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2022年03月30日 

【格付維持】野村グループ各社 

 

格付投資情報センター(R&I)は上記の格付を公表しました。 

 

＜格付見直し結果＞ 格付対象は後記をご参照ください 

発行者（証券コード） 発行体格付 格付の方向性 短期債務/CP 

野村ホールディングス（8604） A（維持） 安定的 a-1（維持） 

野村證券 A+（維持） 安定的 a-1（維持） 

野村信託銀行 A+（維持） 安定的 a-1（維持） 

 

【格付理由】 

 日本で最大手の証券会社グループで、国内に非常に強固な営業基盤を持つ。リテール部門の預かり資

産残高は国内最大で、競合他社を圧倒している。ホールセール部門も資本市場で主導的な地位にあり、

主要なリーグテーブルで上位にある。アセットマネジメント事業の存在感も大きい。海外でも注力する

プロダクツにおける市場地位は高い。 

 

日本の証券会社の中では複雑なリスクを抱えることが多い。収益に占めるグローバル・マーケッツの

割合が大きく、市場のボラティリティーが高まると不測の損失が発生する可能性がある。2020年度第4

四半期に米国の特定顧客との取引で多額の損失が生じたのもその1つだ。経営の監督・執行両面からリス

ク管理を強化し、グループCEOがリスク管理の高度化を推進している。 

 

市場変動や規制強化による影響を受けにくいビジネスの拡充に取り組んでいる。資産コンサルティン

グ業への転換を目指し、投資信託や投資一任契約の残高が積み上がり、安定収益が増えている。しかし、

グループ全体の費用を支えるにはまだ小さい。注力するプロダクツの市場地位向上が顧客フロー収益の

底上げにどの程度つながるか確認していく。 

 

リスク耐久力は格付対比で良好だ。バーゼル3最終化の影響は一定程度あるものの、十分な資本を備え

ている。ストレステストを踏まえても資本の充実度に問題はない。リスク量は一定のレンジの範囲内で

運営している。市場の不透明さが増す中で、リスクを適切にコントロールしていけるか注視していく。 

 

〇野村ホールディングス 

グループの持株会社。持株会社の収支・財務に問題はないが、持株会社固有の構造的劣後性を反映し、

格付はグループ全体の信用力から1ノッチ引き下げている。 

 

〇野村證券 

グループの中核会社で日本での業務運営の中心を担う。格付はグループ全体の信用力をそのまま反映

している。 

 

〇野村信託銀行 

野村ホールディングスが100％出資する信託銀行。グループが富裕層へソリューションビジネスを強化

するなかで重要な役割を担っている。格付はグループ全体の信用力をそのまま反映している。 
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【格付対象】 

発行者：野村ホールディングス （証券コード:8604）

名 称 格 付 格付の方向性 

発行体格付 A（維持） 安定的 
 

 

名 称 発行総額 発行日 償還日 格 付 

 （億円）    

第2回無担保社債(劣後特約付） 395  2010年11月26日 2025年11月26日 A（維持） 

第1回無担保社債(担保提供制

限等財務上特約無)* 

1,000 2018年09月04日 2023年09月04日 A（維持） 

第2回無担保社債(担保提供制

限等財務上特約無)* 

400  2019年09月03日 2024年09月03日 A（維持） 

第3回無担保社債(担保提供制

限等財務上特約無)* 

1,200  2021年09月06日 2026年09月04日 A（維持） 

第24回無担保社債 220  2010年06月24日 2025年06月24日 A（維持） 

第27回無担保社債 140  2010年09月24日 2025年09月24日 A（維持） 

第50回無担保社債 300  2017年08月10日 2022年08月10日 A（維持） 

第51回無担保社債 200  2017年08月10日 2024年08月09日 A（維持） 

第52回無担保社債 100  2017年08月10日 2027年08月10日 A（維持） 
 

* TLAC（総損失吸収力）規制においてTLAC適格負債となる社債 

 
 

名 称 発行限度額 担保・保証 格 付 

 （億円） 保証会社等  

コマーシャルペーパー 3,000  無担保 a-1（維持） 

 

発行者：野村證券 

名 称 格 付 格付の方向性 

発行体格付 A+（維持） 安定的 
 
 

名 称 発行限度額 担保・保証 格 付 

 （億円） 保証会社等  

コマーシャルペーパー 10,000  無担保 a-1（維持） 

 

発行者：野村信託銀行 

名 称 格 付 格付の方向性 

発行体格付 A+（維持） 安定的 
 

 

名 称 格 付 

短期債務 a-1（維持） 
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発行者：Nomura Europe Finance N.V.     

    野村グローバル・ファイナンス 

名 称 ユーロノートプログラム 

発行限度額 Nomura Europe Finance N.V. 230億米ドル相当額 

 野村グローバル・ファイナンス 70億米ドル相当額 

格 付 野村ホールディングスの保証：A（維持） 

 野村ホールディングスと野村證券の保証：A+（維持） 

担保・保証 野村ホールディングスの保証または、野村ホールディングスと野村 

 證券の保証 

 
☆MTNプログラムに対する信用格付はプログラムを対象としており、プログラムのもとで発行する個々の債券に

対する信用格付ではありません。個々の債券の信用格付は通常、同プログラムの信用格付と同一ですが、クレ

ジットリンク債、インデックスリンク債など個々の債券の契約内容によっては、同一とならない、あるいは格

付しないことがあります。R&Iは依頼に応じて、個々の債券にも信用格付を付与することがあります。 
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信用格付に関わる事項 

信用格付業者 

登録番号 

株式会社格付投資情報センター 

金融庁長官（格付）第6号 
直近一年以内に講じられた監督上の措置は、ありません。 

主任格付アナリスト 松島 賢宗 

信用格付の付与について 

代表して責任を有する者 

丸山 博哉 

 

信用格付を付与した日 2022年03月30日 

主要な格付方法 事業法人等の信用格付の基本的な考え方 [2021.06.01] 

金融機関等に共通する格付の考え方 [2020.03.23] 

証券会社 [2020.06.19] 

預金取扱金融機関 [2019.02.21] 

持株会社の格付の考え方 [2022.03.08] 

グループ企業の格付の考え方 [2022.03.08] 

規制資本商品等と金融機関等の格付の考え方 [2019.12.11] 

上記格付方法は、格付を行うにあたり考慮した他の格付方法とともに以下のウェブサイトに掲載

しています。https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_method.html 

評価の前提は、以下のウェブサイトの格付付与方針に掲載しています。

https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_grant.html 

格付符号とその定義は、以下のウェブサイトに掲載しています。

https://www.r-i.co.jp/rating/about/definition.html 

格付関係者 野村ホールディングス、野村證券、野村信託銀行、Nomura Europe 

Finance N.V.、野村グローバル・ファイナンス 
注 格付関係者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第三百七条に基づいて、R&Iが判断したものです。 

利用した主要な情報    決算書類、開示情報、格付関係者から入手した情報等 

品質確保のための措置   公認会計士の監査済みである、またはそれに準じた信頼性が確保され

ている決算書類であること。一般に開示された、またはそれに準じた

信頼性が確保されている情報であること。格付アナリストが妥当性を

判断した情報であること。 

情報提供者        格付関係者 

 

信用格付の前提、意義及び限界 

 R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約

定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債

務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何

ら意見を表明するものではありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来

の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその

他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項

について、いかなる保証もしていません。 

 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これら

の情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合

には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信

用格付を取り下げることがあります。 

 利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性

が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することが
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あります。 

 一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因

となり得ることが知られています。 


