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 変わらなければいけない － 「変化つくる」 
 
 変化のトリガーは ・・・ 
 フェア・ディスクロージャー 
 欧州の新金融規制 (第二次金融商品市場指令) 
 サステナブル投資の台頭 

 
 変化の方向は ・・・ 
 より本質的に ( ニュース解説  実証的な分析のある評価、意見 )  
 量より質 ( サービス志向  プロダクト志向 )  
 働き方改革 ( 渡り板  チームワーク・系統的技能継承 ) 

規制・市場への適応として変化 (純粋なビジネス・デシジョン) － 規範を議論しているのではない 

求められている変化 － 「変化をつくる」 

「独自に進化」した日本固有のアナリスト・モデルが岐路に立たされています。契機は規制の変化ですが、ESGなどサステナブル投資
の台頭といった市場要因も重要です。表面的な要件の変化というより、仕事ぶりを含めた「業務の本質」の見直しが必要です。 
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 よくある議論は ・・・ 
 テーマ調査 
 Actionable / investable 
 夢のあるストーリー 
 
 そんな「おいしい話」は何時でも、何処にでもあるものではない ・・・ 
 アナリストはハードワーカーだが、殆どは普通の人 
 40人×365日 安定的なオペレーション 

 
 天才でなくても、努力できちんと出来るのは ・・・ 
 過去決算の分析や企業戦略の評価を従来以上に精緻に行う  
 業績予想をより丁寧に行い、多様な側面から検証する 

皆にちゃんとさせられること、を目指さないと「組織として転換」できない 

具体的にどうしていくべきなのか？ 

アナリスト・モデルの転換といっても、全員が天才ではありませんから一斉に理想的な姿に変われる訳はありません。また、組織運営
の観点から出来ることと出来ないことがあります。陳腐なようですが、「基本に還る」というのが一番の近道かと思われます。 
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 より踏み込んだ決算分析、財務分析 
  例えば、研究開発戦略、効率の評価 ・・・ 新製品比率、売上寄与 
  設備投資効率の評価 ・・・ 売上高付加価値率と有形固定資産回転率の分解、過去3年設備投資売上高比率 
  人材投資の分析 ・・・ 一人当たり売上高・受注高の傾向、人件費 
  B/S、C/F、資金需要の特徴 (手形サイト、支払条件) 
  企業戦略、事業戦略、定性的な情報との関係、解釈 

 
 業績予想 
  主要前提、数量・価格、キーメトリクス、売上内訳など、出来るだけ細かい粒度で 
  業界環境、製品・サービス市場の予想との連携、定性的な世界観、ストーリーと整合的に 
  原単位分析、損益分岐点分析 (限界利益率分析)、利益増減分析、付加価値分析などと連動させて 
  長期予想の作り方  ×単純外挿、×売上成長を段階的に穏健な水準に収斂させていく ( 6ページ参照) 

 
 米国では主戦場の一つ (7ページ参照) 

「業績予想」そのものが商品になっている 

企業分析の基本に立ち返る 

企業分析では損益計算書の前年度比較に偏らずに、戦略や施策の成果が売上高や利益といったヘッドライン項目以外の勘定科
目にどう影響していたのかつぶさに確認し、それを(長期)予想に活かす工夫が必要ではないかと思われます。 
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(もちろん当社のアナリストも含めて) 「想定」的な「予想」が意外に多い (直線的な外挿や伸び率が予定調和的に収斂する予想) 

ありがちな業績予想のパターン 

将来について断定的な判断は誰にもできません。しかし、長期的視点に立った投資スタンスをとるのであれば、会社の過去施策の長
期効果や今後の戦略の成果を出来るだけ可視的に数字に織り込もうとする努力が必要かも知れません。 
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・・・ 内訳をみると、逐年で 5,000万
円ずつの増収の積み上げ。 

細かく刻んだ予想。精緻に積み上げた
ように見えるが ・・・ 

売上高総利益予想も、逐年で0.5％
ポイント刻みの改善。背景としては 「 ・
・・ 原価低減施策の効果が表れる ・・
・」との説明。 
 
過去決算の分析で、利益率変動要因
が説明されていれば、より説得力が増し
たかも知れない。 



P&L statements screenshot from Visible Alpha 

精緻な業績予想 (比較) は入場料 － Visible Alpha 

https://visiblealpha.com/our-solution/ 5 



 実績決算に関して、環境、競合、戦略と整合的にきちんと説明できる 
  収益変動要因や戦略施策の成果をデータで説明できる 
  会社情報によらない進捗チェック (チャネルチェック、リードアクロス、関連統計の詳細なモニター、テクノロジーの応用) 

 
 業績予想がデータ、ロジックともに確りしている 
  出来るだけ細かい粒度によるモデリング 
  シナリオ分析、競合分析、シミュレーション・感応度分析、サステナブル要因への配慮 (リスクとして、可能性として) 

 
 複眼的な投資視点、バリュエーション 
 以上の「個別企業分析」、「ベーシックレポート」が出来た上での付加価値向上に向けた取り組み 
 他の職能との協働: エコノミスト、ストラテジスト、クオンツ ・・・ 
 マルチプロダクト対応 

 

「基本が確りしている」＋「ネットワーク」が鍵 － 産業・企業知識を single-name の stock-picking 以外へ応用するのも課題 

将来にわたり付加価値を提供できるアナリスト像 (私見) 

「株価は業績で決まる」という基本観を堅持し、奇を衒わずに説得力のある業績予想ができる能力を磨くことがアナリストの存在価
値だと思います。より広く担当業界、周辺分野にネットワーク、他の専門家との交流を持つことも重要です。 
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ベーシック・レポートの標準雛形 (2004年) － ただし、Easier said than done です 

付加価値提供の基礎となる企業分析力を育成する 

若いアナリストには、まず「型」を習得させようとしています。標準テンプレート (目次) や、書きぶりの指示に沿って、取材・分析・執筆
を進めることで自然にワークフローが身に着きます。「価値協創ガイダンス」と親和性のある試みだと考えます。 
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 ベーシックレポート・シリーズ 
  アナリストの1年スケジュール 

 
 
 
 アンカーレポート 
  産業トレンド、テーマなどに着目、 複数アナリスト (海外を含む) の共同執筆になることも多い 

 
 Asia-Pacific コラボレーション 
 「日本の強みをアジアで活かす」だけでなく、「アジアの情報を日本株リサーチに活用する」ステージへ 
  さらに、米国リサーチを加え、Trans-Pacific コラボレーションを指向 

 
 ESG調査の取組み 

サービス (非定型のコミュニケーション) からレポートへの回帰 － メッセージのリーチ力、拡がりの観点からも非常に重要です 

野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (0) 

業績予想に関する基礎作りは組織として継続的に取組む課題ですが、それに加えて冒頭の問題意識 「変化をつくる」 ための試みを
いくつか紹介します。サービス志向モデルに過剰適応していた組織では、意思をもって向き合う必要があります。 
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1月 

アナリストランキング 
Q3決算 

Q4外交 
休暇 

本決算 
決算後外交 

4月 7月 10月 

海外外交 
Q1決算 

夏休み 
Q2外交 / 海外外交 

Q2決算 
海外外交 

アナリストランキング 

まとまったレポート執筆タイミング 



17年4月26日（19ページ）ダイフク (6383 JP) (Buy) 解体新書 (基礎的なロング・レポート) 

17年4月21日（11ページ）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ (8306 JP) (Buy) 無限のその先へ:強みと課題の再確認 (ADR:MTU US)  

17年4月20日（17ページ）旭硝子 (5201 JP) (Buy) 化学事業が業績拡大を牽引 

17年4月20日（13ページ）アドバンテスト (6857 JP) (Buy) 苦難の歴史と復活の兆候 

17年4月20日（15ページ）荏原製作所 (6361 JP) (Buy) 17年度は3本柱で増益、営業最高益更新へ 

17年4月19日（14ページ）ロート製薬 (4527 JP) (Buy) 目標株価引き上げ～美も健康も先端医療も 

17年4月18日（14ページ）ソフトバンクグループ (9984 JP) (Buy) ARM事業の中期展望 

17年4月13日（20ページ）大京 (8840 JP) (Not Rated → Neutral) 積極的な投資を再開し、安定的な成長を目指す 

17年4月07日（08ページ）主要銀行セクター - Trust Bank2.0 信託銀行のビジネスモデル 

17年4月04日（12ページ）セイコーホールディングス (8050 JP) (Buy) 高価格ウオッチの海外展開を加速する 

17年4月03日（22ページ）エレコム (6750 JP) (Not Rated → Neutral) 「Neutral」でカバレッジ開始 

17年3月31日（13ページ）関西ペイント (4613 JP) (Neutral → Buy) インドでの高い競争力と需要回復に注目 

17年3月31日（13ページ）日本ガイシ (5333 JP) (Buy) セラミックス製品で業績拡大を見込む 

17年3月30日（17ページ）エフピコ (7947 JP) (Neutral → Buy) 製品開発力と物流の強みが活きる局面へ 

17年3月16日（14ページ）日系完成車の自動運転技術戦略 - 各社の商品投入時期や新提携をアップデート 

17年3月09日（17ページ）第一生命ホールディングス (8750 JP) (Neutral → Buy) 投資判断をBuyに引き上げ  

17年3月09日（17ページ）Ｔ＆Ｄホールディングス (8795 JP) (Neutral → Buy) 投資判断をBuyに引き上げ  

17年3月08日（17ページ）ヤマトホールディングス (9064 JP) (Neutral → Buy) 「Buy」へ、利益が歩留まる制度の導入を予想 

17年3月02日（11ページ）三井金属鉱業 (5706 JP) (Neutral → Buy) 投資判断引上げ：マイクロシンの成長を評価 

17年3月01日（12ページ）ワコム (6727 JP) (Neutral → Buy) 投資判断引き上げ、18.3期は営業黒字化へ 

17年2月27日（21ページ）日清食品ホールディングス (2897 JP) (Neutral → Buy) Buyに変更：時価総額1兆円も夢ではない 

 

ベーシックレポート・シリーズ (2017年2～4月) 

野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (1) 
ベーシックレポート・シリーズ 

昨年の2～4月のウィンドウを利用して、に集中的にベーシックレポートを作成・発行するイニシアティブを実施しました。取り上げた銘
柄のパフォーマンスも良かったので (4月末時点の計測で発行後5日までに5.3%アウトパフォーム)、好評でした。 
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野村のフラグシップ・レポート “Anchor Report” 

野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (2) 
アンカーレポート 

経済の動向や産業構造の変化など大きな潮流に着目したレポートで、船が錨を降ろしたように短期的な循環や市場の振れには影
響を受けない投資テーマを扱うことから「Anchor」と銘打っています。広範な分析と深い洞察、投資アィデアを要件にしています。 
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レポート毎に一つの投資テーマを提案 － 膨大なデータと分析を詳細な掘り下げレポートに 

野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (2) 
アンカーレポート 
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アクショナブルなコメント 

詳細な掘り下げレポート 
（78ページ） 

2017年にアンカーレポートで取り上げたテーマ 

テーマと注目点 

発行日 タイトル アナリスト ページ数

2017/12/13 産業アウトルック　2018年新春号 (2016年12月) エクイティ・
リサーチ部 126

2017/12/6 IT・ビジネスソフトウェアセクター ～テーマ：クラウド/セキュリ
ティ～ - ITサービス市場は循環型から構造的成長型へ 田中 誓 56

2017/12/1 グローバル自動車セクター - 18年見通し：パワートレイン
の電動化が加速

桾本 将隆
Das Anindya 78

2017/11/28 ヘルスケア×ICTの新潮流 - Beyond “medical” ～4つ
の新潮流 繁村 京一郎 65

2017/11/9 Global EV batteries: Robust EV battery
demand ahead

Cindy Park
岡崎　優 114

2017/10/12 花王 (4452 JP) アジア事業の成長を見込みBuyへ 河野 孝臣 40

2017/10/12 海外へ飛躍する損害保険業界 - グローバルTOP10達成
が現実味を増す 大塚 亘 34

2017/10/11 パワー半導体業界 - 電動化により成長加速 山崎 雅也
和田木 哲哉 50

2017/9/29 小売：大型小売株12社のカバレッジを開始 - プラット
フォームへの進化を探る

青木 英彦
成清 康介 98

2017/9/20 Asia Pacific internet - メッセージングアプリの成長性の
分析

長尾 佳尚
Jialong Shi 47

2017/8/30 広義IVD（臨床検査）業界 - 日本医療機器興国論
臨床検査編 甲谷 宗也 206

2017/6/14 グローバル自動車セクター - 米国市場は健全な状況が続
くと予想

桾本 将隆
Das Anindya 69

2017/3/3 産業アウトルック2017年春号 (3月) エクイティ・
リサーチ部 70



野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (2) 
アンカーレポート 
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 世界的にメモリ市場で見られる前例のない活況は、
今後も継続しよう。 

 AI、およびクラウドという２つの流れに対応するため、
企業は投資を急速に拡大させており、メモリ需要のカ
タリストとなっている。 

 AIは、ディープラーニングの開発およびハードウェアのパ
フォーマンスの向上によって、過去1-2年で著しい進展
を見せた。 

 地球上にある全てのアナログデータは、その一つ一つが
世界中に設置されたIoTセンサーとサーバー群によって、
収集・分析される。 

 より多くの企業がIT関連の業務をアウトソーシングする
にしたがい、対応するクラウドサービスを提供する企業
のメモリ需要が拡大しよう。 

 

 

2017年7月3日   
Anchor Report: グローバルテクノロジーセクター - メモリ：
前例のない活況が続く 
 IoT時代には、AIが自動車の運転手、症状の診断・薬の処方
を行う医師、など様々な役割に取って代わろう。 

2016年7月20日 
Anchor Report: アジア太平洋テクノロジーセクター - EV
及びEV向け電池 
電気自動車（EV）の普及に従い、世界のEV向け電池の市場
規模は30年までに870億USドルになると予想する。 

 2030年には、自動車市場におけるEVが占める
割合は26％まで拡大、EV/プラグインハイブリッド
車のバッテリ―市場は、870億USドルを見込む 

 後で利用するためにエネルギーを貯蔵するというコ
ンセプトに関連して、エネルギー貯蔵システム
(ESS)の市場創出も考えられる。市場規模は
20年までに合計150億USドルに達すると見込ま
れる。いずれESSはEV向け電池と歩調を合わせ
て成長するようになるだろう。 

 30年のEVシェアを26%とする基本シナリオに基
づくと、EV普及率の高い主な国・地域(米国、中
国、日本、英国、EU、韓国、インド)におけるEV
充電用電力消費量は発電量の2.3%と予想さ
れる。 

 

 



アジアにおける株式リサーチカバレッジ 

野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (3) 
Asia-Pacific コラボレーション 

許斐がAsia-Pacific Research Headを兼ね、日本・アジア一体運営を進めています。当初は日本からの知識の持出しが先行
していましたが、中国を始め独自の情報源が日本企業の分析でも付加価値を生み出し始めています。 
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Asia-pacific で連携したセクター分析 

野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (3) 
Asia-Pacific コラボレーション 

日本-アジア間の連携が特に重要と思われる8セクターに関しては、APAC Research Coordinator を任命し、協働作業の企
画・実践を主導させています。ARCの構成は日本サイド4名、AEJ (Asia ex Japan) サイド4名となっています。 
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野村證券の付加価値向上に向けた取組みの紹介 (4) 
ESGの取組み 

ESGには早くから着目し日本市場への導入を図ってきましたが、イタリアのECPI社と組んだ試みはやゝ早すぎて市場の十分な理解
は得られませんでした。昨年は全アナリストに担当業種主要企業のESGの取組みを調査させ、まとまった形でレポート化しました。 
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外部ベンダー (ECPI) を使ったESGレーティングの公表 (2012～15)  27業種ごとにESGの取組みの特徴をアナリストが分析 (2017年6月) 

Overview of ECPI's ESG rating system

Rating Level
EEE

EEE-

EE+

EE

EE-

E+

E

E-

F Poor

Source: ECPI

ESG ratings for companies mentioned in this report (as of________)

Company Code ESG rating
Environmental 
rating

Rating date
(yy/m/d)

Byd Co Ltd 1211 HK E E+ 12/1/30
Mitsubishi Chemical Holdings Corp 4188 JP EE- E+ 12/4/3
Idemitsu Kosan Co Ltd 5019 JP EE- EE 12/1/3
Furukaw a Electric Co Ltd 5801 JP EE EE 11/8/2
Sumitomo Electric Industries Ltd 5802 JP EE- EE 12/4/13
Toshiba Corp 6502 JP E+ EE 11/11/29
GS Yuasa Corp 6674 JP E E+ 11/10/14
TDK Corp 6762 JP EE EE 11/8/25
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd 7003 JP E+ E+ 11/10/16
IHI - Ishikaw ajima-Harima Heavy Industries 7013 JP E E 11/11/22
ABB Ltd ABBN VX E+ E+ 11/12/21
Siemens AG SIE GR E EE 12/4/13
Source: ECPI

E
EE
E+
E
E+
F

E
EE
EE-
EE-
E+
E-

Good
With respect to society  and the env ironment, the company  display s a clear long-term 
strategy , sound operational management, and makes a positiv e contribution.

Fair
With respect to society  and the env ironment, the company  display s a basic long-term 
strategy , standard operational management, and makes an av erage contribution.

With respect to society  and the env ironment, the company  display s a poor long-term 
strategy , w eak operational management, and makes an ineffectiv e/negativ e contribution.

Social/
Governance
rating

Definition

Very good
With respect to society  and the env ironment, the company  display s an innov ativ e long-term 
strategy , strong operational management, and makes a proactiv e contribution.

(注) 2012年7月時点の情報 



 書籍 「企業・投資家・証券アナリスト 価値向上のために対話」 [2017, 日本経済新聞出版社] 
 
 証券アナリストジャーナル 特集 
  ESG投資(2011年5月号) 
  コーポレートガバナンス (2012年5月号) 
  非財務情報開示の現状と課題 (2013年8月号) 
  スチュワードシップ・コード (2014年8月号) 
  企業情報開示の進展と課題 － ショートターミズム議論を超えて －(2014年12月号) 
  コーポレートガバナンス・コード (2015年8月号) 
  ガバナンス改革の次のステップ － 資産運用業界の役割・議決権行使・取締役会評価 －(2015年11月号) 
  ESG投資  (2016年7月号) 
多様化するESG投資 (2018年1月号) 
 

 次期 「ディスクロージャー優良企業選定」の評価項目の検討   
 

対話、ESG、SS/CGコード、非財務情報などに関するアナリスト協会の情報発信 

アナリスト協会の取組み 

日本証券アナリスト協会では、喫緊の課題としては2018年5月までに施行される改正金商法に盛り込まれた日本版フェアディスク
ロージャー・ルールへの対応を優先していますが、本フォーラムでのテーマに関する情報発信も多く、次のアクションを検討しています。 
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(参考) 
 
日本証券業協会 
「協会員のアナリストによる発行体への取材等及び情報伝達行為に関するガイドライン」について 



ガイドライン本体 / 概要 (パワポ資料) 
日証協HP > (右上) 日証協の活動 > パブリック・コメント 詳細 > パブリック・コメントの募集について > 「協会員のアナリストによる発行体への取材等及び
情報伝達行為に関するガイドライン（案）」について）／  >  【参考】協会員のアナリストによる発行体への取材等及び情報伝達行為に関するガイドライン 
（概要） 
http://www.jsda.or.jp/katsudou/public/bosyu/20160719173836.html 
http://www.jsda.or.jp/katsudou/public/bosyu/files/20160721_sankou.pdf 

 
日本証券業協会 自主規制規則の改善等に関するワーキング・グループ 
日証協HP > (右上) 日証協の活動 > 各種会議隊について 詳細 > 自主規制企画分科会 > (ページ下段の表中) ⑥ 自主規制規則の改善等に関す
る検討ワーキング・グループ  > 【議事概要】 
http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/20120515102357.html 

 
アナ・レポ規則 (の考え方) 
日証協HP > (右上) 資料室 > 自主規制ウェブハンドブック 詳細 >  広告関係 >  アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則 or 「アナリスト・レポート
の取扱い等に関する規則」に関する考え方（平成27年２月17日） 
http://www.jsda.or.jp/shiryo/web-handbook/103_koukoku/1502_analystreport_kangaekata.pdf 

 

関連書類 

1 
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 「ドイツ証券株式会社に対する今朝結果に基づく勧告について」 (2015.12.8 証券取引等監視委員会) 
 
 「クレディ・スイス証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について」 (2016.4.15 証券取引等監視委員会) 
 
  ガイドライン (案) の前半、協会員のアナリストによる発行体への取材に関する項目の基本感： 
  発行体の未公表情報は、すべからく法人関係情報たり得る。 

  アナリスト自身には法人関係情報の適用範囲を狭く捉えようとするインセンティブがあるので、法人関係情報該当性の判断をアナリストに任せてはいけない。必ず、専門の担当者 
(調査部門、管理部門) が確認しなければならない。 

  原則自由で禁止行為を列挙するネガティブ・リスト方式によらず、原則禁止で例外的な可能行為を列挙するポジティブ・リスト方式による。 

 
 ガイドライン (案)の後半、アナリスト・レポートによらない情報伝達行為に関する議論のトリガー： 
  項目は、2014年11月にFINRAがCitigroupに対して罰金を科した事案 

 シティの株式調査部アナリストらは2005年1月から今年2月まで、顧客や販売・トレーディング担当者を集めて推奨銘柄を話し合う「アイディア・ディナー」と銘打った会合を開催してい
た。だが、この会合で話し合われた内容と、その後発表された調査レポートが食い違うこともあり、シティはおよそ100回にわたって内部で注意を喚起していた。さらにシティの1人のアナリ
ストは、特定の顧客にのみアップル株に関する情報を選択的に配布。この情報は株式販売部の行員がひいきにする顧客にも、後で回覧されたという。2011年には上席アナリストの1
人が、新規株式公開を予定する2社の投資家向け説明会用資料作りを手伝い、間接的にIPOでの株式売却促進に参画した。2011年から13年までシティは株式アナリストにこの
ような資料作りの支援を明確に禁止していなかった。  

      (Wall Street Journal 日本版ウェブサイト2014 年 11 月 25 日 04:31 JST より抜粋) 

 

ガイドライン制定の背景 
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1. ガイドライン制定の目的 
 
2. ガイドラインの概要 
＜本ガイドラインにおける用語定義＞ 
 
3. アナリストによる発行体からの情報取得に関する留意事項について 
 
4. 発行体から取得した未公開情報の管理及び投資者への伝達の考え方 
 
5. 「アナリスト・レポート以外の手段による情報伝達行為」の類型とその考え方 
 
(参考) アナリストがアナリスト・レポート以外の手段によって特定の投資者等に選択的に情報伝達を行うことが可能であると考えられる情報の具体例について 
 
 

未公表の決算期 (本決算、四半期決算) の業績に関する情報を取材等 － 着地水準を詮索したり、議論したりすることは出来なくなります。未公表
の経過情報 (月次など) の確認もしません。未公表情報を取得してしまったら、「法人関係情報該当性」を専門の担当者が検討します。 
 
「アナリスト・レポート以外の手段による情報伝達」は、「公表済みのアナリスト・レポートの内容と矛盾しない」ことが前提となります。 

「ガイドライン」の構成と主な内容 
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ガイドライン制定の目的 
  アナリスト・レポートの取り扱いに関する規則 (2002) 
  レポート以外の手段による情報伝達のあり方は、考え方を明確にせず。 
  早耳情報 (発行体より未公表情報を取得して特定の投資者に選択的に伝達) ＝ アナリスト本来の姿から乖離 / 市場の透明性・公平性確保の観点

から問題となるプラクティス。 
  国内外において、法人関係情報、レポートと矛盾する内容の伝達などで法令・規則違反 (Citi、Deutsche、Credit Suisse・・・)。 
  発行体、投資者を含めて広く議論すべきであるが、・・・まずは業界として実施できることから対応していく姿勢を示す。 
  アナリストと発行体の建設的な対話を制限するものではない / 取材を一律に禁止するものではない。 
  本ガイドラインにより協会員のプラクティスを示すことで、今後、発行体及び投資者等にも公平かつ公正な情報開示の慣行が定着することを期待。 

 
 ガイドラインの概要 
  どのような情報なら取材等により取得して良いのか、取材等により取得すべきではないと考えられる情報。 
  アナリスト・レポート以外の手段による情報伝達行為を6類型に分け、伝達して良い/べきでないの考え方を示す。 
  巻末に情報伝達行為の各類型における情報の具体例。 
  アナ・レポ規則における、アナリストの定義の確認 / 用語定義。 

情報開示、伝達のあり方は、発行体及び投資者を含めて広く議論をすべきですが、・・・ まずは業界として実施できることから対応し
ていく姿勢を示すことが必要であると (協会では) 考えています ・・・ 本ガイドラインにより協会員のプラクティスを示すことで、今後、
発行体及び投資者等にも公平かつ公正な情報開示の慣行が定着することを期待しています。 

ガイドライン制定の目的と概要 



本ガイドラインにおける用語定義 

発行体が行う説明会（広く参加者を募って行う大規模な説明会（いわゆるラージミーティングを含む）や、証券会社等主催の
大規模なカンファレンス等における発行体による説明を除く。）への参加又は発行体へのインタビュー等を行うこと 
 
発行体における企業活動の成果として集計された利益・売上・受注数量・販売数量等に関する情報（特別利益や特別損失等、
当期純利益に関する情報を含む）であり、定量的な数値情報（会社全体の数値だけではなくセグメントの数値を含み、明らか
に利益に影響を与えない売上・受注数量・販売数量等の数値を除く。）だけでなく、前記数値情報のトレンド又は変化に関する
「好調・順調」「不調・停滞」「変わらず」等の定性的情報を含む 
 
発行体から期初に表明される当期の会社業績予想、事業計画又は来期以降の事業計画 
 
法令に基づき行われる開示に加え、発行体自身による記者会見又は記者クラブへの投げ込み等により周知 
①２つ以上の報道機関に開示して12時間、②有価証券報告書が公衆縦覧、③TDnetを用いた公衆縦覧 
 
公表ではないが、自社のホームページへの掲載、業界団体を通じての発表、又は新聞報道等（観測記事を除く。）により広く入
手可能となっているもの 

取材等 
 
 
業績 
 
 
 
計画 
 
公表 
 
 
公開・公知 
 
 

「業績」には会社全体の数値だけでなく、セグメントの数値も含まれます。また、定量情報のみでなく、数値情報のトレンド、変化を示す定性的情報も含ま
れます。「公表」は金商法上の概念に準じます。「公開・公知」はより実質・実務的な基準ですが、参加者が限られる説明会などは含まれません。 
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その他の用語定義  

金融商品取引法上の概念で、インサイダー規制の対象。「上場会社等に係る業務等に関する重要事実」 (法166条2項)。決算
情報に関しては、「本決算」、「直近の予想値との比較」。売上±10%、利益±30%の軽微基準あり。法人関係情報管理の運
用も、この考え方を援用していたので、「四半期決算」、「コンセンサス比」は晴天の霹靂。 
 
金融商品取引行に関する内閣府令上の概念。金商法上の重要事実より広範囲で、軽微基準がない。「上場会社等の運営、業
務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの」 (業府令1条4項
14号)。第一種金商品取引業者 (証券会社の) 役職員のみ行為規制* がある。 
 
日証協・自主規制規則  「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則」 上の概念。「法人関係情報以外の未公表情報であって、
投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと考えられるもの」 (規則第8条)。法人関係情報になる蓋然性が高いと考えられる情
報、リサーチ・フロントランニング情報なども含まれる。 
 
－－－－－－－－－－ 
 ・ 法人関係情報を提供した勧誘 
 ・ 法人関係情報を利用した自己売買 
 ・ 法人関係情報を利用した役職員の自己売買 
 ・ 情報伝達 
( 報告義務 )  ( 厳重に管理する義務 ) 
 

重要事実 
 
 
 
法人関係情報 
 
 
重要情報 
 
 
 
－－－－－－－－－－ 
* 禁止行為 

重要事実 (金商法、インサイダー取引規制) < 法人関係情報 (内閣府令、証券会社の役職員に行為規制) < 重要情報 (アナ・レポ規則、1号会社
情報と2号リサーチ情報があります)。情報の範囲は<<<ですが、ことの重要度は>>>です。 

23 



24 

  すべての情報をコンプライアンス担当者 (調査部門、管理部門) が確認するのは、現実的でない  情報の取得段階 (入口) で制限を設ける。 
  
① 未公表の決算期に関する業績に関する情報の取材は行わない。 
  未公表の決算期の業績の進捗や着地見通しを示唆する情報は重要情報に該当、それを内包する、重要情報となり得る恐れが高い。 
  重要情報に該当するかの判断をアナリストに一任すると、アナリストによる不適切な情報伝達行為を誘発する恐れ。 
  (例外) 未公表情報のうち公開・公知になったもの及びその内訳 (地域やセグメントの詳細) は取得してよい。 
  意図せず未公表の決算期に関する業績に関する情報を取得した場合は、コンプライアンス担当者に報告。 
  同行者 (投資者) の有無に拘わらず、「未公表の決算期の業績に関する情報」の取材は行わない。 
 
② 未公表の決算期の業績以外の定量的な情報でも、業績が容易に推測できるものは取得しない。 
  他の情報を組み合わせることや簡単な計算により、業績が容易に推測できる情報 
      アナリストによる通常の分析過程を経ることなく、業績が容易に推測できる情報 
  期中の業績修正の背景、理由、地域やセグメントの内訳は確認可 － それでも、業績が容易に推測できる情報は取得しない。 
  環境 (為替、市況前提、業界の需要予測)、販売計画、価格見通し、出店計画、設備投資、R&D計画、財務方針は取得可。 
  来期の会社計画は議論可 － ただし、第4四半期には取材・議論しない。 

 
③ 業績以外の定性的な情報は取得できる。 

 
 

未公表の決算期に関する業績 （定量、定性)、業績以外の定量情報は基本、取得できません (例外があります)。業績以外の定
性的な情報は取得できます。意図せず取得してしまった情報の確認プロセスを整備しておかなければなりません。 
 

アナリストの発行体からの情報取得に関する留意事項 
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① 発行体から取得した未公表情報のうち公開・公知となっていないものは、重要情報に該当するおそれが高いことに十分留意し、管理部門に照会する
などしたうえで、適切に管理しなければならない。 
  調査部門の審査担当者又は管理部門に報告し、社内規則に則って適性に管理。 
 
② 発行体から取得した未公表情報のうち公開・公知となっていないもの又は当該未公表情報を基にした個別企業の分析、評価等を記載したアナリス

ト・レポートを公表等する場合は、規則及び規則の考え方に示す取り扱いをしなければならない。 
 アナ・レポ規則の考え方 「法人関係情報等の提供の禁止」： 同情報及び同情報に基づく分析、評価等をレポートに記載してはならない。 
 法人関係情報に該当しないという判断でも、他の審査項目と合せてレポートへの記載の妥当性は検討。 
 判断に迷う場合、業績・業績以外の定量情報： 調査部門の審査担当者  管理部門に審査を依頼。 
 
③ 発行体から取得した未公表情報のうち公開・公知となっていないもの、又は当該情報を基にした個別企業の分析、評価等であって、規則で規定する

重要情報に該当するものは、アナリスト・レポートの公表等前に、アナリスト・レポート以外の方法（アナリスト・レポートへの記載は②参照）で、特定
の投資者等に選択的に伝達してはならない。ただし、発行体から取得した未公表の決算期の業績に関する情報は、重要情報であるか否かに関わらず
特定の投資者等に選択的に伝達してはならない。 
  アナリスト・レポート以外の手段： 電話、メール、チャット、アナリスト・レポート以外の文書 (＋面談)  

発行体から取得した未公表情報のうち公開・公知となっていないものは、適切に管理しなければなりません。調査部門に審査担当
者 (コンプライアンス担当者) をおいて情報の内容を確認するとともに、必要に応じて管理部門 (コンプライアンス部署) に照会しな
ければなりません。 

発行体から取得した未公表情報の管理及び投資者等への伝達 
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① 公表等済みのアナリスト・レポートの背景となる事実を補足説明する行為 
アナリスト・レポートに記載された分析、評価等の理由の説明であり、その内容が公表等済みのアナリスト・レポートの内容と矛盾しない場合には、特
定の投資者等に選択的に情報伝達することは認められる。 
  レポートの作成に使用した情報 ＝ レポートの内容と矛盾がない  ○ 
  レポート作成に使用しなかった情報 / レポートの分析、評価と異なる見解が導き出せる場合  × 
  レポート公表後に公開・公知となった情報 ≠ レポートの背景となる事実  業績を示唆せず、レポートの分析、評価に影響しないなら ○ 
 
② 公表等済みのアナリスト・レポートの詳細分析（補足説明）を伝達する行為 

公表等済みのアナリスト・レポートに記載された分析、評価等の基礎資料又は解説であり、当該アナリスト・レポートの内容と矛盾しない情報について
は、特定の投資者等に選択的に伝達することは認められる。 
 

③ 公表等済みのアナリスト・レポートに記載のない長期の分析、評価等を伝達する行為 
公表等済みのレポートに記載されているシナリオに沿った内容でなければ、特定の投資者等に選択的に伝達することは認められない。 
  レポートに記載のない長期： 外形的にはアナリストが分析、評価を行っていない  × 
  レポート上のシナリオ、分析手法をベース＋公開・公知な仮定条件での方向感の伝達 例外的に○ 
  レポートと異なる分析、評価が導かれる場合  ×   新たにレポートを公表すべき 

アナリスト・レポートの背景、詳細分析は、レポートの内容と矛盾しないので特定の投資家に (電話、電子メール、チャット、レポート
以外の文書で) 伝達できます。レポートに記載のない長期の分析、評価は例外的に認められる以外は禁止されます。 

「アナリスト・レポート以外の手段による情報伝達行為」の類型 ① 
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④ 公表等済みのアナリスト・レポートにおけるレーティング等の設定期間より短期の分析、評価等を伝達する行為 
公表等済みのレポートに記載されているシナリオを前提としたものでなければ、特定の投資者等に選択的に伝達することは認められない。  
  レポートに記載のない短期の分析 = 内容によってレーティングに影響  × 
  短期的な株価変動時の背景、株価水準、売買に関するコメント (レポートに記載なし)  ×  
 レポートに記載されているシナリオの範囲 (レポートでイベント、リスクに言及)  例外的に○ 
 
⑤ 公表等済みのアナリスト・レポートに記載のない発行体の未公表情報を伝達する行為 

発行体から取得した公開・公知されていない情報については、それが規則で規定する重要情報に該当するものである場合は、特定の投資者等に選択
的に伝達してはならない。公表等済みのアナリスト・レポートの詳細分析（補足説明）を伝達する行為 
  業績に関する定量・定性情報 (特に、業績の進捗や着地見通しを示唆する定量情報) ＝ レポートの内容を変更を示唆する可能性  × 
  レポート公表後に公開・公知となった情報 ≠ レポートの背景となる事実  業績を示唆せず、レポートの分析、評価に影響しないなら ○ 
  同伴取材： 同行者の有無に拘わらず、「未公表の決算期の業績に関する」取材  × 
  ③～⑤共通: 投資家の質問や要望を起点としたシミュレーション、意見交換  ○ * 
 * 平成28年7月7日 ワーキング・グループ (第59回) 議事概要 ( http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/20120515102357.html ) 4ページ 「・・・投資者等との会話の中で、・・・たとえば当該レポートの前提としている為替レート等の条件が変わったら業績はどのようになるか、
というようなことを聞かれた場合 ・・・ 前提条件が変わればアナリスト・レポートに記載された業績予想とは異なってくる場合もあるが、それは伝達しても問題ないという理解でよいか。⇒ 既存のアナリスト・レポートの分析、評価等の基となる考え方等を変えずに会話することは問題ないと思われる。 

 
⑥ 発行体の情報に対する分析、評価等であり、公表等済みのアナリスト・レポートの分析、評価等と異なる内容を伝達する行為 

発行体の情報が公開・公知となっているか否かを問わず、当該情報を踏まえた新たなアナリスト・レポートを公表等するまでの間は、当該情報に対す
るアナリストの分析、評価等について、特定の投資者等に選択的に伝達することは認められない。 

レポートに記載のない短期の分析評価を、特定の投資者等への選択的な伝達、発行体から得た未公表情報の伝達、及びリサー
チ・フロントランニングも認められません。投資家の質問や要望を起点としたシミュレーション、意見交換は可能です。 

「アナリスト・レポート以外の手段による情報伝達行為」の類型 ② 
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1. Reasonable basis  for all opinions and projections 
2. Appropriate wording 
3. Separability of rating 
4. Analyst certifications for all published research 
5. Change in opinion: no prior disclosure before publication 
6. Documentation of all sources 
7. No touting of recommendations 
8. Clear differentiation between fact and opinion 
9. No circulation of rumors 
10. No hyperbole or exaggeration 
11. No gambling terminology 
12. Appropriate wording of criticism 
13. Appropriate dating of research 
14. Presentation materials – subject to same rules, must not have new information 
15. Appropriate pricing must be used in research 
16. No opinion allowed on stocks that are not in coverage 

 

米国基準のコンプライアンスに依れば、日証協ガイドラインを待つまでもなく、レポートの推奨と異なる内容がレポート以外の手段で
伝えられることはありません。正式にカバレッジしていない銘柄に関する言及も厳格なものになっています。 

(ご参考) 
米国のリサーチ・レポートに係る典型的なコンプライアンス 



ディスクレイマー 
本資料は表紙に記載されている野村グループの関連会社により作成されたもので、表紙などに従業員やその協力者が記載されている１社あるいは複数の野村グループの関連会社によって単独あるいは共同で作成された
資料が含まれます。ここで使用する「野村グループ」は、野村ホールディングス、およびその関連会社と子会社を指し、また、日本の野村證券（「NSC」）、英国のノムラ・インターナショナルplc (「NIplc」)、米国のノムラ・セキュリ
ティーズ・インターナショナル・インク (「NSI」)、インスティネットLLC (「ILLC」)、香港の野村国際（香港） (「NIHK」)、韓国のノムラ・フィナンシャル・インベストメント(韓国) (「NFIK」) (韓国金融投資協会(「KOFIA」)に登録しているア
ナリストの情報はKOFIAのイントラネットhttp://dis.kofia.or.kr でご覧いただけます)、シンガポールのノムラ・シンガポール・リミテッド (「NSL」) (登録番号 197201440E、 シンガポール金融監督局に監督下にあります)、オースト
ラリアのノムラ･オーストラリア・リミテッド (「NAL」) (ABN 48 003 032 513) (オーストラリアのライセンス番号246412、オーストラリア証券投資委員会(「ASIC」)の監督下にあります）、インドネシアのP.T.ノムラ・セキュリタス・イン
ドネシア (「PTNSI」)、マレーシアのノムラ・セキュリティーズ・マレーシアSdn. Bhd. (「NSM」)、台湾のNIHK 台北支店 (「NITB」)、インドのノムラ・フィナンシャル・アドバイザリー・アンド・セキュリティーズ (インディア) プライベート・
リミテッド (「NFASL」)、 (登録住所: Ceejay House, Level 11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai- 400 018, India；電話: +91 22 4037 4037、ファックス: +91 22 4037 4111; CIN番号：
U74140MH2007PTC169116、SEBI登録番号(株式ブローカレッジ)： BSE INB011299030、NSE INB231299034、 INF231299034、 INE 231299034, MCX: INE261299034、SEBI登録番号(マーチャントバンキング)：INM000011419、
SEBI登録番号(リサーチ)：INH000001014)、スペインのNIplc マドリッド支店 (「NIplc, Madrid」)が含まれます。リサーチ・レポートの表紙のアナリスト名の横に記載された「CNSタイランド」の記載は、タイのキャピタル・ノムラ・セ
キュリティーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド (「CNS」)に雇用された当該アナリストが、CNS及びNSL間のアグリーメントに基づき、NSLにリサーチ・アシスタントのサービスを行っていることを示しています。リサーチ・レポー
トの表紙の従業員氏名の横に記載された「NSFSPL」は、ノムラ・ストラクチャード・ファイナンス・サービシーズ・プライベート・リミテッドに雇用された当該従業員が、インタ－カンパニー・アグリーメントに基づき、特定の野村の関
連会社のサポ―トを行っていることを示しています。リサーチ・レポートの表紙のアナリスト名の横に記載された「BDO-NS」（「BDOノムラ・セキュリティーズ・インク」を表します）の記載は、BDOユニバンク・インク（「BDOユニバ
ンク」）に雇用されBDO-NSに配属された当該アナリストが、BDOユニバンク、NSL及び BDO-NS間のアグリーメントに基づき、NSLにリサーチ・アシスタントのサービスを行っていることを示しています。BDO-NSはBDOユニバン
クと野村グループのジョイント・ベンチャーで、フィリピンの証券ディーラーです。 
 
本資料は、(i)お客様自身のための情報であり、投資勧誘を目的としたものではなく、(ii)証券の売却の申込みあるいは証券購入の勧誘が認められていない地域における当該行為を意図しておらず、かつ(iii)野村グループに関
するディスクロージャー以外は、信頼できると判断されるが野村グループによる独自の確認は行っていない情報源に基づいております。 
野村グループに関するディスクロージャー以外は、野村グループは、本資料の正確性、完全性、信頼性、適切性、特定の目的に対する適性、譲渡可能性を表明あるいは保証いたしません。また、本資料および関連データの
利用の結果として行われた行為（あるいは行わないう判断）に対する責任を負いません。これにより、野村グループによる全ての保証とその他の言質は許容可能な最大の範囲まで免除されます。野村グループは本情報の利
用、誤用あるいは配布に対して一切の責任を負いません。 
本資料中の意見または推定値は本資料に記載されている発行日におけるものであり、本資料中の意見および推定値を含め、情報は予告なく変わることがあります。野村グループは本資料を更新する義務を負いません。本
資料中の論評または見解は執筆者のものであり、野村グループ内の他の関係者の見解と一致しない場合があります。お客様は本資料中の助言または推奨が各自の個別の状況に適しているかどうかを検討する必要があり
ます。また、必要に応じて、税務を含め、専門家の助言を仰ぐことをお勧めいたします。野村グループは税務に関する助言を提供しておりません。 
野村グループ、その執行役、取締役、従業員は、関連法令、規則で認められている範囲内で、本資料中で言及している発行体の証券、商品、金融商品、またはそれらから派生したオプションやその他のデリバティブ商品、お
よび証券について、自己勘定、委託、その他の形態による取引、買持ち、売持ち、あるいは売買を行う場合があります。また、野村グループ会社は発行体の金融商品の（英国の適用される規則の意味する範囲での）マーケッ
トメーカーあるいはリクイディティ・プロバイダーを務める場合があります。マーケットメーカー活動が米国あるいはその他の地域における諸法令および諸規則に明記された定義に従って行われる場合、発行体の開示資料にお
いてその旨が別途開示されます。 
本資料はスタンダード・アンド・プアーズなどの格付け機関による信用格付けを含め、第三者から得た情報を含む場合があります。当該第三者の書面による事前の許可がない限り、第三者が関わる内容の複製および配布は
形態の如何に関わらず禁止されております。第三者である情報提供者は格付けを含め、いずれの情報の正確性、完全性、適時性あるいは利用可能性を保証しておらず、原因が何であれ、(不注意あるいは他の理由による)
誤りあるいは削除、または当該内容の利用に起因する結果に対する一切の責任を負いません。第三者である情報提供者は、譲渡可能性あるいは特定の目的または利用への適性の保証を含め（ただしこれに限定されない）、
明示的あるいは暗黙の保証を行っていません。第三者である情報提供者は格付けを含め、提供した情報の利用に関連する直接的、間接的、偶発的、懲罰的、補償的、罰則的、特別あるいは派生的な損害、費用、経費、弁
護料、損失コスト、費用（損失収入または利益、機会コストを含む）に対する責任を負いません。信用格付けは意見の表明であり、事実または証券の購入、保有、売却の推奨を表明するものではありません。格付けは証券の
適合性あるいは投資目的に対する証券の適合性を扱うものではなく、投資に関する助言として利用することはお控えください。 
本資料中に含まれるMSCIから得た情報はMSCI Inc.(「MSCI」)の独占的財産です。MSCIによる事前の書面での許可がない限り、当該情報および他のMSCIの知的財産の複製、再配布あるいは指数などのいかなる金融商品
の作成における利用は認められません。当該情報は現状の形で提供されています。利用者は当該情報の利用に関わるすべてのリスクを負います。これにより、MSCI、その関連会社または当該情報の計算あるいは編集に関
与あるいは関係する第三者は当該情報のすべての部分について、独創性、正確性、完全性、譲渡可能性、特定の目的に対する適性に関する保証を明確に放棄いたします。前述の内容に限定することなく、MSCI、その関連
会社、または当該情報の計算あるいは編集に関与あるいは関係する第三者はいかなる種類の損失に対する責任をいかなる場合にも一切負いません。MSCIおよびMSCI指数はMSCIおよびその関連会社のサービス商標です。 
Russell/Nomura 日本株インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Company に帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Company は、当インデックスの
正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、インデックスの利用者およびその関連会社が当インデックスを用いて行う事業活動･サービスに関し一切責任を負いません。 



本資料は投資家のお客様にとって投資判断を下す際の諸要素のうちの一つにすぎないとお考え下さい。また、本資料は、直接・間接を問わず、投資判断に伴う全てのリスクについて検証あるいは提示しているのではないこ
とをご了解ください。野村グループは、ファンダメンタル分析、定量分析等、異なるタイプの数々のリサーチ商品を提供しております。また、時間軸の捉え方や分析方法の違い等の理由により、リサーチのタイプによって推奨
が異なる場合があります。野村グループは野村グループのポータル・サイト上へのリサーチ商品の掲載および/あるいはお客様への直接的な配布を含め、様々な方法によってリサーチ商品を発表しております。調査部門が
個々のお客様の要望に応じて提供する商品およびサービスはお客様の属性によって異なる場合があります。  
当レポートに記載されている数値は過去のパフォーマンスあるいは過去のパフォーマンスに基づくシミュレーションに言及したものである場合があり、将来のパフォーマンスを示唆するものとして信頼できるものではありませ
ん。情報に将来のパフォーマンスに関する示唆が含まれている場合、係る予想は将来のパフォーマンスを示唆するものとして必ずしも信頼できるものではありません。また、シミュレーションはモデルと想定の簡略化に基づ
いて行われており、想定が過度に簡略化され、将来のリターン分布を反映していない場合があります。 
 
特定の証券は、その価値または価格、あるいはそこから得られる収益に悪影響を及ぼし得る為替相場変動の影響を受ける場合があります。 
本資料に記載された証券は米国の1933年証券法に基づく登録が行われていない場合があります。係る場合、1933年証券法に基づく登録が行われる、あるいは当該登録義務が免除されていない限り、米国内で、または米
国人を対象とする購入申込みあるいは売却はできません。準拠法が他の方法を認めていない限り、いかなる取引もお客様の地域にある野村の関連会社を通じて行う必要があります。 
 
本資料は、NIplcにより英国および欧州経済領域内において投資リサーチとして配布することを認められたものです。NIplcは、英国のプルーデンス規制機構によって認可され、英国の金融行為監督機構とプルーデンス規制
機構の規制を受けています。NIplcはロンドン証券取引所会員です。本資料は、英国の適用される規則の意味する範囲での個人的な推奨を成すものではなく、あるいは個々の投資家の特定の投資目的、財務状況、ニーズ
を勘案したものではありません。本資料は、英国の適用される規則の目的のために「適格カウンターパーティ」あるいは「専門的顧客」である投資家のみを対象にしたもので、したがって、当該目的のために「個人顧客」である
者への再配布は認められておりません。本資料は、香港証券先物委員会の監督下にあるNIHKによって、香港での配布が認められたものです。本資料は、オーストラリアでASICの監督下にあるNALによってオーストラリアで
の配布が認められたものです。また、本資料はNSMによってマレーシアでの配布が認められています。シンガポールにおいては、本資料はNSLにより配布されました。NSLは、証券先物法（第289条）で定義されるところの認
定投資家、専門的投資家もしくは機関投資家ではない者に配布する場合、海外関連会社によって発行された証券、先物および為替に関わる本資料の内容について、法律上の責任を負います。シンガポールにて本資料の
配布を受けたお客様は本資料から発生した、もしくは関連する事柄につきましてはNSLにお問い合わせください。本資料は米国においては1933年証券法のレギュレーションSの条項で禁止されていない限り、米国登録ブロー
カー・ディーラーであるNSIにより配布されます。NSIは1934年証券取引所法規則15a-6に従い、その内容に対する責任を負っております。本資料を作成した会社は、野村グループ内の関連会社が、顧客が入手可能な複製を
作成することを許可しています。 
 
野村サウジアラビア、NIplc、あるいは他の野村グループ関連会社はサウジアラビア王国（「サウジアラビア」）での（資本市場庁が定めるところの、）「オーソライズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、または「インス
ティテューションズ」以外の者への本資料の配布、アラブ首長国連邦（「UAE」）においては、（ドバイ金融サービス機構が定めるところの、）「専門的顧客」以外の者への配布、また、カタール国の（カタール金融センター規制機
構が定めるところの、）「マーケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者への配布を認めておりません。サウジアラビアおいては、「オーソライズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、また
は「インスティテューションズ」以外の者、UAEの「専門的顧客」以外の者、あるいはカタールの「マーケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」以外の者を対象に本資料ならびにそのいかなる複製の作成、
配信、配布を行うことは直接・間接を問わず、係る権限を持つ者以外が行うことはできません。本資料を受け取ることは、サウジアラビアに居住しないか、または「オーソライズド・パーソンズ」、「エグゼンプト・パーソンズ」、ま
たは「インスティテューションズ」であることを意味し、UAEにおいては「専門的顧客」、カタールにおいては「マーケット・カウンターパーティー」、または「ビジネス・カスタマーズ」であることの表明であり、この規定の順守に同意
することを意味いたします。この規定に従わないと、サウジアラビア、UAE、あるいはカタールの法律に違反する行為となる場合があります。 
 
カナダ投資家へのお知らせ：本資料は個人的な推奨ではありません。また投資目的、財務状況、あるいは特定の個人または口座の特定のニーズを考慮したものではありません。本資料はオンタリオ証券委員会のNI 31-103
のセクション8.25に基づいてお客様へ提供されています。 
 
台湾上場企業に関するレポートおよび台湾所属アナリスト作成のレポートについて：本資料は参考情報の提供だけを目的としています。お客様ご自身で投資リスクを独自に評価し、投資判断に単独で責任を負っていただく
必要があります。本資料のいかなる部分についても、野村グループから事前に書面で承認を得ることなく、報道機関あるいはその他の誰であっても複製あるいは引用することを禁じます。「Operational Regulations Governing 
Securities Firms Recommending Trades in Securities to Customer」及びまたはその他の台湾の法令・規則に基づき、お客様が本資料を関係者、関係会社およびその他の第三者を含む他者へ提供すること、あるいは本資
料を用いて利益相反があるかもしれない活動に従事することを禁じます。NIHK台湾支店が執行できない証券または商品に関する情報は、情報の提供だけを目的としたものであり、投資の推奨または勧誘を意図したもので
はありません。 
 
本資料のいかなる部分についても、野村グループ会社から事前に書面で同意を得ることなく、(i)その形態あるいは方法の如何にかかわらず複製する、あるいは(ii)配布することを禁じます。本資料が、電子メール等によって
電子的に配布された場合には、情報の傍受、変造、紛失、破壊、あるいは遅延もしくは不完全な状態での受信、またはウィルスへの感染の可能性があることから、安全あるいは誤りがない旨の保証は致しかねます。従いま
して、送信者は電子的に送信したために発生する可能性のある本資料の内容の誤りあるいは欠落に対する責任を負いません。確認を必要とされる場合には、印刷された文書をご請求下さい。 



日本で求められるディスクレイマー 
レポート本文中の格付記号の前に※印のある格付けは、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付け（無登録格付け）です。無登録格付けについては「無登録格付に関する説明書」
https://www.nomura.co.jp/retail/bond/noregistered.html をご参照ください。 
当社で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.404％（税込み）（20万円以下の場合は、2,808円（税込み））の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごと
に設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料
等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。  
  
国内株式（国内REIT、国内ETF、国内ETNを含む）の売買取引には、約定代金に対し最大1.404％（税込み）（20万円以下の場合は2,808円（税込み））の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引（募集等を含む）によ
りご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれ
があります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。 
外国株式の売買取引には、売買金額（現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額）に対し最大1.026％（税込み）（売買代金が75万円以下の場合は最大7,668円（税込み））の
国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。た
だし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
信用取引には、売買手数料（約定代金に対し最大1.404％（税込み）（20万円以下の場合は2,808円（税込み）））、管理費および権利処理手数料をいただきます。加えて、買付の場合、買付代金に対する金利を、売付けの場
合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をいただきます。委託保証金は、売買代金の30％以上（オンライン信用取引の場合、売買代金の33%以上）で、かつ30万円以上の額が必要です。信用取引では、委託保証金
の約3.3倍まで（オンライン信用取引の場合、委託保証金の約3倍まで）のお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。詳しくは、上場有価証券等書面、契約締
結前交付書面、等をよくお読みください。 
ＣＢの売買取引には、約定代金に対し最大1.08％（税込み）（4,320円に満たない場合は4,320円（税込み））の売買手数料をいただきます。ＣＢを相対取引（募集等を含む）によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払い
いただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。ＣＢは転換もしくは新株予約権の行使対象株式の価格下落や金利変動等によるＣＢ価格の下落によ
り損失が生じるおそれがあります。加えて、外貨建てＣＢは、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。債券の価格は市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。ま
た、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 
個人向け国債を募集によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。個人向け国債を中途換金する際、原則として次の算式によって
算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。（変動10年：直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685、固定5年、固定3年： 2回分の各利子（税引前）相当額
×0.79685） 
物価連動国債を募集・売出等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価のみをいただきます。当該商品の価格は市場の金利水準及び全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、損失が
生じるおそれがあります。想定元金額は、全国消費者物価指数の発行時からの変化率に応じて増減します。利金額は、各利払時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。償還額は、償還時点での想定元金額となりま
すが、平成35年度以降に償還するもの（第17回債以降）については、額面金額を下回りません。 
投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して最大5.4％（税込み）の購入時手数料（換金時手数料）をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準
価額に対して最大2.0％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（信託
報酬）（最大5.4％（税込み・年率））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の
名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。 
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投
資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書
や契約締結前交付書面をよくお読みください。 



 
金利スワップ取引、及びドル円ベーシス・スワップ取引（以下、金利スワップ取引等）にあたっては、所定の支払日における所定の「支払金額」のみお受払いいただきます。金利スワップ取引等には担保を差入れていただく場
合があり、取引額は担保の額を超える場合があります。担保の額は、個別取引により異なりますので、担保の額及び取引の額の担保に対する比率を事前に示すことはできません。金利スワップ取引等は金利、通貨等の金
融市場における相場その他の指標にかかる変動により、損失が生じるおそれがあります。また、上記の金融市場における相場変動により生じる損失が差入れていただいた担保の額を上回る場合があります。また追加で担
保を差入れていただく必要が生じる場合があります。お客様と当社で締結する金利スワップ取引等と「支払金利」（又は「受取金利」）以外の条件を同一とする反対取引を行った場合、当該金利スワップ取引等の「支払金利」
（又は「受取金利」）と、当該反対取引の「受取金利」（又は「支払金利」）とには差があります。商品毎にリスクは異なりますので、契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みください。 
クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）取引を当社と相対でお取引いただく場合は手数料をいただきません。CDS取引を行なうにあたっては、弊社との間で合意した保証金等を担保として差し入れ又は預託していただく場合
があり、取引額は保証金等の額を超える場合があります。保証金等の額は信用度に応じて相対で決定されるため、当該保証金等の額、及び、取引額の当該保証金等の額に対する比率をあらかじめ表示することはできませ
ん。CDS取引は参照組織の一部又は全部の信用状況の変化や、あるいは市場金利の変化によって市場価値が変動し、当該保証金等の額を超えて損失が生じるおそれがあります。信用事由が発生した場合にスワップの買
い手が受取る金額は、信用事由が発生するまでに支払う金額の総額を下回る場合があります。また、スワップの売り手が信用事由が発生した際に支払う金額は、信用事由が発生するまでに受取った金額の総額を上回る可
能性があります。他の条件が同じ場合に、スワップの売りの場合に受取る金額と買いの場合に支払う金額には差があります。 CDS取引は、原則として、金融商品取引業者や、あるいは適格機関投資家等の専門的な知識を
有するお客様に限定してお取り扱いしています。 
有価証券や金銭のお預かりについては料金をいただきません。証券保管振替機構を通じて他の証券会社へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに10,800円（税込み）を上限額として移管手数料を
いただきます。 
 
  
野村證券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第142号  
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 
  
野村グループは法令順守に関する方針および手続き（利益相反、チャイニーズ・ウォール、守秘義務に関する方針を含むがそれに限定されない）やチャイニーズ・ウォールの維持・管理、社員教育を通じてリサーチ資料の作
成に関わる相反を管理しています。 
本資料で推奨されたトレードについて、その構築に用いられた手法や数理・解析モデルに関する追加情報が必要な場合は、表紙に記載されたアナリストにお問い合わせください。ディスクロージャー情報については下記の
サイトをご参照ください。 
http://go.nomuranow.com/research/globalresearchportal/pages/disclosures/disclosures.aspx 
Copyright © 2018 Nomura Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
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