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2006 年 7 月 26 日 

関 係 各 位  

野村ホールディングス株式会社 

コード番号８６０４ 

東証・大証・名証第一部 

 
 

野村ホールディングス、2007 年 3 月期第 1 四半期の連結決算を発表 

 

 

野村ホールディングス株式会社（執行役社長兼 CEO：古賀信行）は本日、2007 年 3 月期第 1
四半期（2006 年 4-6 月）の連結決算と配当額を発表した。 

 

2007 年 3 月期第 1四半期について 

 

同四半期の収益合計(金融費用控除後)は、前四半期比 37％減の 2,059 億円となった。税前利

益は同 84％減の 334 億円、当期利益が同 84％減の 201 億円となった結果、ROEは 3.9％となっ
た。 

同四半期の配当額は、すでに基準配当金額として公表のとおり、1 株当たり 8 円とする。なお、

配当金の支払開始は 2006 年 9 月 1 日。 

 

古賀信行執行役社長兼 CEOは以下のとおりコメントした。 
「第 1四半期は厳しい決算となったが、『野村グループ』としてビジネスの幅を拡げ業容を拡大する

という戦略的取り組みは、着実に進んでいる。」 

 

2007 年 3 月期第 1四半期のビジネス・財務ハイライトについて 

 

• 「国内営業部門」－「貯蓄から投資」の流れを受け、投資信託や変額年金を中心に、着実に
基盤を拡大。資産純増では、タンス株券導入の集中した 2005年 3月期第 3四半期以来の 2
兆円超えを記録 

• 「グローバル・マーケッツ部門」－ローン関連ビジネス拡大のため、野村キャピタル・インベス
トメント（NCI）の機能強化。また、昨年に引き続き「野村日本株再評価セミナー」を世界主要
都市で実施 

• 「グローバル・インベストメント・バンキング部門」－2006年上半期（1-6月）の株式・株式関連
リーグ・テーブルで 1位※ 

• 「グローバル・マーチャント・バンキング部門」－新規大型投資案件や投資資産売却案件など、
投資と資金回収の循環を確実に実施 

• 「アセット・マネジメント部門」－銀行窓販投信残高や日本郵政公社向けの「野村世界 6 資産
分散投信」の運用資産残高が順調に拡大 

• 「ジョインベスト証券」－5月の営業開始以降、順調に推移 

News Release 



 
 
 

 

  2

2007 年 3 月期第 1四半期のセグメント別業績の概況 

 

セグメント合計における同四半期の収益合計（金融費用控除後）は、前四半期比 26％減の

2,098 億円、税前利益は同 46％減の 544 億円となった。 

 

● 「国内営業部門」 顧客ニーズに合わせた投資信託の提供による投信販売が好調であったも

のの、国内株式市場の調整等による株式委託売買代金減少の影響等により、収益合計（金

融費用控除後）は前四半期比 15％減の 1,056 億円、税前利益が同 17％減の 425 億円となっ

た。6 月末の国内預かり資産は、同四半期の資産純増が約 2兆円と好調であったが、株式市

場下落の影響等もあり、3月末比3.8兆円減の76.7兆円。株式委託手数料は同37％減の280

億円となったが、投信募集手数料は、前四半期に引き続き高水準の 280 億円となった。 

 

● 「グローバル・マーケッツ部門」 フィクスト・インカムにおけるアセット・ファイナンス・ビジネスの

減収や外債・仕組債販売の低下に伴うトレーディング収益の減少などや、エクイティにおける

ブロックトレード等のオーダーフローの減少、ならびに株式市場の調整に伴うトレーディング収

益の低下などにより、収益合計（金融費用控除後）は前四半期比 46％減の 689 億円、税前利

益が同 78％減の 143 億円となった。なお、部門収益は減少となったが、米州では証券化ビジ

ネスが順調に拡大、欧州をはじめとしたエクイティ・デリバティブは、グローバルなビジネス展

開を進めて商品供給を強化する等の成果を見せ始めているなど、ビジネスの幅は着実に拡が

っている。 

 

● 「グローバル・インベストメント・バンキング部門」 季節要因を背景にエクイティ・ファイナンス

全体の金額減少などから、収益合計（金融費用控除後）は前四半期比 40％減の 188 億円、税

前利益が同 67％減の 56 億円となった。株式引受では、整理回収機構による三菱 UFJ フィナ
ンシャル・グループの株式売出で主幹事を務めるなど、2006年上半期（1-6月）の株式・株式
関連リーグ・テーブルで 1位※となった。ソリューション・ビジネスにおけるMPOの実績は、双日
3,000億円など計8件で 3,422億円。M&Aビジネスでは、三共が保有する和光堂のアサヒビー
ルへの売却案件などでファイナンシャル・アドバイザーを務めた。 

 

● 「グローバル・マーチャント・バンキング部門」 欧州テラ・ファーマの投資先企業の一部売却に

伴う売却益、評価益の計上等により、収益合計（金融費用控除後）は121億円、税前利益が98

億円となった。また、野村プリンシパル・ファイナンス（以下、NPF）が保有するリゾートソリュー
ションの三井不動産への一部譲渡に伴う売却益や、投資先企業の評価損益なども計上。新規

投資案件では、6月にNPFが過半を出資するSPCを通じて、国内外食大手すかいらーくの公
開買い付けを実施し、当該株式約 94％の取得に成功している。 

 

● 「アセット・マネジメント部門」 株式市場の調整による影響などあったが、「マイストーリー分配

型」に代表される多分配型投信や新規設定投信の販売が好調に推移したため、収益合計(金

融費用控除後)は前四半期比 4％減の 176 億円、税前利益が同 9％減の 52 億円となった。同

部門の 6 月末運用資産残高は、3 月末比約 1,500 億円減の 23 兆円。また、銀行窓販の 6 月

末投信残高は、3月末比897億円増の8,905億円となった。日本郵政公社向けの「野村世界6
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資産分散投信」の 6月末運用資産残高は、3月末比 764億円増の1,664億円となり、シェアは

73％となっている。 
 

※ 出所：トムソンファイナンシャル 

 

 

 
 

 

 

 

 

＜問合わせ先：野村證券株式会社 野村グループ本部広報部 

今村、鈴木、田中、長坂、ハイマン  ＴＥＬ ０３－３２７８－０５９１＞ 

 

 

詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/）にて掲載の

決算短信および決算説明資料をご覧下さい。また、本日（7月 26日）午後6時 30分より、決算説明テ

レフォン・カンファレンスを開催する予定です。この模様は、当社ホームページ

（http://www.nomura.com/jp/）を通じてライブ配信いたします。 
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2007 年 3 月期第 1四半期業績（1） 
 
 
米国会計基準数値

（単位 ： 億円） (%) （単位 ： 億円） (%)
2007年3月期
第1四半期

2006年3月期
第4四半期

2006年3月期
第1四半期

(2006.4.1～
2006.6.30)

(2006.1.1～
2006.3.31)

(2005.4.1～
2005.6.30)

収益合計（金融費用控除後） 2,059 3,257 △ 36.8 1,875 9.8
金融費用以外の費用 1,725 1,987 △ 13.2 1,584 8.9
継続事業からの税引前当期純利益 334 1,270 △ 73.7 291 14.8
非継続事業からの税引前当期純利益 － 826 － 16 － 
税引前当期純利益 334 2,096 △ 84.1 307 8.8
継続事業からの当期純利益 201 828 △ 75.7 91 120.5
非継続事業からの当期純利益 － 459 － △ 8 － 
当期純利益 201 1,286 △ 84.3 83 142.0

自己資本当期純利益率(ROE) 3.9% 25.4% － 1.8% － 

セグメント数値（セグメント合計） 
（単位 ： 億円） (%) （単位 ： 億円） (%)

2007年3月期
第1四半期

2006年3月期
第4四半期

2006年3月期
第1四半期

(2006.4.1～
2006.6.30)

(2006.1.1～
2006.3.31)

(2005.4.1～
2005.6.30)

収益合計（金融費用控除後） 2,098 2,822 △ 25.7 1,714 22.4
金融費用以外の費用 1,553 1,809 △ 14.2 1,340 15.9
税引前当期純利益 544 1,012 △ 46.2 374 45.5

対前四半期
比較増減率

対前年同四半期
比較増減率

対前四半期
比較増減率

対前年同四半期
比較増減率

＊ 財務会計基準書第144号「長期性資産の減損及び処分に関する会計処理」（SFAS144）の規定に従い、2006年3月期第3四半期に株式譲渡契約を締結し、非継続
事業となった野村プリンシパル・ファイナンス（NPF）の投資先企業であるミレニアムリテイリングの税引前当期純利益及び当期純利益については、2006年3月
期第1四半期に遡り非継続事業からの利益としてそれぞれ独立表示しております。なお、その収益合計（金融費用控除後）及び金融費用以外の費用は、非継続事
業からの税引前当期純利益に純額で表示しております。
＊ 自己資本当期純利益率（ROE）の計算にあたっては、従前とおり米国会計基準に基づく資本合計を使用しております。
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2007 年 3 月期第 1四半期業績（2） 

 
 

(1)　収益合計（金融費用控除後） （単位 ： 億円） (%) （単位 ： 億円） (%)

2007年3月期 2006年3月期 2006年3月期

第1四半期 第4四半期 第1四半期
(2006.4.1～
2006.6.30)

(2006.1.1～
2006.3.31)

(2005.4.1～
2005.6.30)

事業別セグメントの業績：
国内営業部門 1,056 1,236 △ 14.5 848 24.5
グローバル・マーケッツ部門 689 1,284 △ 46.4 498 38.5
グローバル・インベストメント・バンキング部門 188 311 △ 39.6 128 47.1
グローバル・マーチャント・バンキング部門 121 △ 155 － △ 33 － 
アセット・マネジメント部門 176 184 △ 4.4 140 26.3
５セグメント合計 2,231 2,861 △ 22.0 1,581 41.1
その他 △ 133 △ 39 － 134 － 
収益合計（金融費用控除後） 2,098 2,822 △ 25.7 1,714 22.4

調整計算：
取引関係目的で保有する投資持分証券評価損益 △ 206 28 － △ 110 － 
プライベートエクイティ投資先企業等の連結/連結除外等による影響 168 407 △ 58.7 271 △ 37.9
連結収益合計（金融費用控除後） 2,059 3,257 △ 36.8 1,875 9.8

(2)　金融費用以外の費用

事業別セグメントの業績：

国内営業部門 631 722 △ 12.6 545 15.7
グローバル・マーケッツ部門 546 624 △ 12.6 505 8.1
グローバル・インベストメント・バンキング部門 132 142 △ 6.5 106 24.7
グローバル・マーチャント・バンキング部門 23 55 △ 57.8 26 △ 10.1
アセット・マネジメント部門 124 127 △ 2.3 100 24.1
５セグメント合計 1,456 1,670 △ 12.8 1,282 13.6
その他 97 140 △ 30.5 58 66.8
金融費用以外の費用計 1,553 1,809 △ 14.2 1,340 15.9

調整計算：
取引関係目的で保有する投資持分証券評価損益 － － － － － 
プライベートエクイティ投資先企業等の連結/連結除外等による影響 172 178 △ 3.3 244 △ 29.5
連結金融費用以外の費用計 1,725 1,987 △ 13.2 1,584 8.9

(3) 税引前当期純利益（損失）

事業別セグメントの業績：
国内営業部門 425 514 △ 17.2 303 40.4
グローバル・マーケッツ部門 143 660 △ 78.3 △ 7 － 
グローバル・インベストメント・バンキング部門 56 170 △ 67.2 22 156.8
グローバル・マーチャント・バンキング部門 98 △ 210 － △ 59 － 
アセット・マネジメント部門 52 57 △ 8.9 40 31.8
５セグメント合計 775 1,191 △ 35.0 299 159.4
その他(※） △ 230 △ 179 － 76 － 
税引前当期純利益 544 1,012 △ 46.2 374 45.5

調整計算：
取引関係目的で保有する投資持分証券評価損益 △ 206 28 － △ 110 － 
プライベートエクイティ投資先企業等の連結/連結除外等による影響 △ 4 230 － 27 － 
継続事業からの税引前当期純利益 334 1,270 △ 73.7 291 14.8
非継続事業からの税引前当期純利益 － 826 － 16 － 
連結税引前当期純利益 （継続事業および非継続事業合計） 334 2,096 △ 84.1 307 8.8

※主要構成要素
事業セグメント間の取引は、通常の商取引条件によりそれぞれのセグメント業績に計上されており、消去はその他の欄において行われております。
次の表は、その他の欄の税引前当期純利益（損失）の主要構成要素を示したものであります。

（単位 ： 億円） (%) （単位 ： 億円） (%)

2007年3月期 2006年3月期 2006年3月期

第1四半期 第4四半期 第1四半期
(2006.4.1～
2006.6.30)

(2006.1.1～
2006.3.31)

(2005.4.1～
2005.6.30)

経済的ヘッジ取引に関連するトレーディング損益 △ 114 △ 360 － △ 28 － 
取引関係目的で保有する投資持分証券の実現損益 1 3 △ 53.0 82 △ 98.3
関連会社損益の持分額 33 139 △ 76.1 27 20.4
本社勘定 △ 72 △ 6 － 5 － 
その他 △ 79 45 － △ 11 － 
計 △ 230 △ 179 － 76 － 

対前年同四半期
比較増減率

対前四半期
比較増減率

対前四半期
比較増減率

対前年同四半期
比較増減率
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本資料は、米国会計基準による 2007 年 3 月期第 1 四半期決算の業績に関する情報の提供を目
的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。本資

料に含まれる連結財務情報は、監査対象外とされております。 
本資料に掲載されている事項は、資料作成時点における当社の見解であり、その情報の正確性お

よび完全性を保証または約束するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。本資

料は、2006年 7月 26日現在のデータに基づき作成されております。なお、本資料で使用するデー
タ及び表現等の欠落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。 
本資料は将来の予測等に関する情報を含む場合がありますが、これらの情報はあくまで当社の予

測であり、その時々の状況により変更を余儀なくされることがあります。なお、変更があった場合で

も当社は本資料を改訂する義務を負いかねますのでご了承ください。 
本資料のいかなる部分も一切の権利は野村ホールディングス株式会社に帰属しており、電子的ま

たは機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願

いいたします。 
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