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1．未来への期待、成長性について  

・ 私が信条としているのは、「投資と資産運用において、やり方はある」ということです。

「いい時もあれば悪い時もある」とか、「長く続けていても、さっぱり儲からない」と

いうことでは、資産運用として困ります。当社は、お客様にいかに儲けていただくか、

お客様の資産がいかに増える道筋にしていくか、ここを重視しています。 

私自身が実際に投資した中から得た投資の仕方や考え方を、私自身が教える機会をた

くさん設けています。その一つが「マネパ投資塾」で、2 ヵ月に一度開催。毎回、10

数名のお客様を対象とし、30 期を迎えています。卒業生は約 350 名。そのうち 93.7%

の勝率があり、投資でやっていけるという手ごたえを得ています。これらの方々の年

平均リターンは、12%くらいです。現在約 460名の待機受講生がいます。私自身がお客

様に対し、しっかりとした投資や資産運用の指導をしています。 

さらに充実した情報提供も行っています。オンラインの投資塾や、メールマガジン、

Webセミナーなどで、情報提供、コンテンツ、教育プログラムを用意しています。 

自分自身だけが儲かればいいのではなく、私自身も実際に投資を経験し、その考え方

ややり方をお客様に伝えて、当社のお客様に少しでも資産を増やしていただきたい。

それにより、お客様と一緒に成長していく金融機関を目指しています。 

・ 毎月、一定量の取引があるお客様には、取引傾向を AIなどを利用しながら分析し、通

信簿を出しています。「トレードレポート」というもので、お客様の投資内容を見なが

らアドバイスしています。投資家の皆様の投資スキルの向上に役立てていただければ、

と思います。 

投資本も出版しています。アイドルグループの乃木坂 46の人気メンバーの高山一実さ

んとの共同で「投資のメソッド」を出版。資産運用の考え方や投資の仕方をお客様に

学んでいただけるものです。 

・ 金融機関は今まで、投資家の損益や投資家を設けさせることにあまりコミットメント

してない。その助力が薄かったといえます。しかし当社は少し変わった考え方の証券

会社・金融機関です。お客様の資産が増えれば、その分、取引額も増えます。新しい

お客様をどれだけ集めるか、ということではなく、今のお客様の資産を増やすことを

主眼に置き、サポートサービスをしていく会社でありたいと考えています。お客様の

資産増加と共に、企業の成長を目指しています。 

取引対象や銘柄をポロポロと変えていては、安定的に資産運用することは難しい。当

社は私が思う最良の投資対象を提供。満を持して紹介できるのが、外国為替(FX)、金
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(CFD)、ビットコイン(BTC)です。それぞれの商品を不安に思う向きもあるかと思いま

すが、私がお客様にしっかりと説明して、お取り引きいただけるベストな投資対象で

す。これらは時価総額と流動性が高く、変動率も小さくなく、投資妙味が高いのが特

徴です。 

 

2．FX取引について 

・ FX とは「foreign exchange」の略で、外国為替取引のことです。為替レートが 1ドル＝

100 円のときに 100万円を 1万ドルに交換し、その後 1ドル＝110円になってから日本

円に買い戻すと 110万円になります。手数料を考えなければ 10 万円の利益が出ます。

これが外国為替取引の取引、ということになります。 

・ 外国為替取引(FX)と外貨両替は少し違いがあります。外貨両替は、その場で外貨に両替

します。一方、外国為替取引は、一部金、手付金(証拠金)を示した上で、受け渡し自体

はその場では行いません。後で本当に引き取りたいと思った時に引取実行します。こ

れが FX の仕組みです。証拠金を預託することで、取引を実行したという証しを作りま

す。これが外国為替“取引”のポイントです。 

・ FX 取引にはいくつかのメリットがあります。外貨両替の場合は、100 万円の取引に対

して、片道 2 万 5,000～3 万円の手数料がかかります。皆さんも空港で外貨両替をした

時に経験されていると思いますが、外貨両替の手数料は高いです。一方、外国為替取

引(FX)では、当社は買値と売値の差の 0.3銭で提供しています。100万円の取引の場合、

当社の外国為替取引なら 15 円で済みます。これは銀行の外貨両替手数料の 2,000 分の

1。破格の手数料でサービスを提供しています。 

・ また FX 取引にはスワップポイントが発生します。いわゆる金利です。FX は、その場

で両替し、外貨を受け取るのではありません。買い付けたという証しを持ち、その後、

どこかのタイミングで引き取ったり、反対決済で売ったりします。その間、金利とし

てのスワップポイントが付与されていきます。銀行ではないので金利ではなく、スワ

ップポイントと呼びますが、これが付くメリットがあります。 

・ 高い資金効率も FXの特徴です。FX は一部手付金(証拠金)の取引なので、丸代金の 4%

があれば取引可能です。法令により 25倍までの取引が認められているので、資金効率

の高い取引ができます。 

これを見て、「FX はハイリスク、ハイリターン」「25倍も動くのは危ない」と思われる

方もおりますが、最大 25倍まで資金効率を生かした取引ができる、ということで、す

べてのお客様が 25 倍で取引しているわけではありません。平均すると 4～5 倍の取引

をする方が多いです。 

現物元本そのものの取引ではないので、100 万円で 1万ドルしか買えないということで

はありません。100 万円あれば最大 25 万ドルまでの取引が可能なので、資金効率を生

かせます。平均的な取引では、100 万円の入金で 4～5 万ドル相当の取引をしている方
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が多いです。 

・ レバレッジの考え方として、かつて、1 ドルが 50 円になったことはありません。今後

も 1ドルが 50円以下にならないと想定するのなら、100万円資金を用意しても、50万

円以下の部分は寝かせているお金ということになります。それなら 2 倍の資金効率で

取引することで、2 倍の金利が享受できます。同じように 1 ドルが 66 円以下にならな

いと想定するのなら、つまり今の 3分の 2 にはならないと想定すると、3倍の資金効率

で金利を手に入れることができます。これができるのが FX なのです。 

・ 税制については、平成 23(2005)年から申告分離課税が適用され、一律 20％の申告分離

課税で済みます。また、損失が出たら、損失繰越控除が 3 年間可能になりました。株

取引を確定申告で申告するのと変わらない税制状況です。 

また、投資家保護として、レバレッジ規制があります。法令により証拠金の 25倍まで

の規制がされています。さらに、お客様の損失が一定以上にかさむと、ロスカット対

応として、こちらからストップを掛けます。ボクシングの試合でタオルが投げられて、

ドクターストップがかかるのと同じです。自主規制規則により義務化されており、す

べての取引が対象です。加えて、お客様からお預かりした資金は信託義務があり、信

託法で守られています。万が一、当社が破たんした場合でも、お預かりした資金は全

額お客様に戻ります。 

・ FX 市場は近年、大きく伸びています。取引高は市況によるところが大きく、ここ 1～2

年は少し低迷していましたが、お客様からの預かり資金や口座数は、業界全体で右肩

上がりに伸びています。 

・ 外貨預金の残高と外国為替取引の残高の推移をみると、ここ 6～7年は外貨預金より外

国為替取引を選ぶお客様が増えています。FX は買付や売却時の取引コストが安く、金

利が銀行預金よりもいい。いつでも売買できる。24 時間取引可です。商品としての柔

軟性や機動性が、FX が外貨預金よりも需要が伸びている理由だと思います。 

・ 日本国内で年間、発行されるパスポートは、450万件くらいです。今年に限っては新型

コロナウイルス感染症の影響で鈍ることが予想されますが、パスポート所持者は約

3,000万人います。これらの方は海外旅行をして、外貨両替をしたことがある人。もし

くはこれから海外に行く予定があり、外貨両替する予定がある、現物実需の方々です。

一方、株式投資家人口は 1,200万人程度です。同じ金融商品取引ですが、外貨は株に比

べて 2.5倍、アクセスする人口が多い、ということになります。これらの方々が外国為

替取引に、よりしっかりとした理解を持っていただき、市場の透明化がより進めば、

FX 市場の成長はまだまだ加速する余地があると思っています。FX のユーザー数は推

定で 400万人前後とされています。まだまだ FX にアクセスできるお客様はたくさんお

られるはずです。 

 

3．マネーパートナーズグループのご紹介 
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・ マネーパートナーズグループは、FX 業界のパイオニア企業です。1998年 4月に外国為

替の完全自由化以降、1999年に FX の取り扱いを開始しており、老舗です。 

また、外国為替取引専業業者で、最も早く東京証券取引所市場第一部に上場した会社

でもあります。さらに、FX 取引を軸にしつつ、カードや両替など外貨の実需サービス

も展開。この点では業界内唯一の企業です。直近では、暗号資産(仮想通貨、ビットコ

イン)の取り扱いもグループ会社内で始めています。 

 

4．当社グループの収益構造 

・ 当社グループの収益構造について、まず当社は、銀行や証券会社からお客様に提示で

きる価格を集めます。現在、ゴールドマンサックスやシティバンクなどの大手銀行を

中心に 18行の銀行と取引があります。その中で最良の価格を組み合わせ、お客様に価

格を提示。そして、お客様から売買注文を受けたら、銀行に取次し、取引を成立させ

ます。 

お客様からは手数料をいただきません。当社の商売は、銀行・証券会社にどれだけ効

率よく取り次ぐかで収益が生まれます。100 万円(1 万ドル)分の取引で当社が得られる

収益は 20 円。この 20 円をどれだけ多く集められるかが、当社のビジネスモデルのポ

イントです。 

・ 外国為替の取引は、市場の変動要因に大きく左右されます。直近では今年 3 月はドル

円相場を含め、大きく相場が動きました。月次で 10億円を超える売上があり、単月で

6 億円を上回る経常利益が 3 月だけで発生しました。平均的には月次で 3～4 億円の売

上で推移しています。 

・ 当社は外国為替取引をインターネットで提供しており、装置産業として一定の固定費

が必要です。システム費用や人件費が毎月、会社を維持するために使われます。現在、

仮想通貨の取引も始めたので、そちらのランニングコストも必要で、月額 4億 1,000万

～4億 2,000万円程度の固定費がかかっています。これを上回る部分は、外国為替取引

でも仮想通貨でも、すべて売上として計上できます。毎月 5 営業日目に開示している

前月の売上から 4 億 1,000 万～4 億 2,000 万円から上回った部分が当社の利益です。例

えば今年 3月は 10億円の売上がありましたが、そこから 4億円の固定費を除くと、儲

けが 6億円あることがわかります。 

 

5．業績の推移 

・ 2020 年 3 月期の営業収益は、新型コロナウイルス感染症の影響で 3 月の収益は上がり

ましたが、通期を通したボラティリティは、リーマンショック後、変動率の少ない年

でした。58億円の売上に対し、5億 9,000 万円の経常利益となりました。 

・ 2021 年 3 月期第 1 四半期の連結決算ハイライトとしては、新型コロナウイルス感染症

の影響がありました。お客様からの注文はネットで行われますが、コールセンターの
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対応や口座開設時の本人確認は在宅ではできない業務でもあり、在宅勤務を優先しつ

つ、継続的にサービスを提供しています。 

世界的に金利低下や金融緩和が加速しています。トレーディングのボリュームも減少

傾向にあり、金利から得られる収益も減少傾向です。足元の状況としては苦しい局面

にあります。しかし、お客様に転嫁するのではなく、お客様と一緒に成長できる会社

を目指し、取り組んでいます。 

空港の外貨受取サービスやマネパカードは、現在、海外渡航需要が蒸発しており、苦

戦しています。その分、カード事業者に提示する部分や空港の両替の紙幣調達コスト

が減少しているので、何とかサービスを止めることなく、後々のウィズコロナの中で

サステナブルな状況を目指したいと思います 

国内 FX は、現在立て直し期にあると認識しています。当社は単にお客様の取引量を増

やそうという業界の価格競争には追随しません。むしろ、お客様にしっかりと満足し

ていたき、お客様の資産を増やしていただくことを実現し、外国為替取引の魅力を伝

えていきたいと考えています。お客様と一緒に成長できる会社を目指していきます。 

親会社株主に帰属する当期純損失が 2億 2,300 万円あります。金利低下や海外金融法人

とのやり取りでのダウンサイドインパクトを受けています。ただ、悲観はしていませ

ん。現在のやり方を続ければ、お客様の取引も増えており、当社に愛着を持っていた

だいているお客様も多くいます。そのようなお客様と共に発展していきたいと考えて

います。 

・ 四半期業績推移を見ると、金利収益で苦しんでおり、第 1 四半期の経常利益はマイナ

ス 2億 3,500万円となっています。 

 

6．経営戦略 

・ 当社は、お客様と共に成長することを軸にして進む企業でありたいと考えています。

従来の金融機関はともすれば、自分たちの売上重視で、お客様の資産をいかに増やす

かをないがしろにしがちでした。我が社はお客様の資産を増やすことで、一緒に取引

する部分も増やす。こういったことに取り組みたいと思います。 

その意味では、お客様からの取引をしっかり収益に変え、より広範囲な実需層まで、

サービスのインフラとして認識されることを目指してします。 

・ 交換(Exchange)を軸とする総合的な金融サービスを展開することが、当社の独自ポジシ

ョンの構築となります。当社はれっきとした証券会社でもあるので、株取引も可能で

す。 

・ 今年 7 月 7 日に無事に暗号資産交換業者登録が完了しました。7 月 27 日から一般のお

客様向けに暗号資産交換業のサービスを開始しました。開業ほやほやです。これを扱

うのがグループ会社のコイネージ社です。 

マネーパートナーズ社からの送客を中心にお客様を集客し、1年内外での単月黒字化を
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目指しています。 

・ ビットコインについて、3月の新型コロナウイルスショックを超え、現在、金とビット

コインは非常に高い値段が続いています。新興国投資や債券、有価証券は、一旦崩れ

ましたが、インフラのヘッジとなり、安全に資産形成をするために、まず金が選ばれ

ています。その次の選択肢として、第 1 四半期以降注目されているのが、ビットコイ

ンです。デジタル的に発行数量が上限 2,100 万枚と限られており、デジタル資産なので、

口座番号とパスワードだけで管理ができます。金のように現物を持つ必要がありませ

ん。また、ビットコインは移動性にも長けています。デジタル上でリアルタイムにや

り取りができ、送金手数料も安いです。動かしやすい流動資産です。 

この 4 月から 7 月にかけて、ドルの巻き戻しが起こった部分を金やデジタル資産とし

てのビットコインに振り向ける流れが生じています。仮想通貨・暗号資産は他にもい

ろいろとある中で、資産ポートフォリオとして認識されているのは、ビットコインだ

けです。今後、個人の資産ポートフォリオの一つとして存在感が高まっていくと思わ

れます。 

ビットコインは、24 時間 365 日の取引が可能。価格変動も、一般的な金融マーケット

と比べやや大きく、1 日平均 2%前後の価格変動があります。時価総額では 23 兆円で、

トヨタ自動車の時価総額に匹敵します。金の時価総額は 1,000兆円超ありますが、それ

と比べると、まだまだ値ごろ感があると思います。 

・ 重点施策の進捗状況として、コイネージはツイッターで情報発信しています。ネット

ニュースなど多くのメディアでも掲載され、開業記念キャンペーンを積極的に行って

います。これらを通じて、暗号資産の普及活動に努めていきたいと思います。マネー

パートナーズでは、マネパカードも提供しています。こちらとの連携も図っていきま

す。 

・ Manepa Card(マネパカード)は、複数の通貨の残高を 1 枚のカードの中に保持できるカ

ードです。サービス開始から 6 年になります。留学生や海外出張時、海外旅行時に広

く受け入れられています。 

・ FX 会社の中では唯一、空港に外貨両替カウンターを設置しています。あらかじめネッ

トで予約して、空港でお渡しする形ですが、低コストの両替サービスです。成田、関

空、セントレア、羽田の 4つの国際空港にカウンターがあります。 

・ 浅草では商店街と連携し、外貨引受サービスも行っています。商店街の各店舗で外貨

紙幣が使えます。 

・ 当社は元祖少額取引です。100円玉が 1枚あれば外国為替取引が始められます。 

また、代用有価証券サービスとして、株券がお預かりして、外国為替取引ができます。 

・ 当社は、取引高では 1位ではありませんが、お客様からの満足度は 5年連続 No.1です。

また、約定率も No.1です。どこの会社よりも公正な価格で外国為替取引サービスを提

供しています。金・銀の手付金での取引も提供しています。 
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・ 創業 15周年を迎え、各種キャンペーンも積極的に行っています。お客様の資産が増え

るよう、情報提供や投資教育については私自身が先頭に立って行っています。 

・ 皆様にお伝えしたいのは、当社は金融機関・証券会社の中でも、お客様と一緒に win-win

な成長を目指すという意識を持ち、事業を発展させていきたいと考えていることです。

その一方で、カードや外国為替両替などの実需の普及を図り、金融機関の中でも社会

のインフラとして、なくてはならない存在を目指します。 

 

7．当社の株主還元について 

・ 配当性向は連結当期純利益の 30％を目途とし、中間および期末の年 2 回、配当を行っ

ています。今期はコイネージの立ち上げ期に当たりますが、安定配当を考慮して、配

当金額を決定したいと考えています。 

投資家の皆様と共に取り組む中で、当社の未来があると考えています。 

 

8．質疑応答 

Q1. 暗号資産関連ビジネスの勝算と今後の展開についてお聞かせください。 

A1. 4 月以降、ビットコインがコンピュータエンジニアのおもちゃではなくなってきた感

があります。コイネージを 7 月から開業していますが、お客様が預ける資産は通常の

顧客層なら 10～20万円なのが業界標準です。しかしコイネージでは、数百万円から数

千万円を口座を開設して保有しよう、という動きがあります。安全資産として、資産

の逃げ先として意思決定されるお客様が増えています。今こそビットコイン、という

気運が高まっているのを感じています。 

 

Q2. 暗号資産について、キャッシュレス決済としての用途はそれほど広がっていないよう

に思います。街のスーパーやコンビニなどで使えるようになる計画はあるのでしょう

か。 

A2. あります。当社は暗号資産交換業の登録第 1号を取得しており、コイネージの稼働を

しっかりと見守りつつ、マネパカードに接続させようと考えています。国内でこのよ

うなことを行っている業者はありませんが、「ビットコイン使えます」という看板を出

すのではなく、マネパカードを活用して、街の店のどこでもビットコインが使える仕

組みにしていきたいと思います。名称も「仮想通貨」から「暗号資産」に呼称変更し

ているように、通貨や決済利用というよりも、資産性が重視されています。資産性の

あるビットコインの利便性をいかに高めるか。そのためにマネパカードとの接続を含

め、マネーパートナーグループでは継続的に取り組みたいと考えています。 

 

Q3. 新型コロナウイルス感染症が御社の業績に与える影響について教えてください。また、

ドル円は今後も変動が小さそうですが、業績への影響は、どうお考えですか。 
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A3. 足元の外貨両替サービスについては、何とか耐えよう、というところです。ビットコ

インに関しては、コロナ銘柄に入ったという認識です。ポストコロナ、ウィズコロナ

の中で、安全資産に対するポートフォリオの再検討が徐々に進むものと考えており、

ビットコインに対して、投資家や資産家の需要が高まっているのを感じます。中長期

的にはしっかりとした足取りで、投機性ではなく、資産性のある需要がじわじわと値

上がりするのではないかと予想しています。 

ドル円については、確かに値動きは小さいです。ここ半年では 1日平均で 50数銭しか

動かない状況にありますが、動かないということは枯れているということです。安定

的に売買するお客様に対しては、投資対象としてのメリットがあると思います。冒頭、

説明したように、私自身も投資の実績を積み上げていますが、FX会社の経営者なので、

FX 自体のトレーディングをするわけにはいきません。しかしドル円や外国為替に取り

組むことは、資産運用の継続性があり、サステナブルな運用成績を作ることができる

と思います。今後もドル円に対する需要やお客様のニーズはあると考えています。 

 

Q4. イメージ的に怖い。株式投資をした時の安全性についての説明がほしいと思いますが。 

A4. 当社は会社の純資産として、現金資産で 145億円相当を保有しています。これは外国

為替の取次をお客様に行う中で、証券取引所に近いようなバランスシートの構造にな

っています。現在の時価総額は 60～70 億円あり、PBR は 0.5 倍前後です。非常に割安

な水準で推移しています。また、FX 投資は低レバレッジで取引する分には、リスクな

く、外貨預金の数倍のメリットがある最良の金融商品です。このことを常に認識しな

がら、お客様への訴求に努めています。 

以 上 


