
  野村グループでは、経営レベルでサステナビリティ
に関わる意思決定を行うことにより、グループ全体の
持続的な成長および社会課題の解決に向けて機動的
に対応しています。
　取締役会は、野村グループのサステナビリティ関連
の取り組みを監督しています。
　グループCEOを委員長とし、経営会議メンバーで
構成される統合リスク管理会議およびサステナビリ
ティ委員会は、グループ全体の気候変動を含む環境、

社会、ガバナンス（以下、ESG）に関するリスクと機会
に関する事業方針の策定や活動の承認・決定を行いま
す。その活動内容は、取締役会に適宜報告されます。
　また、サステナビリティ委員会は、TCFDや環境負
荷低減などに関する5つのワーキンググループを設置
しています。各ワーキンググループで検討した内容は、
サステナビリティ委員会で審議され、経営会議へ定期
的に報告されるとともに、必要に応じて取締役会にも
報告されます。

Sustainability

執行役員　
コンテンツ・カンパニー長兼サステナビリティ推進担当

鳥海 智絵

　日本を含む各国がカーボンニュートラルに向けたコ
ミットメントを表明、企業においても脱炭素社会の実現
に向けた取り組みが次々と始まるなど、ESGを取り巻
く市場の認識や投資の流れはこの1年間を見ても様変
わりしました。気候変動のみならず、社会的格差拡大や
食料、人権問題、日本における少子高齢化といった社
会課題は山積しており、リスクマネーの供給と循環を担
う金融の役割はますます大きくなると認識しています。
　野村グループは、2025年に向けた経営ビジョンとし
て「社会課題の解決を通じた持続的成長の実現」を掲
げ、サステナビリティを経営戦略に組み込んだ運営を
行っています。当社におけるサステナビリティ推進には
大きく二つの軸があり、ひとつは、本業を通じ、お客様
やさまざまなステークホルダーのサステナビリティへ
の取り組みをサポートしていくこと、二つ目は、当社自
身がサステナブルであるための環境負荷低減やガバ
ナンスの高度化といった活動を推進していくことです。
これら二つの軸を必要に応じて連携させながら、グ
ループとしての取り組みに一層レバレッジをかけてい
くことが、サステナビリティ推進担当である私の役割と
認識しています。
　金融サービスグループとして核となるのは、資金や

サステナビリティを実現するための推進体制

イニシアティブへの参画

　野村グループは、社会課題の解決に向けて、当社が
どのように対応していくかについて、ステークホル
ダーの皆様と連携し、持続可能な環境・社会の実現を
一層推進していくため、国内外のイニシアティブに参
画・賛同しています。
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SDGs with Nomura

「SDGs with Nomura」では、
野村グループのサステナビリ
ティについての考え方や取り組
み事例を紹介しています。

野村グループの“Drive Sustainability”

野村グループでは、「Drive Sustainability.」と
いうコンセプトを掲げ、社内外に発信しています。

P02

資本の流れを通じたお客様のサポートです。事業会社
や金融機関が発行するグリーンボンドやソーシャル
ボンドなどの引受や、M&Aなど戦略的アドバイザリー
サービスの提供、投資対象としてのESG関連ファンド
の開発や個人投資家への提供を通じたサステナブル
な資金循環の促進といった機能を強化することは、お
客様に選んでいただくために重要と考えています。加
えて、当社が長年培ってきた事業承継のサポート機能
や、地方創生や農業・医療分野でのイノベーション推進
機能、調査分析の分野における専門性や知見も活かし
ながら、社会課題解決のためのソリューション提供に、
グループとしての総合力、強みを発揮してまいります。
　また、お客様をサポートする金融グループとして、
当社自身のサステナビリティへの取り組み状況につ
いても、お客様や投資家をはじめ、さまざまなステー
クホルダーの皆様からの関心の高まりを感じています。

2019年3月期に設定したグローバルのCO2排出削
減目標のうち、中期目標については前倒しで達成して
いますが、これらの見直しを含め、国連PRBや

TCFDといったイニシアティブとも連携しグローバル
な動向を見据えながら、グループとして取り組みを推
進してまいります。
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コーポレート ビジネス

※統合リスク管理会議・サステナビリティ委員会は、
グループCEOを委員長とし、経営会議メンバー
および出席者で構成されます。

参画している主なイニシアティブ

野村グループでは、経営会議メンバーから構成される
「サステナビリティ委員会」において
サステナビリティ分野における取り組みを決定しています。
また、新たに担当役員を任命し、
戦略としてのサステナビリティへの取り組み強化、
グループ内での意識の浸透に加え、
対外的な情報発信やコミュニケーションの加速を図ります。

サステナブルな
社会の実現に向け、
お客様支援と野村グループの
取り組みを戦略的に推進

当社は、2015年より国連グローバルコンパクトに参画し、
人権、労働、環境および腐敗防止からなる原則を支持して
います。

サステナブルな社会の実現に向けて
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Sustainability サステナブルな社会の実現に向けて

企業理念 金融資本市場を通じて、真に豊かな社会の創造に貢献する

ステークホルダーの声に

真摯に耳を傾け、

本業を通じて、

付加価値の高い

課題解決策の提供を行い、

企業理念を

実現していきます

サステナビリティに関するサービス概要 進捗・取り組み

2017年にサステナブル・ファイナンスの専任チームを設置し、2020年には、環境省による
「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」において「幅広いファイナンスの方法に取り組み、
国内のESG投資の拡大に貢献した」として金融サービス部門（証券）で銀賞を受賞してい
ます。また、2017年にIPFの専属チームをニューヨーク拠点に設立し、北米および日本に
おけるインフラおよびサステナブル関連資産への取り組みを強化しています。お客様によ
る認知度も高まっており、2020年にはInfrastructure Journal and Project Finance
誌が主催するアワードにおいて「北米年間ベスト主幹事賞」候補に推薦されました。

ファイナンス

グリーンボンド、ソーシャルボンド、サ
ステナビリティボンドなどの発行サ
ポートや引受
インフラストラクチャー&パワーファ
イナンス（IPF）によるサステナビリ
ティ関連ビジネスのサポート

事業会社や金融機関が発行するグリーンボン
ドやソーシャルボンドなどの引受や、太陽光や
風力、再生可能エネルギーといったグリーン
プロジェクトに関するオリジネーションやエク
ゼキューションなどを通じ、サステナビリティ
分野におけるお客様の資金調達をサポートし
ています。

コロナ禍における金融・経済教育の取り組みとして、オンライン職場体験や、複数の学
校をつないだリモート授業などを行いました。また、インドにおける急激な感染拡大を
受け、「インドの仲間とコミュニティに対する支援」として役職員の募金活動をグローバ
ルで行いました。

金融リテラシーの普及・社会貢献活動

アクティブ・ラーニング形式の出張授
業の開催
寄付を通じた支援
NPO/NGOなどとの連携

野村グループは、個人の金融・経済に関する
知識と理解の促進に向け、幅広い世代を対象
とした金融・経済教育の提供に取り組んでい
ます。また、災害支援活動や、次世代育成を中
心とした地域貢献活動を展開しています。

P77 金融リテラシー

野村アセットマネジメントでは、投資先企業と建設的な対話（エンゲージメント活動）を
通じて、投資先企業のESGの取り組みを後押ししています。野村證券では、「ESG商
品ラインアップ」を取りまとめ、販売することで、投資を通じた持続可能な社会の実現
とお客様の中長期の資産形成に貢献しています。また、ESG指数の開発などを通じて、
投資家へ新たなソリューションを提供しています。

運用・商品開発・新たなソリューション

責任投資
ESG/SDGs運用商品開発・提供
インデックス開発

ESG課題の解決に資する運用商品の開発
や、個人投資家へのESG/SDGs関連の投資
商品の提供および情報発信・啓発活動を行い、
投資の好循環を促進しています。

ノムラ・グリーンテックは、M&A・戦略的アドバイザリーサービスの提供を行い、サステナ
ブル・テクノロジーおよびインフラストラクチャー分野でお客様のビジネス拡大をグロー
バルに支援しています。また、2020年12月にコンテンツ・カンパニー内に設置したエク
イティ・リサーチ部ESGチームを中心に、ESG／サステナビリティ関連リサーチ機能の
さらなる強化を図っています。その他、事業承継・資産承継専門のシンクタンクである野
村資産承継研究所による研究・コンサル活動や、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザ
リーによる地域における医療・介護のサステナブルな提供体制構築支援、野村アグリプ
ランニング＆アドバイザリーによる食や農業分野のイノベーション推進などに取り組んで
います。

コンサルティング&アドバイザリー

サステナビリティ分野におけるM&A、
アドバイザリー
ESGに関するリサーチ&コンサル
ティング
事業承継のサポート
医療法人や介護事業者向けコンサル
ティング
フード&アグリを軸としたコンサル
ティングやアドバイザリー

M&Aなど戦略的アドバイザリーサービスの
提供や、リサーチ、提案などに加えて、野村グ
ループが長年培ってきた事業承継のサポー
トや、地方創生、農業・医療分野でのイノベー
ション推進を通じ、グループ横断的に社会課
題解決のためのソリューションを提供してい
ます。

野村グループは、企業理念および「社会課題の解決を通じた持続的成長の実現」という経営ビジョンのもと、
それぞれの専門性を持って横断的に連携し、グループの総合力を最大限に結集することで
投資家やお客様のニーズに応えるとともに、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。

社会課題

気候変動

社会的格差の拡大

食糧問題（農と食）

高齢化社会

医療問題

目指す姿（アウトカム）

トヨタ自動車株式会社が発行する「Woven Planet債（ウーブン・プラネット
債）」引受の共同主幹事を務めました。本債券による調達資金は、トヨタ自動車の
SDGs貢献に資するプロジェクトに対する支出に充当される予定です。また、旭
化成株式会社、アサヒグループホールディングス株式会社などの発行体による
サステナブル・ファイナンスの発行を支援したほか、日本最大級となり得る太
陽光発電プロジェクトで単独主幹事を務めました。

実績ハイライト Japan　日本 Europe　欧州Americas　米州

SDGsの目標に貢献する投資方針の投資信託を厳選した「ESG商品ラインアップ」
の純資産残高は、2021年3月末時点で5,800億円を超える規模となっています。

2020年にIPFが行った取引は7セクターにおいて42件となりま
した。ネバダ州における180MWの太陽光発電および電力貯蔵の
建設ファイナンスを含む、数々の象徴的な大型案件を完了させて
います。

Environmental Finance誌の「ソーシャルボンド マネー
ジャー」ランキングで9位、「サステナブルボンド マネージャー」
ランキングで10位を得ました。

2020年には、オランダのフォルクスバンクによる初のグリーン
Tier 2劣後債に参画したほか、サムライ債形式によるソブリン
発行体のグリーンボンドとして初となる、ハンガリー政府発行グ
リーン・サムライ債を引受け、日本の投資家に販売しました。

2020年5月に、再生可能ディーゼル燃料と再生可能ジェット
燃料の世界最大の生産企業であるネステによるMahoney 
Environmentalの戦略的買収において、単独アドバイザーを務
めました。

「ESG商品ラインアップ」販売実績サステナブル投資比率 2021年3月末

81%

2021年3月期サステナブル・ファイナンス

8兆4,803億円

責任銀行原則（PRB）に基づき、野村グループが主幹事を務めた
資金調達支援総額
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