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保守的な会社計画と株主還元期待の綱引きを予想

国内株式

日経平均は年初来高値を更新

日経平均は、3月中旬の欧米の金融不安を受けて一時

下落しましたが、金融不安の後退もあり月末にかけて反

発しました。4月上旬には一時反落したものの、ほどなく

上昇に転じました。来日したバフェット氏が日本株への

追加投資を検討する意向を示したと報じられたことも好

感されたようで、4月18日には引け値ベースで年初来高

値を更新しました。

予想レンジは27,000-30,000円

当面の日経平均の予想レンジは27,000-30,000

円です。欧米との比較では、国内の金融環境が安定して

いることや、遅れていた経済活動の正常化が本格化しつ

つあることから、日本経済の実体は相対的に良好と見て

います。訪日外客数も順調に回復してきました。まだ中

国人の訪日は僅少ですが、それが加われば更なる回復も

期待できます。これから決算発表が本格化していきます

が、新年度の会社計画が大幅に悪化しなければ、業績悪

化に対する警戒感が後退し、日経平均は上値を試すと予

想します。

一方で、米国では貸出基準厳格化の影響から、実体経

済への悪影響が徐々に顕在化していく見通しです。日本

株もその影響は免れ得ず、上昇一巡後は調整を余儀なく

されると見ています。

アクティブ運用と日本株市場

4月21日、金融庁は「資産運用業高度化プログレスレ

ポート2023」を公表しました。日本の資産運用業の現

状と課題を整理し、期待される方向性を記載した報告書

です。前年の報告書では「ESG関連公募投資信託を巡る

状況」に多くのページ数が割かれたことが注目を集めま

したが、今回の報告書では初めて「「信頼」と「透明性」の

向上に向けて」という副題が付けられました。資産運用

業界の信頼・付加価値が向上し、効率性を改善するため

に、また販売会社の信頼が向上するために、必要なもの

が示されています。

運用の付加価値向上のために必要なものとして、「ア

クティブ運用の付加価値向上」が掲げられました。アクテ

ィブ運用とは目安となる指数を上回る運用成果を目指

す運用手法、パッシブ運用とは目安となる指数に連動す

る成果を目指す運用手法を指します。「アクティブ運用は

パッシブ運用に勝つことができない上、信託報酬も高い

ため、投資家はパッシブ運用を選択した方が良い」とい

う指摘については、総経費率の高さを認めつつも、日米

欧の大型株を対象としたアクティブファンドの中では、

ベンチマークを上回るファンドの割合は日本が最多との

分析結果を紹介しています（右下図）。

日経平均株価の推移

(期間 2018年1月4日～2023年4月25日、日次）

日米欧の自国大型株式アクティブファンド
超過リターンの勝率（本数割合）

日本 4月25日 今後3ヵ月の予想レンジ

日経平均 ２8,620.07円 27,00０円～30,00０円

TOPIX 2,042.15ｐ 1,900ｐ～2,100ｐ

1

※各ベンチマークは、日本：配当込みTOPIX、米国：S&P500（配当込み）、欧州：MSCI Europe
（ネット、ドルベース）であり、分析は運用費用控除後のデータ（2022年12月末時点）により実施
。
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(出所)金融庁「資産運用業高度化プログレスレポート2023」のデータを基に岡三アセットマネジメント作成（出所）Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメント作成

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A2RAyhh7hZtVLC8AUpGDTwx.;_ylu=X3oDMTFuNGl0cW5oBHBhdHQDcmljaARwb3MDMQRwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0NUREQEc2VjA3NjBHNsawNpbWc-/SIG=13vimf032/EXP=1436356411/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1
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ちらつく債務上限問題への懸念

米国株式

2

NYダウは一進一退の展開続く

3月後半から4月上旬にかけて上昇したNYダウは、年

初来高値を前に一進一退の動きが続いています。3月に

勃発した金融不安は、いったん沈静化しました。経営難

に陥りそうな銀行から預金を引き出す動きが強まったこ

とから、米国の中小銀行の預金残高が減少しましたが、

3月後半以降は落ち着きつつあります（右下図）。一方で、

融資残高の減少も限定的です。

決算発表が本格化しています。S&P500種指数の2

023年1-3月期業績の上ぶれ比率は79％です。決算発

表を終えたのはまだ全体の3割弱にとどまりますが、足

元の上ぶれ率は過去平均の66％を上回り、好調な出だ

しと言えそうです。もっとも金融の上ぶれ比率は61％と

必ずしも高くありません。IT投資に抑制の動きが見られ

ることから、今後のテクノロジー企業の業績にも下ぶれ

リスクがあると見ています。

予想レンジは30,500-36,000ドル

当面のNYダウの予想レンジは30,500-36,000ド

ルです。小売企業の決算が公表される5月中旬までは底

堅く推移するも、5月末にかけては上値が重くなると予

想します。足元の金利水準との比較では米国株はやや割

高であり、さらなる上昇は限られると見ています。

債務上限問題への懸念

米国の連邦債務残高には上限が設定されています。1

月19日に法定上限に到達した後は、公務員の退職年金

基金への拠出停止などの措置が採られています。緊急

手段が尽きて法定上限の引上げや一時停止などの措置

が必要になる時期は、財務省は6月上旬、議会予算局は

7-9月と見込んでいます。措置が採られない場合には、

国債の新規発行ができなくなり、債務不履行に陥ります。

債務上限問題は今に始まった問題ではありません。過

去に何度も上記の措置が繰り返されてきたことから、

「今回も最終的には何らかの合意が行われる」というの

が楽観的ではありますが、一般的な見方なのでしょう。

しかし、楽観的な見方はなかなか採りづらくなってき

ています。ねじれ議会の米国では、債務上限問題への対

応には党派を超えた合意が必要です。ただ、 1月7日に

共和党のマッカーシー氏が下院議長に選出される際に

は、15回もの投票が必要となりました。与野党の対立激

化に加えて、2024年には大統領選挙を控えていること

が状況を一段と難しくしています。4月17日にマッカー

シー下院議長が示唆した内容も、十分な賛成を得られそ

うにありません。夏場にかけては、一時的にせよ、債務上

限問題の緊張をきっかけに、株安、債券安に振らされる

局面がありそうです。

米国 4月25日 今後3ヵ月の予想レンジ

NYダウ 33,530.83㌦ 30,50０㌦～36,00０㌦

S&P５００種指数 4,071.63ｐ 3,750ｐ～4,400ｐ

NYダウの推移

(期間 2018年1月2日～2023年4月25日、日次）

米国中小銀行の預金残高、融資残高の推移

(期間 2023年1月4日～4月12日、週次）

(出所)米連邦準備制度理事会のデータを基に岡三アセットマネジメント作成

※２０２３年１月４日を１００として指数化

（出所）Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメント作成
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業績の底堅さが目立つ欧州企業

欧州株式

3

欧州株も年初来高値を更新

欧米の金融不安を受けて下落したSTOXXヨーロッパ

600指数は、早々に回復し、年初来高値を更新しました。

フランス株は史上最高値を更新し、ドイツ株も史上最高

値に迫る勢いです。クレディスイス・グループが経営危機

に陥った後は、ドイツ銀行などが不安視される局面も見

られたものの、懸念は長続きしませんでした。

絶好調のサービス業

ユーロ圏の購買担当者景況指数（PMI）は、製造業が

3月の47.3から4月は45.5に低下する一方で、サービ

ス業は3月の55.0から4月は56.6に上昇しました。昨

年後半からの景気回復は、足元まで持続しています。製

造業PMIは3ヵ月連続での低下となりましたが、エネル

ギー危機のリスク低下、供給網の正常化などの好影響を

指摘する見方もありました。一方、サービス業のPMIは

ほぼ1年ぶりの高水準であり、金融不安の影響はほぼ感

じられない内容でした。

サービス業の好調に支えられ、2023年1-3月期のマ

イナス成長への転落は回避されると予想します。ただ、

利上げが継続していることから、景気回復の勢いは薄れ

ていくと見ています。欧州でも銀行の貸出基準は一定程

度厳格化するでしょう。

予想レンジは420-500ポイント

当面のSTOXXヨーロッパ600指数の予想レンジは4

20-500ポイントです。欧州株の予想PERは13倍強と、

昨年後半の11倍割れからは上昇しましたが、過去平均

並みにとどまります。

STOXXヨーロッパ600指数は2023年通期では微

減益が予想されています。前年の2割弱の増益率からは

大きく増益率が低下しており、企業業績の勢いは必ずし

も強いとはいえません。ただ、景気の持ち直しを反映し、

業績予想は年初以降、上方修正が優勢な状況が続いて

います。昨年後半以降、業績予想の下方修正が継続して

いる米国とは対照的です。(右下図)

欧州企業の決算発表では、奢侈品や消費財などとい

った輸出関連企業の好調が目立ちます。中国の経済再

開の恩恵も享受しているようです。

STOXXヨーロッパ600指数の推移

(期間 2018年1月2日～2023年4月25日、日次）

予想EPSの推移

(期間 2022年1月3日～2023年4月25日、日次）

※２０２３年１月３日を１００として指数化

(出所) Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメント作成

欧州 4月25日 今後3ヵ月の予想レンジ

STOXXヨーロッパ600指数 ４67.08ｐ ４2０ｐ～50０ｐ

ユーロ圏の消費者物価指数（HICP）は2⽉の前年比+

8.5％から3⽉は同+6.9％に低下しましたが、コアベー

スでは2月の同+5.6％から3月は同+5.7％と上昇し

ました。 5⽉の欧州中央銀⾏（ECB）理事会では利上げ

幅が0.25％に縮⼩されると予想しますが、インフレに顕

著な鈍化が見られないことを背景に、⾦融引締め局面は

米国に比べて欧州の⽅が⻑引くと予想します。
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米中関係悪化も、さらに加速する中国景気

アジア株式

4

2023年1-3月の中国のGDPは+4.5％成長

4月の中国株は軟調に推移しました。米中関係の悪化

が意識されたためと見ています。もっとも国内景気の回

復は本格化しています。2023年1-3月期のGDPは前

年比+4.5%成長と、事前予想を上回りました（右下図）。

2022年4-6月期から2022年10-12月期にかけては

ゼロコロナ政策の影響から低水準の成長率が続きまし

たが、久方ぶりの高い伸びとなりました。

月次の経済統計では、小売売上は1-2月の+3.5％か

ら3月は+10.6％と、伸び率が加速しました。特にサー

ビス関連の消費が堅調だったようです。非製造業PMIも

2⽉の56.3から3月は58.2に上昇しました。

悪化続く米中関係

懸念の米中関係については、 5月19日から21日まで

開催されるG7広島サミットの前に、バイデン大統領がハ

イテク分野の対中投資規制に関する大統領令に署名す

る計画と報じられています。それを受けた中国側の反応

も気がかりです。中国に対する米国の厳しい姿勢は、米

国人に強く支持されたものであるということが注目され

ます。ピュー・リサーチ・センターによる世論調査では、中

国を「好ましくない」という回答者は83％と、過去最高

を記録しました。

米中関係が小康状態に入れば、もう一段の景気の加

速を背景として、中国株は上昇すると予想します。1年前

の2022年4-5月は上海などで大規模な行動規制が採

られていた時期です。そのため、2023年4-6月期の経

済指標は、前年比では高い伸びを示しやすいと考えます。

ゼロコロナ政策で抑圧されていた期間が長かったことも

あり、当面は消費主導型の景気回復が続くと予想します。

国家発展改革委員会が内需拡大策を策定中と発表した

ことも支援材料となるでしょう。

5月1日の労働節の前後に大型連休が控えています。

1月の春節の頃は新型コロナウイルスの影響が残ってい

たため、今回はウィズコロナ政策転換後、初の大型連休

です。春節の際の旅行は中国国内が中心でしたが、中国

人消費による経済効果の恩恵は海外にも広がるでしょ

う。海外へのフライト数も回復傾向にあり、2019年の3

-4割の水準に戻ったと見られます。トリップドットコム・

グループによると、4月上旬に予約された労働節連休の

海外ツアー件数は3月下旬に比べ、2.7倍に増加しまし

た。最も人気が高い旅行先はタイですが、日本、シンガポ

ール、マレーシアなどの人気も高いようです。

MSCIアジア(除く日本)指数の推移

(期間 2018年1月１日～2023年4月25日、日次）

中国の実質GDP成長率（前年比）の推移

(期間 2017年1-3月～2023年1-3月、四半期）

(出所) Bloomberg のデータを基に岡三アセットマネジメント作成

※MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他
一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利およ
び公表を停止する権利を有しています。

アジア 4月25日 今後3ヵ月の予想レンジ

MSCIアジア(除く日本)指数 ６22.64ｐ 580ｐ～700ｐ

中国の景気はさらに加速
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日銀先行き指針は修正の可能性

内外債券/長期金利

5

日本：先行き指針は修正の可能性

3月中旬に一時0.15％台にまで低下した日本の10年

国債利回りは、欧米の金融不安の後退を受けて上昇に

転じました。足元では0.4％台で推移しています。

当面の日本10年国債利回りの予想レンジは0.20-1.

00%です。4月10日の日本銀行の植田総裁、氷見野・

内田副総裁による就任記者会見では「現状では大規模

緩和を継続する」との言及があり、政府・日銀の共同声明

についても「直ちに見直す必要はないと一致した」と述

べられました。ここまで踏み込んだ発言がなされた以上、

4月27-28日に開催される日銀金融政策決定会合での

政策修正は見込薄でしょう。

会合での注目点は、①経済・物価見通し、②資産買入

れ方針、③先行き指針、と見ています。新体制の日銀は

物価見通しにより忠実な政策運営を行う可能性が高い

と見ています。 「経済・物価情勢の展望」では、新たな正

副総裁が参加した大勢見通しが示され、新たに2025年

度の見通しが加わります。資産買入方針はいくつかの点

で現状との乖離が生じているため、現状を反映する形で

修正が加えられると見ています。先行き指針についても

「躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じる」という文言

には修正の可能性があると考えます。

米国：年後半には利下げ転換へ

欧米の金融不安が後退する中、米国10年国債利回り

は戻りを試す展開となりました。金融不安の最中におい

ては、金利先物市場などでは、3月中旬には年内に（0.2

5％幅で）4回程度の利下げが見込まれていましたが、金

融不安の後退を受けて2回程度に縮小しました。

当面の米国10年国債利回りの予想レンジは3.00-3.

90％です。コア生産者物価指数の前年比伸び率は低下

基調にあります。利上げの累積効果に米国銀行の貸出

基準厳格化で景気後退に向かえば、インフレ圧力は後退

するでしょう。5月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で

は0.25％幅の利上げが実施される一方、年後半には利

下げに転換すると予想します。

10年国債利回り 4月25日 今後3ヵ月の予想レンジ

日本 ０.47％ 0.20％～1.00％

米国 ３.40％ 3.0０％～３.9０％

ドイツ ２.38％ １.90％～3.0０％

欧州：さらなる利回り上昇余地は限定的に

ドイツ10年国債利回りは、3月中旬の2％割れの水準

から2.5％まで上昇しました。当面のドイツ10年国債利

回りの予想レンジは1.90-3.00％です。欧州では景気

後退懸念はいったん和らぎましたが、利上げ効果は徐々

に顕在化してくることから、さらなる利回り上昇余地は

限定的と見ています。

(期間 2018年1月1日～2023年4月25日、日次）
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この資料の最終ページに｢留意事項｣を記載しております。

必ずご確認ください。2023年7月1日付けでSBI岡三アセットマネジメント株式会社に商号を変更し、会社ロゴも変更します。

※上記の予想レンジや見通しはストラテジストの見解であり、ファンドの運用方針とは異なる場合があります。

ブラジルレアル、インドネシアルピアなどに投資魅力

外国為替

6

ドル/円の予想レンジは125.0-140.0円

3月下旬のドル/円は一時130円台を割り込みました

が、欧米の金融不安が後退する中、内外金利差の拡大と

市場のボラティリティ低下を受けて、4月中旬までは緩

やかな円安が進行しました。しかし、海外金利が低下に

向かったことから、月末にかけては円が下げ渋る展開と

なりました。

当面のドル/円の予想レンジは125.0-140.0円です。

ドル、円ともに下落方向にあると見ており、結果的にド

ル/円はもみ合う展開が続くと予想します。先進国通貨

の中では、相対的にユーロの投資魅力が高いでしょう。

米景気が鈍化していくことや、それを反映した米長期

金利の動きはドル安に影響しやすいと考えます。また、

中国の景気回復と（米国と距離を置く国々に対する）同

国の外交姿勢の軟化も、米国以外の世界経済を下支え

ることを通じて、ドル売りにつながりやすいでしょう。一

方で、金融市場が安定化しつつあることは、低金利の円

を活用したキャリートレードが促進されるという観点か

ら、円安要因と見ています。

なお、日本では、日銀新総裁のもとでの初めての金融

政策決定会合が近づいていることに加えて、日本の連休

中には米国ではFOMCが開催されます。その時期には

米国での主要経済指標の発表も多く予定されているこ

ブラジルレアル、インドネシアルピアなどに投資魅力

新興国通貨は対円、対ドルで総じて堅調に推移しまし

たが、月末にかけては対円での上げ幅が縮小しました。

多くの通貨が対円で上昇したものの、南アフリカランド、

トルコリラなどは小幅下落となりました。

当面の新興国通貨は対ドルで堅調な地合いが継続す

ると見ています。その背景として、米金利の先高感の後

退、中国の景気回復と外交姿勢の軟化などのドル安要

因に加えて、多くの新興国でのインフレ鈍化と、新興国

通貨の変動性低下が大きいと考えます。インフレの鈍化

を受けて、多くの新興国では利上げは最終局面にあり、

年後半にはブラジル、インドネシアなどでは利下げが実

施されると予想します。インフレが沈静化して投資環境

が安定すれば、海外からの資金流入が増えると期待され

ることから、引き続きブラジルレアル、インドネシアルピ

アなどの投資魅力が高いと考えます。

新興国通貨は対円でも底堅く推移すると見ています

が、日本の連休前後についてはやはり一定の警戒感が

必要でしょう。

米ドルの対円相場

(期間 2018年1月1日～2023年4月25日、日次）
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外国為替 4月25日 今後3ヵ月の予想レンジ

ドル円 133.76円 125.0円～１40.0円

ユーロドル 1.10㌦ 1.04㌦～１.１５㌦

ユーロ円 １４6.78円 138.0円～155.0円

ユーロの対ドル相場

とから、日本の連休前後には、金融市場で変動性が高ま

ったり短期的に円高に振れたりする可能性が考えられま

す。



留意事項

2023年7月1日付けでSBI岡三アセットマネジメント株式会社に商号を変更し、会社ロゴも変更します。

商号：岡三アセットマネジメント株式会社
岡三アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。
登録番号は、関東財務局長（金商）第370号で、一般社団法人投資信託協会および一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。

岡三アセットマネジメントについて

■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額
は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。

■投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

■投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
■投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

■ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合
等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する
可能性があります。

■投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定した
ものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相
当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計
算期間における ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。

■お客様が購入時に直接的に負担する費用
購入時手数料：購入金額 （購入価額×購入口数） ×上限3.85％（税抜3.5％）

■お客様が換金時に直接的に負担する費用
信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3％以内

■お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担 ：純資産総額×実質上限年率2.01762％（税抜1.8342％）
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。
なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。

その他費用・手数料
監 査 費 用：純資産総額×上限年率0.0132％（税抜0.012％）
※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、
海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負
担いただく場合があります。
（監査費用を除くその他費用･手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示すことはできません。）

● お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額
又はこれらの計算方法を示すことはできません。

投資信託のリスク

留意事項

お客様にご負担いただく費用

＜本資料に関するお問合わせ先＞
フリーダイヤル 0120-048-214 （9:00～17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く）

＜本資料に関してご留意いただきたい事項＞

■上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社である岡三アセッ
トマネジメント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。■投資信託のリスクや費用は、個別の
投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リ
スク、手続 ・手数料等】をご確認ください。

■本資料は、投資環境に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンド
の投資勧誘を目的として作成したものではありません。■本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成時点での当社の
見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。■本資料は、当
社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託の取
得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自
身で行っていただきますようお願いします。

(2023年３月末現在)
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取り扱い金融商品に関する留意事項 

●商号等：岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー/金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号 

●加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一

般社団法人日本暗号資産取引業協会 

●リスク：【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引、株価指数証拠金取引（以下、「株価指数

CFD」）および暗号資産関連店頭デリバティブ取引（以下、「暗号資産 CFD」）では、投資金額（保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価

は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行

信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額（指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX 等）等、先物取引、オプション取引、株価指数 CFD および暗号

資産 CFD は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場

投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）のうち、レバレッジ型・インバース型の価格の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指

数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資効果が得られないおそれがあり

ます。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなけ

ればその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数 CFD では建玉を保有し続けることにより金利相

当額・配当相当額の受け払いが発生します。【FX】外国為替証拠金取引（以下、「FX」）は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替

相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本（証拠金）を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時

の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成

する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が

発生する可能性があります。【暗号資産 CFD】暗号資産は法定通貨（本邦通貨又は外国通貨）ではなく、特定の者によりその価値を保証されているもので

はなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。暗号資産 CFDは、暗号資産の価格変動によって、元本損

失が生じることがあります。また、預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象銘柄の相場変動により損益が大きく変動し、投資元本（証拠金）を上

回る損失を被る場合があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。 

●保証金・証拠金：【信用】最低委託保証金 30 万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の 30％以上の委託保証

金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「（SPAN 証拠金額×当社が定める掛け目）－ネットオプション価値の総額」

とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社のWebサイトをご確認ください。また、変更の都度、当社のWebサイトに掲載いたしま

す。【株価指数CFD】発注証拠金（必要証拠金）は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Webサイトで最新のものをご

確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金（必要証拠金）は、取引所 FX では、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要

額を加えた額とし、店頭FXでは、取引金額（為替レート×取引数量）× 4%以上の額とします。一部レバレッジコースの選択ができない場合があります。法

人のお客様の発注証拠金（必要証拠金）は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FXでは、取引金額（為替レート×取引数量）×金融

先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所ＦＸでは、1取引単位（1万又は 10万通貨）、店頭 FXでは、1取引単位（1,000通

貨）の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Web サイトで最新のものをご確認ください。【暗号資産 CFD】発注証拠金（必要証

拠金）は、取引金額（銘柄レート×取引数量）×50%以上の額とします。発注証拠金・取引単位は銘柄ごとに異なります。Web サイトで最新のものをご確認く

ださい。 

●手数料等諸費用の概要（表示は全て税込・上限金額）：【日本株】取引手数料には 1注文の約定代金に応じたワンショットと 1日の合計約定代金に応じた

定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で 3,300円、信用取引で 1,320円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金 200万

円以下で上限 1,430円、以降約定代金 100万円ごとに 550円加算、また、信用取引の場合、約定代金 200万円以下で上限 1,100円、以降約定代金 100

万円ごとに 330円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、

権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の 1.1％（最

低手数料 5,500 円）。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用等の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、

外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経 225先物が 1枚につ

き330円（取引枚数により段階的減額あり）、日経225mini、ミニTOPIX先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、東証マザーズ指数先物、ＪＰＸ日経

インデックス 400先物が 1枚につき 44円、TOPIX先物、日経平均VI先物が 1枚につき 330円、NYダウ先物が 1枚につき 880円。アクティブ先物取引コ

ースの場合、日経 225先物が 1枚につき 275円、日経 225miniが 1枚につき 27円です。【オプション】取引手数料は、日経 225オプションが約定代金に

対して 0.176％（最低手数料220円）、TOPIXオプションが約定代金に対して 0.22％（最低手数料220円）です。【株価指数CFD】取引手数料は、セルフコ

ースは 1枚につき 330円、サポートコースは 1枚につき 3,300円です。【投資信託】換金時には株式投信の場合、基準価額に対して最大 0.50％の信託財

産留保金をご負担いただく場合があり、公社債投信の場合、換金手数料として1万口につき最大110円をご負担いただく場合があります。信託財産の純資

産総額に対する信託報酬（最大 2.42％（年率））、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合が

あります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引所FXの取引手数料は、セルフコースはくりっく365が無料、くりっく365ラージが1枚につき1,018

円、サポートコースはくりっく 365が 1枚につき 1,100円、くりっく 365ラージが 1枚につき 11,000円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッド

は、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。【暗号資産CFD】取引手数料は無料ですが、建玉を翌営

業日に繰り越した場合に建玉金額の 0.04%をご負担いただきます。スプレッドは、銘柄ごとに異なり、対象暗号資産の相場によって変動します。Web サイト

で最新のものをご確認ください。 

●お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項をお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。 
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