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会員会社紹介　　  に聞くトップ
 創業者から受け継ぐ

「驀直進前」の精神

野村貿易の沿革
当社は本年2013年で創業96年を迎えま
した。証券業で成功を収めた創業者野村徳
七が、南洋視察で豊かな資源に感銘を受け
たことをきっかけとして、1917年に「野村
徳七商店」内に「野村南洋事業部」を創設、
南洋事業を始めたことが源流となってい
ます。
翌年、ボルネオのダナウ・サラック農園を
買収し農園経営を開始します。その後、油椰

や

子
し

農園、コーヒー農園を開拓、ゴム精製工場
を設立。それらの生産品、精製品を輸出する
会社も設立し、現地の人々との共存共栄の経
営方針の下でいずれも発展していきました。
そしてこれらの南洋事業を統括する「野村東
印度殖産株式会社」が1929年に設立され、他
のアジア地域やブラジル、ニューカレドニア
にも進出していきます。
野村徳七は、南洋事業を始めた直後に野村
徳七商店を「株式会社野村商店」へと株式会
社化しました。また、証券業以外に銀行や保
険会社などを設立して金融部門を充実させ、
さらなる実業に進出、多角化していきます。
ご承知のようにそれらは現在の野村證券、
りそな銀行（旧大和銀行）、野村不動産などに
発展していきました。
1922年には、これら傘下企業を監理する

「野村合名会社」ができます。合名では南洋

事業も監理していましたが、その傍ら南洋との
輸出入を始めます。貿易の始まりです。この
輸出入事業が商事部門として発展し、やがて
「野村殖産貿易株式会社」（1942年）という貿易
会社になります。
第2次大戦後に在外資産を全て没収され、
野村東印度殖産は清算、野村殖産貿易は（旧）
野村貿易として苦難の再出発を余儀なくされ
ますが、1951年に（旧）野村貿易株式会社
と野村東印度殖産の流れをくむ大彌産業株式
会社が合併し、現在の野村貿易が発足しま
した。
それからは総合商社を目指し、戦前からの
伝統である南洋農産物（天然ゴム、パームオ
イル等）だけでなく、繊維事業、鉄鋼事業を
はじめさまざまな事業を展開してきました。
日本の経済成長期には比較的順調に発展して
きましたが、1990年代後半のアジア通貨危機
を受けて採算が悪化した時がありました。そ
の時は金属部門を売却して事業再編を行い、
2002年には持株会社「野村トレーディング・
ホールディングス株式会社」を発足させ、乗り
越えてまいりました。
その後、無駄を省いてぜい肉を落とし筋肉質
の企業体質へさまざまな施策を行い、おかげ
さまで増益が続くようになりました。2012年
5月には、創業者の精神をもとにした「経営
理念体系」も整えることができました。
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理念でもあり、世界的な帝国主義の時代に南
洋事業では現地との共存共栄を図り、人々の
健康や生活の改善を徹底する農園経営を実行
したことにも表れています。ミッションは創
業者の精神と、商社という事業形態を考えて
生み出した言葉です。
「ビジョン」は、ミッション実現のための
現在から一定期間後までの「戦略」「目標」
といえます。商社として、世界を舞台に新た
な事業創造に挑戦していくことを「未来を
創る　世界に生きる」という言葉に凝縮しま
した。
「バリュー」はわれわれの「価値観」であり
「行動指針」です。これは四字熟語で「誠心
誠意」「共存共栄」「驀直進前」の3つとしま
した。これも創業者の理念や残した言葉をも
とに、われわれの最も重要な価値観とは何か
の議論を重ねて定めたものです。
この「驀直進前」とは、野村徳七が好んだ
言葉、座右の銘というべきもので野村グルー
プでは有名な言葉です。出所は13世紀元寇
の時代にさかのぼります。元軍来襲に備えて
さまざまな国土防衛策を実行した北条時宗が
いよいよ元軍が襲来したとの知らせを受け、
師事していた禅僧・無学祖元に会いに行った

創業以来、今日までさま
ざまな危機に見舞われなが
ら「野村」の名前が続いて
きたのは、先人の努力のた
まものであると感謝の思い
が湧いてきます。先人たち
が約100年にわたり引き継
いできた「誠心誠意」、「共
存共栄」、「驀

まく

直
じく

進
しん

前
ぜん

」といっ
た理念も含めた「野村」を
次世代につないでいくこと
が、私の責務の一つであると考えています。

経営理念について
2012年5月には、経営理念体系を制定しま
した。それまでも創業者野村徳七の理念や言
葉は受け継がれていましたが、現代の経営理
念として時代に合う言葉で体系化をすべく、
1年にわたって社内の有志で議論を続けて制
定したものです。「われわれは何者なのか。
どこから来てどこへ行くのか。何をするの
か」。これを明確にしたのが、今回制定した
経営理念です。以前の経営理念には、ミッショ
ンと思える要素が入っていませんでした。そ
こで、「われわれは何をするのか」をより明
確にするため、経営理念を「野村貿易グルー
プは『信頼』をあらゆる活動の原点におき、
世界と世代を繋ぐ商社として、豊かな未来と
人々の幸福に貢献します。」とし、その下に
「ミッション」、「バリュー」、「ビジョン」を
置き、覚えやすいフレーズで作成しました。
「ミッション」は、「信頼」を原点に「世界
と世代を繋ぐ商社」として世界の人々、未来
の人々が豊かになって笑顔の満ちる世の中に
することです。短く表現すれば「笑顔で満た
す世界と未来」となります。これは創業者の

インタビューを受ける宮下社長（左）、聞き手は日本貿易会広報部長 木村（右）
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時、授けられた言葉です。「十分な準備がで
きたのであれば、迷いや煩悩を捨て去り、自
分の信ずるところに従ってまっすぐに進め」
という意味で、時宗はこの言葉で腹を据え、
家臣団と一丸となって国難に向き合い戦い抜
いています。
野村徳七は、「企業家は7割の科学的確実
性を握ったならば、あとの3割の不確実性を
突破し飛躍するだけの勇気がなければなら
ぬ」と、「驀直進前」の精神で、果敢に新し
い事業開拓に挑戦し続けました。この開拓者
精神こそ、野村貿易が創業者から受け継ぐ中
心的なDNAであり、経営理念本文の「信頼」
や、他のバリュー「誠心誠意」「共存共栄」
と共に、先人から受け継ぎ、未来につないで
いかねばならぬ価値観・行動指針であると
考えています。
制定から1年余が過ぎましたが、この間、
広報での情宣や営業の責任者による直接対
話、また人事制度と関連付けるなど、経営理
念体系の浸透のためにさまざまな手を打って
きました。携帯用の経営理念を日本語、英
語、中国語で作成し、社員全員に持たせてい
ます。われわれの仕事は、メーカーと異なり

いろいろな物を扱
います。業界に
よって物の考え方
も違います。その
中でわれわれ自身
の方向性、そして
志は何なのか、と
いう基本的な考え
が経営理念にあり
ます。これには海
外のナショナルス
タッフからも非常

に良い反応が返ってきています。役職員全員
がこの経営理念の下、一致団結し、「世界と
未来」のために貢献する会社にしたいと考え
ています。

重点事業
「中期経営計画2013」は、「当社の経営理
念にある「信頼」を共通の価値観とし、全て
のステークホルダーにとって魅力のある貿易
商社を目指す」ことを骨子に、「良質な資産
の拡充」、「人材の育成」、「経営システムの
向上」の3つの基本方針を掲げて進めてまい
りました。
当社はフード、ライフ、インダストリーの
3部門を有しています。以前は数多くあった
いわゆる中堅総合商社が、2000年前後に「選
択と集中」として専門分野に経営資源を絞り
込まざるを得なかった中、当社はこの3部門
を堅持してきました。今後も3部門のポート
フォリオをバランス良く維持拡大していきた
いと思っています。
その中でも「良質な資産の拡充」の基本方
針として、採算性・成長性等を事業単位で検
証し、良質な収益資産と判断される事業に経
営資源（人材、資金等）を投入して収益力の
強化を図りました。具体的には、ベトナム合
弁工場を基点とした繊維縫製事業、中国製産
業機械のASEAN全域の日系メーカーへの拡
販、トレーサビリティーを活かした中国から
の加工食品輸入などが挙げられます。
また、中国とASEANを重点拠点と位置付け、
中国では現地法人の拡張化を図るため、2012
年に青島・北京・大連の各駐在員事務所を
従来からの野村上海（現地法人）に統合。
ASEAN地域では海外拠点を強化するため、
各拠点（バンコク、ジャカルタ、シンガポー

創業者　野村徳七銅像
（野村貿易本社受付にて）
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ベトナム合弁工場を訪問する宮下社長

今後の取り組み
「良質な資産の拡充」策を実施する中で、
新事業も創出することができました。例えば
石炭外国間取引、再生資源事業（水銀、レア
アースのリサイクル）、食品加工事業、電子
材料事業など。そして既存・新規を問わず、
従来の事業領域からの垂直・水平展開も行っ
ています。今後も各事業の特性を活かしサプ
ライチェーンの川上・川下分野へのチャレン
ジによる新規事業の創出、既存事業による良
質な資産の積み上げを図っていきます。
また当社では国際事業部というどの部門に
も属さない営業開発専門の部隊を設け、既存
の商圏にとらわれない自由な発想による新規
事業開発を担当させています。国際と名前は
付いていますが、国内外は問わず、分野も農
業や資源、食品などさまざまです。国際事業
部の事業はある意味でコストだと考えていま
す。新規事業は簡単にできるものではありま
せん。10個のうち1個でもうまくいけば、大
成功。失敗をしても構わないと言っています。

趣味・健康法
趣味といえば、ありきたりですが「読書」
ですね。手当たり次第の乱読で、経営に関す

ル、ホーチミン、ハノイ）を統括する地域統
括責任者を配置。ASEAN広域地域内での情
報共有化、協働して新規事業の実現を推進で
きる効率的な運営体制を構築しました。2012
年度にはミャンマーにも再び拠点を構え、給
油機販売事業や縫製加工事業をコアに新規
ビジネスの開拓にチャレンジしています。
「人材の育成」具体策としては、2年前よ
り若手社員から海外トレーニーを毎年数人選
抜し派遣しています。現地に腰を落ち付けて
文化や習慣などを学ぶだけでなく、担当以外
の分野の業務も体験することで、幅広い視点
を持った人材に育ってもらえることを期待
しています。また、海外拠点のナショナル
スタッフを逆トレーニーとして国内部署で
受け入れて研修教育を行うことも2013年から
始めました。
さらに、私自身のアクションとして、「く
るま座」という会合を月1回設けています。
定期的に、毎回特定のテーマで選んだ若手か
ら管理職までのメンバーと会合を開催し、社
員の声を聞く場にしています。また、私自身
が社員全員に語り掛ける手段として、月2回
程度メルマガを発信しています。これらに
よって社員とのコミュニケーション活性化を
図り、「経営理念」の浸透を加速したいと考
えています。また、海外では、経営理念につ
いて海外のナショナルスタッフ、職員とも対
話、議論を行っています。当社の社員は、内
外共に非常に真面目で一生懸命です。これは、
何よりもありがたいことだと思っています。
「経営システム向上」の施策としては、当
社では5年前にISO9001の認証を導入しまし
た。品質管理の視点から、業務プロセスを管
理することで、全社レベルでの意識向上に寄
与していると考えています。
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る本から時代小説やハードボイルド、SFま
で何でもありです。リラックスしたい時には
ジャズを聴いています。健康法は週末の運動
ですね。ジムで筋トレやランニングで汗を流
すか、ジョギングをしています。自宅を出て
皇居を一周、往復13㎞の皇居ランもしてい
ますよ。

座右の銘
「人生の大病は、ただこれ一の傲（ごう）
の字なり」という王陽明の言葉が座右の銘
です。日本では陽明学は過激な思想とされ
ていますが、実は中身は極めてまっとうな
教えです。人間は誰しも「常に自分は正しい」
と思いがちで、どうも年齢を重ねるに従っ
て、その傾向が強くなるように感じます。で
は実際、自分が世の中のことをどれほど知っ
ているのかといえば、ほんのわずかな部分に
すぎません。世の中の人は、それぞれがい
ろいろなことを知っています。若い人たち
が言ってくれることも、私にとっては教え
てもらうことです。ところが傲

ごう

慢
まん

になると、
自説にこだわり、人の意見に耳をふさぐと
いう愚を犯してしまうのですね。ですから、
そういった「傲慢」「頑迷」を排除して、素
直な心でいろいろな人の言葉を受け止めら
れるように、「自戒」の意味を込めて、この
王陽明の言葉を大事にしています。

日本貿易会へ期待すること
ビジネスのグローバル化の進展に伴い、関
税障壁や非関税障壁の存在がさまざまな分
野で問題になっています。日本が貿易立国を
標
ひょうぼう

榜する以上は、TPPやWTOを推進する主
体になると同時に、「自ら身を切る覚悟」が求
められるのは言うまでもありません。民間の

一企業が動くだけでは事態は変わりません。
日本貿易会にはわれわれの代表として、政府
や官庁に対してさらに積極的に発言、行動し
ていただけるよう期待しています。また、商
社は人材こそが資産であり、その育成が最重
要課題です。日本貿易会ではこのたび研修事
業を主催いただけると伺っていますが、こう
したサポートも引き続きお願いしたいと思い
ます。
（聞き手：広報グループ部長　木村　昭）

≪会社データ≫　（平成25年3月31日付）
①代表者名 代表取締役社長　宮下勝成

②設立年月日
1951年5月25日（野村トレーディング・
ホールディングス株式会社）
1976年6月3日（野村貿易株式会社）

③本社所在地 大阪市中央区安土町1丁目7番3号
④資本金 ¥2,500,000,000（貿易）
⑤従業員数 231名（単体）

⑥主な事業所

国内本支店…
大阪本社（本店）、東京本社

海外支店…
シンガポール支店、フランクフルト支店、
台北支店、シアトル支店

海外駐在員事務所…
ホーチミン事務所、ハノイ事務所、 
シドニー事務所

海外現地法人…
ノムラ・エクスポリンド、野村貿易（上海）
有限公司、伯国野村貿易有限会社、 
ナナチャート・トレーダース・コンソリデー
ション、ノムラ・フォトランコ、ノムラ・タン
ホア・ガーメント、青島肉食得有限公司

⑦業務部門

フード…
農産品、水産品、畜産品、加工食品

ライフ…
繊維原料および製品、寝装品、原皮、
生活用品、事務機器

インダストリー…
天然ゴムおよび合成ゴム、化成品、医薬
品原料、鉄鋼原料、建設資材、産業機械、
電子材料、燃料および発電機器

国際事業部…資源関係
⑧売上高 （単体）72,749,881千円
⑨ 取引種別売上

高シェア
国内取引 10、輸出取引 30、輸入取引 50、
外国間取引 10

⑩URL http://www.nomuratrading.co.jp/

JF
TC

創業者から受け継ぐ「驀直進前」の精神

http://www.nomuratrading.co.jp/

