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NOMURAレポート2012発刊にあたって

野村グループには、80年を超える歴史において脈々と受け継がれている「創業

の精神」があります。そのなかでも「顧客とともに栄える」は、大切な考え方の一

つであり、行動の基本となっています。世界経済のグローバル化や金融危機を

契機に、CSR（企業の社会的責任）やESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みに

対する要請と期待が一層強まるなかで、当グループは、お客様のニーズに対応

し、ひいては変化する社会の声に応えていくという企業活動こそがあるべき姿

であると考えています。このような観点から、当グループでは今年度より、アニュ

アルレポートとCSRの取り組みを報告するCitizenshipレポートを合わせ、

「NOMURAレポート」として発行し、ステークホルダーの皆様に対する積極的な

情報開示に努めていきます。アジアに立脚したグローバル金融サービスグルー

プとして社会の持続的な発展に貢献し、多様なステークホルダーの皆様とともに

成長していく当グループの企業活動を、総合的にご理解いただければ幸いです。

野村グループの企業活動を総合的にご理解いただくために、
アニュアルレポートとCitizenshipレポートの統合版
 「NOMURAレポート」をお届けします。
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報告期間 2011年4月1日〜2012年3月31日（一部期間外の情報を含みます）
前回発行月 2011年9月
次回発行予定 2013年8月
報告対象範囲  野村ホールディングス株式会社ならびに主要連結子会社、関連会社

など。数値データにはそれぞれ対象範囲を付記しています。
参考ガイドライン ●  GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3.1版（G3.1） 

（GRIガイドライン対照表は、当社ホームページ上で公開しています。 
http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/）

 ●環境省「環境報告ガイドライン2012年版」
 ●日本経団連 企業行動憲章

将来見通しに関する注意事項
このレポートには、野村グループの将来についての計画や戦略、業
績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記
述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判
断した仮定に基づく見込みです。また、市場動向、経済情勢、金融業
界における競争激化、法規制や税制などにかかわるリスクや不確実
性を含んでいます。それゆえ、実際の業績は当社の見込みと異なる
可能性のあることをご承知おきください。
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野村グループ ハイライト

野村グループの事業領域

営業部門
全国178の本支店およびコールセン
ターやインターネットのサービスを通
じて、個人・法人のお客様にさまざま
な金融商品・サービスを提供

アセット・
マネジメント部門

国内外の個人投資家および機関投資
家から資産を預かり、グローバルに資
産運用ビジネスを展開

ホールセール部門

国内外の機関投資家を対象に、リサーチの提
供や各種プロダクトの組成・販売・トレーディ
ングをグローバルに展開

国内外のお客様を対象に、債券・株式などの
引受、ソリューションの提案、M&Aアドバイザ
リーなどの投資銀行サービスを提供
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セグメント別収益（金融費用控除後） セグメント別税引前当期純利益（損失） 人員数（地域別）

72.0兆円
（2012年3月末）

顧客資産残高

24.6兆円
運用資産残高

1位

東京証券取引所
総合ランキング

1位

ロンドン証券取引所 
カスタマーランキング

1位

日本関連ECM、DCM、
M&Aリーグテーブル※

10位

グローバルECM
リーグテーブル※

（2012年3月末）

※ 出所：ECM、M&AはThomson Reuters（2011年1月〜2011年12月）、日本関連DCMはThomson DealWatch（2011年4月〜2012年3月）
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参加諸団体・イニシアティブ

●  社団法人日本経済団体連合会
●  日本証券業協会
●  社団法人投資信託協会
●  社団法人日本証券投資顧問業協会
●  社団法人金融先物取引業協会
●  公益社団法人経済同友会
●  持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則

●  PRI（国連責任投資原則）
●  Banking Environment Initiative
●  Association of Financial Markets 

Europe
●  British Bankers Association
●  Confederation of British Industry
●  Institute of International Finance

外部評価

「FTSE4Good ESG Ratings」金融サービスセクターで
グローバル1位に選出

野村ホールディングスは、2011年度、ESG（環境・社会・ガ
バナンス）格付け「FTSE4Good ESG Ratings※」におい
て、金融サービスセクターのなかで最高レベルの評価であ
る「スーパーセクターリーダー」に2年連続で選出され、金
融サービスセクターで1位、日本企業で1位に選ばれてい
ます。（2012年3月時点）
※ FTSE4Good ESG Ratings：ロンドン証券取引所の出資企業であるFTSE

とSRI調査機関であるEIRISが全世界2,300社のESG活動を評価し、機関投
資家にデータを提供するための格付けサービス

リスクアセット合計／Tier 1比率 総資産 長短調達資金

野村グループのCSRに関する取り組みは社外から高く評価されてい
ます。野村ホールディングスは、「Dow Jones Sustainability Indexes

（ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス）」、「FTSE4Good 
Index」、「MS-SRI（モーニングスター社会的責任投資株価指数/2012
年1月時点）」のSRI（Socially Responsible Investment：社会的責任
投資）インデックスの組入銘柄として採用されています。

●  World Economic Forum
●  Opportunity Now（Gender equality 

organization）
●  Employer’s Forum on Disability
●  The Japan Society

野村グループは、以下の経済団体、業界団体などに参加し、積極的に活動しています。
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Singapore

London

Hong Kong

Tokyo New York

日本アジアおよびオセアニアヨーロッパおよび中東

営業部門

主な子会社・
関連会社

アセット・
マネジメント部門

ホールセール部門

その他

アメリカ

ノムラ・アセット・マネジメントUK Limited
ノムラ・アセット・マネジメントDeutschland KAG mbH

ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.

ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズ PLC
ノムラ・インターナショナルPLC
　本支店・事務所：ロンドン、マドリッド、ウィーン、ドバイ、カタール
ノムラ・バンク・インターナショナルPLC
　本支店・事務所：ロンドン、イタリア、ラブアン
ノムラ・プリンシパル・インベストメントPLC
ノムラ・キャピタル・マーケッツPLC
その他の関連会社所在地
アムステルダム、パリ、ルクセンブルク、チューリッヒ、ミラノ、
ワルシャワ、モスクワ、バーレーン、ダブリン

ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコンLTD.
　本支店・事務所：香港、上海
ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポールLTD.
ノムラ・アセット・マネジメント・マレーシアSdn. Bhd.
ノムラ・イスラミック・アセット・マネジメントSdn. Bhd.
ノムラ・アセット・マネジメント・オーストラリアPty LTD.

ノムラ・アジア・ホールディング N.V.
ノムラ・インターナショナル（ホンコン） LIMITED
　本支店・事務所：香港、台北、ハノイ
ノムラ・シンガポールLIMITED
その他の関連会社所在地
シンガポール、クアラルンプール、シドニー、
マニラ、ジャカルタ、ソウル、バンコック、上海、ポワイ、
ムンバイ

その他の関連会社所在地
ポワイ

キャピタル・ノムラ・セキュリティーズ・パブリック・カンパニー
Limited※

野村證券株式会社
野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社
野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社
野村ファーム株式会社

野村アセットマネジメント株式会社
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社
野村プライベート・エクイティ・キャピタル株式会社

ノムラ・アセット・マネジメントUSA Inc.
ノムラ・グローバル・アルファLLC
ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネジメントInc.
ノムラ・ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー・アメリカInc.

ノムラ・ホールディング・アメリカInc.
　本支店・事務所：ニューヨーク、ワシントン
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.
　本支店・事務所：ニューヨーク、アトランタ、サンパウロ、サンフランシスコ、シカゴ、
 　  ヒューストン、ボストン、マイアミ、ロサンゼルス
インスティネット Inc.
その他の関連会社所在地
トロント

野村證券株式会社
野村キャピタル・インベストメント株式会社
野村プリンシパル・ファイナンス株式会社

野村信託銀行株式会社
野村ファシリティーズ株式会社
野村土地建物株式会社
野村不動産ホールディングス
株式会社
野村インベスター・リレーションズ
株式会社
野村ビジネスサービス株式会社

株式会社野村資本市場研究所
野村バブコックアンドブラウン株式会社
野村年金サポート＆サービス株式会社
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー
株式会社
株式会社野村総合研究所※
株式会社ジャフコ※

※ 持分法適用関連会社

39カ国 276拠点（連結子会社および持分法適用会社）

グローバルネットワーク
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ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.

ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズ PLC
ノムラ・インターナショナルPLC
　本支店・事務所：ロンドン、マドリッド、ウィーン、ドバイ、カタール
ノムラ・バンク・インターナショナルPLC
　本支店・事務所：ロンドン、イタリア、ラブアン
ノムラ・プリンシパル・インベストメントPLC
ノムラ・キャピタル・マーケッツPLC
その他の関連会社所在地
アムステルダム、パリ、ルクセンブルク、チューリッヒ、ミラノ、
ワルシャワ、モスクワ、バーレーン、ダブリン

ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコンLTD.
　本支店・事務所：香港、上海
ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポールLTD.
ノムラ・アセット・マネジメント・マレーシアSdn. Bhd.
ノムラ・イスラミック・アセット・マネジメントSdn. Bhd.
ノムラ・アセット・マネジメント・オーストラリアPty LTD.

ノムラ・アジア・ホールディング N.V.
ノムラ・インターナショナル（ホンコン） LIMITED
　本支店・事務所：香港、台北、ハノイ
ノムラ・シンガポールLIMITED
その他の関連会社所在地
シンガポール、クアラルンプール、シドニー、
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野村インベスター・リレーションズ
株式会社
野村ビジネスサービス株式会社

株式会社野村資本市場研究所
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野村年金サポート＆サービス株式会社
野村リサーチ・アンド・アドバイザリー
株式会社
株式会社野村総合研究所※
株式会社ジャフコ※

※ 持分法適用関連会社
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野村グループの日本の主要子会社である野村證券株式会社は、金融商品取引

法第51条に基づき、2012年8月に金融庁より業務改善命令を受けました。この業

務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省するとともに、ステークホルダーの皆様に

対して多大なご迷惑をおかけしたことを改めて心よりお詫び申し上げます。現在、

野村グループ全体で内部管理体制のより一層の充実・強化に取り組んでおり、役

職員への研修の実施や改善策の着実な履行により再発防止を図っております。ま

た、野村證券では代表執行役社長が直轄し、内部管理統括責任者ならびに関係役

員および部長などで構成する「改善実施委員会」においてモニタリングを行ってい

くことといたしました。

CEOメッセージ

すべてはお客様のために 〜 Fit for the Future 〜 

信頼の回復に向けて

代表執行役 グループCEO

永井 浩二
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私たちは、信頼回復に向けて取り組むに際して、経済の成長と社会の持続的な

発展に貢献するという証券業としての社会的使命を実践していきたいと考えてい

ます。今後は、公共財としての資本市場に携わるリーディングカンパニーとしての

社会的責務の重さを再認識し、組織や体制、人事制度などの見直しも含め、すべて

の役職員の意識改革を促し、野村グループを根底からつくりかえていきたいと考

えています。

現在、世界経済は多くの課題に直面し、大きなパラダイムシフトが起こっていま

す。私たちが、お客様から必要とされ、社会から信頼される会社となるためには、ま

すます多様化し、高度化するお客様のニーズや社会の変化を敏感に察知し、柔軟

に対応していくことが必要です。今、私たちに期待されていることは、社会の変化

や顧客のニーズに合わせて、私たち自身が変化していくこと、「Fit for the 

Future」という姿勢です。「すべてはお客様のために」。私たちは、この合言葉を胸

に、付加価値の高い金融サービスを提供していきます。

つねに変化するお客様のニーズに対応するために、「アジアに立脚したグローバ

ル金融サービスグループ」を目指すという旗は降ろしません。しかし欧州経済の動

向や金融規制強化などのマーケット環境を冷静に分析したうえで、野村グループ

の強みが発揮できるところに経営資源を集中していきます。特に今後、世界経済

を牽引すると考えられているアジア経済圏の確実な成長に向けて、アジアに位置

する当社が果たすべき役割は大きいと考えています。そこで、長期的な成長が見

込まれるアジアをマザーマーケットと位置づけ、アジアを軸にグローバル展開する

ビジネスモデルを一層推し進めていきます。

お客様と社会の変化するニーズに対応する

アジアに立脚したグローバル金融サービスグループを目指して

野村グループを根底からつくりかえていきます
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このビジネスモデルを実行することにより、中期的な経営目標として、2016年3

月期にEPS50円を目指します。これは税引き前当期純利益に換算すると2,500億

円程度の水準となり、部門別では、ホールセール部門で1,250億円、営業部門で

1,000億円、アセット・マネジメント部門で250億円を想定しています。ホールセー

ル部門では、グローバル・プラットフォームを活かし、アジアと欧州・米州をつなぐク

ロスボーダーのビジネスに注力していきます。営業部門ではお客様の声に耳を傾

けることを最優先と考えてコンサルティング営業を推進し、アセット・マネジメント

部門では、多様な運用機会を提供することによって、特色あるアジアの運用会社と

して地位を確立していきます。これらの施策により両部門とも、安定的収益基盤と

してさらなる強化を図ります。

野村グループは、今年度から財務報告を中心とするアニュアルレポートとCSR

（企業の社会的責任）やESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みをお伝えする

Citizenshipレポートを統合し、「NOMURAレポート」として発行することにしまし

た。これは、当社を取り巻く環境が大きく変化するなか、次なる飛躍に向け、私たち

が目指す方向を多くの皆様と共有していきたいという考えからです。また、事業活

動とCSR活動の一体化を促進させるために、今回の経営刷新を機に、グループ

CEOの私がCSR委員会の委員長を担当する体制といたしました。本業を通じて、

またさまざまな企業活動を通じて、「For Future Generations（次世代のため

に）」をテーマに、社会の持続的な発展に貢献していきます。

「すべてはお客様のために」、野村グループはこれまで以上にお客様をはじめと

するさまざまなステークホルダーの声に耳を傾けながら、社会から必要とされ、と

もに生きる企業として生まれ変わります。

社会の変化に応え、NOMURAレポートを発刊

CEOメッセージ

代表執行役 グループCEO

永井 浩二
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高い経済成長率が今後も見込まれ、潤沢な資金を有するアジアに位置する地の

利をもつことは「アジアに立脚したグローバル金融サービスグループ」を目指す当

社の競争優位性だと言えます。野村グループは、日本において営業、アセット・マネ

ジメント、ホールセール部門それぞれで強固な顧客基盤を有しており、米国、欧州、

アジアでは地域ごとの戦略に沿ってグローバル・プラットフォームを構築してきま

した。これらを活用し、それぞれの地域内でのビジネスはもとより、日本を含むアジ

アと欧州・米国を結ぶクロスボーダー・ビジネスなど、お客様の多様なニーズに対

して地域・部門を超えた連携を通じ、最先端のソリューションを提供しています。

今後も欧州債務危機を発端とした世界経済の低迷や金融規制の強化など、厳し

い収益環境が続くものと思われます。このような環境下、ホールセール部門の収益

性を改善することは喫緊の課題です。

そのため日本を含むアジアをマザーマーケットと位置づけ、アジアを軸にグ

ローバル展開するビジネスモデルへと移行させます。各地域のビジネスでは、地

域・部門間のシナジー効果が見込まれる、あるいは単独での収益性が高い分野に

注力していきます。同時に、市場環境の回復に頼ることなく黒字を計上できる水準

まで損益分岐点を下げていきます。

野村グループはいち早くアジアへ進出し、長年にわたってお客様との信頼関係

を構築してきました。日本での顧客基盤とアジアで培ったお客様との信頼関係を

ベースに、欧州・米国と連携してグローバルにビジネス展開することでホールセー

ル部門の収益拡大を図ります。

アジアを中心に世界中の投資家、事業会社、金融機関といったお客様から頼り

にされる金融サービスグループとしてさらなるプレゼンスの向上を目指していき

ます。

COOメッセージ

アジアに立脚する野村グループの強み

ホールセール部門の収益性向上に向けて

代表執行役 グループCOO

吉川 淳
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Chapter Ⅰ

Business for Sustainability
本業を通じた社会への貢献
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ステークホルダーとの対話
地域経済の活性化に向けた新しいビジネスモデルの創出

現在の農業の課題は、農業をビジネスとして考える人が不足し
ていることです。農業を「食材製造業」と定義すれば、そこに経営
的な視点が生まれ、地域で展開する農業が雇用を生み出し、次世
代の地域産業として根付いていきます。日本の農業の強みは、消
費者ニーズを先読みした「尖んがった商品」を供給できる点にあ
ります。加えて、他業種のノウハウを活用し、生産から加工、流通
まで、一貫したサービスを構築できれば、国内需要への対応だけ
でなく、外貨を獲得し、国益に貢献できるビジネスにもなるはず
です。

野村グループには、幅広い産業との橋渡し役に加え、ワールド
ワイドな情報力や、産業の“血液”となる資金面での後押しを期待
しています。一方、食品産業はトレンドのサイクルが早いため、慎
重に戦略を練っていては賞味期限がすぐきてしまう。スピー
ディーに成功モデルを生み出すことに挑戦してもらいたいです。

農業を産業として持続させるには、経営的な視点をもって農業
に取り組もうとする人たち、いわば「持続的農業経営体」を増やす
ことが必要であり、私たち日本プロ農業総合支援機構は、その推
進に向けた活動を行っています。日本が他の産業分野で培ってき
た技術やノウハウには、農業に応用できるものが数多くあるはず
で、それらをおおいに利用すべきです。経営視点をもった企業や
各分野の技術やノウハウを農業界に呼び込むためには、広く日本
全体で農業に関心をもってもらうことが大切です。

野村グループには、金融ビジネスで培った幅広いネットワーク
と、生産者と提携してトマトを栽培することで蓄積した農業経営
のノウハウを活かして、農業とさまざまな産業とをつないでほし
いのです。このような野村グループのユニークな経営資源が、新
しい農業ビジネスの確立と、産業化のスピードアップに貢献して
くれると期待しています。

農業は、地域に根ざした産業であり、その活性化を促すことは、地域経済を底上げし、資金需要を生むだけで
なく、少子高齢化、地域格差、食糧問題、環境問題などの社会的課題へのソリューションになりえます。現在の農
業は、課題が多いからこそ地域経済の活性化につながる機会も多様だと思います。

地域活性化や農業の海外展開は野村にとっても大きなビジネスチャンスであり、本業で培った金融ノウハウ
や国内外のネットワーク力、さらには農業経験で得たノウハウを活かして、農業の産業化とスピード化に貢献し
ていきたいと思っています。

「食材製造業」に育てるために、
よりスピーディーな挑戦を。

農業経験を経営資源にして、
農業ビジネスの産業化に貢献を。

ステークホルダーからのご意見

農事組合法人和郷園
代表理事

ご意見を受けて

地域活性化は野村のビジネスチャンスと捉え、農業の産業化をサポートしていきます。

野村アグリプランニング＆
アドバイザリー 
取締役社長
西澤 隆

野村アグリプランニング＆アドバイザリーは、野村グループ全国178の本支店の
ネットワークから得られる各地域独自の情報と、グループ内で培ってきた金融ノウ
ハウを活用して、農業の産業化をサポートしています。また、その子会社である野村
ファームでは、千葉県において地元の和郷園と協働し、トマト栽培を通じて農業経営
のノウハウ蓄積にも取り組んでいます。

木内 博一

NPO法人日本プロ農業総合支援機構
理事長（元農林水産事務次官）

髙木 勇樹

次世代農業ビジネスの確立　Case 1

NOMURAレポート 2012 ��

Business for
Sustainability

Responsible
Business Citizenship



三重大学の「地域戦略センター」は、地域経済が直面する課題
解決に本格的に取り組むために生まれた地域シンクタンクです。
当学は地域企業との共同研究数について国内トップクラスです
が、まだまだ十分ではありませんでした。そこで、大学が蓄積して
きた「知」を活かすとともに、地域の住民、企業と行政・国を結ぶ
コーディネーターの役割も担っていこうと決断し、多様なネット
ワークをもつ野村グループにも参画してもらいました。

すでに県南部では地域活性化を目的としたかんきつ類の事業
化プロジェクトなどが進んでいます。これらは従来なら、県が行う
事業だったところをセンターが受託したものであり、産学連携に
よる地域活性化のモデルとして日本の先頭を行く取り組みです。
今後、野村グループとの連携を通じて日本全体、そして世界の流
れを知ることで、地域の連携は一段と進むものと期待しています。

三重県は、これまでも地域おこしに注力し、多くの産業を誘致
してきましたが、これからはその産業をいかに強くし、雇用を生み
出せるようにしていくかが課題です。三重県の経済を支えている
のは、素材を加工して最終メーカーに提供する「川中」産業です。
その顧客が海外に進出している今、世界市場から日本、三重県を
見て、世界の需要を取り込むという視点が必要です。そのため、
県庁に「営業本部」をつくり、県内のものづくりを再び輸出産業に
育てるための取り組みを行っています。

三重県では「県民力ビジョン」のなかで“協創”を一つの柱に掲
げています。これは、自前主義を脱し、民間企業や地域がそれぞ
れの得意な機能を発揮して地域の活性化を実現するということ
です。野村グループには、県内企業が海外に展開するための拠点
づくりや資金調達など、グローバルな視点をもったプロとしての
サポートを期待しています。

三重県では、大学に対しては「地域戦略センター」での連携を通じて、行政に対しては県内企業のASEAN展
開を支援するなど、地域経済の活性化に向けてさまざまなサポートを行っています。私たちは、社会貢献として
地域の取り組みを支援し、経済活動を活性化させることが、自らの本業の成長につながると考えています。それ
には時間がかかりますが、長期的には当社の競争力を高めることにつながるはずです。

全国178の本支店ではつねに地域のお客様のニーズを聞き、そこから得られる情報とグループのグローバ
ルなネットワークを組み合わせ、地域の課題にソリューションを提供しています。

地域経済を活性化させる
地域シンクタンクへ。

“協創”で三重の経済を活性化させ、
雇用を増やしていきたい。

ステークホルダーからのご意見

国立大学法人 三重大学 学長 

ご意見を受けて

本業と直結した取り組みを通じて、地域産業の活性化に貢献します。

野村證券 
津支店 支店長
新里 正道

野村證券は、地元の地域銀行などと共同で三重大学の「地域戦略センター」に参画
し、地域経済の活性化を支援しています。同センターは、大学の知的財産と民間の
ネットワークを活かし、地域課題の解決に取り組むシンクタンクです。加えて、三重
県企業のASEAN展開の支援も始めました。今後もグループのさまざまな機能を活
用し、三重県の地域活性化を幅広い側面からサポートしていきます。

内田 淳正 
三重県 雇用経済部 部長

山川 進 

三重県における地域経済活性化支援Case 2

ステークホルダーとの対話
地域経済の活性化に向けた新しいビジネスモデルの創出
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福島大学は地元の大学として、県や市町村、NPOなどと連携し
ながら、長期にわたる復興を組織的に推進するため、2011年4月
に「うつくしまふくしま未来支援センター」を立ち上げました。被
災から一年を経て、本当の意味での復興に向けた取り組みを進
めていくには、大学がもつ情報や知財だけでは不十分であり、野
村グループのもつ情報や、その幅広いネットワークを活用したい
と考え、協定締結に至りました。

野村グループの魅力はネットワークの多様性にあり、復興に向
けたエネルギーの利用手法だけでも、小水力発電、省エネ化関
係、スマートグリッドなどがあります。加えて、これから風評被害を
はじめとして被災地に関する意識調査を共同で行いますが、互い
の強みや視点をうまくミックスすることで、復興へ向けた基盤と
なる成果を出していきたいと考えています。

震災後、県内の人口減少は従来以上に大きな問題となりまし
た。そのため、県をあげて、雇用と医療に重点的に取り組んでいま
す。阪神大震災の例のとおり、復興特需などというものは長くは
続きません。そのため、しっかりと民間企業が根付き、雇用を生み
出す仕組みを考え、将来を担う若い世代が安心して住める環境を
整えなければなりません。福島の復興は、私たち行政だけでなく、
民間や企業、NPO、住民の方々が一緒になって取り組まなければ
実現できません。

野村グループは実に多様なツールをもっていて、行政や地元の
不足を補ってくれます。そうしたツールを借りて、福島大学が復興
に役立つ力をつけ、各市町村をより効果的に支援できるようになる
ことを期待しています。また、民間企業の視点から、行政がなすべ
きこと、足りないことについては厳しく指摘してほしいと思います。

日本全国に178の本支店ネットワークをもつ当社は、まさに地域経済とともに生きている会社であり、地域経
済の発展がなければ、会社の発展もありません。そのため、地域経済の発展に今まで以上に積極的にコミットす
べく、全国各地の大学や地方自治体とともに地域活性化の取り組みを行っています。

東日本大震災からの復興に取り組む福島県内にも3店舗をもつ当社は、これまでも福島大学や福島県に対し
て情報提供や意見交換などを行ってきました。今回の協定締結を機に、福島大学が取り組む復興支援活動を、
当社のネットワークなどを駆使してサポートさせていただくことで、福島の一日も早い復興を果たすとともに、
一緒に新しい未来をつくっていきたいと考えています。

大学の知見と
野村の多様なネットワークを
ミックスしていきたい。

民間企業ならではの指摘や
アドバイスに期待します。

ステークホルダーからのご意見

国立大学法人 福島大学 学長

ご意見を受けて

地域経済とともに生きる企業として、福島の復興に貢献し、ともに新しい未来をつくっていきたい。

野村證券 法人企画部 
部長
大森 勝

野村證券は、地震や津波に加え、福島第一原子力発電所の事故によって深刻かつ多
大な影響を受けている福島において、復興に向けた取り組みを懸命に続けている
福島大学との間に、震災復興支援に関する連携協定を2012年4月に締結しました。
この連携協定を通じて、福島大学のみならず、広く福島県の復興にお役に立ちたい
と考えています。

入戸野 修
福島県 企画調整部長

野崎 洋一

東日本大震災被災地の復興支援Case 3
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営業部門では全国178の本支店（2012年3月末現在）をはじめ、コールセンターやインターネットの

サービスを通じて、個人や法人のお客様にさまざまな金融サービスを提供しています。

本支店では、お客様のニーズにきめ細かく対応するために、コンサルティングを中心とした営業を

行っています。

また、コールセンターやインターネットを通じて、お客様のさまざまなニーズに応えるためにクオリ

ティの高い投資情報の提供やさまざまな金融商品の取引、各種サービスの拡充を図っています。

アセット・マネジメント部門では、中核となる野村アセットマネジメントを中心にグローバルに資産運

用ビジネスを展開しており、国内外の個人投資家および機関投資家から約25兆円（2012年3月末現

在）の運用資産をお預かりしています。

投資信託ビジネスでは、野村證券を含む証券会社や銀行、ゆうちょ銀行・郵便局などの幅広いチャネ

ルを通じて、多様なニーズに応える充実した商品ラインナップを提供しています。

投資顧問ビジネスでは、国内外の年金基金や政府系機関・中央銀行、銀行や保険会社などの金融機

関など、幅広い機関投資家に対して質の高い運用サービスを提供しています。

ホールセール部門は、フィクスト・インカム、エクイティ、インベストメント・バンキングで構成され、国内外

の事業会社、政府機関、金融機関などの幅広いお客様を対象に、さまざまなサービスを提供しています。

フィクスト・インカム、エクイティは、主に国内外の機関投資家を対象に、リサーチの提供や、各種プロ

ダクトの組成・販売・トレーディングなどをグローバルに展開しています。インベストメント・バンキング

は、国内外の幅広いお客様を対象に、債券や株式などの引受をはじめ、リスク・ソリューションの提案や

M&Aなどのアドバイザリーといった、投資銀行としてのサービスを提供しています。

注記：ホールセール部門の業績は、2012年4月の組織改正にともなう組み替えを反映しておりません。

ビジネス概要

営業部門

アセット・マネジメント部門

ホールセール部門

p.17

p.21

p.25
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収益合計（金融費用控除後）
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3,503億円
前期比10.7%減少

2,871億円
前期比1.4%減少

631億円
前期比37.6%減少

658億円
前期比1.1%減少

453億円
前期比2.6%減少

205億円
前期比2.5%増加

5,559億円
前期比11.8%減少

5,935億円
前期比4.9%減少

-376億円

2012年3月期

収益合計（金融費用控除後）
2012年3月期 2012年3月期 2012年3月期

収益合計（金融費用控除後）
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営業部門では、全国178の本支店（2012年3月末現在）をはじめ、2011年10月からサービスを開始した

「野村ネット＆コール」などを通じて、多様化、高度化するお客様のニーズにお応えするために、質の高い投

資情報を提供するとともに、多様な金融商品の取引、各種サービスの拡充に取り組んでいます。

コンサルティング営業のさらなる強化を図り、お客様のニーズに沿った質の高い商品・サービスを提供

していくことで、野村グループが、お客様から信頼されるパートナーであり続けることができるよう努め

ていきます。

東日本大震災から1年半以上が経過しましたが、

国内においては財政問題、少子高齢化問題など、

震災前から直面してきた深刻な構造問題も含めて

多くの課題を抱えています。また、長引く欧州債務

危機や地政学リスクなど世界情勢も混迷を深めて

おり、お客様を取り巻く環境の先行きは不透明感

を増しています。

社会を構成する要因が複雑化し不確実性を増す

なか、マーケット環境も今後の見通しを立てること

が困難になってきており、お客様は来たるべきリス

クに備えて大切な資産を守り、次世代に残すため、

いかにして将来に向けた資産設計をすればよいの

か悩まれています。

一方で、情報端末の進化や、日常化したグローバ

ルなコミュニケーション・ネットワークの発達により、

個々人の情報格差は縮小し、誰もがマーケットと密

なコミュニケーションを取れるようになったことで、

お客様の価値観は加速度的に変化しています。

このような環境下では、金融資産に対するお客

様のニーズも多様化、高度化し、金融機関には、お

客様一人ひとりに応じたより高度なサービスが求

められるようになっています。

とりわけ日本では、個人金融資産の半分以上を

預貯金が占める状況が続いています。経済に適切

な資金循環を促す直接金融の担い手として、金融

機関が果たすべき役割はますます重要になってお

り、金融サービスを通じて、経済、社会の発展に貢

献することが強く求められています。

営業部門では、全国の本支店、コールセンター、

インターネットを通じて、コンサルティング営業を

軸にした質の高い商品、サービスを提供すること

で、お客様から信頼され、選ばれ続ける良きパー

トナーとなることができるよう日々取り組んでい

ます。

非常に厳しい経済環境のもと、2012年3月期の

営業部門の業績は、収益が3,503億円、費用が

2,871億円、税引前当期純利益が631億円という

市場環境

業績レビュー

営業部門

営業部門顧客資産残高の推移

その他

エクイティ

外国投信

公社債投信

株式投信

国内債券

外貨建債券

（兆円）

（3月期）
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2012年3月期の業績
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結果となり、通期で全社利益を牽引しました。

2012年3月末時点の残あり口座数は498.5万

口座と、前年度比で約4.9万口座増加し、通期での

資産純増は2兆4,000億円に達するなど、顧客基盤

が安定的に拡大しています。

2012年3月末の預り資産は前年度比で約1.4兆

円増加し、72.0兆円となりました。

営業部門では、お客様のニーズに合わせたさま

ざまなタイプの投資信託や多様な通貨建ての外国

債券の販売などにより、高水準の総募集買付額を

維持しています。

2013年3月期も厳しい事業環境が続くと想定さ

れますが、営業部門ではお客様の信頼の証である

預り資産を拡大させながら、徹底したコンサルティ

ング営業を推進することで収益拡大を図ります。そ

して、6つの基本戦略（チャネル、マーケティング、店

舗・エリア、人材育成、商品サービス、IT）を軸に、さら

なる飛躍を目指して各施策に取り組んでいきます。

個人、法人を問わず、お客様のさまざまなご相談

やご要望に対面で応えるために、全国の本支店に

高い専門性を備えた担当窓口を設置しています。

お客様との接点を拡大するために、2012年3月期

は、鳥取、今治、庄内、上大岡の4店舗を出店しまし

た。2011年10月にスタートした野村ネット＆コー

ルではインターネットやコールセンターを通じた非

対面サービスを展開しており、今後もより多くのお

客様のニーズにお応えできる体制構築に向けて

サービス拡充を図っていきます。また、持株会、確

定拠出年金など、当社のさまざまなサービスをご

利用いただいているお客様にも、利便性の高い

サービスを展開していきます。

このような体制整備の一方で、営業部門では、今

まで以上にお客様のさまざまなニーズに的確に応

え、質の高いサービスを提供することで、お客様の

満足度向上を図ることが何より大切であると考え

ています。人材育成においては、各部署のOJTや

研修に加え、本社による営業店サポートを強化する

ことで、コンサルティングの質の向上を図ります。

また、お客様のニーズに合わせた商品・サービスの

ラインナップ拡充や、ITの活用を通じた業務の効率

化、サービス改善にも注力していきます。

営業部門は、さらなる飛躍に向けて、本業を通じ

て、お客様、地域経済、社会に貢献できるように役

職員全員で努力していきます。

今後の取り組み

営業部門業績の推移 営業部門残あり口座数の推移

2008 2009 2010 2011 2012

（千口座）
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3,000

0

（3月期）

（10億円）

2008年
3月期

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

収益合計
（金融費用控除後） 402.0 291.9 388.3 392.4 350.3 

金融費用以外の費用 279.7 273.6 274.9 291.2 287.1 

税引前当期純利益 122.3   18.2 113.4 101.2   63.1 
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営業部門

営業部門では、お客様のニーズを満たすコンサ

ルティング営業を実現するために、多様なツールを

活用したサービスを提供しています。「資産設計

サービス」は、ヒアリングに基づき資産状況を把握・

分析し、お客様の人生設計に最適な運用計画を策

定するツールです。

また、「NOMURA i-port」は、法人のお客様の有

価証券ポートフォリオの各種情報（残高、損益、リス

クなど）を一元的に管理し、より高度なリスク管理を

実現するシステムです。営業部門では、こうした各

種サービス・ツールを通じて、お客様満足の向上に

努めています。

営業部門では、2010年度から、営業部門CEOを

はじめ部門役員を委員とする「CS（Customer 

Satisfaction＝お客様満足度）向上連絡会議」を月

に1回開催しています。連絡会議では、お客様相談

室やコンタクトセンター、ホームページなどに寄せ

られた苦情・ご意見・ご要望をもとに、課題を検討

し、商品やサービス内容の充実を図るとともに、シ

ステムやルールの改善に努めています。

詳しくは、野村證券ホームページ＞お問い合わ

せ・サポート＞お客様の声をサービス改善に、をご覧

ください。

お客様満足度を把握するために、2011年1月か

ら接客態度や商品説明のわかりやすさなどに関する

「お客様アンケート」を定期的に実施しています。ア

ンケートで集められたお客様の声をもとに、経営、本

社、支店が共有し、営業部門一丸となって改善策を

検討し、より良いサービスの提供に努めています。

ご高齢のお客様には、老後の生活資金の準備や

相続対策なども必要になります。当社では、お客様

のさまざまなニーズにお応えするために、定期的

なキャッシュフローを提供する年金保険やご相続

のお悩みに応える終身保険、比較的低リスクの投

資信託、個人向け復興国債など、商品ラインナップ

の強化に取り組んでいます。また、商品以外でも、

相続セミナーの開催や、大切なご家族の方へメッ

セージを贈る「マイライフノート」を作成・提供する

など、高齢化社会の多様なニーズに応えるサービ

スの充実を図っています。　

日本経済の原動力である地域経済を活性化する

ためには、地域の主体の一つである大学の知を最

お客様満足向上のために
コンサルティング営業を推進

お客様のニーズへの対応
／お客様からの評価

お客様満足度アンケート

満足
50.6%

不満足
15.9%

普通
30.9%

その他
2.6%

注記：ハガキにより2012年1月に実施

8.7%

自治体や地域の大学、地元企業との協働

事業を通じた
社会課題解決への貢献

CS向上委員会の取り組み

お客様アンケートの実施

高齢化社会の多様なニーズに対応した
商品をラインナップ

http://www.nomura.co.jp/support/voice/index.html
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大限に活かした産学官連携による取り組みが不可

欠です。野村證券は、産学官の橋渡し役として全国

各地の大学や地方自治体と連携し、地域の特性を

活かした地域経済の活性化をサポートしています。

例えば、三重県では、三重大学ならびに百五銀行と

協力し、地域のベンチャー企業の育成をはじめ自治

体や地域産業のさまざまな要請に応える地域シン

クタンクを三重大学内に組織しました。ほかにも、

宇都宮大学、福島大学と連携し、各地の経済活性化

や被災地の復興に向けて取り組んでいます。

2012年4月、野村證券は、東日本大震災からの

復興支援活動を推進する福島大学「うつくしまふく

しま未来支援センター」との包括的な連携協力協

定を締結しました。当社にとって、復興支援に関す

る国立大学法人との協定締結は初めてです。また、

その支援活動の一環として、「書面の電子交付契

約」を締結いただいたお客様1人につき100円を、

同センターに寄付する「紙削減プロジェクト」を実施

しました。結果、多数のお客様のご協力により、

8,063,400円を寄付することができました。当社

は、この協定をはじめ、今後も大学や地方自治体に

よる震災復興を､積極的に支援していきます。

　

産業化が立ち遅れている一方、食に関する社会

の関心が急速に高まるなか、アグリビジネスは、産

業化を通じて地域の活性化に直接つながる潜在力

をもつ分野です。野村グループでは、野村アグリプ

ランニング＆アドバイザリー（以下NAPA）を中心

に、全国178の本支店ネットワークの情報収集力と

金融ノウハウを活用し、地元に密着したアグリの産

業化に向けてサポートしています。また、NAPAで

は、地域振興を目的に、全国25の地域金融機関と

アグリビジネスに関する情報共有、事業推進など

の業務協力を行っています。NAPAの関連会社で

は、千葉県と北海道において、地元の農業主体と協

働して露地や施設での農産物生産に取り組み、蓄

積した生産技術や、農業経営のノウハウなどをお客

様へのアドバイスに活かしています。

日本の医療分野は、少子高齢化による市場の拡

大が見込まれる一方、経営体制の強化、財務改善

が社会的な課題となっています。当グループでは、

野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーを中心

に、医療・介護分野に関するコンサルティングやファ

イナンスにおけるソリューションの提供を通じて、

地域医療の安心・安全を担保し、地域の活性化や雇

用創出に貢献しています。

また、野村證券では、地域医療の整備に貢献する

ため、ヘリコプターを活用した救命救急医療を展

開するドクターヘリ拠点病院を支援しています。

2012年6月末までに11カ所のドクターヘリ拠点病

院に対して、各100万円を寄付しました。

電子交付による紙削減を通じて
約800万円を福島大学へ寄付

アグリビジネスを通じて地域活性化に貢献

医療分野の取り組みで地域医療の再生に貢献

全国の地域医療の現場で活躍するドクターヘリ

野村和郷ファームで初収
穫した高糖度トマト
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当期は、欧州債務危機や世界景気減速懸念による市況の低迷など、厳しい環境ではありましたが、アセッ

ト・マネジメント部門においては、アクティブ運用をはじめ、多様な運用商品での資金獲得と費用の抑制に

努めた結果、前期を上回る利益を計上しました。

アセット・マネジメント部門は、日本とアジアに高い競争力をもつワールドクラスの運用会社として、引き

続き、内外の個人投資家および機関投資家からの信頼獲得に努めます。

国内投資信託では、個人投資家からの資金の

流入はあったものの、欧州債務危機や世界景気

減速懸念などによる市況低迷の影響を受け、国

内の公募投資信託市場全体の残高は、2012年3

月末時点で約62兆円と前期末比で5%減少しま

した。

このような環境のなか、投資信託ビジネスでは、

投資対象資産の値下がりがあったものの、既存の

海外債券や日本株をはじめ幅広い投資資産のファ

ンドに資金が流入しました。さらに、当期に設定した

投資環境の変化に即した投資戦略で運用を行う

ファンドが運用資産拡大に寄与したほか、投資信託

にかかわる各種規制への対応を適切に図り、野村

アセットマネジメントの国内公募投資信託市場にお

けるシェア（純資産ベース）は2012年3月末で

22.1%となりました。

一方、投資顧問ビジネスでは、厳しい運用環境

のなかで、国・地域の特性や、運用目的の違いなど

に応じて存在する多様な資金運用ニーズに応える

ことで、国内外の年金基金や政府系機関など機関

投資家からの受託が順調に増加しました。

2012年3月末のアセット・マネジメント部門運用

資産残高は、アクティブ運用をはじめとした多様な

運用商品への資金流入により、24.6兆円となりま

した。

この結果、2012年3月期の当部門の収益合計（金

融費用控除後）は658億円（前期比1%減）、税引前当

期純利益は205億円（前期比2%増）となりました。

市場環境と2012年3月期の業績

業績レビュー

アセット・マネジメント部門

アセット・マネジメント部門運用資産残高 国内公募投信シェア

（兆円）
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注記：アセット・マネジメント部門に属する運用会社の合計
　　（重複資産調整後）

（3月期） ♯5
5.4%

♯4
6.9%

野村
アセットマネジメント

22.1%

♯2
14.7%
♯3

10.6%

♯6
4.1%

♯9
2.9%

♯8
3.0%

♯7
3.4%

その他
26.9%

（2012年3月末）

NOMURAレポート 2012��

Business for
Sustainability

Responsible
Business Citizenship



当部門では、日本、アジアはもとより、グローバ

ル市場での株式、債券運用において、競争力ある

運用パフォーマンスを提供することで、世界の投

資家の信頼を高め、ビジネスの拡大を図ります。

株式運用では、経験と実績で優位性をもつ日本

株・アジア株運用をさらに強化するほか、新興国に

関する運用・調査機能を拡充し、成長が期待される

エマージング株式運用に注力します。債券運用で

は、良好なトラックレコードを有するグローバル債

券、高い専門性を有する米国ノムラ・コーポレート・

リサーチ・アンド・アセット・マネジメントのハイ・

イールド債券、米国ノムラ・グローバル・アルファの

高アルファ型の運用、ノムラ・アセット・マネジメント・

ドイチェラントのインフレリンク債など、特長のあ

る債券運用プロダクトを提供していきます。

投資信託ビジネスでは、国内の投資信託市場に

おける地位をさらに強固なものとしていきます。

個人投資家の幅広い投資ニーズに応える多様な

投資機会を提供するとともに、既存商品の残高拡

大を図り、さらに投信規制に適切に対応すること

で、市場全体の発展に資するよう努めます。また、

確定拠出年金（DC）は、投資信託の裾野拡大につ

ながる重要な分野であり、今後とも運用商品の充

実と関連サービスの提供に努めるほか、加入者教

育の充実などの制度改善にも取り組みます。

投資顧問ビジネスでは、多様な顧客ニーズに的

確に対応した運用プロダクトの提供に努めます。

国内においては、厚生年金基金制度を取り巻く環

境が変化するなかで、受託者責任を全うしていき

ます。商品戦略では、ポートフォリオの総リスクを

抑制し、リターンを追求する年金顧客のニーズに

応えるため、絶対収益や高アルファを追求する商

品やRAFI®商品※の活用など、ポートフォリオ特性

の改善につながるソリューションを提供していきま

す。海外では、欧米を中心とした年金などの機関投

資家や、アジア・中東地域の政府系機関などに対

し、日本株、アジア株、グローバル債券など、競争力

の高いアクティブ運用の提供に努めます。

こうした収益の拡大に取り組むとともに、費用に

ついては引き続き適切な管理を行い、限られた人

員・リソースを効率的に活用して業務を推進してい

きます。

以上の取り組みにより、世界の投資家から高く

信頼される運用会社として安定的かつ持続的な成

長を成し遂げるとともに、野村グループの顧客基

盤を広げ、収益拡大に貢献していきます。

今後の取り組み

※  RAFI®商品：株価でなくファ
ンダメンタル指標をもとに銘
柄のウェイト付けを行うポー
トフォリオ構築手法を用いた
商品

アセット・マネジメント部門業績の推移 投資顧問契約資産残高

（3月期）2008 2009 2010 2011 2012

国内

海外

（兆円）
10

8

6

4

2

0

（10億円）

2008年
3月期

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

収益合計
（金融費用控除後） 81.1 51.9 62.1 66.5 65.8

金融費用以外の費用 50.0 47.8 46.8 46.5 45.3

税引前当期純利益 31.1   4.1 15.2 20.0 20.5

注記：（1） 2009年3月期第2四半期にアセット・マネジメント部門の確定拠出年金ビジネスをその他のビジネスに
統合したことにともない、アセット・マネジメント部門とその他の損益を過去に遡り組み替えています。

 （2） 2011年4月より、アセット・マネジメント部門のノムラ・バンク・ルクセンブルグS.A.をその他のビジネス
に統合しました。これにともない、アセット・マネジメント部門の損益を過去に遡り組み替えています。
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モーニングスター「Fund of the Year 2011」

「Lipper Fund Awards Japan 2012」　最優秀ファンド賞

「R&Iファンド大賞2012」

最優秀ファンド賞
優秀ファンド賞

評価期間

最優秀賞
最優秀ファンド賞
優秀ファンド賞

投資信託/外国債券総合
「J-REITオープン」（国内REIT型）など2本
「グローバルREITオープン」（外国REIT型）など2本

「米国好利回り社債投信Aコース」など3本
「高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）」など5本
「レインボーファンド（地球環境ファンド）」など2本

バランス型部門「野村世界6資産分散投信（安定コース）」
国内株式型部門「ストラテジック・バリュー・オープン」など3本

3年
5年
10年

2005年から年に1回、「投資信託に関する意識

調査」を実施しています。これは、すでに投資信託

を保有している方および投資信託の購入を検討さ

れている方を対象に、投資信託の保有実態や今後

の保有の意向、商品やサービスに対する満足度な

どを、アンケートやヒアリングによって調査するも

のです。調査結果は野村アセットマネジメントの

ホームページなどで公表するとともに、投資信託

保有の裾野拡大への取り組みに活かしています。

野村アセットマネジメントが運用する幅広い手

法の投資信託ファンドは、外部の投資信託評価機

関から高い評価を得ています。

「Lipper Fund Awards Japan 2012」では、

レインボーファンド（地球環境ファンド）など10本

のファンドが、中長期のパフォーマンス評価で最優

秀ファンド賞を受賞しました。このほか、モーニン

グスターの「Fund of the Year 2011」では4本

のファンドが受賞し、「R&Iファンド大賞2012」では

5部門で受賞を果たしています。

個人投資家の皆様や、証券会社、銀行、ゆうちょ

銀行・郵便局などで投資信託の販売にかかわる

方々からのお問い合わせには、専用のサポートダ

イヤル（フリーダイヤル）で対応しています。寄せ

られたご意見・ご要望は、関係部署で共有し、商品

開発やサービスの向上などに活用しています。

全国の野村證券の支店や証券会社、銀行、ゆう

ちょ銀行・郵便局などにおいて、投資信託の販売員

向け勉強会や、個人投資家の皆様を対象とするセ

ミナー・運用報告会などを、年間約8,000回開催し

ています。

こうした機会にわかりやすい資料を提供して、販

売員や個人投資家の皆様に投資信託の商品内容

やリスクなどへの理解を深めていただくとともに、

多様な投資ニーズの把握に努めています。

お客様のニーズへの対応
／お客様からの評価

http://www.nomura-am.co.jp/ishiki-chosa/

サポートダイヤルによる意見収集

販売会社向け勉強会・投資家向け
セミナーの開催

「投資信託に関する意識調査」を実施

運用ファンドが外部機関のアワードを受賞

野村アセットマネジメントが運用するファンドの主な受賞実績（2012年3月期）

アセット・マネジメント部門
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野村證券および野村アセットマネジメントは

2012年1月、「持続可能な社会の形成に向けた金

融行動原則（21世紀金融行動原則）」に署名しまし

た。本行動原則は、金融機関が持続可能な社会の

形成に必要な責任と役割を果たすための行動指

針として策定されたものです。

また、野村アセットマネジメントは、「国連責任投

資原則（国連PRI）」の署名機関となっており、最高

運用責任者（CIO）を委員長として、運用調査部

門、クライアント・サービス部門、本社部門の責任

者などにより構成されるESG委員会を設けていま

す。ESG（環境・社会・ガバナンス）課題をはじめとす

るさまざまな社会的責任に対して、企業がつねに

適切な行動を取ることが、長期的な企業価値の向

上につながると考えており、こうした観点を含めて

株主利益を尊重した企業経営を投資先企業に促し

ています。

野村アセットマネジメントでは、東日本大震災の

被災地の復興支援を目的の一つとした投資信託

「東日本復興支援債券ファンド1105」を2011年5

月に設定し、運用を行っています。

当ファンドは、年2回の決算ごとに、それまでに受

け取った信託報酬の一部（ファンドの日々の純資産

総額に対し年率0.2%程度）を、東日本大震災から

の復興支援の目的で寄付します。第1期決算では、

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県およ

び仙台市へ、第2期決算では、上記に加え、震災孤

児などの生活や学業への支援を目的とする基金な

どへ寄付を行いました。

当ファンドは、「2011年日経優秀製品・サービス

賞 東日本大震災対応特別賞」を受賞しました。震

災後迅速に組成した企画・開発力や、東日本大震災

からの復興に寄与する債券に投資するというファン

ドのコンセプト、信託報酬の一部から継続的に寄付

を行うスキームなどが、総合的に評価された結果

の受賞となりました。

なお、寄付は、運用期間である5年間で合計10

回にわたり、継続的に行っていきます。

持続可能な社会の実現に向けた
社会との約束

東日本復興支援債券ファンドが
「2011年日経優秀製品・サービス賞」を受賞事業を通じた

社会課題解決への貢献

野村アセットマネジメントが運用する
持続可能性に貢献する金融商品の例

東日本復興支援債券ファンドの寄付の状況

レインボーファンド
（地球環境ファンド）

　
野村グローバルSRI100
（愛称：野村世界社会的責任投資）

　
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）　
（愛称：グローバルアシスト）

　
野村日本スマートシティ株投資　
（愛称：にっぽんの未来）

決算期 寄付先 金額

第1期
（2011年11月）

青森県、岩手県、宮城県、
福島県、茨城県、仙台市

合計
4,500

万円

第2期
（2012年5月）

（上記に加えて）いわての
学び希望基金、東日本大
震災みやぎこども育英募
金、東日本大震災ふくし
まこども寄附金

合計
4,900

万円
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ホールセール部門

ホールセール部門では、幅広いお客様に対して、資本調達のサポートやM&Aなどのアドバイザリー、さま

ざまな金融商品の組成・販売・トレーディング、リサーチ・レポートなどを提供しています。

ホールセール部門のミッションは、グローバルに展開する強固な事業基盤と日本での圧倒的なプレゼンス

を活かし、「アジアに立脚したグローバル投資銀行」となることです。

お客様中心主義に基づいて、野村グループが付加価値を提供できるマーケットやプロダクトに注力し、そ

れぞれの領域でグローバルな優位性を発揮して安定的に利益をあげることを目指します。また、当グルー

プのもつ全機能を集結し、知的資本を活かした革新的なサービスを提供していきます。

当期の金融費用控除後の収益合計は5,559億

円、前年比12％の減収となりました。また税引前当

期純利益（損失）は、前期の67億円の利益に対し、

当期は厳しい経営環境を反映して376億円の損失

となりました。

厳しい市場環境でしたが、ビジネス・モメンタム

は堅調です。フィクスト・インカム、エクイティともに

お客様の認知度がさらに高まり、インベストメント・

バンキングでは、多くの大型案件を獲得しました。

米州の収益拡大への取り組みも着実に成果をあ

げ、第４四半期は黒字に転じました。

市場環境の変化に迅速に対応するため、当社は

ホールセール部門において10億ドル超のコスト削

減を発表しました。これにより、損益分岐点の大幅な

引き下げを図っていきます。当期末におけるコスト

削減の進捗率は81%に達した一方で、収益に与える

影響は限定的でした。このほかにも組織をフラット化

し、さまざまな分野で優秀な人材を登用しました。

不透明なマクロ経済環境が続くなか、投資銀行

業界では今年も厳しい市場環境が予想されます

が、債券・株式の電子取引や付加価値の高いリス

ク・ソリューションの提案など、当社にとって成長を

期待できる分野もあります。この新たなビジネス・

チャンスを活かし、収益の拡大を目指します。

今後、ホールセール部門は、ローカル市場のビジ

ネス拡大を含め、グローバルな事業基盤をさらに

強化します。また、技術革新と知的資本を駆使した

ビジネスなど、競争力を発揮できる分野に集中的

に投資します。当社の小回りの利く規模を強みに、

マーケットでのプレゼンスを向上し、安定的に利益

をあげていくことを目指します。

市場環境と2012年3月期の業績

業績レビュー

今後に向けて

ホールセール部門業績の推移
（10億円）

2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期

収益合計（金融費用控除後） 243.5 （163.6） 789.5 630.5 555.9

金融費用以外の費用 393.6 553.7 614.3 623.8 593.5

税引前当期純利益（損失） （150.1） （717.3） 175.2 　 6.7   （37.6）

注記：ホールセール部門の業績は、2012年4月の組織改正にともなう組み替えを反映しておりません。
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フィクスト・インカム

2012年3月期は、前期に引き続き、厳しい市場

環境となりました。欧州債務危機の影響などによ

り、ボラティリティが上昇する一方で流動性は低下

し、投資家の活動が減少しました。商品別では、クレ

ジットや証券化商品が苦戦しましたが、金利・為替

関連は、顧客フローが増加した為替ビジネスが金

利ビジネスの減速を一部補完しました。また、資金

調達市場の変化や各種規制強化の流れに対応し

て、ストラクチャード商品やソリューション・ビジネス

の需要が高まりました。

このような環境下、フィクスト・インカムは堅調に

推移し、前期を上回る業績を達成しました。市場全

体で収益機会が減少し、競争が激化するなかでも、

当社のマーケット・シェアは拡大し、収益は前年比

4%の増収となりました。この背景には、顧客フロー

の取り込みとリスク管理の徹底により、フロー・プロ

ダクト・ビジネスが伸長したこと、また、ストラク

チャード・プロダクト・ビジネスでも、先進的な商品

提言力を活かして旺盛な顧客需要を取り込んだこ

とがあります。

リサーチ部門では、『日経ヴェリタス』の調査で首

位を維持したほか、海外各地域でも評価が上昇し

ています。アジアでは、『ファイナンス・アジア』誌の

フィクスト・インカム・ランキングで2位を獲得、欧州

では『インスティテューショナル・インベスター』誌

の直近のリサーチ調査で5位、また米州でも7位を

獲得しました。

低金利、マクロ経済の不確実性、規制強化の流

れなど、フィクスト・インカムは、今後も厳しい市場

環境が続くと想定しています。その一方で、集中決

済システムや電子取引の重要性がさらに高まると

見ています。

当社は、こうした環境に対応できる機動的なビジ

ネス基盤を保持しており、それが当社の強みの一

つでもあります。急速に変化する市場環境のなか

で勝ち抜き、成長し続けるために、今後もビジネス・

ポートフォリオの適正化に努めていきます。まず

は、当社の中核事業である対顧客ビジネスとその

ための事業基盤をさらに強化するなど、競争優位

性の高い分野に経営資源を投入していきます。さ

らに、規制環境の変化にも対応すべく、ビジネス・

ポートフォリオを絶えず見直していきます。

また、地理的な強みを活かし、アジアと世界の資

金やプロダクトなどをつなぐパイプ役として、アジ

ア市場へのフロー、アジア市場からのフローを担う

中心的な役割を果たしていきます。

市場環境と2012年3月期の業績 今後の取り組み
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2012年3月期は、投資家の活動が世界的に停滞

しました。主要取引所の指数が低迷し、出来高も伸

び悩むなど、特に第2四半期を中心に厳しい一年と

なりました。プロダクト別では、市場出来高の減少に

ともない、エグゼキューション・サービス(執行に関連

するサービス)の手数料収入が減少しました。デリバ

ティブ・ビジネスでは、一部プロダクトで苦戦したも

のの、国内における先進的なプロダクトや国内外の

事業会社向けのソリューション提供などが収益に貢

献し、全体としては底堅く推移しました。2012年3月

期の四半期ごとの収益は、最も厳しかった第2四半

期から、第3、第4四半期と回復しましたが、通期では

前年比20%の減収でした。

当社は世界の主要市場における流動性供給の

担い手として、東京証券取引所およびロンドン証券

取引所において売買代金シェア1位を堅持しました

（ロンドンでは委託取引で1位）。欧州市場は不透明

な情勢が続いていますが、米州ビジネスの拡大や

アジアでのプレゼンス向上が収益の多様化に貢献

しています。当社は注力する市場やプロダクトを選

別し、付加価値の高いサービスをグローバルにお

客様に提供します。

予断を許さない市場環境ではありますが、今後、

グローバル経済が落ち着きを取り戻すとともに、投

資家の心理や活動は徐々に回復していくと想定し

ています。そうした市場の回復局面では、当社の執

行能力を活かし、お客様に対してさらなる流動性を

提供していきます。また、グローバル金融業界の構

造変化は、当社にとって、業界最先端の執行プラッ

トフォームとサービスを活かしてお客様のニーズ

に応えていく、最良のビジネス・チャンスになり得る

と考えています。

デリバティブ・ビジネスは、規制強化の流れもあ

り、厳しい環境が続くと予想されます。そのような環

境下、当社はグローバルな事業基盤の強化により、

さまざまなアセットクラスでお客様の個々のニーズ

に沿った、より新しいソリューションを提供し、お客

様への認知度を向上させていきます。

ホールセール部門

エクイティ

市場環境と2012年3月期の業績

今後の取り組み
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欧州債務危機や日本の震災などを背景に、グロー

バルに資金調達やM&Aが停滞する厳しい環境と

なりましたが、インベストメント・バンキングは引き

続きグローバルにビジネスを拡大し、2012年3月

期の収益（グロス）は1,417億円となりました。グ

ローバルに資本規制が強化され、欧州をはじめとす

る金融機関が資本増強の動きを進めるなか、顧客

ニーズに合わせた資金調達や金利・為替関連取引

などの非伝統的な投資銀行ビジネスも拡充させ、

グローバルに収益源の多様化に取り組みました。

日本では、株式発行額が前期と比べて大きく減

少する一方、海外に成長機会を求める企業による

クロスボーダーM&Aの増加が続きました。当社

は、アサヒグループホールディングスによるニュー

ジーランド酒類大手インディペンデント・リカー買

収や、東燃ゼネラル石油によるエクソンモービルの

日本子会社買収などのM&A案件でアドバイザーを

務めたほか、ネクソンのIPOなどの株式引受で主幹

事に任命されました。また、相対的に安定した国内

債券市場を背景に、国内外の発行体の数多くの債

券を引受けました。その結果、各プロダクトにおい

て高い市場シェアを維持しました。

欧州では、金融機関の資本増強ニーズなどに対

応し、スペイン・サバデル銀行のライツ・イシュー※1

やオランダ・ラボバンクの資本性証券※2などを引

受けたほか、スイス資源大手エクストラータと同グ

レンコアの統合などの大型M＆A案件でアドバイ

ザーに任命されました。また、M&Aにともなう資金

調達や為替・金利関連取引など多様なソリュー

ションを提供しました。

アジアでは、インド石油ガス公社の株式売出、タ

イ小売テスコ・ロータスの不動産ファンドのIPO、

ロッテ・ショッピングのCB※3などの株式案件に関与

したほか、日本を含む他地域とのクロスボーダー案

件でも重要な役割を担いました。

米州では、大手スポンサー※4のアポロ・グローバ

ル・マネジメントによるベルギー化学メーカーのタ

ミンコ買収にともなうLBOファイナンス※5やブラ

ジル事業会社の債券引受で主幹事を務めたほか、

さまざまな金融機関向け案件やソリューションの

供与を通じて、着実に収益を拡大しました。

当社が強みを発揮できる分野に経営資源を集約

し、収益の拡大および収益性の向上に取り組んでい

きます。具体的には、日本を含めたアジアにおける

強みをグローバルに活かしつつ、金融機関、資源/電

力会社、コンシューマー/リテール、スポンサーなど

のお客様を中心に、クロスボーダーM&Aやソリュー

ション・ビジネスなど付加価値の高い商品・サービス

を提供していきます。

◦日本では、伝統的なビジネスで高いマーケット・

シェアを維持するとともに、ソリューション・ビジ

ネスを新たな収益源の柱に育てていきます。

◦アジアでは、成長性が高い国・地域での事業に

注力するとともに、他地域との連携によるクロ

スボーダー・ビジネスを拡充させていきます。

◦欧州では、当社にとって収益機会が多く見込ま

れる国・地域への注力やソリューション・ビジネ

スの拡充を通じて、収益性の向上に取り組ん

でいきます。

◦さらに米州では、中長期的な視点で事業基盤

を着実に強化していきます。

市場環境と2012年3月期の業績

インベストメント・バンキング

※1 既存株主に対して、時価よ
りも低い価格で株式を購入
できる新株予約権を無償で
割り当てる増資手法

※2 負債と株式の中間的な性
格を有する証券で、格付上、
資本として組み入れること
が認められている

※3 新株予約権付社債

※4 ファイナンシャル・スポン
サー（REITおよびヘッジ
ファンドを除く投資ファンド
等）を意味する

※5 主に企業がM&Aを行う際
に、被買収企業の資産や
キャッシュ・フローに依拠し
て提供するファイナンス

今後の取り組み
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ど、グローバルな取引執行体制を整えています。

さらに、高度なアルゴリズムを用いた注文執行シ

ステムや、取引所への高度な発注システムなど、お

客様の注文を最適な形で執行する最新技術の開

発も継続して行っています。

こうした取り組みの結果、東京やロンドンなどの

主要取引所で流動性供給の担い手として高いマー

ケット・シェアを獲得しています。

事業を取り巻く経営環境が複雑化するなか、お客

様が抱える悩みやニーズも一層多様化・高度化して

います。インベストメント・バンキングでは、グロー

バルな顧客カバレッジおよびプロダクト体制のも

と、事業法人や金融法人などのお客様の多様な

ニーズに応えて、資金調達やM&Aをはじめとする

さまざまなソリューションを提供しています。

金融機関に対する資本規制が世界的に強化され

るなか、欧州を中心とした多くの金融機関は、資本

増強あるいは資産売却などを模索しています。こ

のような環境のもと、インベストメント・バンキング

では、お客様の自己資本比率の向上に寄与するラ

イツ・イシュー、CB、資本性証券などの発行を支援

しています。

フィクスト・インカムでは、機関投資家から個人ま

で、グローバルに存在する幅広いお客様の多彩な

ニーズにお応えするため、サービスの向上に日々

取り組んでいます。世界16カ国でプライマリー・

ディーラーとしての地位を取得し、国債をはじめと

するさまざまな種類の債券を円滑に取引できる体

制を整え、市場におけるプレゼンスの拡大と流動

性の供給に努めています。また、取引対象通貨を拡

大・分散することで、より多くのクロスボーダーな

取引機会を提供しています。さらに、個々のお客様

特有のニーズに対応するため、デリバティブなどの

金融技術を応用したオーダーメイドのソリューショ

ンを提供するビジネスも展開しています。

こうした取り組みを継続的かつグローバルに実

践していることが評価され、サービス品質に関する

お客様への調査においても、世界各地域でランキ

ングを上昇させています。

エクイティでは、投資信託や年金資産の運用を

受託する機関投資家をはじめ、世界中のお客様の

ニーズに応えて、リサーチ情報や投資運用にかか

わる高度なソリューション、最先端のテクノロジー

を使った執行をグローバルに提供しています。

デリバティブも用いたソリューションの提供や、

株式の取引機会を円滑にお客様に提供するため

に、世界で70カ所以上（うち株式約40カ所、デリバ

ティブ約30カ所）の取引所の会員権を取得するな

ホールセール部門

お客様のニーズへの対応
／お客様からの評価

フィクスト・インカム

お客様ニーズに応えてサービス品質を改善

リーグテーブル・ランキング（2011年）

エクイティ

質の高い執行やリサーチ情報の提供などで
高いマーケット・シェアを獲得

インベストメント・バンキング

多様化・高度化するお客様ニーズに応える
金融ソリューションの提供

注記：日本関連DCMは2011年度

出所： ECM、M&AはThomson Reuters、DCMはThomson 
DealWatch

日本関連ECM、
DCM、M&A 1
グローバルECM 10
グローバルM&A 13

位

位

位
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野村グループは、クリーンテック分野やヘルス

ケア分野において、社会課題解決に寄与するビジ

ネスを展開するお客様を、グローバルな金融サー

ビスを通じて支援しています。

クリーンテック分野では、オーストラリアのセラ

ミック・フューエル・セルズや英国TMOリニューア

ブルズの増資など、環境負荷低減に寄与する新製

品・技術開発のための資金調達を支援しました。

また、今回で8回目となる「野村 地球環境テクノロ

ジーコンファレンス2012」の開催を通じて、企業、

大学、官公庁、自治体、金融機関などの連携による

ベンチャー支援促進に貢献しています。

ヘルスケア分野においても、ベルギーMDxヘル

スや英国ベルナリスの増資など、人々の健康と医

療の高度化に寄与する新製品・技術開発のための

資金調達を支援しました。また、武田薬品工業によ

るスイス製薬会社ナイコメッドの買収や、塩野義製

薬による中国C&Oファーマシューティカル・テクノ

ロジーの株式取得などのM&A案件においてファ

イナンシャル・アドバイザーを務めるなど、医薬品

の需要が増大する新興国市場への日本企業の進

出を支援しています。

当グループは、公的金融機関が、経済開発促進

や産業育成、輸出促進などに取り組む民間セク

ター等への融資・出資を実行するための資金調達

をグローバルに支援しています。日本では国際協力

銀行、日本政策投資銀行、国際協力機構、海外では

ノルウェー地方金融公社やスウェーデン地方金融

公社の債券発行などを支援しました。

また、社会インフラの強化・再構築を目的に公的

機関が民間企業を支援する取り組みにおいて、ファ

イナンシャル・アドバイザーとして関与しています。

社会貢献型投資とは、リスクに見合ったリターン

を生み出すとともに社会的な課題を解決すること

を目的とした投資のことです。当グループは、社会

に貢献したいという投資家のニーズと、社会的課

題の解決を目的としたプロジェクトにおける資金需

要との橋渡し役を担っています。

2011年2月、4月、9月には、再生可能エネル

ギーやエネルギー効率化、気候変動対策などの環

境関連プロジェクトへの融資に資金使途を限定した

「グリーンIFC債」を、2012年5月には、発展途上の

アジア各国におけるクリーン・エネルギー事業への

投資に用いられる「ADBクリーン・エナジー・ボンド」

を引受け、販売しました。

今後も営業部門と連携し、このような社会的課

題の解決に資する金融商品の取り扱いを推進して

いきます。

顧客の社会課題解決型のビジネス拡大を
金融サービスで支援

公的機関の資金調達・M&Aの支援を通じて
社会インフラの構築に貢献

社会的課題の解決を目的とした
「社会貢献型投資」を推進

事業を通じた
社会課題解決への貢献

ADB Photo Library
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当グループのリサーチの一つの特長は、株式リ

サーチでのカバレッジの広さです。2010年10月か

ら本格的に調査を開始した米国株では、カバー対

象を金融、通信、テクノロジー、消費などの重要セク

ターに絞り込みつつ、カバレッジを広げてきまし

た。また、東南アジア地域では、顧客のビジネス拡

大にともなう投資ニーズに合わせ、インドネシア、

マレーシア、フィリピンなどのカバレッジも順次拡

大しています。その結果、日本、欧州、アジア、米国

の個別企業のカバレッジ数合計は2012年3月末

現在約2,000銘柄となっています。

リサーチに対する外部からの評価では、『インス

ティテューショナル・インベスター』が発表した

2012年の株式リサーチ・ランキングにおいて、日

本株リサーチの評価が2011年に続き総合で1位

となり、海外各地でもアジアの通信、金融、債券スト

ラテジーなどさまざまなセクターや分野で１位、２

位の評価を獲得しています。加えて、日本の金融専

門誌である『日経ヴェリタス』によるランキングで

は、債券アナリスト・エコノミスト人気調査ならびに

日本株アナリストランキングで、それぞれ1位にラ

ンクされました。また、アジアの資本市場に関する

著名な月刊誌『ファイナンス・アジア』が発表した調

査でも、アジア全般で2位へと躍進しました。

広い株式リサーチ・カバレッジ 外部からの高い評価

グローバル・リサーチは野村
野村グループは、創業当時から「調査の野村」として、調査・分析を重視してきました。その先取りの精神は

昨今の不透明な投資環境において必要性がますます高まっています。現在、東京、香港などのアジア太平

洋地域の主要市場やロンドン、ニューヨークなど世界15地域において、政治、経済、為替、金利、株式、クレ

ジット、クオンツといった分野で、地域や分野を越えて密接に連携しながら、変化を追い、未来の姿を予測

することで、投資家の皆様にとってタイムリーかつ有益な情報を発信しています。

グローバル・リサーチ

グローバル・カバレッジ数
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日本

アジア
（除く日本）

欧州

米州
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1,029
130

296

603

アジアにおけるカバレッジ

中国（含む香港）
28.0%

インド
16.5%

韓国
13.3%

オーストラリア
12.3%

台湾
10.3%

インドネシア
6.3%

シンガポール
6.3%

マレーシア
4.7%

タイ
1.3%

フィリピン
0.4%
ニュージーランド
0.7%

注記：日本を除く（2012年3月末現在）
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ユーロの崩壊リスクや、再生可能エネルギーの

実用化、コーポレート・ガバナンスに関する調査な

ど、世界の潮流と将来の変化を予測してタイムリー

かつわかりやすいレポートをお届けしています。当

グループの強みである経済、金利、株式、クレジッ

ト、地政学などの専門分野が連携し、個別のリサー

チオピニオンにさらなる付加価値を付けて投資家

が求める投資アイディアを提供しています。

また、投資対象企業のSustainability（持続可能

性）を評価する試みとして、Environmental（環

境）、Social（社会）、Governance（企業統治）の3

つの非財務情報を考慮する企業評価方法がありま

す。欧米では、ESGを考慮することがResponsible 

Investment（責任投資）の条件としてのみならず、

長期的なパフォーマンスを実現する企業価値評価

方法と考える動きがあります。

当グループでは、地熱発電や電力系統安定化対

策など、“環境”と関連性の高いテーマ型リサーチ

に関するレポートにおいて、掲載される銘柄のESG

レーティングを従来の企業評価と併記するなどの

試みを始めました。今後はESG評価に基づく企業レ

ポート発行を増やすとともに、顧客ニーズに合わせ

ESG情報を活用したインデックスの開発などを推

進していく考えです。

為替リサーチでは、『インスティテューショナル・

インベスター』のランキングにおいて米国為替

チームが1位、同様に欧州チームは2位、アジア

チームは3位と世界中で高く評価されています。

世界の潮流を見据えた
質の高いリサーチ情報を迅速に発信

ESGレーティング

レポート例

企業の評価材料

ESG
レーティング

Environmental
環境的側面で評価

Social
社会的側面で評価

Governance
企業統治面で評価

一般的な
アナリスト

レーティング財務的側面での評価

非財務
情報

財務情報
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欧州債務危機に起因する金融市場の混乱など、金融機関を取り巻く環境は、日々、変化していま

す。また、バーゼルⅢ（金融機関に対する新たな自己資本などに関する規制）をはじめ、国内外におけ

る金融機関に対する規制・監督の流れは、弱まることはありません。

このような環境のもと、グローバル金融機関の課題は3点あると考えています。1つ目は「バラン

スシートの健全性」、2つ目は規制に対応するための「資本強化」、3つ目は市場規模に合わせた「コス

ト構造」です。当社は規制強化を含む環境変化を見越し、いち早く1点目、2点目の課題への取り組み

を完了させたことで、グローバルな同業他社と比較しても健全かつ強固な財務基盤を構築すること

ができています。そして昨年来、残る課題であるコスト構造の最適化に取り組んでいます。

2012年3月末現在、バランスシートの資産合計は35.7兆円、当社株主資本は2.1兆円、グロス・レ

バレッジ比率は16.9倍です。資産合計の78%は流動性の高いトレーディング関連資産で、日々、時

価評価を行っています。その他の資産は、平均償還年限6年超という長期負債および資本で調達し

ており、構造的に安定したバランスシートと言えます。

また、手元流動性は5.4兆円（資産合計の15%相当）と、市場環境の変化に対応していくうえで十

分な水準を確保しています。

さまざまな規制強化の流れのなか、当社に大きな影響を及ぼすものは2013年に適用が開始され

るバーゼルⅢです。これは、普通株式と内部留保などからなる中核的自己資本を、投資や融資などの

リスク資産に対して一定割合以上に保つことを規定したものです（Tier 1コモン比率）。

CFOメッセージ

野村グループの競争優位性である強固な財務基盤を活かし、
経営資源の最適配分・効率性をより一層追求することにより、

「アジアに立脚したグローバル金融サービスグループ」として、
持続可能な利益ある成長を目指していきます。

中川 順子  執行役CFO　

健全なバランスシート

十分な自己資本を維持
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当社は、新たな規制環境のもとで持続的な成長が可能となるよう、プライベート・エクイティ資産

など資本負荷の高い資産を削減してきました。2012年3月現在、バーゼル2.5ベースでのTier 1コ

モン比率は12.2%となっており、2013年に適用開始されるバーゼルⅢにも耐えうる十分な自己資

本を維持しています。

このような強固な財務基盤は、お客様に流動性を確保・供給し、お客様のさまざまなニーズに対し

て適切な商品・サービスを提供するうえで、当社の大きな強みとなっています。

市場環境の変化や規制強化の流れを受け、業界全体の市場規模は減少傾向にあります。当社は、

このような収益環境に迅速に対応するため、2011年、コスト構造の見直しに着手し、損益分岐点の

引き下げに取り組んでいます。

上期の欧州債務危機などの影響により2012年3月期のROEは0.6%となりましたが、下期のビジ

ネス・モメンタム回復とコスト管理により、第3四半期、第4四半期の利益水準は改善しました。

第4四半期の当社株主に帰属する当期純利益は221億円、これを年率換算したROEは4.2%とな

りました。

当社は、株主の皆様への利益還元について、株主価値の持続的な向上および配当を通じて実施し

ていくことが基本と考えています。配当は、連結配当性向30%を重要な指標の一つとして、安定的

な支払いに努めておりますが、各期の配当額は、国内外の規制強化の動向や連結業績などを総合的

に勘案し、決定しています。2012年3月期の年間配当金額につきましては、1株当たり6円とさせて

いただきました。

また、内部留保金については、規制環境の変化に万全の対応を行うとともに、株主価値の向上に

つなげるべく、インフラの整備・拡充も含め、高い収益性・成長性の見込める事業分野に有効投資し

ていきます。

今後も、厳しい環境が続くことが想定されますが、強固な財務基盤の維持と適切なコスト管理を

徹底し、さらに経営資源の地域的配分の適正化を図ることにより、「アジアに立脚したグローバル金

融サービスグループ」として、持続可能な利益ある成長を目指していきます。また、当社はこれまで

培ったネットワークを活かし、農業や環境、医療などの分野で、新たな取り組みを始めています。本業

を通じてこのような社会課題の解決策を提供していくことは、長期的な視点で、当社の競争力や利

益の源泉となり、社会の持続的な発展にも貢献すると考えています。

環境変化への対応と収益性

利益還元の考え方

「アジアに立脚したグローバル金融サービスグループ」に向けて
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Chapter Ⅱ

Responsible Business
責任ある事業活動
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当社は、経営の透明性とスピード感のあるグ

ループ経営を追求し、当グループ全体として中長

期的な企業価値の向上を目指すうえでコーポレー

ト・ガバナンスの強化を最重要課題の一つと認識

し、体制の強化・充実に取り組んでいます。

この一環として、当社は2001年の持株会社体制

への移行とニューヨーク証券取引所（NYSE）への上

場を契機として、社外取締役、経営管理委員会（現

内部統制委員会）、過半数を社外取締役とする報酬

委員会および社外の有識者からなるアドバイザ

リー・ボードの設置や情報開示のさらなる充実を図

る取り組みなどを行ってきました。さらに、2003年

には委員会設置会社へと移行し、過半数を社外取

締役とする指名・報酬・監査委員会を設置しました。

当社は、委員会設置会社形態が、当社にとって現

時点において最適なものであると判断しており、経

営の監督と業務執行を分離することにより一層の

経営の監督機能の強化および透明性の向上を実

現するとともに、執行役に業務執行の決定権限を

大幅に委譲することによりスピード感のある連結

経営を行っています。さらに当社は、この形態が当

社の選択しうる機関形態のうちNYSEのコーポレー

ト・ガバナンスに関する基準に最も近いものと考え

ています。

基本的な考え方

経営機構

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

内部統制委員会

統合リスク管理会議

経営会議

株主総会

取締役会

グループCEO

● 取締役3名、うち社外取締役2名
●  候補者の人格・識見、企業経営の経験や専門性、独立性などの一定の基準に基づき、

取締役の選解任議案の内容を決定
● 執行役を兼務している取締役はメンバーではない

● 取締役3名、うち社外取締役2名
● 取締役・執行役の報酬などの方針および個人別報酬の決定
● 執行役を兼務している取締役はメンバーではない

● 取締役3名、うち社外取締役2名
● 取締役・執行役の職務執行の監査、監査報告の作成、会計監査人の選任などの議案の内容を決定
●  すべての委員が米国企業改革法に基づく独立取締役の要件を充足

野村グループの経営戦略、事業計画･予算、キャピタル・アロケーションなど、経営に関する重要事項
の審議・決定

野村グループの統合リスク管理に関する重要事項の審議・決定

野村グループの内部統制の整備および評価、企業行動の適正化に関する事項の審議・決定

取締役構成

社外取締役比率 64%（11名中7名）

外国人取締役比率 27%（11名中3名）

女性取締役比率 9%（11名中1名）

（2012年8月1日現在）
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コーポレート・ガバナンス

当社の取締役会は、11名の取締役で構成され、

そのうち社外取締役が7名を占め、執行役を兼務し

ない取締役が議長を務めています。

当社は、複数の視点での業務執行の監督を実現

するための取締役会の多様性に加え、各取締役の

高度な専門性を重視しており、特に7名の社外取締

役は、それぞれが国籍・性別・経歴など多様な背景

をもっています。社外取締役は、各人が経営者・法

律や会計の専門家・政府機関出身者などであり、そ

れぞれの分野における豊富な経験を活かし、当グ

ループの経営の重要事項の決定や経営の監督に

尽力しています。なお、当社は、社外取締役7名全

員を東京証券取引所の定める「独立役員」として届

け出ています。

当社は、経営の透明性・効率性の確保、法令・諸規

則の遵守、リスク管理、事業・財務報告の信頼性の

確保および適時・適切な情報開示の促進といった

観点から、グループ全体にわたる企業行動の適正

化を推進するための内部統制システムの強化・充

実に努めています。

さらに、内部統制の有効性および妥当性を確保

するため、業務ラインとは独立したグループ・イン

ターナル・オーディット部を設置し、同部および傘下

の主要な子会社に設置した内部監査専任部署が、

当社および子会社における内部監査を実施してい

ます。同部はその業務遂行について、内部統制委員

会の指揮に従っています。内部監査の結果につい

ては、執行ラインのみならず、監査委員会および監

査特命取締役に対しても報告されています。

当社における特に重要な業務執行の決定につい

ては「経営会議」「統合リスク管理会議」「内部統制

委員会」といった会議体を設置し、審議・決定するこ

ととしています。会議体での審議状況について、取

締役会は、各会議体から3カ月に1回以上の報告を

受けることとしています。さらに経営会議の諮問機

野村グループの内部統制

取締役会

内部統制システム

業務執行体制

野村ホールディングス
および子会社マネジメント

リスク・
マネジメントビジネス コンプライ

アンス

インターナル・オーディット部
内部監査

●  監査委員、監査特命取締役の業務補助
●  監査委員会の事務

グループ監査業務室

●  グループCEOを含む執行役・執行役員4名
−  社外取締役（監査委員長）1名
−  取締役（監査委員）1名

●  内部統制の整備および評価、企業行動の適正化に
関する事項の審議・決定

内部統制委員会 監査委員会

●  取締役3名、うち社外取締役2名
●  取締役・執行役の職務執行の監査、

監査報告の作成、会計監査人の選任・
解任議案内容の決定など

監査特命取締役

●  執行役を兼務しない常勤の取締役

監査計画の承認 報告
報告 報告
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関として、社外の有識者からなる「アドバイザリー・

ボード」を設置しています。

また、高度化・専門化する金融業務における業務

執行体制の一層の強化を図るため、執行役から業

務執行権限の一部の委譲を受け、個々の担当業務

のビジネス、オペレーションに専念する役割を担う

「執行役員」を設置しています。

委員会設置会社である当社においては、報酬委

員会が「野村グループの報酬の基本方針」および

「取締役および執行役にかかる報酬の方針」を決定

しています。

当グループの持続的な成長と株主価値の長期的

な向上、顧客への付加価値の提供ならびにグロー

バルな競争力と評価の向上などに資するため、「野

村グループの報酬の基本方針」を定めています。

この方針は大きく分けて以下の6つの内容から

なります。

取締役および執行役の報酬は、ベースサラリー、

年次賞与、長期インセンティブプランで構成され、

取締役および執行役にかかる報酬の方針に基づき

報酬委員会で決定されています。

1. 当社が重視する価値および戦略との合致
2. 会社、部門、個人の業績の反映
3. リスクを重視した適切な業績測定
4. 株主との利益の一致
5. 適切な報酬体系
6. ガバナンスとコントロール

野村グループの報酬の基本方針

取締役および
執行役の報酬

1. ベースサラリー

ベースサラリーは、各取締役・執行役の経歴・職

歴および職務ならびに関連する業界の水準などを

参考に決定されています。また、ベースサラリーの

一部を株式関連報酬の形で支払うことがあり、この

場合、株式関連報酬には一定の権利行使制限期間

を設けることにより、株主との中長期的な利益の一

致を図っています。

2. 年次賞与

年次賞与は、グループ全体の業績、部門業績と

いった定量的な要素に加え、個人の目標達成度、貢

献度などの定性的な要素も考慮して決定されま

す。その水準に応じて、一部の支払いを将来に繰延

べたり、繰延べた賞与の一部を現金ではなく、一定

の権利行使制限期間を設けた株式関連報酬で支

払うことがあります。このように繰延べた報酬につ

いては、一定の事由に該当する場合、支給しない、

ないしは没収する場合があります。

3. 長期インセンティブプラン

個人の職務および業績に応じて長期インセン

ティブプランを提供することがあります。これは、一

定の業績を達成した場合に支払われ、その支払い

形態は、株主との中長期的な利益の一致を図るた

め、一定の権利行使制限期間を設けた株式関連報

酬などを利用します。

詳細は有価証券報告書をご覧ください。取締役および執行役にかかる報酬の方針

http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/
ar/index.html
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野村グループは、CSRを事業上の「機会」と「リス

ク」の重要な要因と位置づけています。そのうえ

で、事業活動と社会・環境との関連性を戦略的に捉

えて、経営の意思決定、事業プロセスおよび社会貢

献活動に反映していく取り組みを進めてきました。

2010年3月には、全社員が共有すべき基本的な価

値観として、「For Future Generations（次世代の

ために）」を策定しました。

商品やサービスを通じて適切な資金循環を促

し、経済の発展とともに社会の持続的な発展にも

貢献していくことは、まさに金融機関の役割です。

私たちは、次世代を見据えた社会の持続可能性に

貢献するために、「For Future Generations（次世

代のために）」をテーマに、事業活動や社会貢献活

動を行っていきます。

当グループは、経営レベルでCSRにかかわる意

思決定を行う機関としてCSR委員会を設置してい

ます。CSR委員会はグループCEOを委員長とし、グ

ループの役員6名と監査特命取締役1名から構成

されています（2012年9月現在）。CSR委員会の事

務局は、コーポレート・シティズンシップ推進室（CC

推進室）が担っており、グループにおけるCSR活動

を包括的かつ効果的に推進しています。

また、CC推進室は、グループ各社および各部門

が事業活動や地域のニーズに沿ったCSR活動を主

For Future Generations（次世代のために）
To ensure our business goals are aligned with providing positive contribution to our 
stakeholders and the communities where we operate.
私たちは、企業活動を通じて、ステークホルダーと社会に貢献していきます。

We create opportunities for a sustainable future, making sure that the decisions we 
make today support the success of future generations.
今日の私たちの決断が次世代のためになることを目指しながら、持続可能な将来に向けて様々な機会
を創造していきます。

Responsible Business
責任ある事業活動

Business for Sustainability
本業を通じた社会への貢献

企業市民として、地域・社会およびステークホル
ダーとの相互信頼関係を構築するとともに、次
世代を見据えた社会の持続可能性に貢献

Citizenship
地域・社会の一員として

顧客中心主義の原点に立ち、お客様のニーズに
向き合ったビジネスを追求し付加価値を創造し
ていくための基盤

顧客を含む社会の声を聞き、変化する世の中の
期待に応えるビジネスに挑戦し、マーケットメカ
ニズムに根ざした解決策を提供

CSRマネジメント

基本的な考え方

CSR活動推進体制
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体的に、かつグループとしての統一感をもって展開

できるように、日本、アジア、欧州、米国を中心とす

る各拠点との連携を強化しています。

当グループは、ステークホルダーの期待や要請

に的確に対応するとともに、社会の声を事業活動

に反映するために、社内外とのコミュニケーション

を重視し、その充実を図っています。

社内に向けては、イントラネットを通じて経営から

のメッセージやCSR情報に関する情報を発信するな

ど、CSRに対する啓発と意識の浸透に努めています。

これは、CSR活動には、さまざまなステークホルダー

とかかわる社員による主体的な行動が不可欠だと

考えているからです。

社外のステークホルダーとのコミュニケーション

としては、レポートやWebサイトによる情報発信に

加え、ステークホルダーとの対話の実施や、公式

TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアを

通じた双方向のコミュニケーションに努めています。

2011年度は、当社のビジネスと社会貢献活動

について、ステークホルダーの皆様から貴重な意

見をいただきました（▶P12、P48）。また、東日本大

震災からの復興支援にあたって、お客様をはじめと

するステークホルダーの声を反映した事業活動と

地域貢献活動を展開しました（▶P20、P24、P54）。

ステークホルダーとの
コミュニケーション

ストラテジー

重要課題 目標 進捗

Responsible 
Business

コーポレート・ガバナンス 多様な取締役による経営監督機能の強化と迅速な意思決定の確保を通じた中長
期的な企業価値の向上を目指す P36

コンプライアンス 事業に関連性が高いコンプライアンスリスクを把握し、適正に対処する P43

リスク・マネジメント 市場や信用リスクなどの管理に加えて、事業を通じた環境・社会面への間接的影響
を把握し、適正に対処する P41

CSRマネジメント 事業活動と社会・環境との関連性を戦略的に捉え、経営の意思決定、事業プロセス
および社会貢献活動に反映する P39

顧客中心主義 顧客からの信頼を獲得し、付加価値の創造につなげる P19、23、29

Business for 
Sustainability — 社会的・環境的課題の解決に寄与する事業を積極的に推進する P19、24、30

Citizenship

地域社会 コミュニティの持続的発展への各地域のニーズに沿った社会貢献活動を推進する P51

社員 グローバルレベルでの人材育成とダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを
推進する P55

環境 自社の環境負荷とその影響を把握し、負荷低減に向けた取り組みを推進する P59

推進体制

事務局
コーポレート・シティズンシップ推進室

日本

アジア

欧州

米国

CSR委員会

委員長
グループCEO
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野村グループの事業活動は、市場リスク※1、信用

リスク※2のほか、事務リスクやシステム・リスクと

いったオペレーショナル・リスク※3など、さまざまな

要因に起因するリスクの影響を受ける可能性があ

ります。

これらのリスクを適切に管理することは、財務の

健全性および企業価値の維持・向上に資する重要

な責務です。このため当グループでは、経営による

リスク・マネジメントへの積極的なコミットメントの

もと、グローバル・ベースでリスクを総合的にコント

ロールおよびモニタリングし、報告することが可能

なリスク管理体制を構築しています。

当グループでは、リスク・アピタイト（グループ全

体の経営戦略、経営目標および財務基盤に即した

リスク許容度の基準）をはじめとした、統合リスク管

理に関する重要事項については、経営会議から委

任を受けた統合リスク管理会議※4が審議および決

定を行っています。

ここで決定されたリスク管理の枠組みを実現す

るために、リスク・マネジメント部門は、チーフ・リス

ク・オフィサー（CRO）を中心にグローバルに連携し

ながら、グループ横断的なリスク管理の枠組みを

構築するとともに、ストレス・シナリオ分析などを活

用し、統合的管理を行っています。また、各ビジネス

部門では、設定されたリスク・アピタイトから逸脱す

ることなく、トレーディングによる収益などを極大

化するために、さまざまなレベルでリスク管理強化

を行っています。

さらに、リスク管理体制も含めた内部統制の実効

性を高めるために、内部監査（インターナル・オー

ディット）部門が業務執行部門から独立して存在し、

リスクの識別や管理の有効性および妥当性の観点

から調査ならびに評価を行い、その評価に基づいて

業務改善の勧告、提言などを行っています。

詳しくは、当社のホームページをご覧ください。

リスク・マネジメント

※1  市場リスク：市場価格、金利、
指数、ボラティリティ、相関ま
たはその他の市場要因の変
化によって保有する金融資産

（または負債）の価値が変動
し、損失を被るリスク

※2   信用リスク：信用供与先の信
頼力の低下または債務不履
行などにより資産（オフ・バラ
ンス・シート資産を含む）の
価値が減少または消失し、損
失を被るリスク

※3   オペレーショナル・リスク：内
部プロセス、人、システムが
不適切であること、もしくは
機能しないこと、または外生
的事象が生起することから
損失を被るリスク

※4   統合リスク管理会議は、グ
ループCEOを議長とし、グ
ループCOO、部門CEO、C 
RO、財務統括責任者、コー
ポレート・オフィス担当役
員、グループ・コンプライア
ンス統括責任者、チーフ・
リーガル・オフィサー、およ
びDeputy CROから構成
される

リスク管理体制

● 市場リスク管理
● 信用リスク管理
●  オペレーショナル・ 

リスク管理
● その他

取締役会

経営会議

統合リスク管理会議

報告

内部監査

CFO CRO

リスク管理関係部署

各ビジネス部門

インターナル・
オーディット部門

報告 牽制

基本的な考え方

リスク管理体制

http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/
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当グループでは、さまざまな取引から生じる社

会・環境リスクを適切に管理することが、法令遵守

にとどまらず、自社のレピュテーション・リスク・マネ

ジメントにつながると考え、リスクの管理体制を強

化しています。

例えば、ファイナンスの引受けにあたっては、発

行体が社会・環境に対するリスクを把握し、適切な

対応を行っているか、当該リスクについて適切に開

示を行っているかを確認しています。社会・環境へ

の影響は、財政状態・経営成績などと並び、引受け

を行ううえでの重要な確認項目として、担当部署で

の審査プロセスにおける総合的な審査指針に含ま

れています。

当グループでは、国内外における自然災害や火

災などによる被害を軽減し、早期の復旧を実現する

ため、2005年に「野村グループ危機管理規程」を

制定しました。

この規程では、自然災害および火災に加え、会社

ならびに役員・社員による重要犯罪、システムダウ

ン、感染症、情報資産の漏洩など、さまざまなリスク

を想定しています。この規程に基づき、平時から危

機を防止するための対策を実行し、危機が発生し

た場合には、「迅速かつ的確に行動すること」および

「そのための組織体制を明確化すること」を基本方

針として定めています。

具体的には、危機の発生に際して、国内外のグ

ループ各社の危機管理責任者によって構成される

「野村グループ危機管理委員会」が設置され、グ

ループCEOが指名した役員が委員長を務めます。

また、同委員会の事務局は、緊急時に家族を含めた

当グループ全社員の安否が把握できるよう、平時

から安否確認訓練や防災訓練、業務継続訓練など

の継続的な実施を通じて、社員の危機管理意識の

醸成を図っています。

当グループでは、2011年3月に発生した東日本

大震災の教訓を踏まえて、大規模災害への備えを

強化しています。2011年度は、主に以下の取り組

みに注力しました。

災害時の対応体制の強化

決　定

対象案件の
調査・審査

● 法規制
● 環境・社会問題

審査プロセス 1． 通信手段の拡充
● 衛星携帯、防災無線装置などの配備
● 安否確認システムの増強
● 本社館内放送の整備

2． 備蓄品の拡充
● 水・食料の保管拡充
● 防災備蓄品のエリア戦略
● 災害防災袋の全社員への配布

3． 耐震補強対策
● 什器などの固定

4． 避難方法・手順の整備
● 災害時の初動対応を明記した震災カードの配付

5． 規程・マニュアルの見直し
● 現場責任者（部店長）への権限委譲

社会・環境側面に関する
リスク・マネジメント

危機管理体制
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コンプライアンス

野村グループでは、コンプライアンスを経営上

の重点課題と位置づけ、「野村グループ倫理規程」

を、当グループにおけるコンプライアンスの基本

方針としています。

当グループは、全部署において法令違反の疑い

がある行為が発生しないように努めるとともに、

万一、問題が発生した際には、それが経営レベルに

まで漏れなく、かつ遅滞なく伝達され、適切に対処

される組織および体制を構築しています。

具体的には、グループのコンプライアンスを統

括するグループ・コンプライアンス統括責任者を

選任し、それを補助するグループ・コンプライアン

ス部を設置しています。また、グローバルなビジネ

スの拡大に対応して、内部管理体制を強化するた

め、ホールセール・コンプライアンス・ヘッドを選任

しています。

さらに、海外拠点を含むグループ各社において

も、各社のコンプライアンス体制を整備・維持する

ためのコンプライアンス責任者を設けています。

当該責任者は、グループ･コンプライアンス統括責

任者の指示に従い、コンプライアンスに関する事

項について報告します。

野村證券では、グループとしての取り組みに加

え、コンプライアンスの具体的実践計画である「コ

ンプライアンス・プログラム」を策定し、これに沿っ

て体制を構築しています。

内部管理体制の整備および内部管理上の重要

事案などにかかわる審議を行う「内部管理委員会」

を設置し、執行役社長が委員長を務めています。ま

た、コンプライアンス責任者である内部管理統括

責任者を任命するとともに、業務管理本部を設置し

ています。

業務管理本部では、社内ルールの策定やその周

知徹底を行うとともに、各部店におけるルールの遵

守状況などをモニタリングし、問題点が発見されれ

ば、ルールの再徹底や修正などの改善策を講じる

ことにより、法令諸規則の遵守、内部管理体制の強

化・充実を図っています。

当グループでは、社員が法令違反の疑いのある

行為などに気づいた場合に、その情報を通報する

手段として、「コンプライアンス・ホットライン」を設

置しています。このホットラインは、国内の当グ

ループで業務に従事するすべての社員が利用で

報告指示

報告指示

報告指示

野村ホールディングス

野村グループ各社

経営会議

報告指示
コンプライアンス責任者

各部署

取締役会 監査委員会

グループ・コンプライアンス統括責任者

ホールセール・コンプライアンス・ヘッド

グループ・コンプライアンス部

コンプライアンス体制

野村證券のコンプライアンス体制

当社の主な取り組み
●  本人確認や疑わしい取引の届出の徹底などによるマ

ネー・ローンダリングの防止
●  反社会的勢力、または団体との一切の取引を遮断する

ため野村證券における取引約款などに暴力団排除条項
を設置

●  グループ・コンプライアンス部に情報を集約し、グロー
バルな視野に立った利益相反の管理とインサイダー情
報の管理

基本的な考え方

コンプライアンス体制

コンプライアンス・ホットラインの設置
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き、野村ホールディングスが定めた通報受領者に

直接、情報を提供できます。

なお、ホットラインへの情報提供は匿名でも可能

にするとともに、実名での情報提供であっても提供

者が不利益を受けない旨が周知されています。

当グループでは、役員および社員に対し、マ

ネー・ローンダリング防止、インサイダー取引防

止、ファイアーウォール規制の遵守、顧客情報管理

の徹底、などのテーマで、コンプライアンスにかか

わるトレーニングを計画的に実施しています。

野村證券では、金融商品取引業者向けの監督指

針などを踏まえて、お客様に提供する各種金融商

品に関して、以下の取り組みを通じ、品質の向上を

図っています。

当グループでは、情報セキュリティに関する基本

原則として、「野村グループ情報セキュリティ基本

方針」を定め、顧客情報をはじめとするグループに

おける情報資産の適切な保護を図っています。こ

の基本方針に則り、グループ各社はそれぞれ情報

セキュリティ関連規程を整備し、全役職員への周

知・徹底を含めた管理体制の充実を図っています。

当グループでは、情報資産の厳格な管理体制を

構築するため「野村グループ情報セキュリティ基本

方針」を制定しています。また、情報セキュリティに

関する重要事項を審議するため、野村グループ情

報セキュリティ委員会を設置しています。同委員会

での審議内容については、必要に応じて経営会議

へ報告される体制となっています。

なお、野村ホールディングス、野村證券、野村ア

セットマネジメント、野村信託銀行などでは、全部店

長を「情報管理責任者」として任命しています。情

報管理責任者は金融庁の「金融分野における個人

情報保護に関するガイドラインの安全管理措置な

どについての実務指針」に規定する「個人データ管

理者」としての責務を負っており、各部店における

情報セキュリティの適切な確保、情報資産の取り扱

いなどの管理、社員などに対する適切な助言や指

導を行っています。

お客様の個人情報に関しては、個人情報保護法

等関連法令の遵守に加え、「野村グループ個人情

報保護方針」および情報セキュリティ関連規程に則

り、厳格な取り扱いを行っています。

詳しくは、当社のホームページをご覧ください。

野村證券における取り組み例
●  営業責任者、内部管理責任者、内部管理部門社員に対

する研修および外務員の資質の向上のための研修
●  支店長、総務課長、新入者、新任者などへのコンプライ

アンスに関する知識習得・理解度向上のための研修
●  各種研修・会議における場を利用したコンプライアンス

に関する教育・訓練の充実
●  業務管理者研修
●  営業部店におけるコンプライアンスアワーの毎月の実施

野村證券における取り組み例
●  内部管理責任者、業務管理者などの責任者を設置し、コ

ンプライアンスおよび業務の適正性が遵守される体制
の構築

● 口座開設時の審査および有価証券引受時の審査の徹底
●  商品の内容について十分に精査し、正確かつわかりや

すい情報提供に努める
●  お客様の金融商品に関する知識や、財産の状況などを

総合的に勘案したうえで、金融商品取引法をはじめ各業
務に応じた法令諸規則を遵守した商品勧誘の実施

●  コンプライアンス研修を通じた法令諸規則および社内
ルールの徹底

情報セキュリティ管理体制

公正な取引

情報セキュリティ

コンプライアンス・トレーニング

http://www.nomuraholdings.com/jp/policy/privacy.html
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証券取引等監視委員会から、平成24年3月21日、5月29

日、6月8日付で課徴金納付命令の勧告が出された内部者取

引事案において、課徴金納付命令の対象者が当社社員から

内部者情報を入手していたと認められたことから、社外の弁

護士からなる調査委員会による事実関係や要因の分析など

に関する広範な調査を行いました。6月29日に、野村證券に

おける機関投資家向け営業や法人関係情報の管理体制にお

ける問題点、再発防止策などに関する調査委員会による報告

書および当社としての改善策などを公表し、続く7月26日に

は改善策の実施状況の報告とあわせ、調査委員会の調査を

踏まえて追加的に実行した社内調査について公表しました。

また、野村證券は8月3日の金融庁からの業務改善命令を

受けて、8月8日に、主に以下の改善策について、進捗状況を

記載した報告書を金融庁に提出し、受理されました。

改善策の実施については、野村證券の代表執行役社長で

ある永井浩二が直轄し、内部管理統括責任者である永松昌

一ならびに関係役員および部長で構成される「改善実施委員

会」においてモニタリングを行っています。

今後は改善策を徹底して実施することにより、再発の防止

および資本市場における信頼回復に努めるとともに、継続的

に自主点検・調査などを行うことにより、一層の内部管理態勢

の強化・充実に取り組んでいきます。

●  証券取引等監視委員会による勧告事案に関する調査委員会の報告および当社としての改善策について（ニュースリリース） 
http://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20120629/20120629_b.pdf

●  証券取引等監視委員会による勧告事案に関する改善策の進捗状況及び追加調査について（ニュースリリース） 
http://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20120726/20120726_b.pdf

改善策の要旨

１．法人関係情報の管理態勢の強化
●  エクイティ管理部を新設し、機関投資家向け営業部署における通話記

録、メール・チャット、交際費使用状況などのモニタリングを行う。
●  公募増資の事前準備はエクイティ管理部で行い、営業社員を一切関与さ

せないことにより、法人関係情報の存在の想起を防ぐ。
●  機関投資家向け営業部署の社員に通話録音機能付携帯電話を貸与し、

使用を義務づける。私用携帯電話の業務上の使用を禁止する。固定電

話・携帯電話とも通話記録の保存期間を2年間とする。
●  機関投資家向け営業担当部署からシンジケート部などのイン部署※や

アナリストへ法人関係情報にかかわる一切の照会を禁止する。
●  チャット機能の利用者をエクイティ管理部の承認者に限定し、書き込み

内容に制限を設け、法人関係情報を推測させるような不用意な情報の

拡散を防止する。
●  明示的な法人関係情報のみならず、それを推測させる情報の伝達も社

内規則で禁止する。

２．人事制度の改善
●  人事評価において「職業倫理・コンプライアンス」を業績評定・成果（パ

フォーマンス）と成長可能性（ポテンシャル）と並ぶ第三の評価基準とし

て明確に位置づける。
●  報酬制度を見直し、（1）昇格基準に職業倫理などの定性的要素の比重

を拡大、（2）期末評価・賞与に定性的評価を反映、（3）コンプライアンス

などの事由で懲戒処分を受けた場合は繰延報酬を減額または没収する

ガイドラインを策定する。
●  管理職の昇格要件として証券業協会が行う「内部管理責任者資格試験」

の合格を義務づける社員の範囲を拡大する。
●  採用プロセスにおいてコンプライアンス、倫理観を重視する。適性検査

で不祥事傾向のうち「知能犯」「情報漏洩」をさらに重視し、遵法意識を

採用面接でヒアリングする。

３．職業倫理の徹底
●  全役職員を対象に職業倫理に関する年1回の集合研修、これに加えて、

機関投資家向け営業担当部署に半年に1回の職業倫理研修を義務づけ

る。職業倫理研修では法令諸規則違反は厳罰に処すること、懲戒歴がそ

の後の評価・昇格に影響することを周知徹底する。
●  機関投資家向け営業担当部署から情報管理の徹底、インサイダー取引

禁止などの誓約書を半期に一度提出させる。
●  全社員に対し、コンプライアンスに関する何らかの不審点がある場合に

コンプライアンス・ホットラインへ積極的に通報することを周知徹底する。
●  交際費利用のガイドラインを定め、接待や贈答品を制限し、特定顧客へ

の偏重を禁止する。あわせて検査部による経費検査を強化し、不適切な

使用は重い懲戒の対象とする。

信頼回復に向けて

※ イン部署：業務上、法人関係情報に接する可能性が高い部署
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野村グループでは、国内外すべての役員および社員が遵

守すべき規程として「野村グループ倫理規程」（2004年3

月～）を定めています。毎年1回、役員および社員は、遵守す

ることを宣誓しています。また、業務上、法人関係情報や機微

情報に接することの多い部門では、機密保持の誓約を年に2

回行っています。

人事においても社員の遵法意識・倫理観を重視した運用を

行っています。採用時においては、新卒採用・キャリア採用を

問わず、応募者の遵法意識を厳正に分析・評価しています。入

社後の評価や人事異動においても、倫理性およびコンプライ

アンスを重要な人事評価の指標の一つに設定しており、役員

および社員は、期初の課題設定において、職業倫理・コンプラ

イアンスに関する課題を必ず設定しています。また、問題点

が認められた場合には、評定者が適正な指導を実施するとと

もに、評価結果を処遇に反映させています。

コンプライアンスについてはP43-44を、倫理規程につい

ては当社のホームページを参照ください。

野村グループの倫理規程とその遵守について

http://www.nomuraholdings.com/jp/company/basic/

コンプライアンスと職業倫理の再徹底に向けて

今般の一連の公募増資において当社社員による内
部者情報の伝達が認められた問題について、私は次の
ように考え、再発防止に取り組んでいます。

第一に、本件は一部の部署や社員の問題としてでは
なく、全社レベルの問題であることをすべての役員およ
び社員が認識すべきだということです。2009年春以
降、厳しい経営環境のもと、日本では大規模なエクイ
ティ・ファイナンスが多数実施され、当社は主幹事会社
としてその多くに携り、社員は引受業務、プライマリー
での販売、セカンダリーの販売などにかかわりました。
問題の本質は、この間市場で発生した不自然な事象に
対し、証券市場に携わるプロとして問題視することを
怠ったことです。私たち一人ひとりが自分のこととして
考え、「おかしいことはおかしい」と訴え、自ら健全な証
券市場の運営に努めていくべきだったと思います。

第二に、コンプライアンスの問題です。当社のコンプ
ライアンス体制は、非常に精度の高い仕組み、ルールに
なっていると自負しておりました。しかし、これを過信す
るあまり、機械的にルールに従っていれば問題ないとい

う運用になっていたのかもしれません。すでに改善実施
委員会では仕組みや体制の見直しを行い、今後も継続
的に内部管理態勢の強化および自己規律の向上を促し
ていきますが、実効性のある情報管理体制の構築と、社
員全員がその目的を理解し実践することが重要である
と考えています。同時に罰則の強化や内部通報の仕組
みであるコンプライアンス・ホットラインの積極的な活
用についても再度周知徹底し、今回の反省を風化させ
ないための方策も引き続き講じてまいります。

野村は、証券市場の担い手として証券市場の公正な
運営と発展に寄与することを社会から期待されていま
す。このことを私たち一人ひとりが今一度強く意識し、
プロとしての高い倫理観をもち、信頼回復および健全
な市場の発展に貢献するという社会的責務を全うすべ
く、全社一丸となって邁進してまいります。

野村證券株式会社　代表執行役
業務管理本部管掌兼経営企画担当
永松 昌一
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Chapter Ⅲ

Citizenship
地域・社会の一員として

※ ChapterⅢにおいて、「野村グループ」は、野村土地建物株式会社および同社株式取得の結果連結子会社となった会社を除くグループ会社を指しています。P65-68「CSR関連
データ」においても同様です。

NOMURAレポート 2012��



組んで欲しいです。先日は日経STOCKリーグ※の交流会に呼ん

でいただきました。生徒たちには野村の社員が言った「社会を良

くするためにお客様にお金を出していただくのが仕事」という言

葉が衝撃的だったようです。「君たちが社会を良くしていきなさ

い」という私の指導とは異なる視点であり、学校とはまた違う刺激

があったようで、ぜひ続けてもらいたいです。加えて、金融経済教

育に取り組む教師の育成にも関心をもっていただきたい。

小池 先ほど高橋先生より、金融経済教育のゴールは「より良

い社会をつくる」ことだとありましたが、証券業は未来作りという

点で、私どももゴールは一緒だと思います。また、私は研修などを

担当していますが、投資を通じて将来の日本や社会を良くしよう

という意識をもつことが社員のモチベーションにつながると実感

しています。残念ながら日本社会においては、「投資＝儲ける」とい

う側面ばかりが浸透しているように感じています。投資の役割を

伝えるために、金融経済教育が果たす役割は大きいと思います。

藤　支店では金融経済教育の出張授業も行っており、私も小学

校で講師を務めました。同様のご要望をいただくことも多く、同

時に現場の社員にとって地域社会への貢献は、やりがいにつなが

ります。また、小学生にもわかるように金融経済を伝えるのは想

像以上に難しく、この経験はお客様に金融商品の説明をする際に

活かせるとも思います。社員が金融経済教育に携わり投資や証

券会社の役割について伝えていくことは、私たち自身の成長につ

ながるのではないでしょうか。

永沢　「金融経済教育がなぜ必要なのか」と問われたら、私は「社

会のなかでより良く生きていくための知恵として必要だ」と答え

ます。本来は小学校ぐらいから実施すべきで、年を取り資産形成

の必要性を感じてからでは遅いと思います。また、市場において

は信頼に足る金融商品が提供されることを前提として、消費者が

賢くなることも重要です。

高橋　学習指導要領に金融経済教育が盛り込まれ、金融経済は

教えるべきではないという雰囲気があったのが、今は「大事だ」と

教師の意識も変わりました。ただ社会科以外の先生の関心は高く

はなく、この状況も課題です。金融経済教育は「良い社会をつくる

ためには良い会社をたくさん育てる必要がある」ことを教えるも

のだ、という強いメッセージを発信し続けることが大切です。生徒

たちの多くが就職する企業は、投資によって育つのですから。

永沢　社会が変わらなければいけない時に、その大きな枠組み

を変え、新たなイノベーションの発展に貢献できるのは金融で

す。新しい企業を育てるのも金融で、より良い社会の形成に投資

が果たす役割は大きいと思います。こういったことも金融経済教

育で伝えていただきたいです。また、金融経済教育には一定の専

門知識が必要ですので、金融機関に知識や人材などを提供して

いただく必要があります。しかし、マーケティングとエデュケー

ションは異なりますから、教育の場では野村には中立性というこ

とを強く意識していただきたい。

高橋　「野村が日本のリーダーを育てていく」という視点で取り

国内における金融経済教育をめぐる課題

私たちに求められる金融・経済教育について

※  野村グループが10年以上にわたり特別協賛している中･高・大学生向けの株式学習コン
テスト。入賞チームと野村社員との交流会では、生徒のプレゼンテーションと社員による
質疑やコメントも実施。

野村に期待される役割とは何か

ステークホルダーとの対話

野村グループは、2001年にスタートした大学生向け講座をはじめ、小中学生を対象とした出
張授業、中学生から大学生までが参加する日経STOCKリーグなど、次世代のための金融経
済教育にいち早く取り組んできました。全プログラムの受講者は累計50万人以上にのぼり
ます。金融経済教育の今後の展開について、社内外のステークホルダーが議論しました。

Case 1

Foster Forum（良質な金融商品を 
育てる会）事務局長 金融審議会委員
永沢 裕美子

社会の声に応えるために

東京都立桜修館中等教育学校　 
公民科主任教諭　
全国公民科・社会科教育研究会事務局長
高橋 勝也

野村證券　
営業企画部（人材開発担当）
小池 るみ

野村證券
小石川支店（営業担当）
藤 雄一
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例としては、逆境にある若者たちに夢の実現や成長・就業の機会

を提供するといった取り組みがあります。

ハート　当グループには多様な社員が在籍しています。ボラン

ティア活動を通じて、彼らの広範なスキルや専門知識は、恵まれ

ない環境にある若者たちの可能性を引き出し、目標達成の手助

けとなる刺激を与えるうえで大変役立っています。社員の多くに

は、自分たちの時間や専門性を社会貢献に使いたいという強い

思いがあり、面接の模擬試験や履歴書の作成演習といった若者

たちの就業能力の向上をサポートする活動が全社レベルで頻繁

に行われています。また、当社の社員によるアドバイスやサポート

は、ロンドンのシティ（金融業界）に対する若者たちの偏見を解き、

将来、シティで働くことを促す手助けにもなっています。

アムラニ　私は、当社の社員ボランティア対象校の一つである

オークランド中学校に通っていました。野村で働くようになり、今

度は自分が地域社会に恩返ししたいと考えて、スクールパート

ナー・プログラムに参加しました。二週間に一度、母校を訪問し、ラ

ンチタイムに少人数グループの生徒たちと共同作業に取り組み

ました。これに続き、ある生徒へのメンタリング研修を行いまし

た。現在、その生徒は当社の大学生を対象としたインターンシッ

プ・プログラムに興味を示しています。

タイラー　ロンドン、特に中心部における重要な課題は、失業な

どによって若年層が社会から孤立し、社会的流動性が失われてし

まうことにあります。若年層の失業問題にはさまざまな原因が絡

んでいますが、失業によって彼らが本来の能力を発揮する機会が

奪われ、“失われた世代”を生み出す結果を招いています。

ラーマン　野村とTHEBPは密接に連携して活動しており、資金

面でも野村チャリタブル・トラストを通じて、我々の「Passport to 

Employability」プログラムに助成をいただいています。このプ

ログラムは、若者がニート（not in employment, education of 

training, NEET）にならずに済むように、若者たちに働くことを身

近に感じてもらい、働くための準備に取り組むとともに、彼らのや

る気や自信を高められるように支援するものです。

ハート　ロンドンの野村オフィスの近隣には、深刻な貧困問題に

直面している地域があります。それだけに、当社の地域貢献活動

へのニーズは大きく、支援による社会への影響力や具体的な成

果が現れやすいのです。もちろん野村だけでは地域社会のすべ

ての課題を解決することはできませんが、NPO団体とのパート

ナーシップを通じて、支援を必要とする対象に良い変化をもたら

すことができています。また、金融セクター同士でも密接に連携

しており、その結果、支援の効果も高まってきています。活動の一

英国における若年層の失業問題に対する取り組み

野村の社員がもつスキルや専門知識の活かし方

英国では若者の失業率が過去25年間で最高水準に達し、ニートと呼ばれる学校にも行か
ず、就職もせず、職業訓練も受けない16歳から24歳までの若者がロンドンには12万人以
上いるといわれ社会問題となっています。野村グループのロンドン拠点では、社会貢献活動
の一つとして地域のNPO団体とともにこの問題に取り組んでいます。当グループの活動に
ついて社内外のステークホルダーが議論しました。

Case 2

タワー・ハムレッツ・エデュケーション・ 
ビジネス・パートナーシップ(THEBP)  
ディレクター
マイク・タイラーMBE

タワー・ハムレッツ・エデュケーション・ 
ビジネス・パートナーシップ(THEBP)

「Passport to Employability」
プロジェクト・マネージャー
イムダデュール・ラーマン

ノムラ・インターナショナルＰＬＣ 
フィナンシャル・
プランニング＆ストラテジー
元オークランド中学校生徒
ソフィアン・アムラニ

ノムラ・インターナショナルＰＬＣ　 
欧州コミュニティ・アフェアーズ・ヘッド
アンソニー・ハート

ロンドンにおける主な社会的課題

野村に期待される役割

ステークホルダーとの対話
社会の声に応えるために
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ウダーン・インディア・ 
ファンデーション　
プログラム・マネージャー　
セナー・セナパティ

野村ポワイ　
採用、人事、D&I、CSRヘッド
ナターシャ・マトゥール

野村ポワイ　
CSR担当
ルビー・ラヒール

インドにおける恵まれない子どもたちに対する取り組み

急速な経済成長の一方で、インドにはなお深刻な貧困問題が存在しています。貧困者率は
都市部より農村部の方が高いものの、極端な貧困者は都市部に集中しているといわれてい
ます。また、教育面では初等教育終了までにドロップアウトしてしまう児童の割合が高いこと
などが課題となっています。これらの課題に取り組む野村グループのポワイ拠点とNPO
パートナーの皆さんが活動について議論しました。

Case 3

Vidya(NGO)　
プログラム・ヘッド
マナビー・シンガ

アシーマ・チャリタブル・トラスト
エデュケーション＆
ドナー・リレーションズ
サヌア・シャイク

人数や社員ボランティアの数、ボランティア活動時間を集計して

います。また、活動を通して集められた募金額も一定の指標にな

ります。一方、未対応の問題や既存の問題に対してもっと良い方

法で取り組んでいくためには、イノベーションが不可欠であると

認識しています。

社員ボランティア　当社では、社員のスキルと能力を活かした

活動を通じて積極的にコミュニティに貢献しています。具体的に

は、社員ボランティアが、恵まれない子どもたちにコンピュータの

基礎や英会話、算数、科学を教えています。

セナパティ　野村の社員ボランティアの多くは、自らのリーダー

シップや組織運営能力を活かして、ボランティア活動の指揮を

執っています。彼らは、支援する子どもたちと互いに信頼し、尊重

し合う関係を築いており、子どもたちの模範になる存在として尊

敬されています。

マトゥール　自らのスキルや時間を活かして地域社会に恩返し

することは、社員の充実感にもつながっています。ボランティア活

動は、社員がさまざまなNGOと密接に連携し活動する基盤となっ

ています。地域社会に溶け込み、教育支援をはじめ小児病棟や老

人ホームで奉仕したり、恵まれない子どもたちや女性たちと一緒に

過ごしたりします。また、共通の目標に向けた活動を職場外でも経

験することで、社員間のチームワークの強化につながっています。

シンガ　ムンバイにはスラム街で暮らす大勢の恵まれない人々

がいます。多くはインド各地からの移住者で、読み書きのできない

人々です。彼らは子どもに教育を受けさせることができず、親が

無職や低収入であるために、子どもたちは学校を休んで働きに出

なければなりません。とりわけ女の子の場合は、日々の育児や家

事の手伝いをさせられるために、通学を続けるのが難しく、中退の

割合が高くなっています。このような子どもたちの周囲には、就学

意欲をかき立てるお手本となる人物がいないことも問題です。

シャイク　初等教育は無料で受けられるのにもかかわらず、こう

いった生活状況によって就学機会が妨げられています。政府や地

方自治体、企業やNGOは懸命に改善努力をしていますが、さほ

ど効果は現れておらず、インドでは中退および未就学の問題にい

まだ頭を抱えています。

マトゥール　当社は、NGOパートナーの協力を得て、英会話、土

曜クラブ、コンピュータプログラム、中退者の復学プログラムな

ど、社員ボランティアによる就学支援プログラムを提供していま

す。恵まれない子どもたちの数は増加しており、支援する子ども

たちの人数を拡大し、支援エリアを広げるべく、各地のNGOとも

連携したいと考えています。

ラヒール　活動の効果測定方法として、支援を受けた子どもの

社員ボランティア   ●デビーナ・マリック  ●サントス・ハプリカー  ●ソナル・パトナイク  ●ダライアス・ラスタギリ  
●アジス・メノン  ●アンクッシュ・アグラワール  ●カーク・ホンセカ  ●バイプール・バルドワジ

地域における教育をめぐる課題

野村の支援とその効果

野村の社員がもつスキルや専門知識の活かし方
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野村グループは、“For Future Generations”と

いう目標のもと、本業を通じて、また地域社会の一

員として、ステークホルダーと対話しながら世界の

各拠点で多様な社会貢献活動を行っています。次

世代を見据えた社会の持続的な発展のために、教

育、地域貢献、環境保護などを目的とした社員参加

型の活動に積極的に取り組んでいます。

重要テーマである教育分野では、金融・経済教育

や途上国での基礎教育、若者の就職支援などの活

動に社員が積極的に参加しています。また、地域貢

献活動の一環として、さまざまなイベントや福祉・健

康に関する地域の活動への支援や、環境保全活動

など社会課題の解決にもグループ全体で取り組

み、社員の成長の機会にもなっています。

日本国内においては、次世代育成として金融・経

済教育、国際教育音楽祭（ＰＭＦ）などへの支援を中

心に行っています。また、地域・社会の一員としてさ

まざまな地域貢献活動への参加をはじめ、世界各

地の災害に対する支援活動や、金融ビジネスを通

じた社会的課題の解決にも力を入れています。

当グループは、金融･経済に関する知識と理解は

適切な資産形成のためだけではなく、長期的な視

野で健全な資本市場を育成するためにも重要だと

考えています。こうした考え方に基づき、当グルー

プでは、1990年代から小･中学生から大人までの

幅広い世代を対象とした金融・経済教育に取り組ん

できました。代表的な活動としては、小・中・高校生

向けの各種学習教材の配布や、国内外の大学生を

対象とした金融教育講座、社員による教育プログ

ラムの実施、「日経STOCKリーグ 〜中・高・大学生

のための株式学習コンテスト」などがあげられま

す。詳しくは、当社のホームページをご覧ください。

当グループの全国170以上の支店およびオフィ

スでは、地域イベントや社会活動への協賛、社員の

積極的な活動参加などを通じた地域社会への貢献

に力を注いでいます。2011年度は、社員による

チャリティマラソン

や地域のお祭りへの

参加、児童養護施設

への定期訪問、街の

清掃活動など、数多

くの取り組みを実施

しました。

注記： 1） 国内・海外の支出額合計（2011年度実績）

 2） 総額には下記の項目が含まれています。
  ● 野村財団　約2.3億円
  ● 野村チャリタブル・トラスト　約0.8億円
  ● 野村アメリカ・ファンデーション　約0.2億円

社会貢献支出の比率

教育
48.2%

環境
3.5%
福祉・健康
4.0%

人権・労働
0.2%

文化芸術・スポーツ
8.7%

科学・学術振興
6.5%

地域貢献 
16.5%

災害支援 
5.8%

その他
6.5%

合計
約12億円

http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/citizenship/
society/education.html

地域社会とのかかわり

金融・経済教育

「日本橋を洗う会」に200名以上の野村
グループ社員とその家族が参加

地域に根ざした活動

基本的な考え方 日本での取り組み
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アジアにおいては、社員有志のグループが現地

のニーズに基づき、主に環境や子どもたちを取り巻

く課題の解決に向けボランティア活動を行ってい

ます。2012年3月には、地域貢献活動に特化した

NGOとの2年間のパートナーシップをスタートさ

せ、今後子どもたちや高齢者、障がい者、動物など

をテーマにしたボランティアプログラムへの支援

活動を展開していきます。

ポワイ（インド）では、NGOと連携して環境およ

び教育の分野でファンドレイジングやボランティア

を中心に社会貢献活動を推進しています。2011年

は、教育など地域が直面する課題について社員の

理解を深めるとともに、ボランティア活動やフォー

ラム、イベントの開催を通じて課題解決に取り組み

ました。

ノムラ・インターナショナルLIMITED（香港、

NIHK）は、3年連続で「香港国際海岸クリーンアッ

プチャレンジ（HKICCC）」のリードスポンサーを務

めました。HKICCCは、環境NGO「オーシャン・コン

サーバンシー」による世界最大の環境イベントで、

100カ国以上から50万人以上が参加する「国際海

岸クリーンアップ」の一環です。

2011年のHKICCCには2カ月間で11,912名が参

加し、170km以上におよぶ海岸線で計47,942kgの

ゴミを収集しました。当グループからは、社員や家

族、友人など160名以上のボランティアがラマ島、

索罟湾（ソックーワン）の清掃活動に参加しました。

ポワイ・オフィスでは、恵まれない子どもたちを

支援するNGOと連携し、社員ボランティアが教育

支援活動を行っています。例えば、土曜日にNGO

を訪れ、6〜8歳の子どもたちに英語、科学、数学、

一般常識などを教えているほか、大学入学前の学

生に英会話を教えています。また、「ドロップアウト

救済プログラム」は、経済的事情によって学校に通

えず、家計を助けるために働く少女たちの支援を

目的とする活動で、社員ボランティアは、少女たち

に数学と英語の基礎知識のほか、さまざまなキャリ

アについての知識を教えたり、工芸品づくりなどの

職業訓練を行っています。

欧州においては、地元の恵まれない環境で暮ら

す若い世代への支援を中心とした地域貢献プログ

ラムを推進しています。若者が自らの逆境を乗り越

え意欲を向上させるため、NPO団体や地域の関連

組織と連携した支援活動を行っています。持続的

な活動を通じて、社会において良い影響を与えるこ

とを目指して、必要な資金や社員のさまざまなスキ

ルや専門知識などを提供しています。

ノムラ・インターナショナルPLC（NIP）の「UKチャ

リティ・パートナーシップ」は、重病や末期疾患の子

どもを抱える家族を支援しているレインボー・トラス

トと連携しています。この2年間で697名の社員と

その家族、お客様らが協力して、約31万ポンドの寄

付を集めました。このパートナーシップにより集め

られた資金は、ロンドン中心部で新たに発足する家

族支援の団体に寄付されます。

ロンドンのオークランドスクールとNIPのパート

ナーシップは、子どもの意欲向上と学習支援を目

的に2008年10月から始まりました。今ではこの活

動は、NIPの社員の日々の業務にしっかりと根付い

ており、7つのボランティア企画に沿ってオフィス見

学や職場体験の機会などを提供しています。

アジアでの取り組み

欧州での取り組み

香港国際海岸クリーンアップチャレンジに参加（香港）

NGOと連携した子ども向けの教育プログラム

レインボー・トラスト・パートナーシップ（2011～13年）

オークランドスクールでのボランティア活動
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米州での地域貢献活動は国際交流支援を中心と

しており、特に米国と日本の文化、教育、経済の交流

促進に注力しています。また、地域のニーズに応える

べく、社員によるボランティア活動も行っています。

ノムラ・ホールディング・アメリカInc.（NHA）は、

2011年5月22日にニューヨークで開催された第5回

「ジャパンデー＠セントラルパーク」に協賛しました。

今回は、東日本大震災の支援のため「ガンバレ！ジャ

パン！」というテーマが掲げられ、日本文化を紹介す

るワークショップや実演などが行われました。日本と

米国の文化の相互理解の懸け橋となるだけでな

く、現地の日本人社会の草の根交流の活性化にも

貢献しています。

インスティネットInc.では、世界中で幅広い分野

のNPO団体を支援しており、主に健康と教育にか

かわる取り組みに力を入れています。また社員によ

る社会貢献活動も積極的に進めており、募金の寄

付先は社員の推薦によって決定しています。

2011年より、インスティネットの社員は「エレベー

ト・ニューヨーク・プログラム」においてブロンクス高

校の生徒のメンターとして活動しています。このプ

ログラムは、若者と各分野の専門家の間で人生の

改善につながる長期的関係を築くことを目指した活

動です。2011年度、プログラムに参加した社員の活

動は約500時間に及び、ライフスキルを教えるほか

大学への進学準備、職業選択、履歴書の書き方と

いった実践的な支援も行いました。さらに2012年

夏からは、エレベート・ニューヨークの卒業生をイン

ターンとして受け入れる予定です。

野村財団は、学術振興野村基金、野村国際文化

財団、東京国際研究クラブの3財団の合併によって

2010年4月に発足した公益財団法人です。我が国

の学術研究、世界経済および芸術文化の発展に寄

与し、国際的な人材の育成と国際相互理解の促進

に資することを目的としています。具体的には、社

会科学への助成、外国人留学生に対する奨学金の

給付、世界経済に関する調査研究、芸術文化への

助成を行っています。詳しくは、野村財団ホーム

ページをご覧ください。

野村チャリタブル・トラスト（NCT）は、欧州地域の

支援を必要とする若者の暮らしを改善することを目

的に2009年に設立されました。NCTは、恵まれない

環境で暮らす若者の学業成績の向上、就業能力の

向上、意欲の向上の3つに重点を置いて活動してい

ます。2011年は、9つの団体に助成金を提供し、この

地域で暮らす8,000人以上の若者を支援しました。

野村アメリカ・ファンデーションは、慈善事業、科

学、文学、教育を活動目的とする団体に助成金を提

供しています。また、芸術、文化的意識、音楽、科学、

教育、子どもの福祉、地域プロジェクトなどを推進

する大小さまざまな団体も支援しています。2011

年は、2つの「マッチング・ギフト※・プログラム」を立

ち上げました。これらのプログラムの条件を満たす

教育機関や国際的な救援組織などに対し、NHAお

よび関連子会社の社員による寄付を行っています。

地域社会とのかかわり

ジャパンデー2011

エレベート・ニューヨーク・メンタリング・パートナーシップ

米州での取り組み

インスティネットの取り組み

財団を通じた取り組み

公益財団法人 野村財団（日本）

野村チャリタブル・トラスト（英国）

野村アメリカ・ファンデーション（米国）

http://www.nomurafoundation.or.jp/

※  マッチング・ギフト：社員の寄付
に企業が上乗せして寄付する
仕組み
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しとして何ができるのかを生徒に十分考えさせ、
将来は復興の担い手として社会に貢献できるよう
育成に励みます」とお礼の言葉をいただきました。

「さくらプロジェクト3.11」を通じ
被災地を継続的に支援

当グループは、被災地広域にわたって桜を植樹
する「さくらプロジェクト3.11」に賛同し、社員の寄付
による支援を行うとともに、宮城県亘理郡山元町の
戸花山での植樹活動に社員がボランティアとして参
加しました。当グループでは、この地域における植
樹・自然保全活動を今後も継続的に支援していく予
定です。

野村財団による復興支援奨学金制度
野村財団は、被災によって修学が困難になった

学生を経済的に支援するとともに、将来の研究者
育成と地域における学術振興を目的に、被災地の
大学の学生を対象とする奨学制度を創設しまし
た。社会科学分野の大学院を有し、被災地からの
入学者が多い岩手大学、東北大学、福島大学の3
大学の学生を対象に、年間2,000万円、期間5年
間、総額1億円の奨学金を給付します。

社員によるボランティア活動・募金活動
●  岩手県陸前高田市をはじめとする被災地での瓦

礫撤去作業など復旧・復興支援ボランティア活
動に役員と社員のチームが参加

●  「運動会サポートキャラバン2011」を通じ被災
地の小中学校の運動会開催を社員ボランティア
が支援

●  日本、欧州、アジア、米州の各オフィスで募金活
動を行い、ジャパン・プラットフォーム、赤十字社
などを通じ被災地の自治体5県に寄付

●  漁港と魚市場の機能回復を支援する「希望の烽
火基金」を通じて、3市町の5つの漁業関連施設
に170以上のオフィス家具を寄贈

●  ニューヨークやワシントンオフィスの社員が、被
災地救済のためのイベント「Run for Japan」な
どに参加

●  風評被害に対する被災地支援を目的に、出荷制
限の対象となっていない茨城県産の野菜を社内
カフェテリアのサラダなどに使用。また、福島県
産の果物などの購入を社内で奨励

PMFチャリティコンサートを通じ
小学校に楽器を寄付

当グループは、20年にわたり支援を続けている
国際教育音楽祭、パシフィック・ミュージック・フェス
ティバル（PMF）と協力し、2011年8月4日にチャリ
ティコンサートを開催しました。コンサートチケット
の収益金、会場での募金や社員からの寄付をもと
に、岩手県宮古市、宮城県仙台市、福島県いわき市
の計17の小中学校に30の楽器を寄贈しました。

寄贈先のある中学校の校長先生からは、「恩返

Column

東日本大震災からの復興支援

野村グループでは、東日本大震災の被災者の皆様や被災地域に対し、本業を通じて（▶P14、P20、
P24）、また社員ボランティアによりさまざまな支援活動を行ってきました。今後も、緊急復旧段階から復
興段階へと移っていく被災地・社会のニーズを汲みながら、社員による支援活動を継続していきます。

被災地での復旧・復興支援ボランティア活動

岩手県宮古市立鵜磯小学校の子どもたち
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野村グループは、高度化する金融サービスに対

応できる優れた人材をグローバルに採用しており、

グループ内には多様なキャリアや価値観をもつ社

員が在籍しています。これらの社員一人ひとりが能

力を発揮し協調しながら活躍できるように、柔軟か

つ適切な人材マネジメントに努めています。

また、教育・研修プログラムを充実させ、社員の

自主的な能力開発を支援するほか、個々人の実績

や能力に対する適正な評価および、将来のキャリア

形成を見据えた人材配置に力を注いでいます。

このように、当グループは、社員の多様性を尊重

した人材マネジメントを通じて、個々人の能力を最

大限に引き出し、顧客サービスのさらなる向上を

図っています。

当グループには、現在70以上の国籍の社員が働

いています。これらの多様な人材は、当グループに

とって大切な「財産」であり、個々人の競争力の向上

と社員の連携強化を目的とした教育研修に力を注

いでいます。

教育研修を通じて、現在の職務に必要な能力を

修得するのはもちろん、今後もグループ内でキャリ

アを築きながら、将来的に業界のリーダーとして活

躍できる人材を育成していきます。

上司からのフィードバック（業績評定）を、自らの

成長や能力開発への提案として捉え、分析し、理解

することは若手社員にとって非常に重要です。この

プログラムは、部下・後輩としてどのようにフィード

バックを受けとめるべきかを啓発し、実践させるプ

ログラムです。受講者は、フィードバックの解釈の

仕方や上司のコミュニケーション・スタイルによる

フィードバックの違いを学習しました。

つねに変化し続けるマーケットにおいて、組織の

リーダーは変化のプロセスを理解し、組織全体の

変化を推進するとともに、管理、サポートすること

が求められます。このプログラムでは、変化を導く

ためのプロセスや変化を起こすためにリーダーが

取るべきアクションを学びます。受講者からは「コ

ミュニケーションやコーチングの重要性を学んだ」、

「変化・改革のためのステップが理解できた」との感

想が寄せられました。

人材育成方針
●  各部門と連携し、部門のニーズに基づいて、社員と組織のパフォーマンスを上げるための実践的なソ

リューションを提供します。
●  個々人のコア・スキルをさらに伸ばすための研修を企画、開発し、実施します。
●   扱う商品、所属部門、地域の枠を超え、社員が人的ネットワークを築くためのさまざまな機会を提供します。
●   変化を管理、推進し、グループのグローバル競争力を上げるための組織およびリーダーシップ能力を

開発します。

社員とのかかわり

【研修事例①】若手社員を対象とした育成プログ
ラム：「フィードバックを受けるスキル」

基本的な考え方

人材の育成

ホールセール部門

【研修事例②】マネージャーを対象としたプログラ
ム：「変化・改革をリードする」
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営業部門では、「自ら考え行動し、結果を出す」こ

とができる人材の育成を目的に、各種教育プログ

ラムを実施しています。研修を通じて社員の成長

を促し、お客様の要望に応えられる高度な金融

サービスの提供を目指しています。

入社3年目までの集合研修や、採用・配属・昇格な

どの節目に実施される研修では、知識やスキルの

習得に加え、人間力や職業倫理意識の向上を目指

した教育も実施しています。また、効率的に能力向

上を図るために、Webシステム・eラーニングを活

用した研修や、部門・役職ごとの実践的な研修を随

時実施しています。さらに、資格試験の受験料や取

得費用を会社が負担する支援制度や、外部研修へ

の自主参加、語学習得を目的とした通学支援およ

び通信教育プログラムも整備しています。

今後は社員の要望やアンケートをプログラムの

改善に活用し、研修内容をさらに充実させていく予

定です。

多様性を推進する「ダイバーシティ」はもとより、

互いの違いを認め合い、尊重し合い、協働していく

「インクルージョン」を推進できる職場環境をつくる

ことが、グローバル企業において重要だと認識さ

れています。

当グループにおいても、ダイバーシティとインク

ルージョンの推進は重要な課題の一つです。これ

は、社員全員の行動指針であるとともに、人材採用

の判断基準や人材育成方針にも密接に結びつい

ています。

また、各拠点においては、社員ネットワークが活

動の中核的な役割を担っています。現在、当グルー

プでは、女性のキャリア推進とネットワーキングを

考える「WIN （Women In Nomura）」、健康増進

やワークライフ・マネジメントを考える「Life & 

Family」、性的少数者を正しく理解する「LGBT（レ

ズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェン

ダー）」という3つのネットワークが、社員の自主的

な運営のもと、活動しています。

日本国内のWINでは、定期的に「WINラウンド

テーブル」を開催しています。毎回、身近なロール

モデルとなる女性を招き、テーマに沿って日頃感じ

ていることなどを語ってもらい、参加者とのディス

カッションを行います。議論を通して互いに共感し、

考えを整理することで、今後の業務に役立てていく

のが、このイベントの主旨です。

2012年2月1日に開催された第2回ラウンドテー

ブルでは、旧リーマン・ブラザーズ承継時に入社し

た社員と、外資系金融機関を経てキャリア入社した

社員が他社での勤務経験をもとに、当グループの

SWOT（強み （Strengths）、弱み （Weaknesses）、

機会 （Opportunities）、脅威 （Threats））などにつ

いて話し合いました。

営業部門

ダイバーシティ＆
インクルージョン（D&I）

社員ネットワークの活動

第2回WINラウンドテーブルの様子
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野村グループは、適正な労働条件と快適な職場

環境の整備を重視しています。社員が意欲をもっ

て働き続けられるよう、育児・介護支援をはじめと

する福利厚生諸制度の充実や、社員の健康管理に

力を入れています。

当グループでは、社員一人ひとりが心身ともに健

康で業務に専念できるように、予防と早期発見・早

期対応に重点を置いた健康管理を行っています。産

業医による職場巡視や管理者との面談を定期的に

実施し、長時間勤務者が多い部署に対しては、状況

改善を指導するとともに、長時間勤務者への健診を

勧めています。

メンタルヘルスケアとしては、精神神経科の専門

医による診察に加え、健康管理センターの医療ス

タッフによる相談受付や、専任のカウンセラーによる

「カウンセリングルーム」の設置などによって、メンタ

ル疾患の未然防止に取り組んでいます。また、メン

タル疾患で休んでいる社員に医療スタッフの担当

をつけ、職場復帰の際には、本人と定期的にコンタク

トを取ったり、職場の上司と連携を取りながら、ス

ムーズな職場復帰を目指した支援を行っています。

また2011年度は、メンタルヘルスケアに関する

基本的な内容から、社員との対応の留意点までをわ

かりやすくまとめた「メンタルヘルスケアの手引き」

を管理者に配布しました。これにより、職場全体でメ

ンタルヘルスケアに取り組む体制を整備しました。

当グループでは、社員一人ひとりが、年齢や障が

いにかかわりなく、いきいきと業務に取り組めるよ

うな体制を整備しています。

2006年の改正「高年齢者雇用安定法」の施行に

合わせ、法の要請を先取りする形で再雇用制度を

導入しました。それ以来、原則として希望者全員に

対し、それぞれの経験や希望に応じ、定年後から

65歳までの期間、柔軟な雇用機会を提供していま

す。それぞれの社員が、定年後の生活とのバラン

スを考えながら、多様な働き方で能力を発揮して

います。

また、当グループでは、障がい者の方に対して

も、幅広い雇用機会を提供しています。それぞれの

能力や適性に応じ、職場ごとによく話し合いなが

ら、意欲をもって働けるよう、担当の業務を柔軟に

決めています。野村證券では、毎年、法定水準を上

回る雇用機会を障がい者の方に提供しており、さま

ざまな部署で活躍しています。

当グループでは、仕事と子育てを両立させ、子

育てしやすい環境整備を進めていこうという法律

「次世代育成支援対策推進法」に基づき、さまざま

な制度を整えています。

野村證券では、これまで男性社員の育児休業取

社員とのかかわり

多様な働き方の実現

働きやすい
職場環境の整備

安全で健康に働くために

仕事と子育ての両立支援

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
（計画期間：平成24年4月1日〜平成27年3月31日）

目標 1
計画期間中に、育児休業の取得状況を次の水準で維持する。
● 男性社員…1人以上取得すること。
● 女性社員…取得率を80％以上とすること。

目標 2 計画期間中に、託児所費用等補助の制度について、社員に周知を図る。

目標 3 計画期間中に、ベビーシッター育児支援割引の制度について、社員に周知を図る。
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得、および育児をする社員の勤務時間短縮制度の

普及などを目標に取り組んできましたが、その成

果が認められ、2007年度、2009年度に続き

2012年度も、次世代育成支援

対策推進法に基づく認定マーク

「くるみん」を取得しました。

当グループでは、さまざまな差別やハラスメント

を防止するための体制を整備しています。野村證

券では、「野村證券人権啓発委員会」を中心に、人権

啓発研修の継続的実施を通じて、人権意識の浸透

に努めています。

さらに、各部門の業務管理者を人権啓発推進委

員に任命し、委員への教育を通して、各部門での人

権意識の浸透と、人権問題に関する正しい理解を

図っています。

このほか、各種ハラスメントの防止やHIV感染者

の人権保護に関する基本方針およびガイドライン

を策定し、遵守を徹底しています。特にハラスメン

人権啓発推進体制

推進委員：各部（室）店の業務管理者

募集・採用システム
●システムの点検
●  選考方法、選考基準の点検

採用関係の研修
●  社外研修会への参加
●   採用担当者への社内研修

人権問題の啓発・研修
●  社外研修会への参加
●  社内研修の実施

採用選考システムの点検・整備 啓発・研修の実施と体制の整備

野村證券人権啓発委員会

委員長（社長が選任）
委員：役員・部長より選任　事務局長：人事担当役員　事務局：人権啓発室

ト防止への対応については、社内外に相談窓口「セ

クハラ・パワハラほっとライン」を設け、ハラスメント

全般の相談を受け付けています。

HIV感染症に関しては、1994年に制定した既存

のガイドラインを2006年4月に「HIV感染者につい

ての基本方針」として改定しました。企業として差

別・偏見をなくし、人権の保護に一層努力すること

を明記しています。

HIV感染者についての基本方針
1.  野村グループは、HIV感染者であることを

理由とした解雇その他の差別的取扱いは
いたしません。

2.  野村グループは、HIV感染者に関する個人
情報について、本人のプライバシー保護に
第一に配慮し、秘密を厳守いたします。

3.  野村グループは、健康診断の際にはHIV抗
体検査は行いません。

4.  野村グループは、HIV感染予防のためおよ
びHIV感染者への差別や偏見を防ぐため、
役員および社員がHIV感染症に関する正
しい知識を習得するよう啓発に努めます。

5.  野村グループは、HIV感染者が安心して働
ける職場環境づくりに努めます。

HIV感染症について

人権の尊重
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日本

グループCEO

環境担当役員

各部店 各社

事務局（環境活動WG）

欧州環境担当役員

各部門／各社

欧州

環境マネジメント
フォーラム／グループ

野村グループでは、グループ全体で環境負荷低

減に取り組んでいます。国内において環境マネジ

メントシステムを確立し、包括的な環境保全活動を

推進するとともに、世界各地の事業拠点において

も環境に配慮した取り組みを進めています。また、

環境情報の開示をグローバルに拡充し、環境目標

の設定と実績の開示に努めています。

当グループは、倫理規程の「10. 環境問題への取

組み」をもとに、2009年に環境理念と環境方針を定

めました。以来、この理念と方針に沿って、グループ

の全社員が環境保全活動に取り組んでいます。

当グループでは、環境保全活動を包括的かつ計

画的に推進するため、「環境活動ワーキンググルー

プ」が中心となって、PDCAサイクルに基づく環境

マネジメントシステム（EMS：Environmental 

Management System）を展開しています。

日本の環境活動ワーキンググループは、欧州・米

州・アジアの各拠点の環境マネジメント担当者と連

携し、グローバルな環境情報収集を行っています。

2010年度の環境情報の開示範囲は、国内野村グ

ループおよび欧州とインド拠点でしたが、2011年

度は、新たにアジア、米州の主要拠点を加え、開示

範囲を拡大しました。

英国では、ノムラハウス（旧ロンドン本社）が、現

地認証機関の審査のもと、2007年8月以降、

ISO14001認証を維持しています。2010年8月か

環境とのかかわり

環境マネジメント推進体制

環境理念
野村グループは、健全な地球環境こそが、次世代へと続く安定した経済・社会の礎であると認識しています。
野村グループは、環境保護に対する責任を常に意識し、環境問題に積極的に取り組むものとします。

環境方針
● 投資を通じて環境の保全・保護に資する事業を支援します。 
●  野村グループおよび社会全体の環境リスクを認識し、環境の継続的な改善と汚染の予防に取り組み

ます。
● 環境関連法令・規則等を遵守し、広く社外との対話を通じて環境問題に取り組んでまいります。
● 事業活動における環境への負荷を認識し、廃棄物の削減、省エネルギーおよび省資源の推進に努めます。
● 本方針を全社員に周知徹底し、ひとりひとりが意識、行動することで環境保全活動を推進します。
● 本方針を一般に公開します。

環境理念と環境方針

環境マネジメント体制基本的な考え方
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らは、ロンドン市エンジェル・レーンの新オフィスに

も認証範囲を広げています。

当グループは、毎年環境目標を策定し、環境保全

活動の進捗を管理しています。環境目標は、地域ご

とに作成され、環境活動ワーキンググループが、達

成状況を確認しています。さらに、年度末に環境担

当役員によるレビューを行い、環境目標の達成度な

どを確認・評価し、継続的な改善につなげています。

また、EMSの実効性を高めるため、全社員を対象

にした「環境研修」（2011年度の国内研修受講率

85%）や、各拠点が取り組み状況を自己チェックする

「環境取り組みチェック」（2011年度の国内回答率

92%）を実施しています。

英国では、2012年度から3年間にわたってCO2

排出量を2011年度比10%削減するという目標を

新たに設定しました。

当グループは、気候変動問題への対応策として、

電気使用量の削減、社員の移動にともなうCO2排

出削減、グリーン電力の積極的な活用などに取り

組んでいます。また、グループレベルで環境情報の

収集と開示に取り組んでいます。

当グループでは、主に自社グループの所有ビル

の電気設備について、省エネ効果の高い機器への

更新や運用の工夫によって、電力使用量の削減を

図っています。例えば空調については、より高効率

の機器への切り替えを進めているほか、稼働時間

の短縮や設定温度の調節などによる省エネ運転を

行っています。照明機器についても、2011年度に、

野村アセットマネジメントが、本社ビルおよび第一

江戸橋ビルの全フロアにLED照明を導入するな

ど、電力使用量削減を進めています。

2011年度の環境目標および実績と、2012年度の環境目標（国内）

2011年度目標 評価 2012年度目標

温室効果ガス
排出量削減

日本橋本社ビルにおける
CO2排出量を2002年度比20%削減 ○ 49.0%削減 日本橋本社ビルにおけるCO2排出量を2002年度比

25%削減
営業用自動車の低燃費車・低公害車への
切り替え率80% ○ 切り替え率：82.9% 営業用自動車の低燃費車・低公害車への切り替え率

80%
日本橋本社ビルにおける
廃棄物のリサイクル率90% × リサイクル率：89.5% 日本橋本社ビルおよび名古屋支店における廃棄物の

リサイクル率87%
グリーン
購入推進

用度品請求システムにおける
グリーン購入率75% ○ 購入率：77.1% 用度品請求システムにおけるグリーン購入率75%

紙類の削減

用度品請求システムで購入した
コピー用紙使用量を2006年度比
1人あたり20％削減

○ 41.4%削減 用度品請求システムで購入したコピー用紙使用量を
2006年度比1人あたり25％削減

目論見書の電子交付推進による
電子交付承諾口座の拡大 ○ 129万口座に拡大 目論見書の電子交付推進による電子交付承諾口座の

拡大

社内手続用の帳票の電子化による
帳票の削減を推進

○ 申請・承認システムの利用を
    179帳票へ
    (14万枚の紙削減)

社内手続用の帳票の電子化による帳票の削減を推進

環境ビジネス
の普及 — — 社会的課題の解決につながる金融商品やサービスの

拡大

環境目標

電力使用量の削減

気候変動への取り組み
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野村グループでは、グリーン電力の利用拡大に

取り組んでいます。国内においては、2006年度以

降、毎年グリーン電力証書を購入しています。

2011年度には、年間640万kWhのグリーン電

力を購入し、日本橋本社ビルや高輪研修センター

などに割り当てました。また、2012年4月に開催さ

れた「第31回中央銀行セミナー」においても、別途

2,000kWhのグリーン電力を購入しました。

さらに、スイスおよびドイツの拠点では、オフィス

において利用する電力を、水力などの再生可能エ

ネルギーでまかなっています。

当グループでは、営業用リース車両を低排出ガ

ス車に切り替えるほか、エコドライブを促進するた

め、社内イントラネットを通じた啓発活動や、運転状

況を管理するドライブレコーダの導入を進めてい

ます。さらにカーシェアリングを導入し、社有車の

効率的な活用を図っています。また、国内外におい

てテレビ会議システムを導入し、業務における車両

や飛行機などによる移動を減らしています。

さらに、ドイツ拠点では、鉄道移動に必要なエネ

ルギーを100％再生可能エネルギーで供給するド

イツ鉄道のプログラムを利用しています。これによ

り2011年から、ドイツ鉄道を利用した出張はCO2

フリーとなりました。

当グループは、資源循環型社会の実現に向け

て、限りある資源の有効利用と環境への負荷低減

に取り組んでいます。

野村證券ではお客様にお送りする文書の電子

データ化を促進し、紙の使用量削減による資源保護

とゴミの減量に取り組んでいます。2008年からは、

ご了解いただいたお客様向けに、電子メールによる

目論見書や投資信託の運用報告書の交付を開始

し、2012年3月末時点で約129万口座のお客様に

ご利用いただいています。また、売買状況・取引状

況をインターネットで確認できる「ホームトレード

サービス」も強化しています。

これらのサービス契約を結んでいただいたお客

様には、口座管理料や株式の売買手数料を割り引

くサービス「野村のエコ割」を提供しています。

2008年7月にリリースした社内システム「申請・

承認システム」を活用して、社内の各種申請書・報

告書などの紙書類の電子化を推進しています。

2012年3月末時点で179種類の帳票を電子化・廃

止し、約14万枚の紙使用量を削減しました。

当グループでは紙削減運動を展開し、コピー用

紙の使用量把握と削減のための意識啓発を行って

います。2011年度の野村證券におけるコピー用紙

（A4）の使用量は約701トンであり、2006年度の使

用量1,027トンに比べて約32%減、社員1人あたり

の使用量は約41％減となりました。

環境とのかかわり

野村グループ主催イベントにおけるグリーン電力証書の使用実績

日程 イベント名 場所 グリーン電力
契約量（kWh）

2011年11月 Nomura Investment Forum 2011 東京 20,000

2012年1月 野村新春懇談会「世界の中の日本」 東京/名古屋/大阪/
札幌/福岡 4,000

2012年3月 野村地球環境テクノロジーコンファレンス 東京 2,000

2012年4月 第31回中央銀行セミナー 東京 2,000

グリーン電力の利用拡大

社員の移動にともなうCO2排出削減

目論見書や報告書の電子化

社内における各種帳票類の廃止・電子化

コピー用紙使用量の削減

ペーパーレス＆
リサイクルの取り組み
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当グループでは、環境に関するイベントや啓発

プログラムをグローバルに開催し、環境問題への

意識啓発に取り組んでいます。

2011年7月、ロンドン拠点では、生物多様性の

保全に向けた取り組みの一環として、本社ビル屋

上でミツバチの飼育を開始しました。

これは、養蜂事業などを通じて貧困地域の若者

に職業訓練を提供する社会的企業｢ゴールデン・カ

ンパニー｣との共同プロジェクトです。植物の受粉

を助けるミツバチの飼育や蜂蜜製品の販売を通じ

て、自然環境の保全に寄与するとともに、地域社会

への貢献を目指しています。

2011年8月、野村グループ環境活動ワーキング

グループは、環境NPOと連携し、「夏休み環境自由

研究〜ソーラーランタンづくり」と題した環境イベ

ントを開催しました。

社員の子ども71名と保護者46名の計117名

が、地球温暖化について学びながら、オリジナル

ソーラーランタンづくりを体験しました。参加した

子どもたちからは、「節電の大切さがわかった。電

気を無駄使いしないように毎日気をつける」といっ

たエコ生活への意思表明が出されるなど、省エネ

ルギーへの意識啓発につながりました。

2012年3月31日、欧州およびアジアの35の拠

点が、世界自然保護基金（WWF）の開催する

「Earth Hour 2012」に参加しました。

各地で現地時間の午後8時30分にオフィスの照

明を消したほか、自宅やオフィスで必要のない照明

を消すように社員に呼びかけるなど、グループ全体

で省エネルギーへの意識を再確認しました。

 

北京拠点は、ボランティアチームを結成し、環境

系NGOのiearthならびに北京外資企業人的資源

サービス有限公司（FESCO）と共同で、植林活動を

実施しました。当グループからは社員ボランティア

とその家族が、環境意識の向上とCO2削減を目的

に、北京郊外での植林作業に参加し、1,000本以上

の木を植えました。

参加者たちがつくったソーラーランタン ボランティアによる植林作業

オフィスの屋上で養蜂（英国）

夏休み環境イベントを開催（日本）

「Earth Hour 2012」に参加（グローバル）

植林活動への参加（中国）

地域における
環境貢献活動
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過去5年間の要約財務データ（米国会計基準連結）

単位：百万円
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期

損益計算書：
収益：

委託・投信募集手数料 ¥   404,659 ¥   306,803 ¥   395,083 ¥   405,463 ¥   347,135
投資銀行業務手数料 85,096 54,953 121,254 107,005 59,638
アセットマネジメント業務手数料 189,712 140,166 132,249 143,939 144,251
トレーディング損益 61,720 (128,339) 417,424 336,503 272,557
プライベート・エクイティ投資関連損益 76,505 (54,791) 11,906 19,292 25,098
金融収益 796,540 331,356 235,310 346,103 435,890
投資持分証券関連損益 (48,695) (25,500) 6,042 (16,677) 4,005
その他 28,185 39,863 37,483 43,864 563,186

収益合計 1,593,722 664,511 1,356,751 1,385,492 1,851,760
金融費用 806,465 351,884 205,929 254,794 315,901

収益合計（金融費用控除後） 787,257 312,627 1,150,822 1,130,698 1,535,859
金融費用以外の費用：

人件費 366,805 491,555 526,238 518,993 534,648
支払手数料 90,192 73,681 86,129 92,088 93,500
情報・通信関連費用 135,004 154,980 175,575 182,918 177,148
不動産関係費 64,841 78,480 87,806 87,843 100,891
事業促進費用 38,135 31,638 27,333 30,153 48,488
その他 157,190 262,558 142,494 125,448 496,227

金融費用以外の費用計 852,167 1,092,892 1,045,575 1,037,443 1,450,902
税引前当期純利益（損失） (64,910) (780,265) 105,247 93,255 84,957
法人所得税等 3,259 (70,854) 37,161 61,330 58,903
当期純利益（損失） (68,169) (709,411) 68,086 31,925 26,054
差引：非支配持分に帰属する当期純利益（損失） (322) (1,219) 288 3,264 14,471
当社株主に帰属する当期純利益（損失） ¥ (67,847) ¥ (708,192) ¥    67,798 ¥    28,661 ¥    11,583

貸借対照表（期末）：
現金・預金 ¥ 1,434,067 ¥ 1,422,709 ¥ 1,352,244 ¥ 2,150,453 ¥ 1,953,677
貸付金および受取債権 1,187,600 1,643,007 2,071,714 2,227,822 2,211,423
担保付契約 10,391,367 8,412,618 12,467,213 15,156,318 13,742,646
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 10,278,188 11,672,612 14,700,282 15,241,931 14,123,594
その他の資産 1,944,832 1,686,902 1,638,975 1,916,466 3,665,972

資産合計 ¥25,236,054 ¥24,837,848 ¥32,230,428 ¥36,692,990 ¥35,697,312
短期借入 ¥ 1,426,266 ¥ 1,183,374 ¥ 1,301,664 ¥ 1,167,077 ¥ 1,185,613
支払債務および受入預金 950,381 1,242,318 1,528,419 2,103,608 2,437,370
担保付調達 10,540,731 10,157,954 11,216,481 13,686,438 12,519,274
トレーディング負債 4,469,942 4,752,054 8,356,806 8,688,998 7,495,177
その他の負債 623,206 467,574 494,983 552,316 1,165,901
長期借入 5,224,426 5,483,028 7,199,061 8,402,917 8,504,840

負債合計 23,234,952 23,286,302 30,097,414 34,601,354 33,308,175
当社株主資本合計 1,988,124 1,539,396 2,126,929 2,082,754 2,107,241
非支配持分 12,978 12,150 6,085 8,882 281,896
資本合計 2,001,102 1,551,546 2,133,014 2,091,636 2,389,137

負債および資本合計 ¥25,236,054 ¥24,837,848 ¥32,230,428 ¥36,692,990 ¥35,697,312

キャッシュ・フロー計算書：
営業活動によるキャッシュ・フロー ¥ (647,906) ¥ (712,629) ¥ (1,500,770) ¥ (235,090) ¥ 290,863
投資活動によるキャッシュ・フロー (102,019) (98,905) (269,643) (423,214) 9,942
財務活動によるキャッシュ・フロー 942,879 999,760 2,176,530 1,284,243 (844,311)
現金および現金同等物に対する米国公認会計士協会意見書07-1号の初年度適用に伴う影響額 (38,427) — — — —
現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額 (57,319) (81,896) 964 (26,246) (6,314)
現金および現金同等物の増加（減少）額 ¥    97,208 ¥   106,330 ¥ 407,081 ¥   599,693 ¥ (549,820)

データセクション

事業年度：4月1日〜翌年3月31日
この過去5年間の要約財務データは、あくまで利便性を目的としており、様式20-F（英文版のみ）と併せてお読みいただくようお願いします。
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単位：百万円
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期

損益計算書：
収益：

委託・投信募集手数料 ¥   404,659 ¥   306,803 ¥   395,083 ¥   405,463 ¥   347,135
投資銀行業務手数料 85,096 54,953 121,254 107,005 59,638
アセットマネジメント業務手数料 189,712 140,166 132,249 143,939 144,251
トレーディング損益 61,720 (128,339) 417,424 336,503 272,557
プライベート・エクイティ投資関連損益 76,505 (54,791) 11,906 19,292 25,098
金融収益 796,540 331,356 235,310 346,103 435,890
投資持分証券関連損益 (48,695) (25,500) 6,042 (16,677) 4,005
その他 28,185 39,863 37,483 43,864 563,186

収益合計 1,593,722 664,511 1,356,751 1,385,492 1,851,760
金融費用 806,465 351,884 205,929 254,794 315,901

収益合計（金融費用控除後） 787,257 312,627 1,150,822 1,130,698 1,535,859
金融費用以外の費用：

人件費 366,805 491,555 526,238 518,993 534,648
支払手数料 90,192 73,681 86,129 92,088 93,500
情報・通信関連費用 135,004 154,980 175,575 182,918 177,148
不動産関係費 64,841 78,480 87,806 87,843 100,891
事業促進費用 38,135 31,638 27,333 30,153 48,488
その他 157,190 262,558 142,494 125,448 496,227

金融費用以外の費用計 852,167 1,092,892 1,045,575 1,037,443 1,450,902
税引前当期純利益（損失） (64,910) (780,265) 105,247 93,255 84,957
法人所得税等 3,259 (70,854) 37,161 61,330 58,903
当期純利益（損失） (68,169) (709,411) 68,086 31,925 26,054
差引：非支配持分に帰属する当期純利益（損失） (322) (1,219) 288 3,264 14,471
当社株主に帰属する当期純利益（損失） ¥ (67,847) ¥ (708,192) ¥    67,798 ¥    28,661 ¥    11,583

貸借対照表（期末）：
現金・預金 ¥ 1,434,067 ¥ 1,422,709 ¥ 1,352,244 ¥ 2,150,453 ¥ 1,953,677
貸付金および受取債権 1,187,600 1,643,007 2,071,714 2,227,822 2,211,423
担保付契約 10,391,367 8,412,618 12,467,213 15,156,318 13,742,646
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 10,278,188 11,672,612 14,700,282 15,241,931 14,123,594
その他の資産 1,944,832 1,686,902 1,638,975 1,916,466 3,665,972

資産合計 ¥25,236,054 ¥24,837,848 ¥32,230,428 ¥36,692,990 ¥35,697,312
短期借入 ¥ 1,426,266 ¥ 1,183,374 ¥ 1,301,664 ¥ 1,167,077 ¥ 1,185,613
支払債務および受入預金 950,381 1,242,318 1,528,419 2,103,608 2,437,370
担保付調達 10,540,731 10,157,954 11,216,481 13,686,438 12,519,274
トレーディング負債 4,469,942 4,752,054 8,356,806 8,688,998 7,495,177
その他の負債 623,206 467,574 494,983 552,316 1,165,901
長期借入 5,224,426 5,483,028 7,199,061 8,402,917 8,504,840

負債合計 23,234,952 23,286,302 30,097,414 34,601,354 33,308,175
当社株主資本合計 1,988,124 1,539,396 2,126,929 2,082,754 2,107,241
非支配持分 12,978 12,150 6,085 8,882 281,896
資本合計 2,001,102 1,551,546 2,133,014 2,091,636 2,389,137

負債および資本合計 ¥25,236,054 ¥24,837,848 ¥32,230,428 ¥36,692,990 ¥35,697,312

キャッシュ・フロー計算書：
営業活動によるキャッシュ・フロー ¥ (647,906) ¥ (712,629) ¥ (1,500,770) ¥ (235,090) ¥ 290,863
投資活動によるキャッシュ・フロー (102,019) (98,905) (269,643) (423,214) 9,942
財務活動によるキャッシュ・フロー 942,879 999,760 2,176,530 1,284,243 (844,311)
現金および現金同等物に対する米国公認会計士協会意見書07-1号の初年度適用に伴う影響額 (38,427) — — — —
現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額 (57,319) (81,896) 964 (26,246) (6,314)
現金および現金同等物の増加（減少）額 ¥    97,208 ¥   106,330 ¥ 407,081 ¥   599,693 ¥ (549,820)
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CSR関連データ

データセクション

取締役構成
2010 2011

単位 人数 比率 人数 比率
取締役数合計 人 14 — 11 —

社外取締役 人、％ 8 57 7 64
外国人取締役 人、％ 4 29 3 27
女性取締役 人、％ 1 7 1 9

コーポレート・ガバナンスChapter Ⅱ

お客様満足度調査の結果（営業部門）
単位 2010 2011

満足／普通 ％ 80 82
不満足 ％ 10 16
その他 ％ 10 3

お客様相談室への相談件数（営業部門）
単位 2010 2011

合計 件 5,189 5,005
苦情 件 2,359 3,012
問い合わせ 件 2,408 1,836
意見・要望 件 256 13
その他 件 166 144

障がい者用施設設置対応支店数（営業部門）
単位 2010 2011

適合証・認定取得 店 30 30
身障者用トイレ 店 78 80
身障者用エレベーター 店 53 54
出入り口段差解消（スロープ・昇降設備・段差なし） 店 136 140
出入り口段差対応（手すり・段差縮小） 店 15 14

お客様のニーズへの対応／お客様からの評価Chapter Ⅰ

社会貢献支出額
2010 2011

単位 金額 比率 金額 比率
合計 百万円 1,369 — 1,205 —

教育 百万円、％ 622 45.4 582 48.2
文化芸術・スポーツ 百万円、％ 70 5.2 106 8.7
科学・学術振興 百万円、％ 161 11.7 79 6.5
地域貢献 百万円、％ 138 10.1 199 16.5
福祉・健康 百万円、％ 54 3.9 49 4.0
環境 百万円、％ 25 1.8 43 3.5
人権・労働 百万円、％ 27 1.9 3 0.2
災害支援 百万円、％ 120 8.8 71 5.8
その他 百万円、％ 152 11.1 79 6.5

金融・経済教育の提供実績
単位 2011 累計

小学校向け学習教材（街のけいざい教室） 校数／部数 120/5,000 2,320/205,000
中学校向け学習教材（街のTシャツ屋さん） 校数／部数 180/17,200 3,880/397,200
出張授業（小学校、中学校、高校） 校数／参加人数 24/847 77/4,067
日経STOCKリーグ チーム数／出場者数 1,420/5,741 18,939/75,493
大学向け金融教育講座 校数／受講者数 115/12,000 1,214/173,000
一般向け金融学習講座 回数／受講者数 536/27,839 5,593/295,461

地域社会とのかかわりChapter Ⅲ
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地域コミュニティ開発のために実施したプロジェクトの件数
単位 2010 2011

合計 件 173 370
日本 件 40 27
欧州 件 83 196
米州 件 31 107
アジア 件 19 40

社会貢献関連団体への支援実績
単位 2010 2011

支援団体数 団体 200 243

教育研修費 　
単位 2010 2011

合計 百万円 2,455 2,033
日本 百万円 1,573 1,468
欧州 百万円 489 133
米州 百万円 257 280
アジア 百万円 136 153

教育研修受講実績（社内研修）
2010 2011

単位 延べ受講時間 延べ受講人数 延べ受講時間 延べ受講人数
合計 hr.、人 272,528 13,146 225,184 21,928 

日本 hr.、人 207,458 8,255 169,385 11,965 
欧州 hr.、人 3,790 407 2,766 977 
米州 hr.、人 — — 7,390 1,182 
アジア hr.、人 61,280 4,484 45,643 7,804

注記：日本の延べ受講時間の削減は、東日本大震災の影響により新入社員研修が通常の1カ月から1週間に短縮されたことによるものです。

新規雇用者
単位 2010 2011

合計 人 3,634 3,280
日本 人 990 989
欧州 人 754 663
米州 人 638 478
アジア 人 1,252 1,150 

社員構成
2010 2011

単位 社員数 男性比率 女性比率 社員数 男性比率 女性比率
合計 人、％ 26,871 62 38 27,168 62 38

日本 人、％ 14,918 56 44 15,145 56 44
欧州 人、％ 4,353 70 30 4,014 70 30
米州 人、％ 2,348 74 26 2,420 74 26
アジア 人、％ 5,252 68 32 5,589 66 34 

地域別社員構成
2010 2011

単位 構成比率 構成比率
合計 ％ 100 100

日本 ％ 55 56
欧州 ％ 16 15
米州 ％ 9 9
アジア ％ 20 20

社員とのかかわりChapter Ⅲ
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管理職構成（経営職・MD）
2010 2011

単位 男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率
合計 人、％ 953 58 6 1,138 66 5

日本（野村證券、野村ホールディングス） 人、％ 322 7 2 385 7 2
欧州 人、％ 338 19 5 366 20 5
米州 人、％ 157 11 7 216 16 7
アジア 人、％ 136 21 13 171 23 12 

管理職構成（基幹職・ED・VP）
2010 2011

単位 男性 女性 女性比率 男性 女性 女性比率
合計 人、％ 5,690 840 13 6,058 978 14

日本（野村證券、野村ホールディングス） 人、％ 3,152 166 5 3,238 198 6
欧州 人、％ 1,215 298 20 1,327 305 19
米州 人、％ 629 148 19 844 227 21
アジア 人、％ 694 228 25 649 248 28 

育児・介護支援諸制度取得実績（野村證券）
単位 2010 2011

産前・産後休暇 人 233 237
育児休業 人 338 367
子の看護休暇 人 435 478
育児時間 人 104 148
託児所費用等の補助 人 332 365
介護休業 人 13 6
介護のための勤務時間短縮制度 人 0 0
介護休暇 人 30 33

育児休業後の復職および定着率（野村證券）
2010 2011

単位 男性 女性 男性 女性
復職率 ％ 100 96 100 99
定着率 ％ 100 95 100 98

人権啓発研修（野村證券）
2010 2011

単位 実施回数 受講者数 実施回数 受講者数
人権啓発研修 回、人 32 13,827 20 9,823

その他人事・労務関連状況
単位 2010 2011

離職率（日本国内） ％ 5 6
高齢者（60歳以上）再雇用（日本国内） 人 713 763
障がい者雇用率（野村證券） ％ 1.86 2.00
年次有給休暇平均取得日数（野村證券） 日 9.7 9.9
労働組合加入率（野村證券） ％ 53.8 52.8
社員の平均年間給与（野村證券） 千円 10,869 10,660

CSR関連データ

データセクション

雇用契約別構成(日本国内）
単位 2010 2011

フルタイム 人 14,918 15,145
パートタイム 人 788 766
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環境パフォーマンス
単位 2009 2010 2011

CO2排出量※1 国内野村グループ t-CO2 48,402 44,626 36,579
欧州主要拠点 t-CO2 13,620 25,850 24,358
アジア主要拠点 t-CO2 — 16,917 23,857
米州主要拠点 t-CO2 — — 8,253

社員一人あたりのCO2排出量 国内野村グループ t-CO2/FTE 3.2 3.0 2.4 
欧州主要拠点 t-CO2/FTE 4.1 5.9 7.4 
アジア主要拠点 t-CO2/FTE — 1.8 5.1 
米州主要拠点 t-CO2/FTE — — 4.1 

電力使用量 国内野村グループ MWh 89,966 89,674 74,632
欧州主要拠点 MWh 26,261 51,196 49,274
アジア主要拠点 MWh — 17,813 27,438
米州主要拠点 MWh — — 13,439

ガス使用量 国内野村グループ MWh 14,019 13,406 11,859
欧州主要拠点 MWh 1,801 6,783 6,745
アジア主要拠点 MWh — 176 132
米州主要拠点 MWh — — 0

グリーン電力購入量※2 MWh 5,900 5,900 7,424
社員の移動にともなうCO2排出量※3 国内野村グループ t-CO2 10,952 12,407 11,873

欧州主要拠点 t-CO2 — — 9,446
アジア t-CO2 — 2,595 11,883
米州 t-CO2 — — 6,060

水使用量※4 国内野村グループ 千m3 197 204 188
欧州主要拠点 千m3 47 101 136
アジア主要拠点 千m3 — 36 33
米州主要拠点 千m3 — — 4

紙使用量※5 国内野村グループ ton 730 726 701
欧州主要拠点 ton — — 90 
アジア主要拠点 ton — — 134 

廃棄物排出量※6 ton 701 681 629
廃棄物リサイクル率※6 % 91.6 91.3 89.3 
グリーン購入率※7 % 74.9 74.3 77.1

※1 国内野村グループは「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」、欧州主要拠点およびアジア主要拠点は「The Greenhouse Gas Protocol (The World Resources Institute and 
The World Business Council for Sustainable Development)」、米州主要拠点は｢US EPA, eGRID2012 Version 1.0(created April 2012)」の排出係数を使用して算定。アジア
主要拠点については、2010年度はインド拠点分のみを集計対象としていたが、2011年度より香港およびシンガポール拠点分も集計。

※2 2010年度は国内野村グループのみを対象としていたが、2011年度はフランクフルト拠点およびチューリヒ拠点における実績も集計。
※3 国内外の航空機・長距離鉄道のうち指定業者を通じて購入したものを集計。アジア主要拠点については、2010年度はインド拠点分のみを集計対象としていたが、2011年度よりアジア全

拠点分を集計。国内野村グループとアジア主要拠点のうちインド拠点については、常時利用する車両にかかる実績も集計。
※4 欧州主要拠点について、2010年度はロンドン拠点分のみを集計対象としていたが、2011年度よりパリ、フランクフルト、チューリヒを含む、欧州主要拠点分を集計。
※5 国内野村グループのうち、野村證券において、指定業者を通じて購入したものを集計。2011年度より欧州主要拠点のうちロンドン拠点分およびアジア主要拠点のうちインド拠点分を集計。
※6 国内野村グループのうち、野村證券日本橋本社ビル分を集計。2011年度より野村證券名古屋支店分も集計。
※7 野村證券において、用度品請求システムを利用して購入したものを集計。

欧州主要拠点：ロンドン、パリ、フランクフルト、チューリヒに所在する拠点。アジア主要拠点：香港、シンガポール、インドに所在する拠点。米州主要拠点：ニューヨークに所在する拠点。

環境とのかかわりChapter Ⅲ
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CSRに関する外部評価

チャイナ・チャリティ・アワード
第1回チャイナ・チャリティ・フェスティバ
ルにおいて、野村グループがチャイナ・
チャリティ・アワードの企業賞を受賞

Carbon Trust Standard
英国のCO2排出量の測定方法や削減
実績により認定取得

Clean City Award
ロンドンの環境保全活動において「ク
リーン・シティ・アワード」のプラチナ賞を
受賞
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　（2012年8月1日現在）

古賀 信行　 取締役会長
指名委員会 委員長、報酬委員会 委員長

辻 晴雄※ シャープ（株） 相談役
監査委員会 委員長

坂根 正弘※ （株）小松製作所 取締役会長
指名委員会 委員、報酬委員会 委員

藤沼 亜起※ 公認会計士・日本公認会計士協会 相談役
監査委員会 委員

Dame Clara Furse※

（クララ・ファース） 前ロンドン証券取引所 チーフ・エグゼクティブ

草刈 隆郎※ 日本郵船（株） 相談役

兼元 俊德※
弁護士・シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル
元インターポール（国際刑事警察機構）総裁
指名委員会 委員、報酬委員会 委員

Michael Lim Choo San※ 
（マイケル・リム）

元プライスウォーターハウスクーパース（シンガポール）  
エグゼクティブ・チェアマン

板谷 正德　 監査委員会 委員

西松 正記

David Benson
（デイビッド・ベンソン） 

取締役

※ 社外取締役
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グループCEO 永井 浩二

グループCOO兼ホールセール部門CEO 吉川 淳

営業部門 営業部門CEO 森田 敏夫

アセット・マネジメント部門 アセット・マネジメント部門CEO 岩崎 俊博

ホールセール部門
グループCOO兼ホールセール部門CEO 吉川 淳

ホールセール部門補佐 山﨑 啓正

フィクスト・インカム フィクスト・インカム・グローバル・ヘッド Steven Ashley （スティーブン・アシュレー）

エクイティ
グローバル・エクイティ・ジョイント・ヘッド 松葉 直樹

グローバル・エクイティ・ジョイント・ヘッド Benoit Savoret （ブノア・サヴォレ）

インベストメント・バンキング インベストメント・バンキング・ヘッド 奥田 健太郎

リサーチ グローバル・リサーチ担当 高橋 秀行

コーポレート・その他

財務統括責任者（CFO） 中川 順子

Co-Deputy CFO 藤谷 茂樹

チーフ・リスク・オフィサー（CRO） Lewis O’Donald （ルイス・オドナルド） 

Deputy CRO兼グループ・リスク・マネジメント部長 中田 裕二 

Co-Group CAO（IT統括責任者（CIO）、グローバル・オペレーション担当） Paul Spanswick （ポール・スパンズウィック）

ホールセール Co-CIO 迫 尚宏 

グループ・コンプライアンス統括責任者 宮下 尚人

チーフ・リーガル・オフィサー（CLO）兼秘書担当 永井 智亮 

コーポレート・オフィス担当兼Co-Group CAO
（IT統括責任者（CIO）、グローバル・オペレーション担当） 鈴木 裕之

コーポレート・オフィス担当（経営企画グループ担当） 鳥海 智絵

コーポレート・オフィス担当
（地域マネジメント・サポート、リスク・アドバイザリー・グループ担当） 柏木 茂介

グループ広報担当 三浦 栄治

グローバル人事担当 渡辺 章人

インターナル・オーディット グループ・インターナル・オーディット担当 今野 優

米州
米州地域CEO David Findlay （デイビッド・フィンドレー） 

米州地域Co-CEO 長谷川 俊也

欧州
欧州地域CEO John Phizackerley （ジョン・フィザッカリー）

欧州地域COO 柏樹 康生

アジア

アジア地域CEO 篠原 実

コーポレート・オフィス（中国委員会主席）   吉澤 德安

アジア・ウェルス・マネジメント担当 三浦 公輝

経営執行体制 （2012年9月末日現在）
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野村證券国内本支店一覧
（2012年8月1日現在）

北海道（5支店・営業所）

東北（10支店・営業所）

東京都内（41本支店・営業所）

四国（5支店・営業所）

明石支店
茨木支店
上本町支店
梅田支店
江坂営業所
大阪支店
大津支店
岡本支店
学園前支店
川西支店
岸和田支店

京都支店
京都支店　 
京都駅ビル 
The CUBE店

苦楽園支店
神戸支店
堺支店
千里支店
大東支店
高槻支店
宝塚支店

川崎支店
熊谷支店
港南台営業所
甲府支店
越谷支店
さいたま支店
さいたま支店 
大宮東口店

相模原支店
志木支店
新百合ヶ丘支店
高崎支店
たまプラーザ支店
千葉支店
つくば支店

土浦支店
鶴見支店
所沢支店
戸塚支店
平塚支店
藤沢支店
二俣川営業所
船橋支店
松戸支店
水戸支店
武蔵小杉支店
八千代台営業所
横須賀支店
横浜支店
横浜馬車道支店

青葉台支店
厚木支店
イオンモール 
船橋営業所
市川支店
宇都宮支店
浦和支店
太田支店
大宮西口支店
小田原支店
柏支店
鎌倉支店
上大岡支店
川口支店
川越支店

広島支店
福山支店
松江支店
米子支店

青森支店
秋田支店
いわき営業所
郡山支店

庄内営業所
仙台支店
八戸支店
福島支店

札幌支店
とかち帯広営業所

函館支店

今治営業所
高知支店
高松支店
徳島支店
松山支店

中部（16支店）
岡崎支店
春日井支店
金山支店
刈谷支店
岐阜支店
静岡支店

津支店
豊田支店
豊橋支店
長野支店
名古屋支店
名古屋駅前支店

沼津支店
浜松支店
松本支店
四日市支店

九州（11支店）
大分支店
鹿児島支店
北九州支店
熊本支店
久留米支店
佐賀支店

中国（9支店・営業所）
岡山支店
倉敷支店
下関支店
徳山支店
鳥取営業所

近畿（30支店・営業所）

北陸（4支店）
金沢支店
富山支店

沖縄（1支店）
那覇支店

関東（43支店・営業所）

旭川支店
釧路支店

盛岡支店
山形支店

飯田橋支店
池袋支店
池袋メトロポリタン 
プラザ支店
上野支店
大森支店
荻窪支店
蒲田支店
神田支店
吉祥寺支店
錦糸町支店
小石川支店
小岩支店
国分寺支店

五反田支店
桜新町営業所
三軒茶屋営業所
渋谷支店
自由が丘支店
新宿支店
新宿駅西口支店
新宿野村ビル支店
新橋支店
成城支店
千住支店
立川支店
田無支店
玉川支店

調布支店
田園調布支店
東京支店
虎ノ門支店
中野支店
中目黒支店
練馬支店
幡ケ谷支店
八王子支店
浜田山営業所
府中支店
本店
町田支店
三田支店

新潟支店
福井支店

佐世保支店
長崎支店
福岡支店
福岡支店 
アミュプラザ博多店

宮崎支店

塚口支店
天王寺支店
豊中支店
奈良支店
なんば支店
西宮支店
東大阪支店
姫路支店
枚方支店
和歌山支店
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個人その他

外国法人等

事業法人等

金融機関
（含む金融商品
  取引業者）
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会社概要

会社名 野村ホールディングス株式会社
代表者名 永井　浩二
設立年月日 1925年12月25日
業務内容 金融サービスに関連する業務

資本金  594,493百万円 
（2012年3月末現在）

所在地  〒103–8645  
東京都中央区日本橋一丁目9番1号

社員数（連結ベース） 34,395名（2012年3月末現在）

株式情報

株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部 （東京）0120-232-711
 （大阪）0120-094-777
 http://www.tr.mufg.jp/daikou/

米国預託証券（ADR）預託機関
バンクオブニューヨークメロン
Depositary Receipts Division：+1（866）680-6825
http://www.adrbnymellon.com
比率：1ADR=1普通株

株主構成比（単元株式ベース）

その他

発行済株式数
3,822,562,601株（2012年3月末時点）

上場証券取引所
東京、大阪、名古屋、シンガポール、 
ニューヨーク（2012年3月末現在）

証券コード
8604（東京証券取引所）、NMR（NY証券取引所）

株主数
477,052名（単元株主数454,025名）（2012年3月末現在）

大株主の状況（上位10名）

氏名または名称 所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する

所有株式数の
割合（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 187,713 4.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 135,436 3.54

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-
TREATY CLIENTS 93,365 2.44

ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 50,926 1.33

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 
エス エル オムニバス アカウント 47,713 1.25

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 37,090 0.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 34,577 0.90

ステート ストリート バンク ウェスト ペンション 
ファンド クライアンツ エグゼンプト 33,413 0.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 33,268 0.87

野村グループ従業員持株会 33,115 0.87
※  当社は、2012年3月31日現在、自己株式を155,753千株保有しておりますが、上記大株主

からは除外しております。

格付情報
野村ホールディングス 野村證券
長　期 短　期 長　期 短　期

Standard & Poor’s BBB+ A-2 A– A-2
Moody’s Investors Service Baa3 — Baa2 P-2
R＆I（格付投資情報センター） A+ a-1 A+ a-1
JCR（日本格付研究所） AA– — AA– —
※ 2012年6月30日現在

第2四半期末 期　末

配当基準日 9月30日 3月31日
配当金支払開始予定日 12月1日 6月1日
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野村ホールディングス  ホームページ

http://www.nomura.com/jp/

問い合わせ 野村ホールディングス株式会社
　IR室 所在地：  〒100-8130 東京都千代田区大手町二丁目2番2号  

アーバンネット大手町ビル
電話： 03-5255-1000（大代表）

　コーポレート・シティズンシップ 
　推進室

所在地：  〒100-8170 東京都千代田区大手町二丁目1番1号  
大手町野村ビル

電話： 03-5255-1000（大代表）
e-mail: csr@jp.nomura.com

Corporate Citizenshipサイト

http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/

野村グループのCSRに関する取り組みをより
タイムリーに発信しています。また、ステーク
ホルダーとの対話の詳細もご覧になれます。

ＩＲサイト

http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/

野村グループの決算・財務情報やアニュアル
レポート、株主のみなさまへのご案内、コーポ
レート・ガバナンスなどのＩＲ情報をご覧になれ
ます。

Webサイトのご案内
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この報告書は、FSC認証紙および植物油インキを使用しています。また、印刷
工程で有害廃液を出さない水なし印刷方式で印刷しています。

この報告書の印刷工程で
使用した電力量（300ｋＷｈ）
は、すべてグリーン電力で
まかなわれています。
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