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各 位 

大和証券グループ本社 
 
 

大和証券グループ中期経営計画 “Passion for the Best”2011 

 

大和証券グループは、この度、2009 年（平成 21 年）4 月から 2012 年（平成

24 年）3 月までの 3 ヵ年計画であるグループ中期経営計画「“Passion for the 

Best”2011」を策定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

詳細につきましては、添付の資料をご参照下さい。 
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Ⅰ. 大和証券グループの使命と企業理念

企業理念とステークホルダー企業理念とステークホルダー企業理念とステークホルダー

大和証券グループ大和証券グループ大和証券グループ

お客様お客様お客様

大和証券グループは、投資家の資産形成や企業活動の支援といった日々の業務を
通じて、社会及び経済の発展に貢献するという重要な使命を担っている。

我々が永続的にこの使命を果たし、持続的に成長するためには、企業理念に基づく
お客様・株主・社員、そして社会との強い信頼関係が必要不可欠である。

大和証券大和証券グループは、グループは、投資家の資産形成や企業活動の支援といった日々の業務を投資家の資産形成や企業活動の支援といった日々の業務を
通じて、通じて、社会社会及び経済及び経済の発展に貢献するの発展に貢献するという重要な使命を担っているという重要な使命を担っている。。

我々が永続的にこの使命を果たし、持続的に成長するためには、企業理念に基づく我々が永続的にこの使命を果たし、持続的に成長するためには、企業理念に基づく
お客様・株主・社員、そして社会との強い信頼関係が必要不可欠である。お客様・株主・社員、そして社会との強い信頼関係が必要不可欠である。

株主株主

社員社員

健全な利益の確保

健全なビジネス展開を通じて企業

価値を高めることは、株主に対する

責務である。大和証券グループは

お客様に価値あるサービスを提供

して適正な利益を獲得し、株主に

報いる。

健全な利益の確保

健全なビジネス展開を通じて企業

価値を高めることは、株主に対する

責務である。大和証券グループは

お客様に価値あるサービスを提供

して適正な利益を獲得し、株主に

報いる。

信頼の構築

お客様からの信頼こそが、大和証券

グループの基盤である。お客様を

第一に考える誠実さと高い専門能力

により、最も魅力ある証券グループ

となる。

信頼の構築

お客様からの信頼こそが、大和証券

グループの基盤である。お客様を

第一に考える誠実さと高い専門能力

により、最も魅力ある証券グループ

となる。

人材の重視

大和証券グループの競争力の源泉は

人材である。社員一人ひとりの創造

性を重視し、チャレンジ精神溢れる

自由闊達な社風を育み、社員の能力、

貢献を正しく評価する。

人材の重視

大和証券グループの競争力の源泉は

人材である。社員一人ひとりの創造

性を重視し、チャレンジ精神溢れる

自由闊達な社風を育み、社員の能力、

貢献を正しく評価する。

社会社会

社会への貢献

金融・資本市場を通じて社会及び経
済の発展に資することは、大和証券
グループの使命である。法令遵守と
自己規律を徹底し、高い倫理観を
持って社会の持続的発展に貢献する。

社会への貢献

金融・資本市場を通じて社会及び経
済の発展に資することは、大和証券
グループの使命である。法令遵守と
自己規律を徹底し、高い倫理観を
持って社会の持続的発展に貢献する。
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経営ビジョン経営ビジョン経営ビジョン

これまで築き上げてきた事業基盤を礎に、大和証券グループ

が更なる成長ステージへと進むためには、自らの使命及び企

業理念をより高い次元で体現する必要がある。

大和証券グループは、ステークホルダーとの信頼関係を一層

強化し、社会の持続的発展に貢献することで、自らの持続的

な成長を実現し、『ステークホルダーから信頼される 日本を

代表するエクセレントカンパニー』となる。

これまで築き上げてきた事業基盤を礎に、大和証券グループ

が更なる成長ステージへと進むためには、自らの使命及び企

業理念をより高い次元で体現する必要がある。

大和証券グループは、ステークホルダーとの信頼関係を一層

強化し、社会の持続的発展に貢献することで、自らの持続的

な成長を実現し、『ステークホルダーから信頼される 日本を

代表するエクセレントカンパニー』となる。

Ⅱ. 経営ビジョン

ステークホルダーから信頼される 日本を代表するエクセレントカンパニーステークホルダーから信頼されるステークホルダーから信頼される 日本を代表するエクセレントカンパニー日本を代表するエクセレントカンパニー

株主株主

お客様お客様お客様

顧客満足度の
極大化

企業価値の
増大

大和証券グループ大和証券グループ大和証券グループ

社会社会

社会の持続的発展
に貢献

社員社員
モチベーション･
働きやすさの向上
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リテールリテールリテール ホールセール･投資ホールセール･投資ホールセール･投資 アセット・マネジメントアセット・マネジメントアセット・マネジメント

顧客満足度指標

経常利益 ： 1,200億円経常利益 ： 1,200億円

資産導入額資産導入額 ブローカー評価ブローカー評価
【大和証券投資信託委託】

公募株投残高シェア（ETFを除く）

【大和証券投資信託委託】

公募株投残高シェア（ETFを除く）

リーグテーブルリーグテーブル

経常利益 ： 600億円経常利益 ： 600億円 経常利益 ： 200億円経常利益 ： 200億円

Ⅲ. 経営目標

【大和住銀投信投資顧問】

年金顧客評価調査

【大和住銀投信投資顧問】

年金顧客評価調査

連結経常利益 ： 2,000億円以上

連結ROE ： 10%以上

時価総額 ： 国内ランキング40位以内

生産性 ： 業界No.1の生産性（1人当たり純営業収益･経常利益）

連結経常利益 ： 2,000億円以上

連結ROE ： 10%以上

時価総額 ： 国内ランキング40位以内

生産性 ： 業界No.1の生産性（1人当たり純営業収益･経常利益）
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“Passion for the Best”2011における重点課題と行動指針““Passion for the BestPassion for the Best””20112011における重点課題と行動指針における重点課題と行動指針

【重点課題：ビジネスモデルの再構築】

顧客ニーズや中期的な環境変化を捉えた上で注力分野を選別し、

経営資源を重点的に配分する。

付加価値の高い商品・サービスを提供することにより、お客様から

絶大な信頼を獲得する。

【行動指針：スピード・連携・創意工夫】

比類なき総合力を発揮するため、全社員は日々の業務において

『スピード･連携･創意工夫』を徹底し、大和証券グループならでは

の高い付加価値を提供する。

【重点課題：ビジネスモデルの再構築】

顧客ニーズや中期的な環境変化を捉えた上で注力分野を選別し、

経営資源を重点的に配分する。

付加価値の高い商品・サービスを提供することにより、お客様から

絶大な信頼を獲得する。

【行動指針：スピード・連携・創意工夫】

比類なき総合力を発揮するため、全社員は日々の業務において

『スピード･連携･創意工夫』を徹底し、大和証券グループならでは

の高い付加価値を提供する。

Ⅳ. 重点課題と行動指針

金融・資本市場の現状金融・資本市場の現状

市況の悪化・景気の低迷を受け、市場の金融仲介機能が低下し、お客様である投資家・発行体間の資金の流れは停滞

【投資家の状況】 リスク許容度が大幅に低下

【発行体の状況】 資金調達手段が限定的

市況の悪化・景気の低迷を受け、市場の金融仲介機能が低下し、お客様である投資家・発行体間の資金の流れは停滞

【投資家の状況】 リスク許容度が大幅に低下

【発行体の状況】 資金調達手段が限定的

大 和 証 券 グ ル ー プ大大 和和 証証 券券 ググ ルル ーー ププ

お 客 様おお 客客 様様

スピード・連携・創意工夫スピード・連携・創意工夫スピード・連携・創意工夫

ビジネスモデルの再構築ビジネスモデルの再構築ビジネスモデルの再構築

絶大な信頼
付加価値の高い
商品・サービス

⇒⇒ 最適なソリューションの提供により、お客様最適なソリューションの提供により、お客様からの信頼を獲得するからの信頼を獲得するとともに、金融･資本市場の活性化に貢献するとともに、金融･資本市場の活性化に貢献する
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Ⅴ. 重点課題（ビジネスモデルの再構築）

大和証券グループの強固な事業基盤大和証券グループの強固な事業基盤

グループ各社が連携して、預り
資産の拡大に注力

透明性の高い運用商品を提供

事業･財務戦略を強力にサポート

高度なリスク管理体制の構築

新興国関連の幅広い商品を提供

新興国資金による投資を促進

新興国企業の資金調達やM&Aに
関するニーズに対応

リテールビジネスへの経営資源投入 サステナブルな投資銀行モデルの確立 アジア･新興国関連ビジネスの拡大

中期的に想定される潮流中期的に想定される潮流中期的に想定される潮流

金融･資本市場の混乱収束金融･資本市場の混乱収束

投資家のリスク許容度は適正化

産業構造の転換や事業再編が加速

事業･財務戦略に対する助言ニーズが
増大

投資家のリスク許容度は適正化

産業構造の転換や事業再編が加速

事業･財務戦略に対する助言ニーズが
増大

貯蓄から投資へ貯蓄から投資へ

長期に亘る資産形成の手段として、
金融商品へのニーズは今後も継続

長期に亘る資産形成の手段として、
金融商品へのニーズは今後も継続

アジア･新興国の相対的高成長アジア･新興国の相対的高成長

新興国関連の資金運用ニーズが拡大

新興国企業による資金調達や、新興国
関連のM&Aが増加

新興国関連の資金運用ニーズが拡大

新興国企業による資金調達や、新興国
関連のM&Aが増加

金融･資本市場の現状や中期的潮流に対応し、上記の金融･資本市場の現状や中期的潮流に対応し、上記の33分野に注力分野に注力

買収や提携も活用買収や提携も活用



平成21年度 大和証券グループ経営方針
～Passion for the Best～ 大和証券グループ本社

執行役社長 鈴木 茂晴

世界的な景気の低迷や市況の悪化を受け、我々を取り巻く環境は依然楽観できない状況にある。市場の金融仲介機能は未だ回復しておらず、お客様である投資家・発行体

間の資金の流れも停滞している。今こそ、大和証券グループならではの付加価値の高いソリューションを提供することで、お客様から絶大な信頼を獲得するとともに、金融・

資本市場の正常化及び発展へ向け、貢献しなくてはならない。

このような認識のもと、平成23年度までを対象期間とする新グループ中期経営計画～“Passion for the Best”2011～を策定した。我々は、お客様が求める高い付加価値を

提供するべく、『ビジネスモデルの再構築』を実行するとともに、社員一人ひとりはグループの総合力を最大限発揮するべく、『スピード･連携･創意工夫』を徹底する。そして、
経営ビジョンとして掲げた『ステークホルダーから信頼される 日本を代表するエクセレントカンパニー』への進化を目指す。

新グループ中期経営計画の初年度である平成21年度は、その第一歩として、各事業部門のアクションプランを着実に実行していく。

「貯蓄から投資へ」の潮流を推し進めるべく、金融商品を最適なチャネルを通じて提供することで、投資家の資産形成をサポートする。グループの総力を結集し、預り資産

の拡大に注力する。

産業構造の転換や事業再編の潮流を見据え、企業の事業戦略を強力にサポートするとともに、高度なリスク管理体制の下、市場の変化に合わせたソリューションを提供

し、ビジネスの拡大を図る。

海外関連ビジネスにおいては、引き続きアジアを中心とする新興国を重視する。グループのネットワークに加え、提携先とも積極的に連携し、投資家・発行体双方に関わ

るクロスボーダーのビジネスチャンスを的確に捉える。

各事業部門のアクションプラン

リテール部門

1. 営業体制・サポート体制の改編・整備による営業力の強化

2. 投信･年金保険･ラップに加え、エクイティ･国内債への注力によるコンサル
ティング力の向上

3. ダイレクトにおける、アクティブな投資家に応えるサービスの拡充

4. ITを駆使した事務の効率化

アセット・マネジメント部門

大和証券投資信託委託

1. 海外リサーチの強化や収益獲得の多様化･高度化による、一層の運用力強化

2. 商品開発体制の強化による、新規大型ファンドの組成

3. 投資家との接点や販売会社に軸足を置いたマーケティングの強化

大和住銀投信投資顧問

1. リサーチとの連携強化等による運用力の強化

2. 新規商品の開発による運用プロダクトの拡充

3. 顧客ニーズに基づく提案･販売支援･情報提供の強化による、年金受託残高
や公募投信残高の拡大

ホールセール･投資部門

1. 商品･サービスの充実及びソリューション力の強化による顧客評価の向上

2. グローバルベースでのポジション運営能力向上及びリスク管理体制の強化
による収益の安定化

3. アジアビジネス拡大に向けた取組みの継続

4. M&Aグローバル体制の整備

5. ファンド運営業務の本格化に向けた自己ファンド組成の推進

リサーチ・システム部門

1. ブローカー評価･顧客評価の向上及びグループのアジアビジネス拡大の支援

2. 民営化案件への対応強化等を通じたIBビジネスの支援

3. 機動的かつ効率的なシステム開発・運用体制の強化

4. システム機能の先導役として、グループのグローバル戦略及びコスト効率
化に貢献
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