
1 

 

お客様本位の業務運営をより一層推進するための方針 

方針 1   方針の策定と公表について 

いちよし証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客様本位の業務運営をより一層推進する

ための方針を公表し、定期的に見直しを行うことで、より良い業務運営を実現して参ります。 

 

当社は、創業以来「お客様第一」を理念として業務を行って参りました。1990年代後半の「日本版

金融ビッグバン」を契機に、「貯蓄から投資へ」の推進に向け、お客様の資産を安全・  着実にじっく

りと増やすために、お役に立てる証券会社を目指し、資産管理型アドバイスへの転換を図りました。 

  その一環として、お客様にとって安心してお取引いただける証券会社であるために、当社が過去に取

り扱った商品等の経験から、「複雑でお客様に説明することが困難であり、お客様も理解できないよう

な商品」や「あきらかに中長期の資産形成にはそぐわないような商品」等のお客様のためにならない商

品を取り扱わないなど 7つの原則を「いちよし基準」とし定め実践して参りました。 

   2009年からは、この「いちよし基準」を『「売れる商品でも、売らない信念。」私たちは、お断り

する事があります。』というお客様本位のポリシーとして明確に宣言し、当社ホームページや各支店の

店頭に掲示することで、お客様に公表、実行しています。 

 

当社は、最終受益者となる個人のお客様に対し、証券会社として単に売れ筋の商品をお勧めするので

はなく、まず、お客様のためにならない商品は除いた上で、本当にお客様のためになるものを厳選し、

その中からお客様のニーズに合った商品をお勧めすることが、お客様本位の業務運営であると考えます。

これからも、お客様に安心して末永く、何世代にもわたってお付き合いいただける会社を目指して取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針 2   「お客様の最善の利益」を図るべく、誠実・公正に業務を行います 

当社は、お客様に良質な商品やサービスをご提供し、お客様の最善の利益を図るため誠実・公正に業

務を行います。また、お客様に多様化・専門化した商品をわかりやすくご説明し、お客様のニーズに沿

った金融商品やサービスを提供することが、金融サービス業としての役割であるということを、当社の

企業文化として定着するように努めています。 
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「いちよし基準」 
 

「個人のお客様にお勧めしない商品」「お客様のご要望であってもお断りする商品」 

1.公募仕組債は取り扱いません。 

 2.債券は高格付けのみとし、不適格債は取り扱いません。 

 3.私募ファンドを取り扱いません。  

 4.個別外国株は、勧誘しません。外国株は投信での保有をお勧めします。 

 5.投信運用会社は、信頼性と継続性で選びます。 

 6.先物・オプションは勧誘しません。 

 7.FX（外為証拠金取引）は取り扱いません。 

        

当社では、過去の経験をもとに、「複雑でお客様に説明することが困難であり、お客様も理解できない

ような商品」や「あきらかに中長期の資産形成にはそぐわないような商品」は、どんな売れ筋商品であ

っても販売・推奨しないという方針を決定し、取り扱わないことにしています。 
 

1999年から流行した日経リンク債や EB債、またリーマンショック後に人気商品となったブラジルの

レアル通貨などの通貨選択型投資信託も一切取り扱いませんでした。 

 

企業文化の定着に向けて 
 

当社は、目指してきた資産管理型アドバイスの基本であるお客様本位の姿勢をより徹底するため、

2006年に「いちよしのクレド」を制定しました。これは、全役職員の共通の価値観の源です。「経営理

念」をはじめ、「経営目標」、それを実現するための「行動指針」であり、全役職員の拠りどころとなる

バイブルです。全役職員が「いちよしのクレド」カードを常に携帯し確認しています。 

 

また、月に一度、全店放送にて「いちよしのクレド」の行動指針（感謝・誠実・勇気・迅速・継続）

を実践し、お客様満足度の高い実績のあった資産アドバイザーを選び、全役職員の模範（ベストプラク

ティス）となる発表を行う「クレドアワー」を開催し、企業文化の定着に努めています。 

 

「いちよしのクレド」 

 

経営理念 

「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」 

当社は、常にお客様の立場に立ち、お客様のニーズに合った質の良いサービス、情報や商品を誠実に

提供し当社を信頼して資産運用のアドバイザーとして選んでいただけるよう尽力していきます。そして、

「安心」して末永く、何世代にもわたってお付き合いいただける会社を目指して参ります。 

 

経営目標 

「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」 

当社は、20年来、単に会社の規模の拡大を目指すのではなく、当社ならではの特色を深めお客様のお

役に立てる証券会社を目指してきました。 

「個人金融資産の運用サービス特化」、「中小型成長株リサーチと中堅企業ニーズ対応サービス特化」と

いう２つの特化戦略を特色とし、「いちよしのクレド」制定時に、経営目標として「金融・証券界のブラ
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ンド・ブティックハウス」と明記し、全役職員が「お客様のニーズに真正面から向き合う、今までの日

本にない証券会社を作ろう」という志をもってその構築に取り組んでいます。 

 

行動指針 

「感謝・誠実・勇気・迅速・継続」「Long Term Good Relation」 

当社の役職員は、常にお客様の立場に立ち、お客様のニーズに応えるために、「感謝・誠実・勇気・迅

速・継続」を念頭において行動することを目指しています。 

また、お客様・株主・社員・社会のために、お役に立ち末永く良い関係を続けていくことが当社の存

在価値であるとの思いを「Long Term Good Relation」と表明し行動指針としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いちよしのロゴ 

当社の社章とロゴのシンボル・ストライプは、「いちよしのクレド」の経営理念や経営目標の実現に向

けてのシンボルです。お客様それぞれのご要望やご相談に対してお役に立つことで「安心」「信頼」して

いただき、『お客様、一人、一人の「いちばん」』になり、末永くお付き合いいただける企業でありたい

という、私たちの志と思いの象徴です。 

     

 

 

 

 

    方針 3   「お客様の利益を損なわないため」に利益相反を適切に管理します 

当社は、お客様の利益を損なわないために、利益相反行為を排除いたします。利益相反を管理する部

署は、各部署との情報交換を定期的に行い、お客様との利益相反の可能性を把握し適切に管理します。 

 

お客様との取引にあたっては、法令のみならず「いちよし基準」を実践することにより、お客様本位

の営業姿勢を貫き利益相反とならない管理を行っています。 

当社は、お客様の利益を第一に考え、グループにとらわれず、金融商品をお客様にご提供して参りま

す。自社グループの商品を優先的に選別するのではなく、様々な商品からお客様の利益を第一に考え選

定しており、自社グループ商品の場合は、他社商品などと十分な比較を行い、利益相反行為が行われて

いないかを厳密に管理します。当社グループ会社である「いちよし経済研究所」「いちよしアセットマネ

ジメント」「いちよしビジネスサービス」との取引において、管理部門はコンプライアンスの観点から、

財務部門は財務や会計の観点から、内部監査部門は監査の観点から常に牽制機能を働かせ十分な管理を

行っております。又、関連会社社長が定期的に集まり、幅広い情報収集を行うなど細心の注意を払い、

適切な管理を行う体制としております。 
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  方針 4   「お客様にご負担いただく手数料」を明確化します 

当社では、お客様にご負担いただく手数料について、透明化を図り、わかりやすく丁寧な情報提供に

努めています。 

 

手数料については「注文執行コスト」「運用期待値」「アフターフォロー」「サービス」の内容と比較し

て、合理的なものであることが重要と考えています。その上で、実質的なコストを総合的に勘案し、合

理的な水準を決定し手数料をいただいており、さらにこれをお客様にわかりやすくご説明しています。

当社が商品提供会社から手数料を受け取る商品の場合には、その手数料についてもご説明いたします。 

 

お客様にご負担いただく手数料は、商品の販売や契約を締結する際に、お渡しする契約締結前交付書

面や目論見書、当該商品の説明用資料、提案書、設計書等に記載し、交付の際にご説明させていただき

ます。 

 

  方針 5   「重要な情報」をわかりやすくご説明します 

当社は、お客様に対して販売・推奨する商品やサービスについて、適切な投資判断をしていただく為

に「リスク度」「運用期待値」「手数料」等、重要な情報について商品毎に説明いたします。その際には、

お客様の「取引経験」「知識」「ご資産の状況」「ニーズやご意向」といった適合性を十分に考慮し、わか

りやすくご説明します。 

 

 「リスク・リターン」を考えた分散投資をご提案します 

当社では、お客様に対して販売・推奨する際、お客様の属性、ご意向、ライフプランを踏まえ、お客

様の資産全体を考えた商品をご提案します。単に売れ筋の商品をお勧めするのではなく、元本の安定運

用を目指す商品（ベース資産＝ローリスク・ローリターン）の運用と積極的に運用益を目指す商品（ア

クティブ資産＝ハイリスク・ハイリターン）の運用をお客様のご要望を踏まえて組み合わせ、分散投資

によるリスクの軽減をお勧めしています。 

 

 「安心」してご投資いただく為のアフターフォロー 

当社では、お客様に安心してご投資いただく為に、推奨・販売の際だけでなくご購入後についても、

アフターフォローとして重要な情報をわかりやすくご説明しています。経済の状況、投資環境の動向、

保有商品の投資スタンスの変化等、「運用レポート」のご提供や「各種セミナー」の開催、「資産アドバ

イザーからの継続的な情報提供」により、丁寧にわかりやすくお伝えしています。また、ホームページ

等を通じた資料等の整備も行っています。 

 

パッケージ商品について 

当社は、「いちよし基準」でも宣言していますように、公募仕組債は取り扱っておりません。 

   現在、当社で取り扱うパッケージ商品には、「ファンドラップ」があります。「ファンドラップ」はパ

ッケージ化することにより、多種多様な投資主体に対して柔軟かつ機動的な運用ができるように設計し、

中長期・分散投資のメリットを十分にご享受いただくことの できる商品としてご提供しています。ご契

約にあたっては、お客様のご意向について「ヒアリングシート」を使用し、十分にお聞きした上で「運

用モデルのご提案書」を作成・提示いたします。「運用モデルのご提案書」により、わかりやすくご説明

しご納得いただいた上で、ご契約していただく仕組みにしています。また、契約期間を設けることで運

用内容を定期的に見直しいただけます。 
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方針 6   「お客様にふさわしい」商品やサービスをご提供します 

当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」という経営理念を掲げています。そのため

に、常にお客様の立場に立ち、投資方針、投資目的、投資経験等やライフプランを踏まえてお客様にふ

さわしい商品やサービスの提供に努めて参ります。 

 

「お客様を知る」ために必要な事項をお伺いします 

お客様には、資産アドバイザーから、まず 11項目の重要な項目を含むご質問をさせていただきます。

基本的な属性項目に加え、お客様のご意向、投資の目的、ライフプランをお伺いするものです。資産ア

ドバイザーが深く「お客様を知る」ことにより、お客様にとってふさわしい商品やサービスを提供でき

るよう取り組んでいます。11項目全てについてお聞きできていない場合は、システム上受注できない仕

組みになっています。 

 

 

「お客様にふさわしい商品やサービス」をご提供します 

当社では、投資のご提案前に必ずお客様のご意向などの情報を再確認し、商品やサービスがお客様に

ふさわしいものであるかを精査することとしています。また、商品ごとに「リスクレベル」を設定して

おり、勧誘の際の客観的な判断に役立てています。 

   さらに、「いちよし基準」を遵守した上で、ご高齢のお客様や投資経験の浅いお客様については、「リ

スクレベル」によって、お客様からのご要望があった場合でも勧誘を禁止としている商品や、勧誘にあ

たり留意すべき商品を設けています。勧誘にあたり留意すべき商品をご紹介する場合には、事前に社内

において、個別のお客様属性の確認等を慎重に行い部支店長の承認を経てからご提案させていただきま

す。 

 

「お客様相談室」でお問い合わせをお受けします 

当社では、「お客様相談室」を設置しています。定期的にお客様へお送りする預り資産や取引の状況等

の報告書類には必ずお問い合わせ窓口として、「お客様相談室」の電話番号を掲載し、お客様からの問い

合わせや苦情等をお伺いできる体制をとっています。また、お客様相談室にお寄せいただいたご意見等

はすべて業務執行の責任者から経営陣にまで伝達されています。 

 

「お客様信頼向上委員会」により更なる信頼の向上を目指します 

当社では、お客様の目線から業務の見直しに取り組み、商品やサービス等について改善を検討する「お

客様信頼向上委員会（月 1回）」を設置し、更なる信頼の向上を目指します。 

従来からの窓口である「お客様相談室」「いちよしダイレクト（フリーダイヤル）」に加え、各部支店

には「お客様信頼向上担当者」を配置し、日々直接お客様と接する支店の資産アドバイザーや本社職員

からお客様の声を直接吸上げることにより、商品やサービスについての改善や方策を検討・実行して参

ります。 

今後は、お客様への「満足度調査」の実施やWeb等を活用し、お客様の声を更なる信頼向上につな

げて参ります。 
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方針 7   「お客様本位の業務運営」の職員に対する適切な動機付け 

当社は、お客様本位の取り組みを継続的に実施し、その実効性を確保するため、職員に対し動機付け

をするための取り組みを行っています。 

 

コンプライアンスは、競争力の源泉 

当社では、1990年代後半から「コンプライアンスは、競争力の源泉」であるという考えのもと、コ

ンプライアンスの遵守に向け取り組んでいます。 

 

コンプライアンス会議 

「お客様にふさわしい商品やサービスが提供できているか」「お客様に重要な事項を漏れなくお伝えで

きているか」等を検証し、改善、指導を支店内で自主的に行うことを目的に 1996年から「支店コンプ

ライアンス会議（月 1回）」を開催しています。 

また、本社部門においても、コンプライアンスに関する事項をテーマに「コンプライアンス会議」を

開催し、各部門と管理部門が、情報の共有を行っています。 

 

モニタリング 

モニタリングについては、本社の管理部門の「バックモニタリング」に加えて、お客様に一番身近で

ある部支店においても「フロントモニタリング」を行っています。部支店の支店長や営業課長は、「資産

アドバイザーの行動（日報やヒアリング等）」や「お客様の属性」、「取引履歴」等から、お客様に対し適

切なアドバイス活動が行われていることを確認しています。また、部支店の管理部門は、お客様との通

話内容や日報の記録状況、お客様の属性や取引の整合性などのモニタリングを日々実施しています。 

   「フロントモニタリング」から収集した情報や定量的に取得した情報は、コンプライアンス会議の議

題等となり、現状の把握や改善、指導に活用し職員のレベルアップにつなげています。 

 

業績評価体系について 

1996年の中期経営計画以降、お客様本位の資産管理型アドバイスを実践するために、「営業マン」の

名称を「資産アドバイザー」と変更するとともに、評価項目を従来の「手数料中心」から「預り資産重

視」に見直しを行いました。お客様の信頼のバロメーターと考えている「預り資産の純増」を評価項目

の中心とし、「手数料」については、現在、評価項目全体の 30％とした業績評価体系としております。 

更に、この評価項目に、コンプライアンスに関する事項も加味し、総合業績評価を行っています。特

に「預り資産の純増」で優秀な成果のあった資産アドバイザーについては、毎月表彰を行っています。

このように、業績評価体系からも、信頼の向上を企業文化として定着させるよう取り組んでいます。 

 
研修について 

 当社では、常にお客様の立場に立ち、まごころを込めてアドバイスを行うための社内研修等の充実に

努めています。また、コンプライアンスに関する会議や研修については、特に力を入れ毎月行っていま

す。 

経験・スキルに応じた定期的な研修、および自己研鑽のための「自己成長プログラム」制度を定め、

積極的に取り組むように指導しています。 

また、お客様とのコミュニケーション力の向上のため「エチケットマナー向上推進会議」を毎月開催

しエチケットマナーの向上も図っております。 
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クレドアワーについて 

月に一度、全店放送にて「いちよしのクレド」の行動指針（感謝・誠実・勇気・迅速・継続）を実践

し、お客様満足度の高い実績のあった資産アドバイザーを選び、全職員の模範（ベストプラクティス）

となる発表を行う「クレドアワー」を開催し、企業文化の定着に努めています。 

 

「働きやすい・やりがいのある職場」作りについて 

当社では、現在「働きやすい・やりがいのある職場」作りを経営の課題として取り組んでいます。こ

れは、お客様と接する職員が、会社に満足していなければ、お客様に真の満足をご提供することは出来

ないと考え、仕事に意欲的に取り組むために、環境を整備するとともに仕事そのもののやり方や人事制

度を見直し、職員満足度を高めることが必要と考えています。「有給休暇取得の促進」や、「勤続年数に

よる特別休暇（賞休暇）日数等の拡大」「傷病時のサポートとして、特別休暇積立制度の導入」等、約

50項目の課題を抽出し順次、改善し実行しています。 

また、組織内のコミュニケーションの促進のため社内旅行補助金制度などの福利厚生の充実や「人材

開発会議」の開催によるやりがいの創造に取り組んでいます。 
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「売れる商品でも、売らない信念。」について 
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「いちよし基準」について 

1.公募仕組債は取り扱いません。 

 一般的に公募仕組債はお客様に商品の内容、仕組み、リスク等をわかりやすく説明（通貨オプション

を利用した仕組みやオプションの価格算定方式、また販売による手数料等は個人のお客様に説明しきれ

ない商品）することかが難しい商品です。また、ある一定の水準を割り込まないと判断した上で購入し

た為替（株価）等の水準が、一定水準を割り込んだ場合も投資方針を変えずに持続するメリットが個人

のお客様にはそぐわないと判断したからです。 

 

2.債券は高格付けのみとし、不適格債は取り扱いません。 

  

お客様にとって、金利の高い債券の方が魅力的だと思われがちですが、その反面、デフォルト・リス

ク（債務不履行）やボラティリティ・リスク（流動性リスク）は高くなります。表面的な金利の高さだ

けに目を奪われてしまい、債券本来の元本の保持というメリットを見失いがちになります。当社は、金

利の高さよりも「元本の安全性」を重視し、当社では格付けの高い投資適格債を推奨・販売する事とい

たしました。 

 

3.私募ファンドを取り扱いません。 

 

 個人向けに販売される私募ファンドは、投資総額が公募ファンドより比較的少ない事から、投資信託

本来のメリットである分散投資効果小さくなります。また、運用先についても、比較的リスクの高い商

品に投資することが多いことや情報開示が少ないことから取扱いを行いません。 

 

4.個別外国株は、勧誘しません。 

 

 外国株式は非常に魅力ある商品のひとつですが、資本市場の発達度合いもあって、個別銘柄のアナリ

ストレポートがあったとしても、国内企業のようなきめ細かな情報が入手できるとは限りません。加え

て、「増・減資」「端株」への対応など、海外市場における煩雑な手続きもあり、お客様に対して十分な

アフターフォローをすることが難しいのです。したがって、個別外国株については、その国のマーケッ

トに足場を築いている優秀な運用会社を厳選し、投資信託によりお客様に保有していただくことが最も

有効的な外国株投資の方法だと判断しております。 

 

5.投信運用会社は、信頼性と継続性で選びます。 

 

 お客様に、中長期保有を前提とした投資を行うためには、投信委託会社を厳しく選別する必要があり

ます。 

   当社は、投信委託会社の「信頼性（理念・運用実績・運用体制・財務体質・技術力・情報力・歴史・

規模・特徴）」と「継続性（充実したアフターフォロー体制）」を十分に確認してから業務を委託してい

ます。 

6.先物・オプションは勧誘しません。 

 

先物・オプションは、保有商品のヘッジ目的や投機目的としては有効であり、特に株式を保有してい

て売却できない事情がある時などは、リスクヘッジ手法として有効です。しかし、投機目的の場合は、
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マーケットから四六時中目が離せない状況となってしまうため、資産をじっくり増やそうという投資が

目的のお客様にとっては不向きな商品といえます。 

   当社は、お客様の資産を着実に増やす投資を第一にしていますので、先物・オプションについては勧

誘を行なわないことにしています。 

 

7.FX（外為証拠金取引）は取り扱いません。 

 

 ＦＸは、レバレッジが高く上手くいった場合には短期間で高いリターンが得られるため、個人のお客

様にも人気のある商品です。大切な資産を担保に数十倍のレバレッジをかけているケースが少なくあり

ません。短期的、投機的な利益を追求しすぎると、大切な資産の大半を失ってしまうようなことにもな

りかねません。当社は、お客様の資産を着実に増やす投資を第一にしていますので、FXは取り扱って

いません。 

 

「いちよしのクレド」について 
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「いちよしのクレド」カードについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いちよしのロゴ」について 
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「リスク・リターン」を考えた分散投資について 

「ベース資産」はポートフォリオの土台となる資産（守りながら殖やす資産）です。「投信ポートフ

ォリオ」ではファンドラップや債券運用のファンド等、「株式ポートフォリオ」では資産株（長期保有

に相応しい好配当かつ安定的な上場銘柄群）等の安定的な運用を目指す商品で構成されます。 

 

「アクティブ資産」はお客様のリスク許容度に応じてプラスアルファの運用益を目指す資産（積極的

に殖やす資産）であり、投信ポートフォリオでは中小型株式ファンド等、株式ポートフォリオではリサ

ーチに基づき選定された個別銘柄等で構成されます。この「ベース資産」と「アクティブ資産」を組み

合わせることにより、お客様のご要望に応じたオーダーメイドのポートフォリオ構築が可能になるもの

と考えております。 

 

「リスク・リターン」を考えた分散投資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お客様信頼向上委員会」について 

 


