




投資という領域はいわば、未知の大陸に向かう航海…。

順風満帆の時もあれば、大波の海原に恐れを感じる時があるかもしれませんね。

刻々と変化する環境を的確に見極め、迅速に対応し、

一日も早く、安全に目的地に到達したいものです。

卓越した知識と豊富な経験、それこそが安全・安心の航海に必要なもの。

新しい情報、充実したサービスなどきめ細やかに提供して参ります。

私たちは、「顧客第一主義」の考えを貫きながら、

あなたの航海の確かな道標として、最高の羅針盤でありたいと考えています。
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投資の未来への羅針盤。
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ご　挨　拶

岩井コスモ証券株式会社　代表取締役会長 CEO

沖 津 嘉 昭

　「人生100年時代」の到来を控え、個人の老後資金確保に向けた資産運用ニーズは
今後益々高まることと推測されます。当社は、証券営業員が投資アドバイザーとして
お客様の資産運用をサポートすべく、高い専門性を有するとともにお客様それぞれの
ニーズに応じた金融サービスを提供することが重要であると認識しております。とく
に、昨今におけるわが国の金融市場は、米国の政策動向など海外情勢の影響を強く受
ける傾向にあり、こうした海外発の諸問題に対する情報収集力・分析力を備えること
が注力すべき課題のひとつであると考え、ニューヨーク、ロンドンなど現地の金融・
経済専門家を交えた毎朝のミーティングをはじめ、海外研修や社内勉強会を通じて海
外情勢に精通した営業員の育成に努めております。
　一方、政府が推進する「働き方改革」への取り組みは、社会環境の変化がもたらす
時代の要請であり企業の社会的責任の一つであると認識し、その取り組みを本格化さ
せて参ります。従業員に対しては、テレワークの拡充に向けて、営業部門においては
タブレット端末を活用し、社外で一連の業務が遂行できる機能、環境、体制等を強化
して参ります。また、今後さらなる生産性の向上に向けて、このタブレット端末によ
る営業活動を一層推進し、顧客サービスの向上に取り組むほか、内勤部門においては
リモートアクセスサービスを利用した在宅勤務により生産性およびワークライフバラ
ンスの向上に取り組んで参ります。
　こうしたお客様に対する資産運用サービスの強化や役職員の業務の効率化、生産性
向上への取り組みは、当社の今後のさらなる飛躍・発展に資するものと認識いたしま
す。さらに、経営方針である「顧客第一主義」に基づいて、全役職員がお客様本位の
金融サービスの提供に努めるとともに、コンプライアンスにも万全を期し、お客様が
安心してお取引いただける体制の構築に最大の努力を傾注して参る所存です。
　今後ともより一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう、ここに謹んでお願い申し上げ
ます。



04

会 社概要

役 員

商　　　号　　岩井コスモ証券株式会社
代　表　者　　代表取締役会長 ＣＥＯ　沖　津　嘉　昭
　　　　　　　代表取締役社長 ＣＯＯ　笹　川　貴　生
本店所在地　　大阪市中央区今橋一丁目８番１２号
　　　　　　　ＴＥＬ（０６）６２２９－４６００（大代表）
設　　　立　　大正６年１２月１８日
資　本　金　　１３５億円
登 録 番 号　　金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第１５号
加 入 協 会　　日本証券業協会
　　　　　　　一般社団法人金融先物取引業協会
　　　　　　　一般社団法人日本投資顧問業協会
加入取引所

　　
東京証券取引所

　　　　　　　大阪取引所
　　　　　　　名古屋証券取引所
　　　　　　　福岡証券取引所
経 営 方 針　　顧客第一主義
　　　　　　　全員参加型経営

代表取締役会長 ＣＥＯ　　沖　津　　嘉　昭
代表取締役社長 ＣＯＯ　　笹　川　　貴　生
専 務 取 締 役　　松　浦　　康　弘
常 務 取 締 役　　菅　野　　欣　也
取 締 役　　井　上　　利　裕
取 締 役　　佐々木　　茂　夫
取 締 役　　齊　藤　　行　巨

常 勤 監 査 役　　竹　内　　俊　晴
監 査 役　　森　本　　　　宏
監 査 役　　木　田　　洋　一
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沿 革

1920年
（大正9年）

1930年
（昭和5年）

1940年
（昭和15年）

1950年
（昭和25年）

1960年
（昭和35年）

1970年
（昭和45年）

1980年
（昭和55年）

1990年
（平成2年）

2000年
（平成12年）

岩

井

証

券

コ
ス
モ
証
券

1915(大正4)年5月
岸和田において株式現物業
岩井商店を創業

1944(昭和19)年7月
岩井証券株式会社設立
（本社：岸和田市）

1969(昭和44)年9月
本社を大阪市に移転

1917(大正6)年12月
株式会社野村商店設立
(代表者：野村 實三郎)
(本店：大阪市東区本町)

1923(大正12)年7月
株式会社大阪屋商店
に商号変更

1943(昭和18)年3月
大阪屋證券株式会社に
商号変更

1979(昭和54)年5月
東京証券取引所及び
大阪証券取引所各市場
第二部上場

1986(昭和61)年2月
コスモ証券株式会社に
商号変更

1981(昭和56)年3月
東京証券取引所及び
大阪証券取引所各市場
第一部上場

1990(平成2)年12月
名古屋証券取引所市場
第一部上場

1993(平成5)年9月
株式会社大和銀行
（現 株式会社りそな銀行）
の子会社となる。
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（平成2年）
2000年

（平成12年）
2010年

（平成22年）
2012年

（平成24年）
2016年

（平成28年）

生

1
0
2

2（

成
平

24
）年
5
月
1

合
日

併

社
会
備
準
立
設
券
証
井
岩

2006(平成18)年2月
東京証券取引所市場
第一部に上場

2010(平成22)年4月
岩井証券設立準備
株式会社設立（本社：
大阪市）

2010(平成22)年7月
持株会社体制への移行に
伴い、岩井コスモホール
ディングス株式会社へ
商号変更

2010(平成22)年7月
岩井証券株式会社（現 岩井コスモ
ホールディングス株式会社）から
金融商品取引業務等を承継し、
岩井証券株式会社へ商号変更

2006(平成18)年5月
大阪証券取引所市場
第一部に上場

2016（平成28）年10月
岩井コスモグループ
創業100周年記念式典
を開催

2008(平成20)年7月
東京証券取引所・大阪証券
取引所・名古屋証券取引所
において廃止となる。

2008(平成20)年8月
株式会社CSKホールディン

 グス（現 SCSK株式会社）
の完全子会社となる。

2010(平成22)年4月
岩井証券株式会社（現 岩井
コスモホールディングス株式
会社）の完全子会社となる。

券
証
モ
ス
コ
井
岩



07

構 成

営 業形態

岩井コスモ証券では、「対面取引」、「コール取引」、「インターネット取引」の3つの取引チャンネル
をご用意し、お客様それぞれのニーズに柔軟かつ的確にお応えできる体制を整えております。
「対面取引」では、専任の担当者による資産運用に関する総合的なコンサルティングサービスを
ご提供しております。
「コール取引」では、電話専用の取引でありながら、専任の担当者が、資産の管理から運用まで
トータルにサポートいたします。
「インターネット取引」では、割安な定額制手数料など、投資スタイルに合わせて選べる３つ
の株式手数料体系をご用意しております。｠

また、無料での各種セミナーの開催やＷＥＢで弊社アナリストによる投資情報のご提供も行う
など、総合証券ならではのサービスも充実しております。

※「対面取引」「コール取引」「インターネット取引」の
　それぞれの取扱商品および手数料の詳細につきましては、
　当社ホームページをご覧ください。

対面取引

コール
取引

インターネット
取引

コンサルティング
アドバイス
投資情報

岩井コスモ証券

岩井コスモビジネスサービス
岩井コスモホールディングス
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対 面取引

専任の担当者が、お客様のご要望に沿った運用プランや付加価値の高い最新
の投資情報をご提供し、お客様の資産運用を総合的にサポートいたします。
各店舗では、株式、債券、投資信託などの各種商品をはじめ、相続・贈与の
解説など各種セミナーを無料で開催しております。
お客様の資産運用にお役立てください。
また、ご注文の発注やお預り残高の確認、リアルタイム株価や投資信託の
運用状況がチェックできるインターネット取引ツール「プラスネット」も
ご提供しております。

岩井コスモの「対面取引」では、専任の担当者が投資アドバイザーとして、お客様の資産運用に
関する総合的なコンサルティングを行います。

コ ール取引
岩井コスモの「コール取引」では、専任の担当者の投資アドバイスを受けながら、お電話で株式や
投資信託などのご注文を発注していただけます。

イ ンターネット取引

新システムでは、スマートフォンアプリに対応するとともに、株式市場の
テーマごとに銘柄を検索できる機能等の情報面の拡充、「スピード発注」、
「板発注」等の発注機能の強化並びに高機能株価ツール「トレーダー
ＮＥＸＴ」の無料提供など、取引機能全般を大幅に改善いたしました。
また、国内株式の手数料につきましては、１ヶ月間の手数料を規定回数まで
定額とする「マンスリーコース」や信用取引の日計り売買の取引手数料、
金利を無料とする「デイトレフリー」をご用意し、お客様の投資をサポート
いたします。
そのほか、役立つセミナーの実施、投資調査部によるレポートの配信、
サポートの対応など、総合証券ならではのサービスも充実。投資のこれからを
ご提案いたします。

岩井コスモの「インターネット取引」、「コスモ・ネットトレード」では、2020年1月に証券取引
システムを刷新し、投資初心者からアクティブトレーダーまで、幅広い投資家にご満足いただ
ける取引環境を整えました。

お電話専用のお取引でありながら、専任の担当者がお客様の資産の
管理から運用までトータルにサポートいたします。
投資アドバイスを受けながらお取引いただけるので、投資経験の長い方
だけでなく、投資経験のないお客様も、安心してお取引いただけます。
国内株式取引のご利用いただきやすい手数料体系も魅力です。
また、ご注文の発注やお預り残高の確認、リアルタイム株価や投資信託
の運用状況がチェックできるインターネット取引ツール「プラスネット」
もご提供しております。
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・当社では、グローバル・アセット・アロケーションの考えの
もと、中でも「米国株式」を最重要商品として捉え、徹底した
情報の分析、共有、営業員の教育、お客様への啓蒙活動
を続けて参りました。
　その結果、着実に米国株式のお預り資産額を増やし続けて
おります。

・グローバル生中継会議《全店－東京・大阪－NY・ロンドン》
にて、毎朝、グローバルマーケットの近況・見通しなどを、
ＮＹ・ロンドンや東京・大阪から全営業員に向けて発信し、
お客様の投資判断のお役に立てるよう新鮮なその情報を、
どこよりも早く、そして解りやすくご案内することを
　モットーとしております。

・シリコンバレーにハイテク企業視察団を派遣し、営業員自ら
が現地で見聞きした情報等を常に他の営業員にも共有
しておりますので、米国銘柄のご案内には定評があります。
　＜過去の主な視察企業＞
　　アップル　　　　　　アドビ　　　　エヌビディア
　　オクタ　　　　　　　テスラ　　　　ザイリンクス
　　ツイッター　　　　　ビザ　　　　　シスコシステムズ
　　ギリアド・サイエンシズ　
　　セールスフォース・ドットコム　　　　　　　　　など

■米国株式への注力

・タブレットと携帯電話を全営業員に貸与し、新しいアプローチでの
資産運用フォローを可能としました。
　タブレットでは、お客様情報から動画やリーフ等の電子化資料、さらに
テレビ会議やチャット機能を備えたコミュニケーションツール
まで、会社にいるがごとくの営業環境が整っています。
　セキュリティにも万全を期しながら、モバイル営業の常態化に取り
組んでおります。

■モバイル営業

営 業方針

米国株式のお預り資産額推移

2014/06 2015/06 2016/06 2017/06 2018/06 2019/06 2020/06



10

岩井コスモホールディングスの取締役はグループ各社の会長、社長およびグループ各社取締
役を兼務する取締役、ならびに社外取締役３名の計６名で構成されます。
常勤監査役はグループ各社の監査役を兼ね、グループとして経営を監視できる体制としてお
ります。
さらに、岩井コスモ証券についても２名の社外取締役を置いており、コーポレートガバナ
ンスの充実に注力しております。

コーポレートガバナンス

事業計画・執行・管理

岩井コスモホールディングスの取締役会は、グループ全体の戦略策定、グループ各社の経営
方針を決定すると共に、グループ経営計画を決定します。
グループ各社は、岩井コスモホールディングスの経営方針の決定を受け、それに基づいた経
営計画を決定します。
グループ各社は、決定した経営計画に沿った事業を執行し、その進捗を管理し、岩井コスモ
ホールディングスに報告します。
岩井コスモホールディングスは、グループの経営計画の進捗を管理し、必要に応じてグルー
プ各社に指示することにより、グループ全体でのＰＤＣＡサイクルを回しながら、事業計画
を推進していきます。

コンプライアンス

岩井コスモ証券グループでは、コンプライアンス（法令遵守）が内部統制システムを実効性
あるものとするために不可欠であると認識しております。
また、岩井コスモ証券においては、金融商品取引業者として、投資家保護と金融商品取引市
場の健全な運営のために、コンプライアンスを最重要課題と認識しており、「コンプライアン
ス・マニュアル」を制定し、「コンプライアンス・プログラム」に沿って、コンプライアンス
の積極的な推進を図っております。
コンプライアンスの実施状況や確認された問題点については、取締役会やコンプライアンス
会議に報告し、経営陣が常にコンプライアンスの状況を把握できる体制としております。

1岩井コスモ証券グループの取り組み
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次の100年に向け、持続的な成長、更なる発展を目指した取組みを進めております。
お客様、株主様、お取引様、地域社会、従業員とそのご家族のすべてのステークホルダーの皆様と
更なる発展や、持続的な成長を遂げるため、環境や社会的な課題に積極的に取り組んでおります。

当社が受け取る株主優待品等のリソースを、ＳＤＧｓ支援として有効活用
できるよう、日本証券業協会が運営する「株主優待ＳＤＧｓ基金」や「こども
サポート証券ネット（マッチングプラットフォーム）」に、更に「こどもの
みらい古本募金」にも当社は参加しております。

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）

公益財団法人 梅ヶ枝中央きずな基金

アーツサポート関西
（公益社団法人 関西･大阪21世紀協会）

公益社団法人 上方落語協会

大阪府

国立大学法人 京都大学
ｉＰＳ細胞研究基金

ひとり親家庭等の子供達に就学機会を提供

関西の芸術や文化活動の発展

上方落語の発展

梅田北ヤード（うめきた）みどり推進事業、
消防団の活性化

ｉＰＳ細胞の研究推進
寄 附 先 支 援 の 目 的

■株主優待品等の有効活用

当社グループでは、企業活動を展開するうえでCSR（企業の社会的責任）の
取組みが重要であると認識しています。そしてCSR活動の継続性を目的とし
て、発生した利益を元にした『社会貢献積立金』を設置し、当期純利益の１
％程度を毎期積み立て、医学・医療の発展や自然環境保護、災害支援活動な
どへの寄付を通じて地域社会に貢献してまいります。また、従前より以下の
ような寄付活動に積極的に取組んでまいりました。

■社会貢献活動

2岩井コスモ証券グループの取り組み
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・サンフランシスコシリコンバレーにハイテク企業視察団を派遣しております。
・新人には専任ＯＪＴ担当者が手取り足取り、大事に、大事に育てています。
・営業員においては、個々に貸与するタブレット端末にＴＶシステムが備わっており
ますので、時間・場所にとらわれることなく、社員のペースで疑問点やお客様への
アプローチ方法など、随時相談することができます。

■充実の社員教育

・女性の新卒採用を積極的に行ったり、時短・時差の適用期間を
　拡大したりするなど、女性の活躍を応援しております。
・育休後の復帰は、2018年度は「3名中全員」、2019年度は
　「９名中８名」、2020年度は「5名中全員」と高水準です。
・2012年に子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する
　「くるみん」を取得しました。

■女性の活躍推進

■ワークライフバランスへの取組み
・モバイルワークやサテライト勤務で、場所にとらわれない柔軟な働き方を実現して
　おります。
・仕事と子育て、介護を両立できるよう、短時間勤務や時差勤務、直行直帰などの多様
な働き方を可能にしております。

・労働生産性向上による残業時間の削減についても積極的に取り組んでおります。
・2015年度より、総務省はテレワークの普及促進を目的として、十分な実績を持つ企業を「テレ
ワーク先駆者百選」として選出しています。
　当社は2019年度の「テレワーク先駆者百選」に証券会社として、初めて選ばれました。
・一般社団法人日本テレワーク協会が、テレワークを導入、活用し、その普及に貢献した企業、団体等
を表彰する「テレワーク推進賞」に、こちらも証券会社として初めて選出されました。
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・タブレットを全営業員に貸与し、多くの紙を必要とした営業資料や確認書
等を電子書面化し、ペーパレスを推進しております。
・RPA(Robotic Process Automation)を利用した事務作業のオートメー
ション化を進めております。先行導入部署では、１人あたりの作業時間
が１時間も短縮した事例もあります。
・AIを活用した音声認識システムを中堅証券会社において初めて導入し、
営業員とお客様の通話内容を効率的にモニタリングすることを可能にしま
した。これにより、コンプライアンスのさらなる強化によるお客様サービス
向上が図れることになります。
・社内手続書類をワークフロー化するなど、今後もペーパレス、エコロジー
に積極的に取り組んで参ります。

■デジタライゼーションによるお客様サービス向上とペーパーレス化

・営業車を低燃費車に入れ替え、ＣＯ２の削減に努めております。
・本店ビル(大阪市中央区今橋)の照明を、ＬＥＤに変更しました。
・東京本部ビル（東京都中央区日本橋茅場町）は、全館LED照明や、「ハイブ
リッド幅射空調システム」を採用した最先端の省エネビルです。
・当社グループが使用する封筒を、古い紙幣を再利用した封筒に変更しま
した。また、窓空き封筒の窓部分の素材は、セロハンでなくグラシン紙
を採用しています。
・手持ち袋には、石灰石を主原料とする、紙やプラスチックの代替となる
日本発の新素材である「LIMEX（ライメックス）」を使用しています。
・当社の名刺も紙からLIMEXへ代替しており、LIMEX化は「名刺100枚で
10リットルの節水」につながると言われています。当社の名刺利用実績
ベースで行くと、年間1.7万リットルの水資源の保全につながりそうです。

■環境負荷の軽減

文化活動を支援する一環として、様々な活動に協賛または寄附をさせていた
だきました。
・サントリー1万人の第九
・天満天神繁盛亭（落語専門定席）
・ピンクリボン（乳がん対策）
・公益財団法人　大槻能楽堂
・ＯＳＡＫＡ天の川伝説
・こども本の森　中之島

■文化活動の支援
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