
会員名: ながら･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

会員所在地: 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-9 神田第二ｱﾒﾚｯｸｽﾋﾞﾙ8F

電話番号: 03-6825-8300

ふりがな: つゆくぼ　ひろみち

代表取締役代表者
:

露久保　裕道

金融商品取引業登録番号:  1- 586 平19年 9月30日

入会年月日: 平26年 9月26日協会会員番号: 012-02669

資本金: 39,450

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務※

繁住　一宣 27.10%

松永　洋子 27.10%

大富管財 27.10%

露久保　裕道 13.60%

濱田　佳子 5.00%

0.00%

2 1 3 6 9

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

594



該当なし

平26年 12月 85,223 85,223 0 7,141

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

6

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

7,582 14,752

6 9,773

595



会員名: NISIMURAﾘｻｰﾁ株式会社

会員所在地: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-26

電話番号: 092-432-3597

ふりがな: にしむら　すみかず

代表取締役代表者
:

西村　澄一

金融商品取引業登録番号: 10-  93 平24年10月18日

入会年月日: 平25年12月 6日協会会員番号: 102-00119

資本金: 3,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

西村　澄一 67.00%

髙木　初枝 33.00%

2 0 2 8 10

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

平27年 3 月 40,349 40,000 0 5,575

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年 3 月 現在

120

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年 3 月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

5,575 3,029

120 1,112
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会員名: 株式会社日貿信

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8

電話番号: 03-3271-4602

ふりがな: わたなべ　くにお

代表取締役代表者
:

渡辺　国夫

金融商品取引業登録番号:  1- 913 平19年 9月30日

入会年月日: 平22年 9月10日協会会員番号: 012-02213

資本金: 170,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務※

ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ㈲ 20.02%

佐藤　栄寿 1.30%

猿渡　広義 1.29%

翁長　清隆 1.29%

高橋　憲治 0.92%

（株）整理回収機構 0.80%

飯塚　宗也 0.55%

野条　友子 0.53%

國近　晃文 0.51%

川上　緑 0.51%

6 2 8 26 34

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※
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事業者向け貸金業、その他の補助的金融業、金融附帯業、建物売買業、土地売買業、不動産代理業･仲介業、
貸事務所業、貸家業、経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業

平27年  3月 124,194 0 0 -264,002

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-263,712 869,549

0 0
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会員名: 日興ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ株式会社

会員所在地: 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1

電話番号: 03-5644-1600

ふりがな: やまだ　えいじ

代表取締役社長代表者
:

山田　恵司

金融商品取引業登録番号:  1- 915 平19年 9月30日

入会年月日: 平18年10月 2日協会会員番号: 011-00562

資本金: 1,050,210

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

SMBC日興証券㈱ 100.00%

4 0 4 39 43

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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情報提供ｻｰﾋﾞｽ業（証券・金融関連情報） 投資教育業　ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業(他の事業者の投資価値向上)

平27年  3月 800,423 8,639 0 40,554

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

1

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

74,661 909,695

1 3,673
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会員名: ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社

会員所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-8 ﾆｯｾｲ永田町ﾋﾞﾙ

電話番号: 03-3501-6644

ふりがな: ありま　えいじ

代表取締役代表者
:

有馬　英二

金融商品取引業登録番号:  1- 918 平19年 9月30日

入会年月日: 平22年 9月24日協会会員番号: 012-02258

資本金: 3,000,012

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

日本生命保険（相） 100.00%

3 4 7 18 25

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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適格機関投資家等特例業務

平27年  3月 1,389,624 0 0 655,479

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

1

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

1,058,603 4,540,410

0 0

603



会員名: 株式会社ﾆｯｾｲ基礎研究所

会員所在地: 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-7

電話番号: 03-3512-1800

ふりがな: のろ　じゅんいち

代表取締役社長代表者
:

野呂　順一

金融商品取引業登録番号:  1- 917 平19年 9月30日

入会年月日: 平22年 9月24日協会会員番号: 012-02252

資本金: 450,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

日本生命保険（相） 20.00%

ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 15.00%

星光ﾋﾞﾙ管理㈱ 10.00%

㈱ﾆｯｾｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 10.00%

大星ﾋﾞﾙ管理㈱ 10.00%

ﾆｯｾｲ信用保証㈱ 10.00%

ﾆｯｾｲ･ﾘｰｽ㈱ 10.00%

日本ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 5.00%

ﾆｯｾｲ･ｶｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ 5.00%

ﾆｯｾｲ情報ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 5.00%

7 6 13 67 80

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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調査研究事業、情報提供ｻｰﾋﾞｽ業、出版業

平27年  3月 1,782,893 304,754 0 98,700

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

5

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

169,784 1,335,044

4 917,849
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会員名: ﾆｯﾎﾟﾝ ﾌｧｲﾅﾝｽ ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

会員所在地: 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-19-10 ｳｨﾙ  ﾊｷﾞﾔﾋﾞﾙ

電話番号: 03-5421-2141

ふりがな: しげた  ふくお

代表取締役代表者
:

重田  福雄

金融商品取引業登録番号:  1- 923 平19年 9月30日

入会年月日: 昭62年10月 2日協会会員番号: 010-00122

資本金: 20,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

重田  福雄 90.90%

ﾌｧｰｲｰｽﾄｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄLTD 9.10%

3 2 5 0 5

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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該当なし

平27年  3月 54,688 54,688 0 -6,619

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

2

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-54,352 405,665

2 11,168
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会員名: 株式会社日本ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾘｻｰﾁ

会員所在地: 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5-1 住友不動産御茶ノ水ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ8F

電話番号: 03-3291-7291

ふりがな: せき　のぶよし

代表取締役代表者
:

関  喜良

金融商品取引業登録番号:  1- 926 平19年 9月30日

入会年月日: 平22年11月 1日協会会員番号: 012-02392

資本金: 20,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

㈱第二海援隊 100.00%

2 2 4 3 7

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

608



1.情報提供ｻｰﾋﾞｽ業 2.総合的な資産保全運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

平26年 12月 293,212 282,281 0 -70

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

2,503

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-535 17,950

0 0

609



会員名: 一般社団法人日本FX教育機構

会員所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-12 丸高ﾋﾞﾙ地下1F

電話番号: 03-6278-7061

ふりがな: のぐち　たけゆき

代表理事代表者
:

野口　健幸

金融商品取引業登録番号:  1-2816 平26年12月 9日

入会年月日: 平27年 1月30日協会会員番号: 012-02688

資本金: 1,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

該当なし

3 1 4 1 5

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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該当なし

平27年 2 月 1,021 1,000 0 33

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年 2 月 現在

5

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年 2 月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

41 1,033

0 0

611



会員名: 日本GE株式会社

会員所在地: 〒107-6110 東京都港区赤坂5-2-20

電話番号: 03-6880-1600

ふりがな:

代表取締役代表者
:

ﾌﾗﾝｿﾜ･ﾄﾗｳｼｭ

金融商品取引業登録番号:  1-2082 平20年11月 7日

入会年月日: 平22年 9月15日協会会員番号: 012-02226

資本金: 20,000,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

ｼﾞｰｲｰ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｲﾝｸ 55.64%

ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴｸﾚﾄﾘｯｸ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 29.30%

ｼﾞｰｲｰｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾍﾞｰｽﾄﾒﾝﾂ･ﾋﾞｰ･ｳﾞｨｰ 12.86%

ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｼﾞｱ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ･ｲﾝｸ 2.19%

GEｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 0.01%

4 0 4 1,459 1,463

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
1.ﾘｱﾙ・ｴｽﾃｰﾄ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ 東京都千代田区紀尾井町4-5

2.ﾘｱﾙ・ｴｽﾃｰﾄ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場4-11-20

3.ﾘｱﾙ・ｴｽﾃｰﾄ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-8

4.ﾘｱﾙ・ｴｽﾃｰﾄ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ福岡支店 福岡県福岡市中央区大名1-14-45

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※

612



投資業、総合ﾘｰｽ業、事業者向け貸金業、建物売買業、土地売買業、不動産代理･仲介業、貸事務所業、土地
賃貸業、その他の不動産賃貸業、貸家業、駐車場業、不動産管理業、その他の補助的金融業･金融附帯業、割
賦金融業、自動車賃貸業、生命保険媒介業、損害保険代理業、
情報提供ｻｰﾋﾞｽ、国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社向け管理業務ｻｰﾋﾞｽ提供、その他(古物売買業)

平26年 12月 474,765,964 857,000 0 104,661,690

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

12

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

86,381,746 134,231,160

9 80,150
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会員名: 日本商業開発株式会社

会員所在地: 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｲﾝｸﾞ4F

電話番号: 06-4706-7501

ふりがな: まつおか　てつや

代表取締役社長代表者
:

松岡　哲也

金融商品取引業登録番号:  2- 184 平20年 3月 4日

入会年月日: 平22年 9月30日協会会員番号: 022-00221

資本金: 2,524,080

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

松岡　哲也 44.30%

西羅　弘文 2.55%

永岡　幸憲 2.53%

入江　賢治 2.43%

丸井　啓彰 2.18%

野村證券㈱ 2.13%

笠井　剛 1.21%

堀井　敏雄 1.20%

原田　博至 1.12%

㈱ﾆﾁﾚｲ 0.92%

7 3 10 20 30

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
東京支店 東京都千代田区霞ヶ関1-4-2　大同生命霞ヶ関ﾋﾞﾙ5F

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※
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建物売買業、土地売買業、不動産代理業･仲介業、貸事務所業、土地賃貸業、駐車場業、不動産管理業

平27年  3月 12,731,829 0 0 1,428,574

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

2,249,501 7,819,007

0 0

615



会員名: 株式会社日本投資技術協会West

会員所在地: 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ20F　Regus157号室

電話番号: 06-7711-1570

ふりがな: あわづ　たかし

代表取締役代表者
:

粟津　隆

金融商品取引業登録番号:  2-  82 平19年 9月30日

入会年月日: 平22年 9月21日協会会員番号: 022-00217

資本金: 10,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

粟津　隆 67.00%

自己株 33.00%

1 2 3 4 7

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
本店 滋賀県大津市大将軍1-18-32

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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他に分類されない教育、学習支援業(投資に関するｾﾐﾅｰ･ｽｸｰﾙの経営)

平26年  7月 20,083 8,492 0 -7,188

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  7月 現在

61

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  7月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-7,116 -48,713

0 0

617



会員名: 日本土地建物株式会社

会員所在地: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ﾋﾞﾙ

電話番号: 03-3501-6271

ふりがな: ひらまつ　てつお

代表取締役社長代表者
:

平松　哲郎

金融商品取引業登録番号:  1- 928 平19年 9月30日

入会年月日: 平17年10月 5日協会会員番号: 011-01318

資本金: 17,000,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

日新建物㈱ 9.77%

東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ 5.52%

清水建設㈱ 5.10%

損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜㈱ 5.07%

㈱竹中工務店 4.71%

戸田建設㈱ 3.57%

㈱みずほ銀行 3.33%

大和ﾊｳｽ工業㈱ 3.29%

富国生命保険（相） 3.05%

第一三共㈱ 2.50%

5 9 14 287 301

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
関西支社 大阪府大阪市中央区北浜3-6-13

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業 ※
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・建物売買業、土地売買業 ・不動産代理業､仲介業 ・不動産賃貸業（貸事務所業､土地賃貸業） ・不動産管理
業

平26年 10月 29,245,575 0 0 5,667,152

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 10月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 10月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

6,238,805 91,044,615

0 0

619



会員名: 株式会社日本ﾄﾚｰﾄﾞ技術開発

会員所在地: 〒616-8156 京都府京都市右京区太秦西野町20-17

電話番号: 075-406-0539

ふりがな: とみた　てつお

代表取締役代表者
:

冨田　哲生

金融商品取引業登録番号:  2- 341 平22年12月20日

入会年月日: 平23年 2月 3日協会会員番号: 022-00244

資本金: 3,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

冨田　哲生 100.00%

1 0 1 1 2

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
株式ｽｸｰﾙ冨田塾 京都市上京区東堀川通出水下る四町目189-52

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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株式投資塾

平26年  7月 67,637 10,980 0 14,134

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  7月 現在

81

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  7月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

17,456 10,302

0 0

621



会員名: 日本みらいｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社

会員所在地: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ﾀﾞｲﾋﾞﾙ2F

電話番号: 03-3500-4250

ふりがな: やすじま　あきら

代表取締役社長代表者
:

安嶋　明

金融商品取引業登録番号:  1- 924 平19年 9月30日

入会年月日: 平14年 6月13日協会会員番号: 011-01072

資本金: 100,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

㈱日本政策投資銀行 15.10%

安嶋　明 52.10%

中川　雅夫 10.80%

酒井　香紀 6.90%

前波　範彦 2.30%

NMC社員持株会 12.80%

5 0 5 9 14

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

622



○経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業 ○情報提供ｻｰﾋﾞｽ業(国内外の経済･金融･産業及び証券市場動向等に関する調査･提供業
務) ○他に分類されない貸金業､投資業等非預金信用機関業務(金銭債権の買取並びにその斡旋及び仲介)

平26年 12月 108,771 108,771 0 -169,005

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

2

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-168,715 172,880

0 0

623



会員名: ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷｬﾋﾟﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

会員所在地: 〒103-0014 東京都中央区日本橋蠣殻町2-2-2 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ水天宮705

電話番号: 03-6661-0495

ふりがな: くらた　たかお

代表取締役代表者
:

倉田　貴生

金融商品取引業登録番号:  1-2603 平23年12月 8日

入会年月日: 平24年 1月26日協会会員番号: 012-02563

資本金: 9,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

倉田　貴生 50.00%

倉田　佳子 50.00%

1 0 1 0 1

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
本店 東京都世田谷区経堂2-6-8　

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

624



該当なし

平26年 12月 12,808 12,000 0 -522

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年 12月 現在

8

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年 12月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-452 5,601

8 950

625



会員名: ﾆｭｰｽｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

会員所在地: 〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10 恵比寿ﾋﾞﾙ

電話番号: 03-5466-1648

ふりがな: さかた　やすひろ

代表取締役社長代表者
:

酒多　康博

金融商品取引業登録番号:  1-1946 平20年 6月30日

入会年月日: 平20年10月 6日協会会員番号: 012-02078

資本金: 10,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

ﾆｭｰｽ証券㈱ 100.00%

1 3 4 1 5

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務 調査分析受託業務

平27年  3月 3,000 0 0 1,191

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

1,261 6,391

0 0

627



会員名: ﾈｵｽﾃﾗ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ株式会社

会員所在地: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-17-10

電話番号: 03-6202-9521

ふりがな: くどう　しげのり

代表取締役社長代表者
:

工藤　重典

金融商品取引業登録番号:  1-2039 平20年 9月25日

入会年月日: 平21年 4月30日協会会員番号: 012-02102

資本金: 100,400

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

みずほ証券㈱ 50.00%

第一生命保険㈱ 40.00%

DIAMｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 10.00%

2 4 6 6 12

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

628



○投資業 ○経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業 ○適格機関投資家等特例業務

平27年  3月 124,094 26,450 0 6,844

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

1

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

9,748 290,105

0 0

629



会員名: 株式会社ﾈｸｽﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

会員所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 ｳｨﾝ青山1317

電話番号: 03-6271-0130

ふりがな: うえの　きょうこ

代表取締役代表者
:

上野　恭子

金融商品取引業登録番号:  1- 934 平19年 9月30日

入会年月日: 平22年12月 1日協会会員番号: 012-02427

資本金: 40,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

上野　季規 82.50%

上野　恭子 17.50%

2 0 2 1 3

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
橋本営業所 神奈川県相模原市緑区橋本6-42-11

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

630



利殖･資産形成に関する書籍の販売

平27年  1月 13,455 10,778 0 -313

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  1月 現在

57

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  1月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-11,777 1,613

0 0

631



会員名: 農林中金ﾊﾞﾘｭｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ株式会社

会員所在地: 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-1-12 ｺｰﾌﾟﾋﾞﾙ4F

電話番号: 03-5283-0177

ふりがな: さいとう　しんいち

代表取締役社長代表者
:

齋藤　真一

金融商品取引業登録番号:  1-2811 平26年11月17日

入会年月日: 平26年12月19日協会会員番号: 012-02683

資本金: 400,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

農林中央金庫 70.00%

農中信託銀行㈱ 30.00%

0 4 4 13 17

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

632



該当なし

平27年  3月 282,666 282,666 0 128,653

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

7

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

210,743 928,653

7 167,595

633



会員名: 株式会社ﾉｰﾌﾞﾙ

会員所在地: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-12-6 栄ビル2Ｆ

電話番号: 03-5566-0005

ふりがな: べっぷ  たかお

代表取締役社長代表者
:

別府  孝男

金融商品取引業登録番号:  1- 935 平19年 9月30日

入会年月日: 平 7年 2月27日協会会員番号: 011-00600

資本金: 10,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

別府  孝男 100.00%

2 1 3 5 8

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

634



通信に附帯するｻｰﾋﾞｽ業(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随ｻｰﾋﾞｽ業)　金融商品仲介業

平26年  8月 62,643 62,643 0 13,204

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平26年  8月 現在

1,261

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平26年  8月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

13,274 -90,775

1,042 1,146

635



会員名: 株式会社 野村総合研究所

会員所在地: 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ﾋﾞﾙ

電話番号: 03-5533-2111

ふりがな: しまもと　ただし

代表取締役社長代表者
:

嶋本　正

金融商品取引業登録番号:  1- 939 平19年 9月30日

入会年月日: 平20年10月31日協会会員番号: 012-02087

資本金: 18,600,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 21.41%

野村ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱ 9.18%

㈱ｼﾞｬﾌｺ 7.41%

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ(505223) 6.59%

野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 6.42%

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 3.54%

NRIｸﾞﾙｰﾌﾟ社員持株会 3.49%

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信託口) 2.46%

全国共済農業協同組合連合会 2.09%

ｻﾞ ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ(133522) 1.96%

10 4 14 5,972 5,986

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業
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・ｿﾌﾄｳｪｱ業 ・情報処理ｻｰﾋﾞｽ業(金融関係、流通関係) ・情報提供ｻｰﾋﾞｽ業(金融関係) ・その他の情報ｻｰﾋﾞｽ
業 ・経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業 ・出版業

平27年  3月 358,952,964 0 0 34,167,118

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

47,824,633 348,841,150

0 0
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会員名: 野村ﾍﾙｽｹｱ･ｻﾎﾟｰﾄ&ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ株式会社

会員所在地: 〒100-8130 東京都千代田区大手町2-2-2

電話番号: 03-5255-1024

ふりがな: なかむら　ひろまさ

代表取締役社長代表者
:

中村　大正

金融商品取引業登録番号:  1- 941 平19年 9月30日

入会年月日: 平19年 9月11日協会会員番号: 011-01743

資本金: 150,000

法第２条第８項第１１号に係る業務※ 法第２条第８項第１３号に係る業務

野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 100.00%

1 3 4 20 24

(別紙様式第１号 投資助言・代理業）

法人

１．業の種別

（千円）

２．営業所(主たる営業所以外）及び所在地

名称
該当なし

３．主な株主(法人）

株主名 議決権保有比率

４．役員及び使用人の人数（法人）

常勤 非常勤 小計

使用人 合計役員

所在地

　、個人　（該当するものを○で囲む）

号

＜会員概況＞

投資助言･代理業

（人）

登録年月日:

法第２８条第１項に係る業務 法第２８条第２項に係る業務第一種・第二種業

638



1.宅地建物取引業 2不動産ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業 3.ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業 4.その他上記各号に付帯関連する業務

平27年  3月 618,065 0 0 -7,436

５．他に行っている事業の種類

６．財務状況

法
人

決算期 営業収益 うち投資助言報酬 うち代理･媒介手数料 経常損益 当期純利益 純資産額

７．投資顧問契約の契約件数及び契約資産額 平27年  3月 現在

0

　　投資顧問契約

うち顧客の資産の額を前提とした契約

契約件数 契約件数 資産総額

（ ）

(千円）

（件、百万円）

８．代理・媒介の件数 平27年  3月（ ）

代理 媒介 代理 媒介 代理 媒介

投資顧問契約 投資一任契約 計

0 0 0 0 0 0

(件）

現在末

末

-4,666 767,642

0 0
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