
• 2021年7月から2025年度末の期間中に気候変動及びサステナビリティ関連のファイナンシングと資金調達分野にナッ
トウエストグループ全体で総額1000億ポンドを目標額として設定しているが、ナットウエスト・マーケッツは2023年第1
四半期末までに累計で194億ポンドの貢献、うち今四半期のみで39億ポンドを実行した。

• 市場環境に向い風が吹き続け、前年同期には為替市場のボラティリティ上昇を受けて好調だったカレンシー業務で今
四半期減益になったものの、債券業務での比較的力強いパフォーマンスに支えられ、当社の2023年第1四半期の総
収益は2億6500万ポンドを計上。2022年第4四半期（期間総収益1億700万ポンド）と比較して1億5800万ポンドの増
加、2022年第1四半期（同2億1900万ポンド）との比較では4600万ポンドの改善だった。

• 2023年第1四半期の業務費用は2億8500万ポンドとなり、2022年第4四半期の3億100万ポンド、2022年第1四半期
の2億9100万ポンドと比較していずれも減少した。前四半期中にレガシー関連事案からの撤退が大きく進捗したた
め、今四半期は問題行為・訴訟関連費用が減少した。その他業務費用で増加がみられたものの、業務費用全体では
減少した。

• 自己資本と流動性は強固なポジションを維持。当社の普通株式等Tier1（CET1）は18.2%、適格債務最低基準
（MREL）は42.4%、流動性カバレッジ比率は255%をマークした。

• 2023年3月31日時点で当社のリスクアセットは202億ポンドとなり、2022年12月31日時点の214億ポンドから縮小し
た。リスクエクスポージャとバリューアットリスク(VaR)マルチプライヤーが減少して市場リスクが低下したことが最大要
因だが、カウンターパーティ信用リスクおよびオペレーショナルリスクの減少も加わった。

• ナットウエスト・マーケッツの流動性ポートフォリオは2023年3月31日時点で203億ポンド。

• 2023年3月31日までの3ヶ月間で、ユーロ・ミディアムタームノーツ(EMTN)プログラムから発行された公募ベンチマーク
債は総額15億ユーロ。当社ではさらに、ストラクチャードノーツを含むその他の形式でも調達を行った。
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2023年第1四半期のハイライト1

当社の事業パフォーマンスは今期も引き続き堅調。前四半期対比で収益が改善し、ナットウエストグループ全体のコ

マーシャル&インスティチューショナル事業に引き続き貢献した。市場環境は極めて困難ながらも当社では積極的にリ

スク管理に努め、今四半期も金利上昇の影響を受けるなど不透明なマクロ経済環境に直面している顧客へのサポー

トを継続した。

注：（1）期中損益はナットウエスト・マーケッツPlc連結ベース、その他の数値についてはナットウエスト・マーケッツPlc単体ベース。
（2）プルーデンス規制機構（PRA）により英国レバレッジ比率の枠組みが変更になり、2022年1月1日付けで導入された計算方法の変更に基づき算出した。

本書で述べられるガイダンス、目標、期待、傾向は、経営陣の現時点における期待を示しており、今後変更される可能性がある。変更には、ナットウエストグループplcの2022年度アニュアルレポート、および、ナットウエ
スト・マーケッツplcの2022年度アニュアルレポートにおいて「リスク要因」として記載された諸要因の結果として生じる変化が含まれる。本書には1995年米国私募証券訴訟改革法で定義される「将来予想に関する記述」
に該当する目標、期待、傾向が含まれている。詳しくはナットウエスト・マーケッツPlcのアニュアルレポートに掲載された「将来予想に関する記述」を参照のこと。本書に含まれる「将来予想に関する記述」は本書作成日現
在においてのみ有効な記述であり、当該日以降に発生した事象、状況または環境の変化によりグループの期待に変更が生じた場合でも、法的な必要性が生じない限り、その変更を反映させるために「将来予想に関する
記述」を更新・改訂し公表する義務や責任を当社は負わない。

財務
パフォーマンス

2億6500万ポンド
総収益

2億7700万ポンド
その他営業費用

(1800万ポンド)
税引前営業損失

自己資本と
レバレッジ

18.2% 
普通株式等Tier1（CET1）
自己資本比率の実績。
中期目標は14%程度。

5.6% 
レバレッジ比率2

の実績。
中期目標は4%以上。

42.4% 
適格債務最低基準

（MREL）比率の実績。
中期目標は30%以上。

202億ポンド
リスクアセット

流動性と
資金調達

255% 
流動性カバレッジ比率

203億ポンド
流動性ポートフォリオ

15億ユーロ
公募ベンチマーク無担保

シニア債発行額

2023年第1四半期

ナットウエスト・マーケッツ Plc
財務ハイライト
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当社のビジネス
当社の顧客層

当社はナットウエストグループの一角として、企業および機関投資家を顧客としサポートを提供している。キャピタルマーケッツとリスク
マネージメントの分野におけるソリューションを提供し、金融市場での顧客のニーズに応えるパートナーとしてなくてはならない存在に
なるべく、ナットウエストグループ内の様々な事業チームとタッグを組んで業務に取り組んでいる。

当社のオペレーション

ナットウエスト・マーケッツ・グループは英国にヘッドクオーターを置き、アムステルダム/ロンドン/シンガポール/スタンフォード（米国）に
トレーディングハブを設置、英国/欧州連合/米国/アジアそれぞれの主要都市に営業オフィスを配置している。金融市場へは、ナットウ
エスト・マーケッツPlc、および、ナットウェスト・マーケッツ・セキュリティーズInc. とナットウエスト・マーケッツN.V.（NWM N.V.）を含む子
会社群からアクセス可能。

当社が提供するプロダクツとソリューション

当社は、注文取引と電子取引双方のチャネルを用い、カレンシー業務と債券業務を通じて顧客の流動性管理とリスク管理をサポート
する。キャピタルマーケッツ業務では、ファイナンシング、ソリューション、アドバイザリーの各サービスを包括的に提供。債券/カレンシ
ー/キャピタルマーケッツの各分野にストラテジストと商品内容の専門家を配備、顧客の事業の足場となる主要経済圏において、企業と
経済に関する洞察を提供する。当社は、デジタル為替、債券、リスク管理、および国際決済オプションの事業を網羅し、業務のデジタ
ル化と自動化にとりわけ注力している。

当社による顧客へのサポートが認知され、数々の賞を受賞。

金融機関発行ミディアムター
ムノーツ（MTN）私募債部門
でベストディーラー賞、企業
発行私募債部門でベストディ
ーラー賞、最先端マネーマ
ーケットディーラー賞を受賞
2023年度CMDポータルアウ
ォード

為替プライムブローカー業務
で3年連続で、およびトレード
後のサービスで8年連続で、
それぞれベスト銀行に認定
2022年度為替市場ベスト銀
行アウォード

地方当局／自治体政府発
行のソーシャル・ボンド部門
で年間リードマネージャー賞
を受賞
2022年度環境ファイナンス
債券アウォード

英国ポンド建て債券部門ベ
ストマネージャー賞受賞
2022年度グローバルキャピ
タル・カバードボンドアウォー
ド

ナットウエスト・マーケッツの存在意義（パーパス）
ナットウエストグループの顧客から金融市場ニーズに応えるパートナーとして選ば
れる存在を目指す

ナットウエストグループ全体にスムー
ズに行き渡るデジタル仕様のカレンシ
ーサービスを顧客に提供

業界屈指のディストリビューション網
と商品構築の専門性に加え、気候変
動/ESG関連サービスの提供能力を
兼ね備え、先駆的キャピタルマーケッ
ツのプラットフォームを完備

気候変動/ESG分野に強いフォーカ
ス、サステナブル金融の分野での受
賞実績に裏付けされたイノベーショ
ン

債券部門：
債券市場において長年築いた専門的
地位を誇る当社は、英国ポンド建て、ユ
ーロ建て、米ドル建てを主軸に、キャッ
シュボンド、レポ取引、金利デリバティブ
の商品・サービスを各種取り揃え、顧客
のファイナンシングとヘッジングのニー
ズに対応。さらに、金融機関と企業顧客
の双方に、投資適格およびハイイール
ドの債券とローンでクレジットと流動性
を提供。

カレンシー部門：
当社は為替分野で様々な賞に輝く金融
機関。直物、フォワード、クロスカレンシ
ーのオプションとスワップ取引を網羅す
るほか、為替プライムブローカレッジサ
ービスやデジタル上の為替ソリューショ
ンも手掛ける。

キャピタルマーケッツ部門：
当社は、顧客から真っ先にパートナー
として選ばれるべく、債券、融資、コマ
ーシャルペーパー、ミディアムタームノ
ーツ（MTNs）、私募債といった多岐に
渡るプロダクツを取り揃えてグローバル
債券資本市場と顧客を繋げ、さまざま
なターゲット市場で広範囲に業務を展
開するほか、カスタムメードの金融ソリ
ューションやプライマリー融資プロダク
ツも提供している。

また、ESGと気候変動への取り組みと
して弊社が作り上げたキャピタルマー
ケッツのプラットフォームを用い、顧客
に積極的に知見を提供、アドバイスや
プロダクツを駆使して顧客サイドの気候
変動/ESG戦略をサポート。

バリュー創造のドライバーとしてESGに焦点をあて、事業基盤を固める
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グループ内向け資産

その他資産および
決済資産残高
その他金融資産

貸出金

現金

トレーディング資産

2022 年度 2023年第1四半期

オペレーショナ
ルリスク

市場リスク

カウンターパー
ティ信用リスク

信用リスク

2022 年度 2023年第1四半期

普通株式等
Tier1（CET1）

その他
Tier1（AT1） Tier2 内部適格債務

最低基準（MREL）

2023年第1四半期　業績の概要

3 | ナットウエスト・マーケッツ Plc　財務ハイライト

ナットウエスト・マーケッツPlcの自己資本およびリスクアセットの状況

ナットウエスト・マーケッツPlcの規制自己資本および適格
債務最低基準（MREL）の内訳（10億ポンド）3

自己資本
合計55億
ポンド

ナットウエスト・マーケッツPlcのリスクアセット（10億ポンド）

注：ナットウエスト・マーケッツPlcのファンデッド資産は、国際会計基準（IFRS）に則り、
公表バランスシートの総資産からデリバティブ資産を差し引いて表示。

総資産　1822億ポンド（2022年度末：1898億ポンド）

うち　ファンデッド資産　1022億ポンド　（2022年度末：896億ポンド）

注：四捨五入の影響で合計値に誤差が生じる場合がある

ナットウエスト・マーケッツPlc　連結バランスシート（10億ポンド）

デリバティブ

注：（3）規制自己資本算入対象以外のキャピタルは除く　　（4）資本金は自己資本の会計上の価値

トレーディング資産内訳：10億ポンド

トレーディングポートフォリオ内に公正価格で保有

トレーディング負債内訳：10億ポンド

トレーディングポートフォリオ内に公正価格で保有

注：四捨五入の影響で合計値に誤差が生じる場合がある

注：四捨五入の影響で合計値に誤差が生じる場合がある

注：四捨五入の影響で合計値に誤差が生じる場合がある注：四捨五入の影響で合計値に誤差が生じる場合がある

214億ポンド 202億ポンド

896億ポンド 1022億ポンド

2022年度 2023年第1四半期

資本金

グループ内からの
預り金
その他負債および
決済負債残高
預金

その他金融負債

トレーディング負債

936億ポンド

1087億ポンド

735億ポンド

962億ポンド

1002億ポンド 800億ポンド デリバティブ

総負債および資本金　1822億ポンド　（2022年度末：1898億ポンド）4

有価証券

デリバティブの担保渡

リバース・レポ

その他のトレーディング
資産

503億ポンド

2022年度末
453億ポンド

ショートポジション

レポ

デリバティブ担保

その他のトレーディング
負債

577億ポンド

2022年度末
528億ポンド

自己資本
合計55億
ポンド



信用格付
ムーディーズ8 スタンダード＆プアーズ9 フィッチ

ナットウエスト・マーケッツPlc/ナットウエスト・マーケッツN.V.
無担保シニア債格付 A1 / P-1 /安定的 Ａ / A-1 / 安定的 A+ / F1 / 安定的

カウンターパーティ格付7 A1/ P-1 A ＋/ A-1 A+ (dcr)

ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズInc.  
無担保シニア債格付 格付なし A / A-1 / 安定的 A / F1 / 安定的

カウンターパーティ格付7 格付なし Ａ＋ / A-1 A (dcr)

注：（5）ナットウエスト・マーケッツPlcの連結決算にはセントラル管理部門その他の数値が含まれる 。(6）ナットウエスト・マーケッツにおいて自己資本の各業務への配分と最適化を管理する目
的で、2020年第3四半期に自己資本管理部門が設立された。本書上の同部門収益はレガシー資産に関連する収益。(7) これら信用格付は、当該債務が破綻処理の際に保護対象になるか否
かの可能性について、各格付機関が示す見解である。カウンターパーティ格付の定義は各格付会社で異なるため、これらを同等の意味を持つ格付とみなすのは適切ではない。詳細はムーディ
ーズ、スタンダード＆プアーズ、フィッチ各社の格付手法を参照のこと。（8）2022年9月23日、ムーディーズ社はナットウエスト・マーケッツPlcおよびナットウエスト・マーケッツN.V.の格付をA2から
A1に引き上げ、見通しを安定的とした。（9）2023年4月12日、スタンダード&プアーズはナットウエストグループとその子会社の格付を引き上げた。ナットウエスト・マーケッツの格付はA-/A1から
A/A1に引き上げられ、見通しは安定的。(10) 理解を促すためヒエラルキーを単純化した組織図。
本資料は、英文資料である原文を日本語に翻訳したものです。本資料と原文とが異なる場合、常に原文が優先しますことをご了承ください。

インベスターリレーションズのコンタクト先

ナットウエストグループ債券投資家向けインベスターリレーションズ代表：ポール・パイバス

電話：+44 20 7672 1758　Eメール： paul.pybus@natwest.com
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ナットウエスト・マーケッツPlc　連結損益計算書（百万ポンド）5

損益計算書 2023年第1四半期 2022年第4四半期 2022年第1四半期

債券部門 70 5 (15)
カレンシー部門 118 119 158
キャピタルマーケッツ部門 111 93 121
自己資本管理部門その他6 8 (41) (24)

収益分配分を含む自己信用調整（OCA）控除前の総収益 307 176 240
ナットウエストグループ内の他セグメントに分配された収益 (48) (51) (39)
自己信用調整（OCA） 6 (18) 18
総収益 265 107 219
問題行為・訴訟関連費用 (8) (47) (8)
その他業務費用 (277) (254) (283)
業務費用合計 (285) (301) (291)
減損損失計上前の業務損益 (20) (194) (72)
引当金の戻り／（減損損失） 2 2 (1)
税金（支払い）／戻り 8 147 33
期間利益／（損失） (10) (45) (40)

ナットウエストグループ内におけるナットウエスト・マーケッツPlcの位置10

主要な”ノンバンク“事業体

主要な“銀行”事業体―ナット
ウエストグループ内その他

主要な”銀行“事業体―ナット
ウエスト・マーケッツ

支店/駐在事務所

リングフェンシング対象事業 リングフェンシング対象外

ナットウエストグループplc

ナットウエスト・マーケッツPlc
（主要トレーディングハブはロンドン、シンガポールおよび米国）

ナットウエスト・マーケッツ
N.V.（オランダ）

ナショナル・ウエストミ
ンスター・バンクPlc クーツ・アンド

・カンパニー

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・
インターナショナル・リミテッド

（ジャージー島）

ナットウエスト・マーケッツ
・セキュリティーズInc
（米国）

ロイヤル・バンク・オブ・
スコットランドplc

ナットウエスト・マーケッツ
・セキュリティーズ・ジャパ
ン・リミテッド（香港）

アルスター・バンク・
アイルランドDAC

欧州経済圏（EEA）支店網
―ダブリン、フランクフルト、
ミラノ、パリ、ストックホルム

,

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・インターナショナル
（ホールディングス）リミテッド（ジャージー島）

ナットウエスト・ホールディングス・リミテッド


