
Next Stage of Growth
次 の ス テ ー ジ へ

株主の皆様へ、そしてお客様をはじめとする
すべてのステークホルダーの皆様へ

代表執行役社長 グループCEO

奥田 健太郎

Message from Group CEO

新たな環境への対応

　今回の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
により、今まで当然と思っていた普段の生活は一変し
ました。明日が今日の単なる延長線上にないことを改
めて思い知らされました。今回の混乱が落ち着いたと
き、人々の生活や考え方が以前と同じであるという保
証はありません。私たちは、いかなる変化にも適切か
つ柔軟に対応し、金融という社会の重要なインフラを
担う者としての責任を果たすとともに、お客様をはじ
めすべてのステークホルダーの皆様からの信頼にお
応えしていかなくてはいけません。
　野村グループにはグローバルに約2万6千人の役職員
が在籍し、そのうち4割は日本以外で勤務しています。
国や地域によってはいまだ100%に近い在宅勤務を
強いられているところもあります。今回のコロナ対応
においても、日本国内の本社・支店および海外の各拠
点がそれぞれの工夫で感染防止とビジネスの継続と
いう難しい課題に対応してくれています。このような状
況においても、お客様に対して一生懸命真摯に対応し
てくれているすべての役職員を誇りに思います。

私たちが目指す姿

　2020年4月、グループCEO就任時に、「野村を、

今立っている場所とは違うところ、次のステージに進
める」という考えのもと、その実現に向けた戦略の一
つとして「パブリックに加え、プライベート領域への拡
大・強化」を打ち出しました。

 「次のステージ」とは、今と違うどこかではなく、私た
ちが「目指す姿」に他なりません。5年後、10年後、グ
ループとしてどういう姿を目指すのか?どのようなビ
ジネスモデルに変えていくのか?これが「目指す姿」
であり、現状の延長線上にない「今立っている場所と
は違うステージ」です。「目指す姿」は私たちだけで考
えるものではありません。なぜなら、私たちが目指して
いるのは「お客様に寄り添い、お客様の悩みや課題の
解決、夢や目標を実現するお手伝いをする」ことにあ
るからです。
　夢や目標を実現するための資産運用、企業を大きく
するための資金調達やM&Aなど、お客様の目指す姿
の実現に向けた十分な、さらに期待を超えるサポート
をさせていただくために、私たちも先を見据えた飛躍
が必要です。従来の発想にとらわれず、お客様のため
に将来のビジネスを考えるという思いから「今とは違
うところ、次のステージ」と言っています。今後は、資
産運用、資金調達にこだわることなく、さらに金融とい
う枠を超えた発想すら必要になってくるでしょう。私た
ちにとっては「非連続的な成長」と言ってもいいかも
しれません。
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Current Situation
現 状

Future Vision
目指す姿 「次のステージ」へ

商品・サービス
Products

デリバリー
Delivery

お客さま
Clients

プライベート「あなただけのための」

　人材の活用においては、グループワイドの視点に加
えて、性別・年齢・キャリア等の多様性（ダイバーシ
ティ）を重視して検討を行っています。例えば、今年の
新任役員の約4割は当社以外の勤務経験を経て、野
村に来てくれた人たちです。グループのさまざまなと
ころで新たな化学反応やシナジーが生まれ、結果とし
て社会の変化、お客様のニーズの高度化に、対応でき
るようになることを期待しています。
　一方で、単に多様な人材を登用すれば、組織は活
性化するわけではありません。誰もが活躍できる環境
がなくては、何も変わりません。そういった環境を整え
ることが、私を含めたマネジメントの重要な役割だと
認識しています。

パブリックに加え 
プライベート領域への拡大・強化

　目指す姿を実現するための戦略の一つが「パブリッ
クに加えプライベート領域への拡大・強化」です。
　この「プライベート」という言葉には、いくつもの意
味があります。金融商品としての「プライベート」、例
えば非上場企業の株式を「プライベート・エクイティ」
と呼ぶこともあります。他方、「プライベート・ジェット」
や「プライベート・ビーチ」のように、「自分だけの」と
いう意味でも使われます。私たちが目指すのは、お客
様一人ひとりにカスタマイズされた「あなただけのた

　有名な「同調（conformity）」に関する心理学実
験があります。その実験内容は、一堂に会した集団を
対象に、ある線分と「同じ線分の長さ」を答えさせる
というものです。実験の結果は、一目見て正解は明ら
かな状況でも、他の人たちが同じ間違った答えを言う
と、それに引きずられて正答を言わない（同調する）
場合がかなり多い。ただし、集団で一人でも「同調し
ない」人が出ると、それまで引きずられて同調してい
た人も「自分の思う正解」を言えるようになる、という
ものです。
　この背景には、周りの人の行動や意見を基準として
自らの行動や意見を決めていく、何があるかわからな
いため、とりあえず同じ行動をとる、人と違うことをし
て、周りの人たちに嫌われたくない、という心理がある
そうです。均一な組織では新しいことにもチャレンジせ
ず、不正が起きたときに、それを「違う」とも言えない。
人や組織は何もしないでおくと、無意識のうちに「同
調」してしまう。これは心理学的にも仕方がないことの
ようです。ダイバーシティは企業の存続にもかかわる重
要な問題です。だからこそ、さまざまなバックグラウンド
をもった人材を採用、登用していく必要があります。

新しいことへの取り組み

　創業者である野村徳七翁の言葉を集めた「創業の
精神」のなかに、「常に一歩前進することを心がけよ。
停止は退歩を意味する」という言葉があります。私は
グループCEO就任以来、「新しいことにチャレンジし
よう」と、「それが野村のスピリット、DNAだ」と言っ
てきました。昨年から、「未来への新たな挑戦」として
全社員の課題設定にも必須項目として入っています。
　従来取り組んでいることを同じやり方で続けてい
ては、その場に立ち止まっているだけではなく、自分
のまわりが進んでいるなかでいつのまにか後退して
いることになってしまいます。提供する商品やサービ
スは同じことを続けるだけでは、その付加価値はなく
なっていきます。
　もちろん、すべての挑戦がうまくいくわけではあり
ません。むしろうまくいかないことのほうが多いでしょ
う。だからといって挑戦を躊躇してはいけない。「ノー
プレー・ノーエラーが一番よくない」と思っています。
明日が今日の単なる延長線上にないことは、金融業界
でも例外ではありません。だからこそ、結果が出るま
で時間がかかるとしても、将来に向けた布石、準備を
しておくことは、持続的成長のためには欠かせないこ
とだと考えています。

ダイバーシティ&インクルージョン

　新しいことに挑戦するためには、それを認め、挑戦
する人の背中を押す環境が必要です。そのために重
要なことの一つに、「ダイバーシティ」があります。こ
れがなければ、新しいことを始める、まして新しいス
テージへ飛躍することなど困難です。

め」のサービス・ソリューションを提供することです。
　それを実現するため、「お客様」「商品・サービス」
「お客様との接点・デリバリー」の3つの軸で考えてい
ます。お客様一人ひとりの状況は異なります。また、同
じお客様であっても年齢のように状況は変化していき
ます。昨日までのニーズと今日からのニーズが異なる
ことがあっても、それは当然のことです。それに合わ
せて、提供する商品・サービス、判断に必要な情報も
異なります。そして、実際のデリバリーにおいても、お
客様にとって最も好ましい手段、最適なタイミングで
お届けしなければ、意味がありません。この3つの軸
がお客様のニーズに合致してはじめて、私たちが目指
す「プライベート」を実現することになります。これが、
お客様に選んでいただくために必要なことだと考え
ています。

商品・サービス

　提供する商品・サービスについても、お客様の選択
肢を広げるためにも、パブリックからプライベート領域
への拡大・強化を進めていきます。これは、パブリック
からプライベートへ移行するという、単純なものでは
ありません。私たちが従来から強みを持つパブリック
な商品・サービス分野をさらに強化、深掘りし、それに
加え新しい領域、プライベート領域へビジネス・ポート
フォリオの拡大・強化をはかるというものです。
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インベストメント・マネジメント部門

　2021年4月に新設したインベストメント・マネジメント
（IM）部門は、足元のビジネスと将来の布石の両方を
含んだ戦略を具現化したものです。IM部門を新設し
た背景には、資本市場の環境やお客様のニーズの変
化があります。グローバルな低金利環境の長期化を背
景に、投資家のニーズは多様化してきています。実際、
投資家ごとのアセットアロケーションを見ると、オルタ
ナティブ資産の重要性が増してきています。こうした
投資家のニーズは今後もさらに高まっていくと考えて
います。
　IM部門では、上場株式や債券といった従来の伝統
的なアセットクラスに加え、プライベート・エクイティな
どのオルタナティブへの投資機会をお客様へ提供す
ることを目指しています。2021年1月に発表した、ス
パークス・グループとの非上場企業へ投資する上場投
資法人設立へ向けた戦略的提携もその一例です。こ
れは単に、非上場企業への投資というだけではありま
せん。個人投資家を含めた多くのお客様へのプライ
ベート・エクイティへの投資機会の提供、IPO前のス
タートアップの時価総額拡大、IPOによる富裕層への
リーチ拡大等、野村のあらゆるビジネス拡大の機会が
ここには含まれています。
　また、今までどの部門にも属していなかった航空機
リースを手掛ける野村バブコックアンドブラウンも新
部門の主要な1社となりました。ひとつの組織のなか
に、多様な専門性を結集させ、シナジーや化学反応を
起こすことで、付加価値のさらなる向上を図っていき
たいと考えています。
　野村グループの成長を考えると、今後ますます、
トータルなアセットマネジメントの考え方、コンサル
ティング的な対応が重要となってきます。グループ全
体がこの方向に進んでいくためにはIM部門に限らず、

すべての部門、すべての社員が意識していかなくては
なりません。
　加えて、買収等のインオーガニック等、新たな運用
チームの採用時に、既存のミドル・バック機能をしっか
りと活用することで、スピーディーに商品・サービスの
提供を開始できる、という狙いもあります。

アライアンス

　これまで当社は、自前路線でビジネスの拡大に取り
組むことがほとんどでしたが、昨年より、良いパート
ナーがいればアライアンスを組むことで、グループと
しての企業価値向上を目指す方向性に大きく舵を
切っています。
　日本国内では、さきほどのスパークス・グループと
の提携に加え、地域金融機関との新しい提携のあり方
も進めています。2020年9月より山陰合同銀行との
金融商品仲介業務における包括的業務提携に基づき、
新しい取り組みがスタートしています。また、2021年
4月、阿波銀行とのアライアンス・プロジェクトが始動
しています。加えて、同年5月、複数の地方銀行との新
しい合弁会社の設立の検討開始について発表しました。
これは、地方銀行と連携し、リモートでの金融コンサル
ティング・サービスを有料で提供しようとするものです。
　日本以外の地域でも同様です。米国ウルフ・リサー
チと提携し、米国株関連のリサーチを日本国内の個人
のお客様に提供しています。同時に、米国株式の引受
ビジネスにおいても、案件の獲得など、ポジティブな
効果がいくつも出てきています。また、2021年5月、大
手投資顧問であるジャーデン・グループとオーストラリ
アおよびニュージーランドにおける戦略的提携を発表
しました。この提携により、両社の持つ強みを補完し
合うことで、双方のお客様の利益に寄与することがで
きると考えています。

デジタル

　デジタル、DXについても、足元の効率化、高度化
等の「デジタル改善」を着実に実施しつつ、同時に
「デジタル変革」に取り組んでいます。ビジネスの拡
大・強化と同様、現状への対応と新しいテクノロジー
の採用の両方を、リソース投入のバランスをとりつつ
進めています。
　例えば、ブロックチェーン技術に関連する、
「Komainu」や「BOOSTRY」があり、ブロック
チェーンはインターネット以上の革新を与えるポテン
シャルを持っていると言われています。当社は早くか
らその可能性に着目し、ビジネスへの応用を試行して
いました。ブロックチェーンを活用するデジタル証券
の発行も広がりを見せています。野村総合研究所との
合弁会社であるBOOSTRYでは、同社のブロック
チェーン基盤を活用し、2020年7月、不動産関連資
産を裏付けとする「デジタル証券」の発行をお手伝い
させていただきました。この「デジタル証券」では、ス
マートフォン上のアプリを経由して投資家への販売が
行われました。また、デジタル資産のカストディサービ
スを提供する「Komainu」では、ブロックチェーンを
活用するうえで最も重要な「暗号鍵」をお客様に代
わって管理するサービスも手掛けています。
　デジタルについてはDX人材の採用・育成も重視し
ています。
　デジタル関連のナレッジがグローバルな金融機関
の競争力を左右する時代となってきました。これは未
来に向けたスキルセットです。これまでのデジタルへ
の取り組みをグループワイドに拡大し推進していくた
めには、IT関連部署に留まらず、グループの全社員が
その知識レベルやスキルを向上していくことが重要
です。その一環として、「デジタルIQプログラム」を開
始しました。デジタルIQは、社員のデジタルに関する
知識習得をサポートするオンラインプログラムであり、
グループ全体の基礎となるデジタル知識の向上を目
指しています。英語での配信から始めて、徐々に日本
語のコンテンツも増やしていく予定です。

デジタルのその先

　さまざまなビジネス分野でデジタルの活用が進んで
いますが、私たちの目指すゴールはデジタル化そのも
のではありません。考慮すべきは、お客様にとってい
かに有益かであり、そこで重要となるのは、「コンテン
ツ」と「人」です。既存の金融機関だけではなく、IT企
業などの新たな業態とも、ますます競争が激化するこ
とが予想されます。ここでの差別化、お客様に選ばれ
るために必要となるのは、やはり「コンテンツ」と
「人」になると、確信しています。
　お客様に選ばれるには、どんなコンテンツを持って
いるか、どのようにお客様にお届けするかがカギとな
ります。2020年7月、「コンテンツ・カンパニー」を立
ち上げました。これは、リサーチのアウトプットとして
のレポートだけでなく、グループ内に点在する有形・無
形のコンテンツを一元化し、情報や経験から新しい価
値を自ら創造することを目指すものです。誰もが入手
可能な情報に独自の分析を加えることで価値ある「ナ
レッジ」に変え、また、経験等の暗黙知を顕在化させ、
点と点をつなぎ新たな「ナレッジ」を作りだす、そして、
デジタルも活用することで「あなただけのため」にプ
ライベートなソリューションを提供していきます。
　当社のビジネスにおいて「人」の重要性は変わらな
いものの、求められる資質は変わってくるでしょう。商
品知識だけでなく、お客様に寄り添ってアドバイスで
きるコンサルティング能力などの付加価値が問われる
ことになります。その意味でも「人」は差別化の大きな
武器になります。
　さらに、新たなお客様へのアプローチ方法を創って
いくことも必要です。これまで進めてきた日本での営
業改革の柱は、売買に伴う手数料収入から、「預かり資
産」を重視するスタイルへの変革です。それをさらに深
化させるために、新たな手数料体系の検討を進めてい
ます。お客様の資産が増えることで私たちの収益も増
えるという好循環を創り出したいと思っています。
　AI（人工知能）が進歩すると、誰もが自分の好みを
知り尽くした個人の秘書を持てるようになる、と言わ
れています。資産運用に関するアドバイスも、近い将
来AIが行うようになるでしょう。それほど遠い話では
ありません。知識やスピードでは人間はAIにはかない
ません。では、人にしかできないことは何なのか、それ
を考えないといけない時代になってきた、ということ
です。
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　リスク管理の高度化を図りつつ今後も米国を含め
た海外での強固なビジネス基盤の構築に努めてい
きます。

行動規範

　2019年12月、「野村グループ行動規範」を策定、
公表しました。野村グループには、創業以来受け継が
れ、大切にしている価値観があります。多様な人材が
集まる野村だからこそ、これをしっかりと共有し、日々
の判断や行動に反映させていくために、その指針とし
てまとめたものです。
　2020年7月に実施した「野村グループ従業員サー
ベイ」（回答者約2万4千人、回答率90%超）では、行
動規範の浸透度についても測定を行いました。その
結果は、他社と比べても良好な位置にいることが確認
されています。この結果に満足することなく、すべて
のステークホルダーの皆様からの信頼に応え、野村グ
ループ全体をよりよい会社にしていくために、役員
（SMD）全員で真摯に議論を重ねました。その中で、
「お客様のほうを向いた業務運営ができているという
実感はあるか」「声をあげやすい環境か」「評価の透
明性や納得性」などについて、さらなる改善を図る必
要があることも見えてきました。それに対して、具体
的対応にも取り組んでいます。
　そして、2021年3月「野村グループ行動規範」の
見直しを行いました。当社が取り組む多様なビジネス
は、お客様をはじめとしたすべてのステークホルダー
の皆様からの信頼の上に成り立っています。私たちが、
社会から求められているものに継続して応えていくた
めには、私たちの考え方が社会の常識からずれてし
まっていないか、常に見つめなおす必要があります。
そうした精神から、「野村グループ行動規範」の内容
を定期的に見直すこととしています。
　社員一人ひとりへの信頼は、グループ全体に対す
る信頼と同じです。お客様にとっては、面識のない私
や役員ではなく、直接接する社員が野村の代表者で
あり、野村に対して持つイメージそのものです。さらに、
お客様は、社員一人ひとりの価値観、人生観もみてい
るはずです。一人でも信頼を損なえば、それはグルー
プ全体が信頼を失うことになります。すべての社員が
野村グループの一員として、ルールや規則の遵守だ
けに留まらず、高い倫理観を持ち、自信と誇りをもっ
て働くことのできる会社を目指していきます。

コスト・コントロール

　2019年から全社で1,400億円のコスト削減に取
り組み、当初計画を1年前倒しして、2021年3月に
完了しました。また、この2年間のコスト削減の取り
組みが奏功し、3セグメント合計の経費率は81%に
なりました。収益の拡大、厳格なコスト・コントロール
の継続により、ここからさらなる経費率の引き下げを
目指していく予定です。
　一方で、プライベート領域の拡大やデジタルの活用
など、ビジネスの拡大と効率化のための必要な投資は
継続していきます。

ガバナンスの高度化

　グループCEO就任以来、社外取締役の方々とも
ガバナンスの強化について協議を重ねてきました。

2021年3月期は、毎年実施している取締役会の自
己評価に加えて、第三者機関による取締役会の実効
性評価を行い、ガバナンス全体のレビューを実施しま
した。グループの重要事項の決定および経営の監督
を行う取締役会についても、ダイバーシティの観点、
グループのビジネス・ポートフォリオの広がりに合わせ、
海外から新たに3名の社外取締役の方に加わってい
ただきました。
　その結果、野村ホールディングスの取締役会の構
成は、取締役全12名中、社外取締役8名、女性3名、
日本国籍ではない海外のメンバー4名、という非常に
多様性をもつ開かれた取締役会となりました。

リスク・マネジメント

　残念ながら前期に発生した米国顧客取引で、多額の
損失を計上することとなりました。当社は、本事象を
重く受け止めており、管理強化等の必要な施策につ
いて対応を行っております。
　外部専門家も活用し、ホールセール部門とリスク・
マネジメント部門の両方を対象としたリスク管理フ
レームワークの総合的レビューを実施しています。
　米国子会社においては、外部より米国金融業界で
の経験豊富なCEOの新たな登用や前述の社外取締
役の増員等を通じて、グローバルなビジネス展開に合
わせたガバナンス体制のより一層の強化を図ってい
きます。

サステナビリティ

　サステナビリティへの取り組みは、お客様に選ん
でいただくための大きな要因の一つです。これがなけ
れば、今後はビジネスを失う可能性さえあると考えて
います。サステナビリティへの取り組みは、当社自身
とお客様双方の成長戦略にほかなりません。お客様
を含め多様なステークホルダーの皆様に対して、グ
ループのさまざまな機能を通じて社会課題解決のた
めのソリューションを提供し、そしてこれをさらに強
化していきます。
　野村グループでは、私が議長を務める「サステナ
ビリティ委員会」のメンバーを、最高意思決定機関で
ある経営会議メンバーと一致させ、戦略的に推進し
ていく体制としております。社外取締役の方々からも、
さまざまな角度から当社のサステナビリティへの取り
組みについて、アドバイスをいただいています。加え
て、今回新たに、「サステナビリティ推進担当」を新
設し、グループ内での意識の浸透、取り組みの強化
に加え、対外的な情報発信やコミュニケーションをさ
らに加速していきます。
　米国でサステナブル・テクノロジーとインフラ・ストラ

クチャーの分野において高いプレゼンスを持つグ
リーンテック・キャピタルを買収し、昨年4月より「ノム
ラ・グリーンテック」として運営しています。グリーン
テックの専門性と、野村のグローバルな顧客基盤を
掛け合わせることで、多くのよい事例も出てきてい
ます。

同じ道の上

　2025年3月期に向けて、8～10%のROEを達成
していくことを目標としています。
　私たちの経営ビジョンは「社会課題の解決を通じた
持続的成長の実現」です。グループとして取り組んで
いる多様なビジネスは、お客様をはじめとしたすべて
のステークホルダーの皆様からの信頼の上に成り
立っています。私は、当社の企業価値向上と社会全体
の持続可能な成長は同じ道の上にあると考えています。
　既存の金融機関の先行きに対して悲観的な意見も
少なくありません。しかしながら、私は金融の未来には
大きな可能性があると思っています。今後ともサステ
ナブルな成長を実現するために役職員一同努力を続
けてまいります。
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