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一般社団法人 日本投資顧問業協会 

会 長   大 場 昭 義 

 

 

 この度、協会の会員である投資運用会社の業務内容の開示を目的として作成しています「投資運

用会社要覧」の2022年版を発刊いたしました。 

 協会の投資運用業を行う会員の業務は、伝統的な有価証券を投資対象とする投資一任業務に加え、

不動産関連有価証券の運用業務やファンド運用業務、ラップ業務など、多様化しています。 

 協会に加入している投資運用会社は、その契約資産残高が約530兆円と、資産運用業の中核を占め

る存在となっています。また、「スチュワードシップ・コード」や「顧客本位の業務運営に関する

原則」が注目される中、我が国資本市場において果たすべき役割もますます大きくなっていくもの

と期待されています。 

 この要覧が、皆様方に広く活用され、資産運用のための一助になれば幸いです。 

 

 

2022年９月 



 

 

 

投資運用会社要覧の見方 

 

※本年より、項目８から項目11については協会ホームページにて掲載している。 

（TOP ＞ 協会・会員について ＞ 投資運用会社要覧） 

 

Ⅰ．収録範囲 
 

 2022年６月30日現在で金融商品取引法第29条等の規定に基づき投資運用業の登録を受けている

会員の投資運用会社339社を収載した。 

 

Ⅱ．収載方法 
 

 後記「Ⅲ．各項目の記載要領」に基づき各社で作成した資料を「投資一任業」、「投資一任業

（不動産関連特定投資運用業）」、「ファンド運用業」、「投資一任業（ラップ業務）」に区分

し、各区分ごとに五十音順で収載した。 

 なお、２以上の区分に係る業を行っている場合は、目次のそれぞれの業の区分において収載し

ている会員名とページ番号を記載しているが、資料自体は、主たる業の区分に収載し、行ってい

る業の契約資産等の全部を掲載している。 

 各資料の作成基準日は、基準日が明示されている場合を除き、2022年６月30日とした。 

 なお、印刷までの間に得た情報は、可能な限り取り込み、追加・補正している。 

 

Ⅲ．各項目の記載要領 
 

会社名、所在地等 

会社名 

・定款に定められている商号 

ただし、外国の法令等に準拠して設立された会社（以下「外国会社」という。）の場合

は、各財務局に提出している登録申請書記載の名称 

所在地 

・外国会社の場合は、本邦内における支社、支店等の所在地 

代表者 

・外国会社の場合は、本邦における代表者 

資本金 

・外国会社の場合は、本邦内における支社、支店等の持込み資本金 

 

１．業の種別 

・登録している業の種別 

 

３．主な株主 

・議決権保有比率の高い順に上位10名までの株主 

 

４．財務状況（直近３年度分） 

・外国会社の場合は、本邦内における支社、支店等のもの 



 

 

 

・投資顧問部門収益は、投資一任契約に係る運用受託報酬、投資顧問契約に係る投資助言報

酬等の合計額を記入 

・ファンド運用部門収益は、ファンド運用業に係る運用受託報酬等の合計額を記入 

・全体収益は、営業収益の合計額を記入 

 

５．組織（作成基準日 2022年３月31日） 

役職員総数 

・非常勤役員を含めた役職員総数（パート等を含め、基準日時点で３ヶ月以上在籍している

者、あるいは３ヶ月以上の雇用期間を前提として契約している者） 

・証券業または信託業務を営む会員は、投資顧問部門に従事している実質的人数を計上、た

だし、ラップ業務を行う会員は、当該業務専任担当役職員の総数を計上 

運用業務従事者数 

・運用業務（投資運用業務、ファンド運用業務）に従事している役職員数 

ファンド・マネージャー数 

・運用業務従事者数のうち、顧客の資産の運用について責任と能力を有し、最終的な投資判

断の決定に関与している者の人数 

・調査スタッフを兼務している者については、その者の主たる業務の方に計上 

調査スタッフ数 

・運用業務従事者数のうち調査スタッフ（エコノミスト、アナリスト等）の人数 

・ファンド・マネージャーを兼務している者については、その者の主たる業務の方に計上 

平均経験年月数 

・投資運用会社以外の運用業務等の経験年月数を含む 

 

※・証券業または信託業務を営む会員は、ファンド・マネージャー数、調査スタッフ数、日本

証券アナリスト協会検定会員数、ＣＦＡ協会認定証券アナリスト数について、投資顧問部

門に従事している人数を計上 

・投信併営会社の場合は、各項目についてその会社の全体数値を計上 

ただし、ファンド・マネージャーについては、投資顧問部門専任者数と投資顧問部門と投

資信託部門との兼任者数および平均経験年月数を各々別個に計上 

・不動産関連特定投資運用業を営む会員については、一般社団法人不動産証券化協会認定マ

スター保有者数を計上 

 

６．投資運用契約に係る資産の金融商品取引行為の状況 

投資一任業の契約がある場合掲載 

 

７．契約資産 

◆投資一任業 

①契約資産状況 

投資運用契約 

・投資一任契約をいう 

投資助言契約 

・金商法第２条第８項第11号に規定する投資顧問契約をいう 

国内 

・国内顧客を相手方とする契約に係るもの 



 

 

 

海外 

・海外顧客を相手方とする契約に係るもの 

公的年金 

・年金積立金管理運用独立行政法人および共済組合（連合会および日本私立学校振興・

共済事業団を含む）との契約に係るもの 

私的年金 

・公的年金以外の年金契約に係るもの 

契約資産 

・金額は、原則時価で記載（単位未満は項目毎に四捨五入） 

・外国会社の場合は、本邦内における件数、金額を計上 

②投資対象別運用状況 

・投資対象の種類は、契約書等に記載の運用目的により区分 

 

◆投資一任業（不動産関連特定投資運用業） 

①契約資産状況 

投資運用契約 

・投資一任契約をいう 

投資助言契約 

・金商法第２条第８項第11号に規定する投資顧問契約をいう 

国内 

・国内顧客を相手方とする契約に係るもの 

海外 

・海外顧客を相手方とする契約に係るもの 

契約資産 

・金額は、原則当初購入価格（減価償却を考慮せず）で記載（単位未満は項目毎に四捨

五入） 

・外国会社の場合は、本邦内における件数、金額を計上 

・二層構造ファンドで親・子ＳＰＣ双方と契約を締結している場合は、親ＳＰＣとの契

約件数・金額を別途計上 

 

※不動産関連有価証券とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第７条第７号に規定する

投資対象、および不動産または不動産信託受益権を特定資産とする金融商品取引法第２

条第１項第８号に規定する優先出資証券とする 

②投資対象別運用状況 

・投資対象の種類は、契約書等に記載の運用目的により区分 

 

◆ファンド運用業 

①契約資産状況 

投資運用契約 

・ファンド運用業務に係る契約をいう 

投資助言契約 

・金商法第２条第８項第11号に規定する投資顧問契約をいう 

国内 

・国内顧客を相手方とする契約に係るもの 



 

 

 

海外 

・海外顧客を相手方とする契約に係るもの 

契約資産 

・金額は、金融商品に関する会計基準に基づく時価で記載（単位未満は項目毎に四捨五

入） 

・外国会社の場合は、本邦内における件数、金額を計上 

・ファンド運用は、顧客が出資等を行った顧客持分のみを契約金額として計上 

②投資対象別運用状況 

・投資対象の種類は、契約書等に記載の運用目的により区分 

 

◆投資一任業（ラップ業務） 

①契約資産状況 

投資運用契約 

・投資一任契約をいう 

投資助言契約 

・金商法第２条第８項第11号に規定する投資顧問契約をいう 

国内 

・国内顧客を相手方とする契約に係るもの 

海外 

・海外顧客を相手方とする契約に係るもの 

契約資産 

・金額は、原則時価で記載（単位未満は項目毎に四捨五入） 

・外国会社の場合は、本邦内における件数、金額を計上 

②投資対象別運用状況 

・ファンドラップとは、契約書等の内容が投資信託のみ（短期資産を除く）を組み入れる

契約となっているものをいう 

・ファンドラップ以外とは、投資信託以外の有価証券を組み入れることが可能な契約と

なっているものをいう 

 

Ⅳ．本書の取扱いについて 
 

 投資運用会社要覧は、会員の業務内容等の開示を目的として作成するものであり、金融商品取

引法における広告等には該当しない。 

 

 



 

 

 

 
投資運用会員に係る統計数値 

 
投資運用会員数の推移 
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＊数値は、各年の３月末の会員数 

 
2022年３月末の役職員状況 

 
 2022年３月末 増減（2021年３月末比） 

投資一任業 役職員総数 15,210人 ＋80 ＋0.53％

 （うち投資顧問部門） 8,803人 ＋243 ＋2.84％

 うちファンド・マネージャー 2,644人 ＋8 ＋0.30％

 うち調査スタッフ 932人 ＋54 ＋6.09％

 うちトレーダー 411人 ＋7 ＋1.74％

投資一任業（不動産関連特定投資運用業）役職員総数 4,670人 ＋1,898 ＋68.50％

 うち運用部門 1,446人 ＋267 ＋22.61％

ファンド運用業 役職員総数 1,215人 ＋867 ＋248.52％

 うち運用部門 153人 ＋30 ＋24.65％

投資一任業（ラップ業務） 役職員総数 586人 ＋80 ＋15.74％

 うちファンド・マネージャー 93人 ＋19 ＋24.83％

 うち調査スタッフ 28人 ＋5 ＋19.57％

 うちトレーダー 20人 －2 －7.44％

＊投資一任業で投信併営会社の場合には会社の全体数値、証券業または信託業務を営む投資一任業者の場合には投資

顧問部門のみを計上している。 



 

 

 

2022年６月末の契約資産残高 

 

 
2022年６月末 

契約資産 
増減（2021年６月末比） 

合計 529兆9,519億円 ＋29兆1,007億円 ＋5.73％ 

 うち投資一任業 497兆2,189億円 ＋23兆0,180億円 ＋4.85％ 

 
うち投資一任業（不動産

関連特定投資運用業） 
18兆3,961億円 ＋3兆9,967億円 ＋27.76％ 

 うちファンド運用業 4,039億円 ＋816億円 ＋25.30％ 

 
うち投資一任業（ラップ

業務） 
13兆9,330億円 ＋2兆0,044億円 ＋16.80％ 

＊投資一任業と投資一任業（不動産関連特定投資運用業）および投資一任業（ラップ業務）については、それぞれ投

資一任契約と投資助言契約に係る資産残高の合計 

 

契約資産残高の推移 
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＊投資一任契約、投資助言契約、ファンド運用業の契約資産の合計 

＊2022年は６月末の残高、それ以外は３月末の残高（以下同じ）。 

 



 

 

 

公的年金と私的年金の残高推移 
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運用対象資産別残高の推移 
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＊「その他」は、不動産関連有価証券、短期資産など 
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