勢的に増加してお

るために、カテゴリー内でそれぞれ数社をピ

り、純損益も安定的に黒字を計上している。

ックアップし、その集計値の動向を見ていき

損益の振れ幅が小さいのは、リテール部門で

た い（ 図 ８）
。 尚、 対 象 先 は、 大 手 証 券：

は個人投資家との資産運用ビジネスにおい
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（図９）ビジネスモデルの変革（Ameriprise Financial）
Ameriprise Financial／ビジネスモデルの変革
Financial
2008年前後の状況

現在

マス顧客へフォーカス

マ
マス富裕層等へフォーカス

知名度が不足

強固なブランド力

リテール取引網が「コストセンター」に

収益力のあるウェルスマネジメントビジネスに

アセットマネジメントは国内中心

グローバルなアセットマネジメントビジネス

伝統的・定型的なプランニング・商品の提供

業界有数のフィナンシャルプランニング提供力

金融取引インフラ提供における技術的制約

十分な金融取引インフラの提供

財務体力の弱さ

強固な財務体力

（出所）当社資料より作成

て、投資一任勘定（ラップ取引）での取引ウ

益が振れやすい特性を考えると、米国の対面

ェイトが高く、預かり資産残高に応じたフィ

系リテール証券における純損益の安定的な動

ーベース収入を安定的に得ていることが要因

きは引続き注目される。

として挙げられる。
オンライン証券についても、純営業収益は

⑵

米国リテール証券会社の取組み

緩やかな増加傾向にあり、純損益も継続的に

次に本項では、ケーススタディとして、対

黒字を計上している。オンライン証券はフロ

面 系 リ テ ー ル 証 券 のAmeriprise Financial、

ー収益の比率が高く、本来損益が振れやすい

オンライン証券のCharles Schwabの取組事

（注６）

構造にあるものの、最近ではRIA

への

取引プラットフォーム提供というカストディ
ー業務

（注７）

への注力により、預かり資産や

例を挙げ、本邦証券会社経営への参考となる
点について考えてみたい。
①

Ameriprise Financial

投信販売等が拡大し、これに伴ってアセット

Ameriprise Financialは、独立・地方系の

マネジメント報酬が増大している。また当該

対 面 系 リ テ ー ル 証 券 で は 最 大 規 模 で、 約

報酬の拡大が安定的な利益計上にも貢献して

10,000名のアドバイザーを擁し、対面での証

いる。

券取引や投資一任勘定の提供、年金・保険商

このように、特に対面系リテール証券及び

品の取扱いに注力している。当社は、2008年

オンライン証券では、2013年も業績は安定的

の金融危機前後の金融・経済の状況や当社の

かつ堅調に推移している。日米対比では、

戦略を総括判断した上で、ビジネスモデルの

2013年は本邦証券会社の大幅増益が目立った

革新を実行した（図９）。具体的には、従来

ものの、本邦証券会社のフロー収益により損

はマス顧客を主対象とした定型的な商品・サ

月
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（図10）リテールビジネスのEvolution（Charles Schwab）
・リテールビジネスは、 A portfolio focus
ファンダメンタルシフトが生じている

から、 A planning-based culture

従来

へと、

現在・将来

Advice ＝fee based advisory

Advice ＝planning

顧客とのリレーションシップが、顧客の資産運用
ポートフォリオ提案に結びつく

顧客とのリレーションシップが、資産運用プラン
ニングに関する会話につながり、その後でポート
フォリオ提案に結びつく

顧客は、投資に関する質問をしたい際に
Charles Schwab のことを考える

顧客は、自らの financial future に関する質問
をしたい際に、Charles Schwab のことを考える

・

A planning-based culture
の発展による効果

・顧客との一層深いリレーションシップ構築
・Client Promoter Score（CPS）の向上

・顧客取引の継続、より多様な取引の実現
・顧客紹介の拡大

・10万件／年のプランニングを実行

（出所）当社資料より作成

ービス提供に重点を置いていた中、リテール

Evolution」を掲げ、実践している（図10）
。

取引網が「コストセンター」となってしまっ

その前提となる認識として、リテールビジネ

ていた。このため、こうした状況を打開すべ

スが「 portfolio focus （顧客の資産運用ポ

（注８）

く、フォーカスする顧客層をマス富裕層

ー ト フ ォ リ オ 提 案 を 重 視 ）」 か ら、

に変え、フィナンシャル・プランニングに注

「 planning-based culture （顧客のフィナン

力する戦略に転換し、それに伴う金融取引イ

シャル・プランニングを重視）」へと構造変

ンフラの技術的向上も進めた。この結果、収

化が生じていることを挙げている。リテール

益力のあるウェルスマネジメントビジネスへ

ビジネスで肝要な顧客への

と変革を遂げてきている。

単に資産運用ポートフォリオ提案を行い、投

②

Charles Schwab

Advice

は、

資一任勘定につなげれば良いというのではな

Charles Schwabは、全米有数のオンライ

く、顧客の将来を見据えた

planning

ン証券である中、オンラインチャネルを補完

要だとして、顧客への

する形で支店も全米で約300ヵ店設置してい

視する取組みを強化している。

planning

が重

をより重

るほか、銀行であるSchwab Bankも保有し

尚、Ameriprise Financial、Charles

ている。基本的なオンライン証券チャネルの

Schwabに共通している戦略は、顧客のフィ

提供だけでなく、保有する支店における対面

ナンシャル・プランニングを重視している点

取引等を通じて投資一任勘定取引の提供を推

である。両社共に、対面での顧客の資産運用

進しており、またRIA向けのカストディービ

取引では従来から投資アドバイスを重視して

ジネスにも力を入れている。

きたものの、ともすればフィナンシャル・プ

Charles Schwabは、
「リテールビジネスの
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的な資産運用ポートフォリオの提案に留まり

成長の両面から引続き重要であろう。その流

がちであった。これを、顧客の将来に向けた

れを作り上げていく上で、NISAも有効な手

資産形成に関するフィナンシャル・プランニ

段の一つとして活用できよう。またホールセ

ングを重視し、顧客の個別性により着目した

ール分野では、企業の成長に寄与する資本市

スタイルに転換することによって顧客との取

場調達やM&A、IPOへの対応を更に強化し、

引を深化させ、ひいては自社の業容を拡大さ

成長企業へのリスクマネー供給の促進にも一

せていく、
との認識である。日本においても、

層の役割を果たしていくことが求められよ

顧客のフィナンシャル・プランニングをサポ

う。

ートするアプローチに基づいて顧客との関係

もっとも、日本経済の成長への期待は引続

を構築していくことは、顧客・証券会社双方

き高いとはいえ、今年は昨年ほどの一方向な

にとって有益であろう。

株高・円安は見込みづらい状況にある。また
米国FRBの量的緩和縮小に絡んだ不安定な

■４．2014年における本邦証券
会社の経営展望

新興国市場の動向も注目される中、今年の資
産運用環境は様々な様相を見せる可能性もあ
る。こうした状況下、本邦証券会社のリテー

最後に2014年における本邦証券会社の経営
について展望してみたい。

ル部門においては、取引フローの拡大と共に
新規資金導入による預かり資産の増大も引続

2013年は、アベノミクスによる、日本銀行

き重要であり、更には顧客のライフプランや

の「異次元緩和」を通じたインフレ期待や資

リスク嗜好に応じたフィナンシャル・プラン

産市場への働きかけ、機動的な財政政策の効

ニングの有用性が一層増してくるだろう。顧

果や今後の成長戦略への期待感、企業業績の

客個々人の状況や考え方に応じて個別性のあ

改善等を背景に日本の株式市場は活況を呈

るニーズに的確に応えていくことが、顧客と

し、本邦証券会社の業績は株式や投信に関連

の取引を深化させていき、証券会社の業容拡

する収益の拡大により大きく改善した。

大にも寄与するだろう。

本邦証券会社にとっては、2014年はこうし

本邦証券会社の経営環境は昨年に大きな転

た流れを受け継ぎつつ、更に実りのある１年

換を迎えた中、2014年は環境好転の機会を活

とすることが期待されるだろう。そのために

かしながら、顧客の持続的な資産形成に一層

は、リテール分野では、株式や投信等の預か

貢献することを通じ、経営基盤をより市場環

り資産拡大という「貯蓄から投資へ」の流れ

境に左右されにくい強固な構造へと変革を進

を一層強めていくことが、個人の中長期的な

める上で重要な１年と考えられる。

資産形成への貢献、及び証券会社の安定的な
月
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（注１） 野村ホールディングス、大和証券グループ本

社、SMBC日興証券、みずほ証券（旧みずほイン
ベスターズ証券との合算）
、三菱UFJ証券ホールデ
ィングスの５社（連結決算ベース）
（注２） 岡三証券グループ、東海東京フィナンシャル

・ホールディングス、SMBCフレンド証券、藍澤
證券、いちよし証券、東洋証券、丸三証券、水戸
証券の８社（連結決算ベース）
（注３） SBI証券、カブドットコム証券、松井証券、

マネックスグループ、楽天証券の５社（連結決算
ベース）
（注４） 野村ホールディングスは、従来連結子会社だ

った野村不動産ホールディングスを、13/3末に持
分法適用会社に変更
（注５） 日本証券業協会

会長会見（14年１月15日）

による
（注６） Registered Investment Adviser（登録された

投資顧問業者）
（注７） RIA等の口座管理や取引発注といったバック

オフィス業務を担うビジネス
（注８） 取引可能金融資産10万ドル〜100万ドル未満の

顧客層
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