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この格付方法は、一般に「証券会社｣と呼ばれる業態を対象にしている。株式や債券など有価証券等

の流通市場における売買の仲介や、発行市場における引き受け・売り出しなどを行う総合証券会社を念

頭に置いているが、リテール証券やホールセール証券など業務特化型の証券会社にもこの格付方法を適

用する。 

 

Ⅰ．事業リスクの評価 

１．産業リスクの見方 

証券会社の業務はリテール・ブローカレッジやウェルス・マネジメント、アセット・マネジメント、

投資銀行、セールス＆トレーディング、ヘッジファンド・機関投資家向け資本市場サービス、プリンシ

パル・インベストメントなど多岐にわたる。日本においては、金融商品取引法で定める第一種金融商品

取引業務のほか、付随業務、届出業務などを行うことができる。競争上の品揃えや市況に左右されにく

い残高連動型収入（アニュタイズド型収入）獲得などの観点から、企業向けローンやリテール向け預金・

貸し出しサービスを提供する場合もある。 

証券業の損益は、株式相場など事業環境の変化によって大きく左右されやすく、産業リスクは比較的

大きい。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

株式、債券、デリバティブなど、証券会社がフィールドとする金融サービス市場は極めて大きい。 

事業分野によって拡大・縮小の違いはあるものの、証券会社が扱うビジネス全体でみれば市場成長性

は高いとみている。規制強化の影響などでセールス＆トレーディングが縮小する一方、世界的な低金利

環境により債券発行額は高水準で推移している。アセット・マネジメントでは ETF（上場投資信託）へ

の資金流入が拡大している。日本では M&A ビジネスが成長し、さらなる拡大の余地も大きい。アジア

など新興国では経済の発展とともに証券会社が活動する領域も成長している。株式・債券といった伝統

的商品のほか各種デリバティブや証券化ビジネスなど、証券会社が扱う商品・サービスは広がりをみせ

ている。 

市場のボラティリティーは大きい。景気の変動に伴って株価や金利が循環的に動くほか、株式などの

資本市場ではバブルの生成・崩壊がつきものだ。大きなバブルが崩壊した直後など、市場参加者が極端
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に弱気に傾き、市場の取引が著しく低迷する場合もある。 

 

（2）業界の構造（競争状況） 

米国や日本などの先進国では、株式売買委託手数料の自由化をはじめとする規制緩和や市場の国際化

により競争環境は厳しい。ブローカレッジ業務の収益性が大きく低下する中、ビジネスの多様化や差別

化を進め、特定業務に特化した証券会社も一定の存在感・競争力を持っている。セールス＆トレーディ

ングの市場の縮小や規制コストの増加などによって、グローバルにフルラインの業務を展開できる大手

は限られている。 

日本の業界構造をみると、国内大手 5 社のうち 3 社は大手銀行グループ傘下にあり、銀証連携による

顧客の囲い込みを図っている。銀行は証券会社と比べて顧客基盤が厚く、日常的な決済や預貸ビジネス

を通じて顧客とのリレーションも強い。総合採算の観点からプライシングにも積極的なため、独立系の

証券会社にとって競争圧力になっている。株式市場の保有・売買の構成比はともに外国人投資家の割合

が高い構造になっている。個人投資家にオンライン証券が浸透しているのも特徴だ。日本証券業協会の

会員証券会社数は横ばいで推移しているが、その構成は変化してきている。デジタライゼーションの進

展は証券会社のビジネスも変えつつある。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

証券会社は顧客に提供するサービスの付加価値が競争力の源泉になっているだけに、より高付加価値

のサービスを提供する会社が現れれば、顧客あるいはビジネス機会を失うことがある。一般に、投資銀

行業務は商業銀行と異なり、案件ごとに顧客から選択される。日本においても、主幹事証券会社でも顧

客のすべての金融サービスを任せられるわけではない。オンライン証券では手数料が証券会社を選ぶ重

要な要素になっており、顧客の継続性・安定性はやや低い。 

 

（4）保護・規制、公共性 

金融・資本市場の制度設計の状況と、健全性維持に向けた規制・監督当局の意思と能力を検討する。

具体的には、平時における健全性維持・危機の未然防止策や、危機が発生した場合の行政の対応策など

を評価する。 

グローバルに活動している証券会社はデリバティブ取引などを通じて金融システムへの影響が大き

くなっている。主要国の金融監督当局は、グローバルに活動する大規模金融機関を「システム上重要な

金融機関（Systemically Important Financial Institutions：SIFIs）」と規定し、世界共通の基準で規

制・監督している。大手の証券会社も含む破綻処理法制の整備が進んでいる。日本における証券会社の

健全性確保のための規制としては、参入規制（登録制や主要株主規制）などに加えて、 低資本金規制
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や純財産額規制、証券自己資本規制があり、証券自己資本規制比率の基準は「金融商品取引法」及び「金

融商品取引業に関する内閣府令」で定められている。 

大手の証券会社は、事実上、グローバルに活動する銀行と同じ SIFIs の保護・規制の枠組みに移行し

ている。一方、その他の証券会社に対する保護・規制は銀行に比べると弱く、セーフティーネットが信

用力を下支えする効果は小さい。 

 

2．個別企業リスクの見方 

（1）営業基盤の価値 

顧客基盤の厚みと市場地位、サービスの競争力、規模・ビジネス展開力が持続的で安定的な収益獲得

の源泉であり、環境変化への対応力につながる。 

ホールセールでは主幹事・幹事会社数や、各種リーグテーブルの実績、機関投資家・ヘッジファンド

など有力な投資家との取引関係を評価する。企業の経営・財務戦略への深い関与や企業オーナーとの取

引（富裕層取引）などがあれば定性的な強みとして評価する。各種リーグテーブルの実績はその時々の

競争力を端的に表わす。ただし、リーグテーブル上位＝高収益とは限らない点には注意が必要で、利益

の獲得状況も併せて確認する。 

リテールでは当該国全体のリスク資産に占める分析対象の証券会社のシェア（預かり資産や売買代金）

といった全体像に加え、顧客数やその質を評価する。顧客の質により顧客当たり収益性や預かり資産の

規模、取引の安定性が大きく異なるためだ。 

顧客基盤は、顧客数・口座数や主幹事・幹事会社数、預かり資産の残高や当該国全体のリスク資産に

占めるシェア、株式や債券などの売買シェアといった定量指標に、顧客の質などの定性評価を加味して

評価する。顧客基盤が小さくても、ニッチな特定分野で独自の地位を築いている場合や、取引頻度が高

い場合には質が良いと評価する場合もある。競争力は、各種リーグテーブルや商品開発力、トレーディ

ング力、取引執行力、金融・証券市場におけるレピュテーションなどに基づき評価する。 

 

（2）リスクプロフィール・リスク選好度 

将来の財務リスクの変化を決定付ける潜在的な特徴であるリスクプロフィールは事業ポートフォリ

オやバランスシート、非財務リスクの観点から評価する。リスク選好度は、リスクテーク志向の強さと、

リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）などを通してリスクをコントロールしていく能力を評価す

る。 

事業ポートフォリオに関しては、ビジネスラインや地域、顧客層、プロダクツごとの収益の分散状況

を確認している。バランスシートに抱えるリスクには、大規模で複雑なトレーディング・ポジションや

複雑なデリバティブポジションに係わる市場リスク、カウンターパーティーリスク、プリンシパル・イ
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ンベストメントのエクスポージャーなど低流動性資産の価値下落リスク、流動性リスクなどがある。非

財務リスクにはオペレーショナルリスクや戦略リスク、コンダクトリスク（「顧客保護」、「市場の健全

性」、「有効な競争」に対して、悪影響を及ぼす行為が行われるリスク）がある。 

 事業リスクや収益の変動性が大きい事業への傾斜度合いから、リスクテーク志向の強さを評価する。

RAF が有効に機能し、経営が意図しない形でリスクが蓄積しリスクプロフィールが大きく変化しないか

も評価する。 

 

II．財務リスクの評価 

各国の規制や制度、開示等の制約から認識または計測できない指標がある場合、その他の関連する情

報を基に必要な調整を加えるなどして総合的に判断する。 

 

（1）リスク耐久力 

資本はソルベンシー（支払い余力）を支える決定的な要素であり、その不足は破綻への 終的なトリ

ガーになる。短期間のうちに多額の損失を計上するケースがあることから、ソルベンシー分析はリスク

への耐久力を測る上で非常に重要だ。 

 

1）経済資本の十分性 

リスクは VaR（バリューアットリスク）などのリスク量をベースに、ストレスシナリオへの脆弱性を

加味して評価する。ストレスシナリオで考慮する主なリスクは、低流動性資産の価値が下落するリスク

や、リスクの大きな事業領域における損失や訴訟リスク、市場の急激な変動や相関の崩壊に伴うヘッジ

エラーやオペレーショナルリスクの顕在化などに伴ってトレーディング・ポジションで多額の損失を計

上するリスクなどである。 

 

2）規制上の資本の十分性 

規制で適用される自己資本の十分性を評価する。日本の証券自己資本規制比率が適用される会社は同

比率のほか、「固定化されていない自己資本の額」のうち、資本性の低い補完的項目を除いた比率に注

目する。バーゼル合意に基づく自己資本比率規制が適用される会社は普通株式等 Tier1（CET1）比率

のほか、 低所要水準や各種資本バッファーを加えた水準を安定的に上回るかに着目する。 

 

3）ネットレバレッジ比率 

総資産からレポ勘定を差し引いた額の純資産に対する比率（％）。会計上のレバレッジ水準を示す指

標で、補完的指標として分析する。グロスのレバレッジではなくネットのレバレッジに着目するのは、
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証券会社では国債などを担保にしたレポ勘定によってバランスシートが両建てで膨らむ傾向があるた

めだ。もっとも、レポ勘定の担保に市場流動性の低い証券が使われることもあり、その場合には総資産

から控除しないなど調整する。 

 

4）リスク・自己資本管理態勢 

RAF やリカバリープラン、リスク管理態勢、自己資本管理を検証することで、定性面からも将来にわ

たり資本を維持する能力を評価する。 

具体的には（1）証券会社自身が経済資本をどのように評価・認識・配分しているか（2）リスクを網

羅的かつ的確に認識できているか（3）ビジネス上の知見を生かし、経営に重大な影響を及ぼし得る事

業リスクを継続的に検証することで、リスクの急激な蓄積を回避・抑制するとともに、リスク顕在化時

の対応策を事前に準備し、リスク顕在化後は機動的にリスクテーク方針を転換できるか――などがポイ

ントになる。 

 

（2）収益の安定性 

証券会社の手掛けるビジネスは収益の変動性が高いものが多くを占めており、ビジネスを多様化させ

るなどして全体の収益変動を抑制できているかを確認している。安定収益の大きさにも注目する。 

収益変動の大小を評価する際には定量指標として変動係数（Coefficient of Variation：CV =標準偏差

÷平均）を参考にしている。算定期間中に環境変化が少ないと数値が著しく改善することがあるため、

収益源の分散・多様性、収益の質、安定収益の厚みなど構造的な面を考慮して、総合的に評価する。 

 

1）変動係数（Coefficient of Variation：CV） 

CV は変動性の相対的指標で、純営業収益と税前利益の両段階の変動性に注目している。収益・利益

の分布は正規分布よりも裾野が広くなる傾向がある。 

 

2）収益源の分散・多様性、収益の質、安定収益の厚み 

収益構成をビジネスラインや地域、顧客、プロダクツなどの観点でみて、その分散度合いを評価する。

なお、複数のビジネスが存在しても、十分な利益を出すことができる収支構造でなければ高く評価でき

ず、収益源が分散しているとはいえない。 

収益の質では顧客取引から得られる収益を重視する。リスクアセット対比の収益率などに注目し、リ

スクに見合った収益を十分確保できているかを評価する。アセット・マネジメント業務の収入や投資信

託の事務代行手数料、SMA（セパレート・マネジメント・アカウント）やファンドラップなどの残高連

動収入など、比較的安定した収益の厚みを評価する。これら安定的収益による固定費カバー率なども、
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収益の安定感を評価するうえで重要な目安となる。  

 

（3）コスト構造 

収益変動が大きい業態だけに、柔軟なコスト構造を構築することで利益の変動を抑制できているかも

チェックしておく必要がある。下記の経費率やオペレーティングレバレッジといった定量指標に加え、

人事報酬制度・慣行や IT 投資、人員計画などといった将来の固定費負担につながる投資の方針、固定

費の抑制や変動費化の度合いなど、定性的な要素も踏まえて、コスト構造の柔軟性を評価している。 

 

1）経費率 

純営業収益に占める販管費の比率（％）で、経費効率を示す代表的な指標だ。 

 

2）オペレーティングレバレッジ 

営業利益に対する限界利益の割合。限界利益は純営業収益から変動費を差し引いた額である。一方、

営業利益は限界利益から固定費を差し引いた額なので、オペレーティングレバレッジの数値が高いほど、

固定費負担が重く赤字になりやすい構造といえる。 

 

（4）流動性 

流動性も資本と同様、その不足は証券会社が破綻する 終的なトリガーの 1 つになることから、格付

分析上重視している。証券会社は預金という安定した調達基盤がなく、かつ、トレーディング・ポジシ

ョンを中心にバランスシートを大きく変動させながら事業展開しているため、十分な流動性を維持でき

ているか慎重な分析が必要である。特に市場で大規模に資金調達しながらビジネスを展開する証券会社

にとっての重要度は高い。 

流動性の分析は（1）各国のインターバンク市場等の構造分析（2）市場や中央銀行等の流動性へのア

クセス状況といった環境分析（3）各社の資産負債構造、流動性ストレステスト、流動性リスク管理態

勢の分析――などで構成される。 

 

1）資産負債構造、流動性ストレステスト、流動性リスク管理態勢 

各社の基本的な資産負債構造や資金調達所要額に対する手元流動性や長期調達でのカバーの程度、流

動性リスク管理態勢、流動性リスクに対する選好度、流動性ストレステストなどの観点から流動性を評

価する。 
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2）流動性カバレッジ比率 

流動性カバレッジ比率は、ストレス下において 30 日間に流出すると見込まれる資金を賄うために、

短期間に資金化可能な資産を十分に保有しているかを表す指標である。この比率が高ければ、短期的に

十分な流動性を備えているといえる。 

 

III．証券会社の格付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 

 

重要度 指標・着眼点 重要度

経済資本の十分性 ◎

規制上の資本の十分性 ○

ネットレバレッジ比率 ○

リスク・自己資本管理態勢 ◎

変動係数 ○

収益源の分散・多様性、収益の質、

安定収益の厚み

経費率 ◎

オペレーティングレバレッジ ◎

資産負債構造、流動性ストレステスト、

流動性リスク管理態勢

流動性カバレッジ比率 ○

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

産業リスク　比較的大きい

コスト構造

◎

◎

流動性

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

◎

営業基盤の価値 ◎
リスク耐久力

収益の安定性

 リスクプロフィール・リスク選好度


