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2022年10月改訂

経済の循環を通じて、豊か
創業から変わらぬ野村グ

1925

年

野村グループは、
創業者二代目野村徳七が提唱した「証券報国」
という理念のもと
真に豊かな社会の創造に貢献することを使命として
世界を舞台に今日まで歩み続けてきました
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な社会の創造に貢献する
ループの使命です

2025

年

創立100周年にあたる2025年に向けた経営ビジョン
「社会課題の解決を通じた持続的成長の実現」のもと
幅広いステークホルダーの皆さまとともに
サステナブルな社会の実現に向けた歩みを加速しています

未来は変えられる。
一緒なら、
きっと。
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At a Glance

数字で見る野村グループ
野村グループは、グローバルに拠点をもつ金融サービス・グループです。
創業以来変わらぬ「すべてはお客様のために」という基本観のもと、多様な人材が国や地域、部門を越えて協働し、
国内外の幅広いお客様のニーズにお応えしています。

設立96年を迎えました
2022 年 3月末現在

1925

年設立

野村グループの中核会社である「野村證券」は、公社債専門業者

として社員数84名で設立されました。その後、時代の変化に合わ

せて業態を進化させ、現在では日本と世界の資本市場を結ぶグ

ローバル金融サービス・グループへと成長を遂げています。

世界30ヵ国以上の拠点の役職員数
2022 年 3月末現在

26,585

名

国内の野村證券店舗数

119

86

グローバル・リサーチ

2022 年 4月1日現在

2022 年 3月末現在

世界経済・金融指標の

86%をカバー

店

グループ役職員の国籍
2022 年 3月末現在

90

約
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ヵ国

%
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教 育

2022 年 3月末現在

94

万人以上

1990年代以降からの、大学への寄付講座や小・中・高校生向け
金融・経済教育の出張授業累計受講者数

運用資産残高
2022 年 3月末現在

67.9

¥

兆円

投資信託やETFなど、国内外の個人・機関投資家の
お客様から委託され運用している資産残高

国内最大の顧客資産残高
2022 年 3月末現在

122.1

¥

兆円
サステナビリティ

野村グループのサステナビリティに関する取り組みは、外部から高く評価されています。

環境省
第 2 回「 ESGファイナンス・アワード・ジャパン」

CDPリーダーシップレベル
2021年12月時点

銀賞

A

野村證券：金融サービス部門
野村アセットマネジメント：投資家部門

世界の機関投資家が気候変動への戦略や温室効果ガス排出量の公表
を企業へ要請するプロジェクト「 CDP 」における評価

ESG金融やグリーンプロジェクトに関して積極的に取り組み、環境・社会
に優れたインパクトを与えた投資家・金融機関等を表彰する「ESGファイ
ナンス・アワード・ジャパン」において、2部門で銀賞を受賞

主な参加イニシアティブ
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。

主なESGインデックスへの組み入れ状況

THE INCLUSION OF Nomura Holdings, Inc. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE
MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF Nomura
Holdings, Inc. BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI
AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.
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Business Divisions

部門別概況
3 つの部門が横断的に連携して、国内外のお客様に付加価値の高い商品・サービスを提供しています。

概

要

国 内 の 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。具体的には株式・債

営業部門

顧

客

個人投資家
地方公共団体

券・投資信託・ファンドラップ・保険商品の他、お

地域金融機関

客様のライフステージにあった資産運用のご提案

事業会社

や、相続・事業承継に関するサービスなど、きめ細
やかなコンサルティングを行っています。

学校法人
諸法人

多様化するお客様の運用ニーズに応える商品ラ
インナップの拡充やサービスの向上を目的に、広

インベストメント・
マネジメント部門

義のアセット・マネジメント・ビジネスを担ってい
ます。株式・債券などの伝統的資産からプライベー
ト・エクイティやリアルアセットなどのオルタナティ
ブ資産まで、グループの専門性を融合し付加価値を
向上させることで、お客様の多様なニーズに対する

個人投資家
金融機関
事業会社
機関投資家
国・政府機関

高度なサービスとソリューションを提供します。

グローバル・マーケッツでは、国内外の機関投資
家に、リサーチの提供や債券・株式・為替およびそ
れらの派生商品の販売とトレーディングをグロー

ホールセール部門

バ ルに 展 開して います。インベストメント・バン
キングでは、国内外の事業会社、金融機関、政府
機関などに対して、債券や株式の引受やM&Aア
ドバイザリー、金 利・為 替 等に係る各 種ソリュー
ションなど、お客様のさまざまなニーズにお応え
する投資銀行サービスを展開しています。
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金融機関
機関投資家
事業会社
国・政府機関
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商品・サービス

実績・プレゼンス

金融商品の販売

M&Aアドバイザリー
不動産関連サービス
相続・事業承継サービス

顧客資産残高

残あり顧客口座数

顧客満足度調査

J.D.パワー調査

国内No.1

122.1 534.8
兆円

万口座

2022年 3月末

2022年 3月末

運用資産残高（ネット）

国内公募投資信託残高シェア

1 2
位

位

2021年

2022年

投資信託の開発・運用
年金・機関投資家の資産運用受託
プライベート・エクイティ投資
メザニン・ファイナンス
サーチファンド
リアルアセット

65.6

1

兆円

位

オルタナティブ運用資産残高

1.1

兆円

2022年 6月末

2022年 6月末

2022年 6月末

日本・アジア クロスボーダーM&A

円金利プロダクト顧客シェア

米国上場株式オプション
収入シェア

株式・債券の引受

M&Aアドバイザリー
金融商品の組成
投資アイデアの提案
流動性の供給
高度な執行

2

1

位※

位※

1

位※

2021年

2021年

2021年

※Reﬁnitiv

※ Greenwich

※第三者調査機関
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Sustainable
Environment

with Nomura

環境

関連するSDGs

金融機関には持続可能な環境や社会の形成に貢献する
資金の流れを生み出すことが求められています。
野村グループは、気候変動問題や社会的課題の解決に資する金融サービスとして
サステナブル・ファイナンスを提供するとともに、
自らの事業活動にともなう環境負荷低減にグローバルで取り組んでいます。

アドバイザリー＆ファイナンス
サステナビリティ関連分野における

資金調達のサポートを通じた環境・社会課題への対応

アドバイザリーおよびファイナンス業務の強化

当社は、グリーンボンド、
ソーシャルボンドに代表される

2020年4月に、サステナブル・テクノロジーおよびインフラ

SDGs債の引受・販売を通じて、社会に貢献したいという投

ストラクチャー分野でM＆Aアドバイザリーを提供する米グ

資家のニーズと、社会課題の解決を目的としたプロジェクト

リーンテック・キャピタル社を傘下に迎えました。新たなブ

における資金需要との橋渡し役を担っています。ESG投資

ランド
「ノムラ・グリーンテック」は、環境関連の優れた技術

の重要性が高まるなか、国内・海外においてサステナブル・

を持つ成長企業と投資家をグローバルにつなぎ、エネル

ファイナンスに取り組んでおり、資本市場を活用したSDGs

ギー、輸送、食品、水、廃棄物などの社会システムがより持

の達成に貢献しています。
野村證券は、2017 年に引受部門の一つであるデット・

続可能なものへ移行していくことをサポートしています。
また、米国にはインフラストラクチャーやサステナビリティ

キャピタル・マーケット部にESG専任チームを設置しました。

関連のファイナンス提供を手掛ける専任チームがあります。

加えて、2018年にはグローバルな体制を構築し、取り組み

北米や日本を中心に太陽光発電、風力発電をはじめとする

をさらに強化しています。欧州、米州、
アジアとグローバルに

再生可能エネルギーのプロジェクトにおいて、関係者（スポン

構築されたプラットフォームを活用し、海外におけるサステ

サーやデベロッパー）
と連携してファイナンスを組成し、
ローン

ナブル・ファイナンスにおいても最適なソリューションを提供

や債券といった金融商品の形で国内外の多くの投資家に投

しています。

資機会を提供しています。持続可能な社会の形成に向けて、

サステナブル・ファイナンス

グローバルに資金・資本の循環を後押しし、金融資本市場を

2021年 3月期

8 4,803

通じた環境・社会の課題解決への貢献を図っています。

兆

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

サステナブル投資比率

81%
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2021年 3月期末

野村アセットマネジメントの
運用残高に占める割合
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金融商品の開発と提供

責任投資
野村グループの野村アセットマネジメントでは、投資先企

ESG関連ファンドの提供

業の持続的な企業価値向上につながる建設的な対話（エン

野村グループは、
グループ各社の専門性と総合力を活か

ゲージメント活動）
や、ESG課題の解決に資する運用商品の

し、ESG投資の普及に努めています。野村證券では、ESGや

提供、
さらには継続的な投資教育などに積極的に取り組む

SDGs 関 連の投 資 商 品を継 続 的に拡 充させてきました。

ことで、資産運用を通じた社会の発展に貢献しています。

2020年には、“投資を通じた持続可能な社会の実現とお客

責任ある機関投資家として、投資先企業にESGを重視し

様の中長期的な資産形成”をテーマに
「ESG商品ラインアッ

た経営を求めるとともに、
自社においてもESGを重視した事

プ」
として新たにファンドをとりまとめ、ESG投資への流れを

業運営を進めています。特に気候変動問題、
自然資本の問

加速させています。
これらのファンドを通じて、社会課題の

題、社会的責任に係る問題については、重要な課題である

解決に取り組む企業に投資することで、投資収益と社会課

との認識のもと、取り組みを強化しています。

題解決の双方を追求することが可能となります。
またファン
ドの普及活動を通じて、投資家の皆様へのサステナブル

TCFD開示

ファイナンスの浸透に向けた啓発にも積極的に取り組んで
います。

野 村 グ ル ー プ は、気 候 関 連 財 務 情 報 開 示 の 重 要
性 を 認 識し、気 候 関 連 財 務 情 報 開 示タスクフォース
（ Task Force on Climate-related Financial

Disclosures: TCFD）に 賛

ESG商品ラインアップ:

SDGs の 目 標 に 貢 献 す る 投
資 方 針 の 投 資 信 託 を、
「ESG

同するとともに、これに基づく
情報開示の拡充に取り組んで

商品ラインアップ」として特設
ページで紹介

います。2020年以降、年次で

TCFDレポートを発行し、自社
の気候変動に関するリスクと

ESG／

機会についての認識や戦略を
開示しています。

サステナビリティ・リサーチ

ネットゼロ達成に向けた目標

野村グループは創業時から調査・分析を重視し、
その成果
を社会に還元してきました。
サステナビリティ分野に関しては、

野村グループは、気候変動問題や社会的課題の解決

2020年12月にコンテンツ・カンパニー内に設置したエクイ

に資する金融サービスとしてサステナブル・ファイナン

ティ・リサーチ部ESGチームを中心にESG／サステナビリティ

スを提供するとともに、自らの事業活動にともなう環

関連リサーチ機能の更なる強化を図っています。
クオンツリ

境負荷低減に取り組んでいます。2021年9月には、パ
リ協定の趣意に賛同し、温室効果ガス（GHG）排出量

サーチ、
インデックス開発の各部署をはじめ、2019年に設立

ネットゼロに向けた宣言を公表しました。脱炭素社会の

した野村サステナビリティ研究

早期実現を目指し、2030年までに自社拠点、2050年

センターが連携し、ESG／サス

までに投融資ポートフォリオのGHG排出量をネットゼ

テナビリティにフォーカスしたレ

ロとすることを目標としています。

ポートの発行やアドバイザリー

野村グループ（グローバル）における
中期・長期温室効果ガス排出量のネットゼロ達成目標

サービスの提供、インデックス
の開発、各種提言等、取り組み
を進めていきます。
野村サステナビリティ研究センターによる季刊誌
『野村サステナビリティクォータリー』
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2030年までに

2050年までに

当社の拠点からの
温室効果ガス排出量を
ネットゼロに

投融資ポートフォリオの
温室効果ガス排出量を
ネットゼロに

Sustainable
Society
with Nomura

社会

関連するSDGs

野村グループは、社員にとって働きやすい職場であるように努めるとともに、
金融知識の普及や事業承継支援を通じた地方創生など、
長年培ってきた知見や専門性を活かした取り組みを進めることで、
持続可能な社会の創造に貢献しています。

働きやすい職場環境
| 健康

野村グループの最大の財産は人であり、社員一人ひとり

長時間労働の是正や時短・シフト勤務制の導入のほ

が自らの能力や個性を最大限に発揮し活躍できるよう、働

か、病気の治療と仕事の両立支援策の導入、健康診断・

きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。

人間ドック受診率 100%の目標設定、全社員向けメンタ

ルヘルス研修など、誰もがより健康に働けるよう、取り組

| ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）

みを充実させています。

「新たな価値を生み出すために多様性を尊重し、組織や

また、コロナ禍においては従来の在宅勤務制度を柔軟に

立場を超えて協働する」という考え方のもと、ダイバーシ

運用し、すべての社員が安心・安全に働き、お客様とより

ティ経営を推進しています。国籍、人種、性別、性志向、性

良い関係を築いていけるよう努めています。

自認、年齢、障がいの有無など、さまざまなバックグラウン

ドを持つ社員がお互いに認め合い、協働することで、より

新型コロナウイルス感染症への対応

付加価値の高いサービスを提供できると考えています。

| 女性活躍・ワークライフバランス

無償提供

女性上級管理職向けのリーダー育成の取り組み・管

理職手前の女性社員向けキャリア支援の取り組みなど、

総額約1億1,580万円

アイコン

様々な施策を継続的に実施することで、女性リーダーの

育成と管理職登用を推進しています。また、法定を上回る
育児・介護休暇の付与や男性社員の育児休暇取得の推進

など、子育てや介護と仕事を両立させるためのワークライ

フバランス支援を行っています。

未就学児〜小学生を対象にご家
庭で学習できる金融・経済教育
の教材を無償配布（2020年）

国連WFP協会など国内外の団体に、全
世界の役職員による募金と、会社から
のマッチング・ギフトを寄付（2020年）

100万枚寄付

総額約300万米ドル

アイコン

日本政府と日本赤十字社にマス
ク100万枚を寄付（2020年）

左から：くるみん
（野村證券）
／くるみん
（野村アセットマネジメント）
／トモニン
（野村證券）
／える
ぼし
（野村信託銀行）
／準なでしこ
（野村ホールディングス）
／健康経営宣言
『銀の認定』
（野村
（野村ホールディングス）
／健康経営優良法
ビジネスサービス）
／PRIDE指標レインボー・GOLD
人2021〜ホワイト500〜
（野村ホールディングス）
／健康経営優良法人2021
（野村アセットマネ
ジメント）
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インドにおける感染急拡大を受け、2度
にわたり、国境なき医師団等の5団体
に社員募金も含め総額 200万米ドル
と約100万米ドルを寄付（2021年）
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金融・経済教育の普及

オリジナルの学習教材を、全国の希望校に無償提供

野村グループは、
日本の小・中学生から大人まで、幅広い

教員向け

小学生向け

世代を対象とした金融・経済教育に1990年代から取り組ん
でいます。小学校、
中学校、高校などで体験型の出張授業を
行っているほか、大学生向け講座には、全国の支店から400
名を超える社員が講師として参加しています。
また、社会人向

中高生向け

けにも、
ライフプランや年金など、生活に直結するテーマの講
座を多数提供してきました。
さらに、学生向け株式学習コンテ

高校の新学習指導要領に準拠した家庭科向け教材を開発。
授業で必要な資料をすべてパッケージ化し、無償で提供

スト
「日経STOCKリーグ」
（ 主 催：日本 経 済 新 聞 社 ）には、

2000年の第一回から特別協力会社として協賛しています。
社会の血液ともいわれる
「お金」がスムーズに循環するこ
とは、すべてのSDGs達成のために不可欠です。野村グルー
プはすべての人が豊かで自立した生活を送れるよう、金融・
経済教育を通じた支援を続けていきます。

地方創生への取り組み

社会貢献活動例

野村グループは、国内外のネットワークと高い専門性を
活かし、地方創生や農業・医療改革など、各分野の活性化
やイノベーションの推進を通じて、持続的な社会および産
業の発展に貢献しています。
事業承継支援

さくらプロジェクト

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、ス
タートアップ・事業承継者向けイベント「スタ★アト
ピッチJapan」の協賛などを行っています。

2012年より、東日本大震災で被災した宮城県亘理郡
（わたりぐん）にある戸花山（とはなやま）を桜の名所
にする植樹活動を地元グループの皆さんとともに行っ
ています。これまでに、のべ 1,000 人を超える役員や

アグリビジネス（農業）のイノベーション

野村アグリプランニング＆アドバイザリーでは、国内
外の最先端のフード＆アグリテックへの調査やスター
トアップピッチを実施するなど、サステナブルな社会
実現に向けたフード＆アグリ分野のイノベーションを
推進しています。また、野村ファーム北海道ではトウ
モロコシなどの野菜の栽培、加工、販売も行ってお
り、農業の六次産業化に取り組んでいます。

社員が活動に参加しました。

バーチャル・チャリティ・イベント
コロナ 禍 で 実 際 に 集 まって の ボ
ラ ン ティア 活 動 が 難 し い な か、

2020年9月 以 降、参 加 者 が 任 意
の 時 間と場 所にて 運 動に 取り組

地域金融機関との連携

み、併せて参加費の代わりに寄付

山陰合同銀行や阿波銀行などの地域に根差した金
融機関と包括的業務提携を結び、地域経済の発展
と地域のお客様の最適な資産形成による豊かな生
活の実現に向けて、取り組んでいます。

を行うバーチャル・チャリティ・イ
ベントを実 施しています。社 会 貢

献と役職員の健康促進を組み合わせたこの活動をこれ
までに3 回実施し、全世界の拠点から2,200 人以上が

投資信託でふるさと支援

参加しています。集まった募金は、新型コロナウイルス

地域金融機関と連携した地方創生応援税制（企業
版ふるさと納税制度）を活用した寄付スキームを創
設。野村アセットマネジメントのESG運用関連商品
収益の一部を、各地方公共団体が実施するSDGs
関連事業に寄付しています。

感染症拡大に対する様々な活動や東北復興支援、教育
支援活動等を行う団体に寄付しています。
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