お客様の目標の実現を
－正しい方法で－
手助けします
バークレイズ・ピーエルシー
2014年度戦略報告書

戦略報告書は2015年3月2日、取締役会の承認
を受け、
グループ会長が代表して署名いたしま
した。

注記
「バークレイズ」
または「当グループ」はバークレイズ・ピーエルシーおよび
その子会社を指します。特に断りがない限り、損益計算書に関する分析は
2014年12月31日までの12ヵ月間と2013年12月31日までの12ヵ月間を比較
したもので、貸借対照表の比較は2014年12月31日現在と2013年12月31日
現在を比較したものです。本報告書で使用している略語の「￡m」、
「￡bn」
はそれぞれ100万ポンド、10億ポンド、
「$m」、
「$bn」はそれぞれ100万米ド
ル、10億米ドルを意味します。
比較は当グループの構成の変更および変更後の事業構成に基づく本社の
業績要素の再配分を反映させて修正再表示したものです。
これらの修正再
表示の詳細は、2014年7月10日に発表した資料に記載されてお
り、barclays.com/barclays-investor-relations/results-and-reportsでご覧い
ただけます。貸借対照表上の比較数値も国際会計基準第32号（IAS 32）
「金
融商品：表示」に対する相殺に係る修正の採用に伴い再表示されています。

この報告書はどのようなものですか？
2014年度年次報告書には重要な部分をまとめて作成された戦略
報告書が含まれています。戦略報告書は規制および財務報告評議
会ならびに英国のビジネス・イノベーション・職業技能省が勧告す
るベスト・プラクティスに従って作成されています。2014年度版で
は、当グループの全てのステークホルダーとのより効果的な意思
の疎通を促し、
より簡潔で重要な説明を盛り込んだ報告書をお届
けするため、編集上の構成を変更するとともに視覚的な解説を増
やしました。
これは、
「選ばれる銀行（‘Go-To’ bank）
」になるための
道筋をより明確かつ透明性を高めるという当グループの方針に沿
ったものです。私たちは今後もステークホルダーの皆様との関わり
を通じ、
こうした取り組みをさらに推し進めていくつもりです。

戦略報告書
2014年度の業績を振り返るとともに、バークレイズの新たな戦略の方向性、
そして、その戦略を支える各事業の概況を説明しています。

本報告書で言及されている
「現在進行中の外国為替に関連する調査と訴訟
に係る引当金」は一部の当局が関与する進行中の調査の特定部分および
外国為替に関連する訴訟に係る、2014年12月31日現在で12 億5,000 万ポン
ドの引当金を指します。
調整後税引前利益、調整後株主帰属利益、調整後パフォーマンス指標は異
なる期間の業績パフォーマンスをより一貫した基準で比較するために示し
たものです。調整項目は基調的な業績パフォーマンスを示すものではない
が重要と考えられるものです。調整項目として除外されるものは、当グルー
プ自身の信用度の影響、のれんの減損、支払保障保険（PPI）に係る補償引
当金および関連事務コストならびに金利ヘッジに係る補償引当金、米国リ
ーマンから取得した資産に係る利益、現在進行中の外国為替に関連する調
査および訴訟に係る引当金、発表したスペイン事業の売却に係る損失、教
育・社会的住宅供給・地方自治体（ESHLA）ローンの公正価値の見直しです。
経営陣は調整項目をグループ・レベルで検証するため、事業別の業績はこ
れらの項目を除いて表示されています。調整後パフォーマンスと法定パフォ
ーマンス間の調整はグループ・レベルのみで行っています。
本報告書で使用する用語のうち、関係監督機関のガイドラインまたは国際
財務報告基準（IFRS）
で定義されていないものについて
は、barclays.com⁄resultsの用語集をご参照ください。
将来予想に関する記述について
当報告書には、バークレイズ・ピーエルシーおよびその子会社（グループ）
の計画および将来の財政状態並びに業績に関する現状の目標並びに見通
しに関連し、改正を含む米国1934年証券取引法第21条e、改正を含む米国
1933年証券法第27条aが意味する将来予想に関する記述が含まれていま
す。将来予想に関する記述は将来のパフォーマンスを保証するものではな
く、実際の結果はかかる将来予想に関する記述に含まれるものと大きく異
なる可能性があることにご注意ください。将来予想は、過去または現在に由
来する事実以外の事実にも基づいて記載されています。
（英文の）将来予想
に関する記述では、
「may」
、
「will」
、
「seek」
、
「continue」
、
「aim」
、
「anticipate」
、
「target」、
「projected」、
「expect」、
「estimate」、
「intend」、
「plan」、
「goal」、
「believe」、
「achieve」その他の同様の意味を有する単語が使われることが
あります。将来予想に関する記述の例として、当グループの将来の財政状
態、収益の伸び、資産、減損費用と引当金、事業戦略、資本比率、
レバレッジ
および規制比率、配当金支払い（配当率を含む）、銀行および金融市場の予
想される伸び、
コストもしくは削減の見通し、当初および見直しされた
Transformプログラムとグループ戦略の見直しにおける自主目標と目的、バ
ークレイズ・ノンコアの資産と業務の処分、負債の削減、設備投資および計
画の見通し、将来のオペレーションの目標、従業員数の見通し、その他の過
去の事実以外に関する記述が挙げられます。当然のことながら、将来予想に
関する記述は将来の出来事や環境に関連するために、
リスクと不確実性を
伴っています。将来予想に関する記述は規制の変更、国際財務報告基準
（IFRS）についての基準と解釈の進展、会計および規制基準の適用と解釈
にかかる慣習の変更、足元および将来の法定論争と当局の調査の結果、行
為に関する引当金の将来の水準、政府および規制当局の政策や施策、地政
学リスク、そして競争の影響などによって影響を受ける可能性があります。
更に（これらだけに限定されるのではないですが）、以下に挙げる事項によ
って、将来予想に関する記述は影響を受ける可能性があります。過去、現在、
将来の時期に適用される資本、
（将来のグループの体制に関連する規制を
含む）
レバレッジやその他の規則、英国、米国、
アフリカ、ユーロ圏、世界のマ
クロ経済および事業環境、信用市場の継続的なボラティリティの影響、金利
および為替相場の変動などの市場関連リスク、信用市場関連エクスポージ
ャーのバリュエーションの変動、発行済み証券のバリュエーション、資本市
場のボラティリティ、
グループに対する格付けの変更、1ヵ国または複数国の
ユーロ圏離脱の可能性、EUと米国によるロシアへの制裁の影響、Transform
プログラムの実行、将来の事業買収・売却その他戦略的な行為です。
これら
の影響および要因の多くは当グループがコントロールできるものではあり
ません。その結果、当グループの将来の実際の結果、配当金の支払、資本比
率、
レバレッジ比率は、将来予想に関する記述にある計画、目標、見通しと大
幅に異なる可能性があります。その他のリスクや項目は、SECのウェブサイ
ト、sec.gov.に掲載されている、2013年12月31日に終了した会計年度のフォ
ーム20-Fにあるアニュアル・レポート、2014年12月31日に終了した年度のア
ニュアル・レポートに掲載されています。
アニュアル・レポートは
barclays.com/investorrelationsに掲載されています。
当報告書の将来予想に関する記述の内容はすべて記述の作成時点におい
て言及できるものであり、新たな情報や将来の出来事の観点から見直し、更
新されたと考えられるべきではありません。
プルーデンス規制機構（PRA）、
金融行為監督機構（FCA）、ロンドン証券取引所（LSE）、
または関係法令によ
り規定されている場合を除き、バークレイズは、
ここで記載されている将来
予想に関する記述にかかるバークレイズの見通しのいかなる変化、
または
係る記述の前提である出来事、条件、
または環境の変化を反映させ、いかな
る将来予想に関する記述の更新または修正を公表する義務を負うもので
はなく、
また公表することを保証いたしません。ただし、バークレイズが規制
ニュース情報（Regulatory News Service）経由でLSEおよび（または）2014
20Fなど米国証券取引委員会に提出した、
または提出する可能性のある資
料の中でバークレイズが追加的に開示する、
または開示する可能性のある
情報を参照されることをお勧めいたします。
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2014年度戦略報告書について
2014年度戦略報告書は2014年度年次報告書および財務書類を要約
した独立した報告書です。当グループの決算および状況を詳細に
理解するための情報については、barclays.com⁄annualreport にあ
る2014年度年次報告書および財務書類全文をご参照ください。
2014年度年次報告書および財務書類全文の詳しい入手方法につい
ては、「株主向け情報に関するお問い合わせ」のセクションをご
参照ください。

監査人の報告書
2014年12月31日終了事業年度の年次財務書類全文に関する監査報
告では、無限定適正意見が表明されました。また、英国2006年会
社法第496条に基づき（戦略報告書および取締役報告書の財務書
類との整合性に関して）無限定適正意見が表明されました。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
私たちのアプローチ

私たちの目的を果たし、
目標を達成します

個人、企業、国、社会は不可欠な銀行
業務サービスへのアクセスを必要と
します。

私たちの目的とは

人々が目標を実現できるように正し
い方法で手助けをすることです。

グループ会長のご挨拶
バークレイズは私がその一員となった2012年当時とは大
きく異なる銀行になりました。
資本やレバレッジ面の大幅な改善から、バランスト・スコアカードの導入
を通じたパフォーマンスの評価や報酬のあり方の見直しまで、バークレ
イズは全てのステークホルダーから最も支持されるパートナーになると
いう目標の達成に向けて大きく前進しました。実際、
この道のりを進む私
たちの歩みはこの12ヵ月間で加速しました。私たちの目的と価値観はバ
ークレイズの組織にしっかり根付き始め、バークレイズのビジネスのや
り方は良い方向に根本的に変わりつつあります。バークレイズの価値観
重視の文化については、後出のセクションで改めてご説明いたします。
バークレイズ取締役会は2014年5月、バークレイズの再構築に向けた戦
略の見直しを承認しました。目指すのは、事業が絞り込まれ、
よりバラン
スがとれ、長期的に成功し、株主の皆様のために成果を上げることので
きるバークレイズです。
まだ多くのやるべきことが残っていますが、
これ
までの計画の進捗状況に私は意を強くしています。
本報告書では、当グループのコア事業であるパーソナル・アンド・コーポ
レート・バンキング、バークレイカード、
アフリカ、インベストメント・バン
クの4部門の業績について詳しくご説明します。各事業とも好調な業績を
上げており、株主の皆様には今後への期待を持っていただけるものと考
えています。
特に、2014年は世界の監督機関との従来にも増して密接かつ前向きな
連携を通じて、旧来の懸案事項の処理が大きく進展したことをご報告し
ます。取締役会も私もこれらの問題につながった不適切な営業行為およ
び慣行は現在の私たちの軸である価値観と全く相容れないものである
と考えています。2015年もこれらの問題の解決に引き続き積極的に取り
組み、正しい方法でビジネスを行うという私たちの決意を示し続け、当グ
ループの評判を著しく損なった問題を完全に処理し、強靭性、透明性、長
期的な持続可能性の向上を図っていきます。
銀行業界は世界的な不確実性がもたらす大きな難題に直面し続けるで
しょう。特に当グループが事業展開する主要地域の一部においては、経
済だけでなく、政治や規制に関わる面でも不確実性が高まっています。
具体的には、英国は2013年金融サービス法（銀行改革法）
で義務付けら
れたリテール銀行業務のリング・フェンス化により大きく変わることにな
り、当グループも対応を進めています。
また、米国では銀行改革の一環で
あるドッド＝フランク法の条項やその他の措置が実施されます。
これら
はすべて
「大き過ぎてつぶせない」問題を排除するための措置です。
こう
した変化は困難をもたらしますが、バークレイズは難局にあってもやる
べきことを遂行する力があると私は確信しています。
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私たちの目標とは

お客様、従業員、
ステークホルダーか
ら
「選ばれる銀行（‘Go-To’ bank）」に
なることです。

これを達成することで、
より低リスクで、
かつより高い業績を上げることのでき
る銀行になります。

2015年、バークレイズは創業325周年を迎えます。
これは、企業の歴史と
して、
どのような基準でみても素晴らしいことです。取締役会ならびに経
営委員会はバークレイズが今後何十年にもわたって成功し続けるため
の体制の確立に常に注力してきましたが、それは今後も変わりません。
私たちはこれまでに築いた強固な基盤の上にお客様、従業員、株主、社
会にお約束したことを果たしてまいります。バークレイズという素晴らし
い組織の歴史には毎年新たな章が書き加えられていきます。バークレイ
ズの歴史の中で重要かつ前向きな変革期と将来位置付けられるに違い
ないこの時期に会長として仕えてきたことは私にとってこの上ない名誉
です。
最後に、バークレイズという素晴らしい銀行、株主の皆様、そして私の後
任として会長職を引き継ぐジョン・マクファーレン氏の今後のご成功をお
祈りいたします。
グループ会長
サー・デビッド・ウォーカー
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
私たちのアプローチ

ていること
越し
卓

現在のバークレイズは金融危機以降のどの時点よりも良く
なり、見通しも改善しています。

バークレイズは
私たちの日々の行動の
あり方を通して
価値観を実践することで
他社との差別化を図ります

2013年2月に策定し、2014年5月に見直しを行ったTransform戦略の実行
により、バークレイズは事業を絞り込んだ国際的な銀行へと変わり、すべ
てのステークホルダーにとって正しい優先事項を遂行し、成長に向けた
態勢を整えました。
2014年度のグループの調整後税引前利益は前年度比12%増加しまし
た。パーソナル・アンド・コーポレート・バンキング、バークレイカード各
部門は順調に拡大を続けています。
アフリカ・バンキング部門は為替変
動の悪影響を受けたにもかかわらず、好調に推移しました。
また、インベ
ストメント・バンク部門では戦略見直しの効果が現れ始めてきました。
まだやるべきことは残っていますが、Transformで策定した2016年目標
の達成に向けて持続的かつ着実に前進し、当グループの戦略が機能して
いることが改めて裏付けられました。
バークレイズの将来を担うコア部門では、Transform 達成費用を除く調
整後株主資本利益率が11%近くに達し、2016年度に12%以上という目標
の達成に向けて順調に進展しています。バークレイズ・ノンコア部門の資
産圧縮は前倒しで進んでおり、
リスク調整後資産は350億ポンド近く減少
し、現在はわずか750億ポンド強となりました。
繰り返し申し上げてきたように、
コストは銀行業界にとって戦略的な戦い
の場であり、それは今後も変わらないでしょう。
コスト効率の高い業務運
営は将来の成功にとって不可欠な要素となっています。そのため、当グ
ループは2014年度に営業費用を18億ポンド近く削減しました。
この目覚
ましい成果は2015年度の更なるコスト削減効果とともに当グループが
すべての事業においてリターンを増加させ、持続可能な競争上の優位を
高めるための基盤強化をもたらすでしょう。
また、2014年度には資本状況の強化について大きな進展がみられまし
た。CRD IV完全施行ベースの普通株式Tier1（CET1）資本比率は2015年1
月2日付で完了したスペイン事業の売却と現在進行中の外国為替に関連
する調査と訴訟のために第4 四半期に積み増しした引当金の影響を考
慮しても、前年度の9.1%から10.5%に改善しました。
また、同じく重要な
点として、
レバレッジ比率が3.7%に上昇しました。
これは、
これらの指標
がそれぞれ11%以上、4%以上とするTransformの2016 年目標の達成に
向けて順調に進展していることを意味します。
配当については、特定行為に係る多額の引当金の影響にもかかわら
ず、2014年度は合計6.5 ペンスの配当金をお支払いすることを発表しま
した。
グループの資本状況に関しては自信を深めており、引き続き40%
から50%の配当率を目指していきます。
また、バランスト・スコアカードで定めた目標も順調に進展しています。
現在、バークレイズでは達成された成果だけでなく、それがどのような方
法で達成されたのかという点も考慮し、業績を評価しています。バランス
ト・スコアカードの詳細および進捗については、本戦略報告書の11～16
barclays.com/annualreport

尊敬
す

奉仕

誠実で
あ
るこ
と

グループ最高責任者による戦略のレビュー

たすこと
を果
任
責

こと
る

管
理

明確な価値観をもって、
実践することを通して

すること

尊敬することは、
ともに仕事をする人
々―従業員およびその他のステーク
ホルダーの皆様―を尊重することを
意味します。
誠実であるためには、高い倫理観と
実直さを持って公正に行動すること
が求められます。
奉仕することは、常にお客様を全て
の中心に据えて行動することを意味
します。

卓越しているためには、素晴らしい
サービスを提供し、優れた成果を持
続的に上げるべく、私たちの持ちうる
全ての力、
スキル、資源を活用するこ
とが求められます。
管理責任を果たすことは、問題を発
見した時よりも状況を改善させるこ
とに強い決意で取り組むことを意味
します。

ページでご説明いたします。
これらの目標の達成に向けてやるべきこと
はまだ残っていますが、
このアプローチは当グループの目的と価値観に
沿った方法で株主の皆様のために持続可能で力強いパフォーマンスを
目指す取り組みを後押しするものと確信しています。
私たちは外国為替取引関連を含む未解決の特定行為の問題に引き続き
注力しています。
こうした調査の中心にある行為はバークレイズの価値
観と全く相容れないものですが、従業員や株主の皆様がこうした問題が
業務に悪影響を及ぼすのではないか懸念されることと思います。
しかし
こうした問題を解決することはバークレイズの計画の重要な一角をなす
ものであり、困難を伴うかと思われますが、2015年も本領域において大
きな進展がみられると期待しています。
2015年をお客様と株主の皆様のために引き続き実行する年と位置づ
け、私たちは計画の遂行を加速していく考えです。私たちの取り組みはま
だ完了していませんが、当グループは正しい道を歩んでおり、戦略的な
目標の達成に向けて着実に前進しています。すべての従業員がより高い
パフォーマンスを目指して懸命に取り組んでいることが、私たちにはそれ
ができるという強い確信につながっています。
最後に、皆様の変わらぬご支援に感謝を申し上げます。
グループ最高責任者
アントニー・ジェンキンズ
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
私たちのアプローチ

ステークホルダーを重視しつつ
「選ばれる銀行（‘Go-To’ bank）
」
になるという目標を達成します
明確な価値観をもって、実践することを通して

「選ばれる銀行（‘Go-To’ bank）」の構築

お
客
様

社
会

目標の宣言することで、各ステークホルダーにとって
「選ばれる銀行（‘Go-To’ bank）」になることに力を注
ぐことができます。

お客様の目標の実現を
−正しい方法で−
手助けします

従業
員

遂行
業務

お客様
私たちはお客様から最も支持される銀行です。
従業員
従業員は意欲的に業務に取り組んでいます。従業員が潜在能力
を十分発揮できるような多様性と受容性を備えた環境を整備し
ます。
企業市民活動
私たちが事業を展開している地域社会に貢献します。
業務遂行
私たちの提供する商品とサービスはお客様のニーズに応えられ
るよう設計・提供します。私たちは何事にも誠実に取り組みます。

企業市

民活動

会社
私たちは株主資本コストを上回る持続可能なリターンを創出し
ます。私たちはリスクを理解し、効率的に管理し、絶えず管理を向
上させます。

ステークホルダー
バークレイズは全てのステークホルダーに短期的・長期的
に価値を生み出すように努力しています。
こうしたより全体
的に考え上げられたアプローチにより、私たちの活動は長
期的に持続可能な株主資本利益率の重視を含め、様々な
ステークホルダーにもたらされる結果が相互に補完し合
う関係を作ります。
目標の進捗度を測定し、説明責任を明確にするため、バークレイズのス
テークホルダーを5つのグループに分け、バランスト・スコアカードで定
める5つの「C」の各領域でグループごとに関連性の高い目標と基準を設
定しました。


当グループの商品とサービスを購入するお客様



当グループの商品とサービスの提供およびそのサポートを行う従業員



当グループが事業展開している地域社会（企業市民活動を通して）



各法域における許認可権を持つ監督機関（業務遂行を通して）



（‘Go-To’bank）」になるために今後数年間に達成しなければならない目
標を明示したものです。
これらの目標は戦略的な取り組みと優先事項を
通じて達成が図られ、全ての事業部門および業務に関するスコアカード
に反映されます。
個人の業績目標は5つの「C」に沿って策定され、当グループの目標と結
びついていることから、各人の努力がグループ全体の目標の達成にどの
程度貢献し、中長期的にステークホルダーのためにどう役立っているの
かを従業員に示すことができます。

当グループの商品とサービスを支える資本を投下する投資家（会社を
通して）

つまり、バランスト・スコアカードはバークレイズが「選ばれる銀行
ステークホルダーに関する詳細およ
び各ステークホルダーのニーズに照
らしたパフォーマンスの評価方法に
ついては、11～16ページをご参照く
ださい。
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「選ばれる
（‘Go-To’ bank）
」ために
私たちのアプローチ

事業環境の変化に適応します
積極的に外部環境に適応できるようにしていきます
私たちの価値創出のアプローチは一貫しています

経済環境
世界の経済成長の停滞は長期化すると予想されています。
これは銀行の収益拡大を一段と難しいものにします。

規制の変化
規制の焦点が変わり、銀行における商品の持続可能性と収益性、
ビジネス、組織構造に影響を及ぼしています。規制の変化は恒
久的な変革という影響をもたらします。
信頼と行為
私たちは旧来からの懸案事項の処理に引き続き取り組んでい
ます。過去の不適切な営業行為の代償が悪影響を及ぼしてい
ますが、
そうした問題に対応するための変革は長期的に好影響
をもたらします。

積極的な
アプローチ

私たちは目標を達成し、株主の皆様に
価値をもたらすために絶えず行動しています。
詳細については、
9ページをご参照ください。

テクノロジーとニーズの高まり
テクノロジーの進歩は顧客満足度を向上させるだけでなく、
コ
スト削減余地をもたらします。テクノロジー投資は短期的なコ
スト負担は大きくても長期的な恩恵をもたらします。

事業環境とリスクに対するアプローチ
バークレイズは自国市場である英国、米国、南アフリカをは
じめ、約50の国で事業展開するグローバルな金融サービ
ス機関で、世界および現地の規制に従って企業統治を行っ
ています。
グループを取り巻く環境は変化し続けています。中央銀行は景気刺激策とし
て量的緩和や実質ゼロ金利政策など、前例のない金融緩和措置を導入して
います。銀行業を取り巻く環境をより安全なものにし、資本、流動性、資金調達
を一層重視するため、英国や米国の構造改革をはじめ、規制の見直しが行わ
れ、銀行は業務の分離を義務付けられることになります。不適切な営業行為
の問題はステークホルダーの信頼の喪失を招き、バークレイズ、そして銀行業
界全体にとって痛手となりました。
お客様の高まりつつあるニーズに応えるだけでなく、それ以上のものを提供
するには、信頼の回復が不可欠です。テクノロジーの力はお客様の期待を高
めましたが、同時に自動化、業務プロセスの改善、イノベーションを通じてサ
ービス提供にかかるコストを引き下げつつ、
より迅速で、きめ細かく、低リスク
のカスタマー・エクスペリエンスを実現することを可能にしました。

主要なリスク
信用リスク：顧客が当グループに対する契約上の義務を果たさない
場合に当グループが財務上の損失を被るリスク
市場リスク：トレーディング勘定のポジションのボラティリティ、あるい
はバンキング勘定の貸借対照表をヘッジできないことにより利益ま
たは資本が減少するリスク
資金調達リスク：自己資本比率の維持および流動性の要件を果たせ
ず、通常の事業活動や流動性の規制要件を充足出来なくなるリスク
オペレーショナル・リスク：人的要因、不適切な内部プロセスやシステ
ム、外部事象により損失またはコストが生じるリスク
コンダクト・リスク：ビジネス活動の執行上の不適切な判断により、顧
客、
カウンターパーティー、当グループおよび従業員に不利益を与え
るリスク

これらの外部要因に対処するための積極的なリスク管理を怠れば、私たちの
長期的な目標は悪影響を受ける恐れがあります。当グループが2014年に行っ
た戦略の見直しについては、9ページをご参照ください。

レピュテーション・リスク：ステークホルダーから不適切または反倫理
的と認識される団体、行動あるいはそれらに対応しないことによって
バークレイズのブランドが損なわれるリスク。2015年1月1日付で、
レ
ピュテーション・リスクはコンダクト・リスクと統合

バークレイズのリスク管理の枠組みは、当グループが直面する実際の、および
潜在的なリスクを特定、監視、管理する体制を向上させるために活用できる
活動、ツール、技法、取り決めをプリンシパル・リスクの分類に沿って定めたも
のです。
リスク選好度を設定し、適切なレベルで検証します。
また、バークレイ
ズを守り、お客様、従業員、地域社会に悪影響を与えることを防ぐための手順
を定めています。
さらに、バークレイズは環境・社会リスクの手続き、
ガイダン
ス、
レピュテーショナル・リスクの枠組みを通じて人権リスクを管理し、ビジネ
ス上の意志決定に人権問題を勘案する取り組みを行っています。

当グループのリスク評価およびモニタ
リングの方法については、barclays.
com⁄annualreportに記載されている
Annual Report 2014の113ページをご
参照ください。

barclays.com/annualreport
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
私たちのアプローチ

私たちの価値創出のアプローチは一貫しています
社会のニーズに責任あるやり方で応えつつ、株主の皆様に対する役割を果たします
事業環境の変化に適応します

私たちのアプローチは独自のビジネスの
やり方を通じてより広範な経済的な効果
とより価値のあるサービスをステークホル
ダーに提供するものです。
 世界のお客様に質の高いサービスを提供
 価値観重視の組織は従業員にとって有意義でやりがいのあ
る充実したキャリアを築く場を提供
 多様な収益源とリスクを通じて長期的に持続可能なリター
ンを投資家の皆様のために創出
 事業活動を展開している地域の雇用と経済成長に貢献
 社会問題やニーズに対応するために政府や市民社会と連携

私たちは個人、
企業、国、広範な社会が
それぞれの目標を実現
できるよう、財産の創出、
成長、保全を正しい方法
で手助けします

こうして、株主の皆様の
ために長期的に持続
可能なリターンを創出し
つつ、
より広範なステーク
ホルダーの目標の実現を
手助けします

そのために、
様々なセクター、地域、
国でお客様にとって
不可欠な銀行業務
サービスを提供します

これらのサービスを
様々な形で提供する
ことで、純利ざや、
手数料などの収益を
生み出します

バークレイズのビジネスモデル
バークレイズは事業を絞り込んだ国際的な銀行です。
リテ
ール銀行業務、資産運用、
コーポレート銀行・投資銀行業
務に関連する商品とサービスを個人、中小・大規模事業
者、企業、金融機関、政府に提供しています。
バークレイズはお客様に総合的な価値、すなわち幅広い商品とサービス
を提供し、お客様のニーズに応えることによって、安定的かつ持続可能な
収益を生み出すことを目指します。
しかし、すべての人々にあらゆるサー
ビスを提供することを目指してはいません。

これに対し、バークレイカード、PCBのコーポレート業務、インベストメン
ト・バンクはグローバル・モデルの下に事業展開しており、国際的なプレ
ゼンスと業務体制を生かし、総合的なソリューションを国境を超えて提供
しています。
また、本社機能については、
コア事業である4部門をサポートするために
シェアード・サービス・モデルに基づく運営を推進しています。経営資源
のプールのあり方を改善した結果、職務の枠を超えた作業チームが考え
を共有し連携することでシナジー効果を引き出すことが可能になりまし
た。

国際的な広がりと規模を誇るバークレイズは、監督機関と協力し、銀行業
バークレイズの競争力はビジネスの規模と多様性、従業員の資質、個性、
界のリスクを低減し、銀行業を長期的により持続可能な業界に変えてい
従業員間の結びつきにあります。
く責任を負っています。それはバークレイズが「グローバルなシステム上
例えば、
アフリカ・バンキングおよびパーソナル・アンド・コーポレート・バ 重要な金融機関」に指定されたことで、私たちの責務となりました。銀行
業の新しいモデルを構築するとともにバークレイズの業務が将来に向け
ンキング（PCB）は地域ごとに統合され、個人や中小企業のお客様を対象
て持続性と柔軟性を備えたものになるよう、世界の様々な銀行監督機関
にしたソリューションの提供に重点を置いています。
また、海外のお客様
のニーズに応えるため、選んだ世界の他の市場においても業務を行って と積極的に連携しています。
います。

ビジネスモデルに関するより詳しい情
報については、
ウェブサイトの
barclays.com/about-barclays/
strategy/business-modelvaluecreation.htmlをご参照ください。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
私たちのアプローチ

広範なサービスの提供を通じて実現します
提供する商品とサービス全体を通じて価値創出機会を最大化します
Lorem ipsum
私たちの戦略は順調に進展しています

変革を進めていく中で、バークレイズは全てのお客様に
最も支持される銀行になれると確信しています
個人

中小企業

企業

金融機関
および銀行

ソブリンおよ
び政府系機関

財務・事業支援

事業・財務リスク
の管理

購入・成長資金の提供

資金の安全な保管・投資・
管理

当座預金、当座貸越
貯蓄、預金、投資商品
モバイル、デジタル決済
株式委託売買サービス

グローバル金融市場へのアクセス
資金管理、決済システム、国際取引サービス

住宅モーゲージ、消費者
ローン、クレジット
カード

商業用モーゲージ、事業者向け融資

資産・リース金融、貿易・サプライヤー金融、運転資金ソリューション
グローバル資本市場
大企業向け貸出および銀行向け与信
為替ヘッジ
固定金利融資
インフレおよび金利ヘッジ
投資顧問およびプライ
ベート・バンキング・
サービス

リレーションシップ・マネジャー、サポート

ビジネス・セミナー、
事業立ち上げ支援

グローバル投資調査、M&A関連助言、業種の専門家

部分の集積である包括的なサービス
バークレイズのビジネスモデルでは、お客様の事業や人生設計の段階
に応じてサービスを提供し続けることが可能です。例えば、個人のお客様
であれば、貯蓄の安全な保管や初めての住宅購入のお手伝いなどを通
じて、様々なバックグランドのお客様の資産形成をサポートし、富裕層の
お客様には、例えば海外在住のご家族のための国境を超えた助言の提
供などによりお役に立ちます。事業主のお客様の場合、事業の立ち上げ、
成長資金の融資、海外進出、為替リスクのヘッジ、債券および上場株式の
発行などをお手伝いします。

barclays.com/annualreport

バークレイズは包括的なネットワークを通じてお客様に提供する価値を
高めることを目指しています。例えば、英国の個人のお客様は同じモバイ
ル・バンキング・アプリケーションで当座預金や普通預金へのアクセスや
バークレイカードのデータ閲覧が可能です。
また、バークレイズが提供す
る個人間決済サービスのPingitはリテール・バンキングで提供するサー
ビスに一体化され組み込まれています。Pingitの決済サービスは、顧客
のために商品・サービス代金決済の利便性を高めたい中小企業、大企
業、地方自治体のお客様にもご利用いただけます。
これらはお客様のた
めにすべての部門全体が結び付いて銀行サービスを提供するバークレ
イズのアプローチの好例です。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

私たちの戦略は順調に進展しています
より強く、
より健全で、
より良い銀行の構築を目指して
Lorem ipsum
広範なサービスの提供を通じて実現します

Transform:
現在の位置

0〜9ヵ月−体制の立て直し
組織を安定化させ、短期的な
ビジネスの推移を維持しつ
つ、今後の変化に備える
0〜4年 − 適正水準の業績の達成
事業収益性を改善し、株主資本コストを
上回る株主資本利益率を達成するための
計画の策定し実行する
0〜5年 − 成長の維持
バークレイズのステークホルダーである
お客様、従業員、投資家、より広範な社会から
｢選ばれる銀行（‘Go-To’ Bank）｣になる
2013

2014

2015

2016

2017

2018

戦略
2013年、私たちは持続可能なリターンを創出し、すべての
ステークホルダーのニーズに応えるためにバークレイズを
変革する戦略を実行に移すため、Transformプログラムに
着手しました。
組織を安定化させ、短期的なビジネスの推移を維持する
「Turnaround（体制の立て直し）」期を終えました。



現在の位置
2014年はバークレイズにとって大きな変化の年でした。事業環境は依然
厳しいものでしたが、不確実性が後退し、財務基盤は強さを増しました。
バークレイズをすべてのステークホルダーから
「選ばれる銀行（‘Go-To’
bank）」にするためのTransform計画を継続する中で、私たちは戦略を見
直し、事業構成の最適化を図りました。
これは規制や経済環境が変化す
る中で株主資本コストを上回るリターンを持続的に生み出すという
Transform計画の目標を達成するために必要な措置でした。

Return Acceptable Numbers（適正水準の業績の達成）」期の一環とし
て、
リスクとレバレッジの圧縮を図り、バークレイズの長期的な持続可
能性を高めるための体系的な計画を策定しました。
この道のりは半ば
まで来たところですが、その効果はすでに資本基盤やレバレッジとい
ったファンダメンタル面の強さに現れてきました。

バークレイズはリスクの圧縮、バランスシートの強化、
コア事業のフラン
チャイズの効率化を図るために大胆に行動しました。競争上優位にある
分野に重点を絞り、適正水準のリターンの確保が難しくなった事業から
は撤退することで、大幅に高く、かつ持続可能なリターンの創出を目指し
ます。

計画の最終段階は、他の2つと並行して進む「FORward Momentum
（成長の維持）」
です。
「選ばれる銀行（‘Go-To’ bank）」への道のりを進
むうえで大切なことは、バークレイズを将来の環境に適応させるため
の取り組みを継続し、計画を実行する過程で決して短期志向に戻らな
いようにすることです。

こうした施策を支えるのは常にコストを重視する姿勢です。低成長が長
引くマクロ経済環境下では、
コストは銀行にとって戦略的な戦いの場と
なります。収益環境に関係なく、テクノロジーの力も活用し、
コストの大幅
削減に向けた長期的な取り組みを引き続き進めています。





なお、Transform計画の実行には大きな執行リスクが伴います。特に、予
期せぬ外部動向の影響を受け、計画の実行が逐一的でなく、一直線に進
まない可能性があることをお断りしておきます。

Transformプログラムの進捗はバラン
スト・スコアカードを通して点検して
います。詳細は11ページをご参照くだ
さい。
08 I バークレイズ・ピーエルシー2014年度戦略報告書

barclays.com/annualreport

「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

徹底した行動
戦略を変化に適応させる積極的な措置
Lorem ipsum
事業を再構築

経済環境

2016年の目標

積極的なアプローチ:

コア事業を選別
成長に向けてコア事業に投資
経営資源の有効活用

規制の変化

レバレッジ：
レバレッジ比率
配当性向

4.0%超
40〜50%

バークレイズ・コア
リターン：
調整後株主資本利益率

外部要因
信頼と
営業行為

バークレイズ・グループ
資本：
CRD IV完全施行ベースのCET1
比率
11.0%超

私たちは目標を達成し、株主の皆様のために
価値を創出するために行動します

テクノロジー
とニーズの
高まり

12%超

コスト：
調整後営業費用
145億ポンド未満
バークレイズ・ノンコア（BNC）
リターン：
グループの株主資本利益率に対
するマイナス寄与度
3％未満

戦略の3つの変化
5ページでご説明した外部要因の影響を受け、私たちは3
つの領域で徹底した措置をとることを2014年5月8日に発
表しました。
コア事業の選択：コア事業に経営資源を集中させることで、当グループ
の強みを生かした事業展開を推し進めます。業界トップのポジションに
位置するリテールおよびコーポレート事業では、お客様とのやり取りの
あり方を変革し、顧客満足度の向上を図るためにテクノロジーや業務プ
ロセスの改善に投資します。
インベストメント・バンクでは、米国と英国に重点を置き、バランスシート
の活用に依存するビジネスから顧客のオリジネーション・ニーズに力を
入れるビジネスへのシフトを進め、バークレイズの事業構造をよりバラ
ンスの取れたものに変えつつあります。
成長のための投資：成長余地の大きいグループのコア事業であるバーク
レイカードとアフリカに注力。消費者向け決済サービスのイノベーショ
ンでリードしようと取り組んでいます。テクノロジーはより多くのお客様
を取り込むことで成長を可能にします。バークレイカードの顧客数は過
去3年間に860万増加しましたが、効率とスケールメリットが見込める厳
選された事業拡大ならびにポートフォリオ取得機会を意欲的に探り続け
ています。

新たなTransform目標
これらの行動を踏まえたうえで、
「選ばれる銀行（‘Go-To’ bank）」になる
というバークレイズの最終目標を2018年までに達成する決意と道筋を
示すために、2016年のTransform目標を設定しました。
グループの業績
はノンコア部門の影響を引き続き含みますが、
コア、
ノンコアそれぞれが
独自の目標を定めています。
株主資本利益率の目標は変わりません。引き続き株主資本コストを上回
るリターンの達成を目指します。
また、資本、
レバレッジ、配当を引き続き
重視します。最終的な資本要件の達成に向けて、2016年にCRD IV完全
施行ベースのCET1比率11.0%超を目指します。
配当性向は最終的に40～50%を引き続き目指します。
コア事業では、調整後営業費用を2013年度末の162億ポンドから145億
ポンド未満に削減し、持続可能な調整後株主資本利益率12%超を目指
します。
ノンコア事業では、
コア事業へのマイナス影響を減らすことに注力しま
す。
グループの株主資本利益率に対するマイナス寄与度を2016年度に3
％未満にします。

経営資源の有効活用：事業環境の構造的な変化あるいはスケールメリッ
トが乏しいという理由により戦略的な重要性を失った資産や業務はバー
クレイズ・ノンコアに集約したうえでコア部門とは別に運営し、資本効率
に配慮しつつ、迅速な撤退を目指します。
2016年度目標の最新の進捗状況に
ついては32ページをご参照ください。
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「選ばれる
（‘Go-To’ bankになる）
」ために
進捗状況

事業を再構築
ノンコア事業を圧縮し、成長性の高いコア事業に投資します
Lorem ipsum
徹底した措置

2013年度リスク調整後資産（RWA）合計：
4,400億ポンド
2,100億ポンド：パーソナル・アンド・コーポレー
ト・バンキング、アフリカ・バンキング、
バークレイカード、本社

1,100億ポンド：バークレイズ・ノンコア

2016 年度目標リスク調整後資産合計：
約4,000億ポンド
約2,300億ポンド：パーソナル・アンド・コーポ
レート・バンキング、アフリカ・バンキング、
バークレイカード、本社

約500億ポンド：バークレイズ・ノンコア
約1,200億ポンド：インベストメント・バンク

1,200億ポンド：インベストメント・バンク

バークレイズ・ピーエルシー・グループは事業の再編、簡素化、リバランスを図りました
リスク調整後資産は資本配分の重要な指標です。
そこで、2016年度にはよりバランスの取れた資本配分の実現を目指します。

事業の構成
バークレイズは、事業の再編、簡素化、
リバランスを図るこ
とで、利益率の大幅な向上を目指します。能力、規模、競争
力の優位性を発揮できる分野に重点を置き、以下の4つの
コア事業を柱とした、事業を絞った国際的な金融機関を目
指します。








パーソナル・アンド・コーポレート・バンキング：他をリードするポジシ
ョンに位置する英国リテール、
コーポレートおよびウェルス・マネジメ
ント事業を統合し、インフラのコストシナジーを生かす
バークレイカード：多様な分野で国際的に成長余地が大きく、高い利
益率が期待されるビジネス
アフリカ・バンキング：明確な競争優位性を武器に中長期的な成長が
期待されるビジネス
インベストメント・バンク：オリジネーションを中心とし、利益率を重視
したビジネス。
より資本効率の高い方法でお客様にバンキング、株式、
クレジットおよび特定のマクロ商品を提供する

また、バークレイズはバークレイズ・ノンコア部門を設けました。
これは、
新たな事業環境下で、外部環境の構造的な変化、あるいは事業規模が依
然小さく、
グループにもたらす成長機会が限定的なため、戦略的に魅力
が乏しいと判断される事業資産を一元的に管理する部門です。バークレ
イズは今後、影響を受ける関係者を尊重した責任ある配慮された方法で

これらの資産の売却または圧縮を進めていきます。
これらの変更によって、今後、バークレイズはよりスリムで、力強い、格段
にバランスがとれた組織となり、業績の変動が少なく、高利益率で高成
長の実現を目指します。事業の多様性を維持しつつ、バランスの改善を
可能にするこのモデルは新たな規制環境の下でTransform目標の達成
の一助になると考えています。
コア事業のパーソナル・アンド・コーポレート・バンキング、バークレイカ
ードおよびアフリカ・バンキングは2013年度のリスク調整後資産の45%
を占めていました。同じくコア事業のインベストメント・バンクがグルー
プ全体のリスク調整後資産に占める割合はストラテジー・アップデート
前の50%強から2016年度には30%以下に低下すると予想されます。資
本は成長事業、中でもバークレイカードとアフリカ・バンキングに再配分
します。
また、
コスト基盤を持続的に圧縮し、
コア事業の2016年度の費用
目標を145億ポンド未満とします。
全体としては、
リバランスを図ったことにより、事業の多様性を維持しつ
つも、成熟市場対成長市場、インベストメント・バンキング対リテールお
よびコーポレート・バンキング、インベストメント・バンクにおいてはトレ
ーディング収益対アドバイザリー手数料の比率がより均等になり、当グ
ループの収益性は次第に変動が小さくなると同時に高まっていくと考え
ています。

当グループの事業および2014年度の
業績については17ページをご参照く
ださい。
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「選ばれる
（‘Go-To’ bankになる）
」ために
進捗状況

バランスト・スコアカード
目標の進捗度とパフォーマンスを評価します
お客様のために

ステークホルダーおよび基準
私たちはステークホルダーが私たちに説明責任を問うための基準となる8項目の目標を5つの「C」に沿って
定めました。これらの目標の進捗状況を点検し、毎年報告します。

お客様

基準

2013年実績

2014年実績

2018年目標

PCB、バークレイカード、
アフリカ・バンキング:Relationship Net
Promoter Score®（NPS）による業界における加重平均ランキング

3位a

4位

1位

クライアント・フランチャイズ・ランク：インベストメント・バンクの顧客
内シェアまたは優先顧客の顧客満足度の加重平均ランキング

N/A

5位

上位3位内

従業員のエンゲージメント・スコア

74%

72%

87-91%

上級管理職に占める女性の割合

21%

22%

26%

企業市民活動計画−進行中または今後の取り組み

10/11

11/11

計画目標の
達成

コンダクト・レピュテーション（YouGov調査）

5.2/10

5.3/10

6.5/10

株主資本利益率（調整後）

4.1%b

5.1%

CRD IV完全施行ベースのCET1比率

9.1%

10.3%

>株主資本コス
ト超

従業員

企業市民活動

業務遂行

会社

c

>11%d

注
a 2014年5月ストラテジー・アップデートの一環によるPCBの創設にともない変更しました。
コーポレート・バンキング顧客は従来のクライアント・フランチャイズ・ランクではな
く、NPS基準の対象となります。
b 米国リーマン買収に伴い取得した資産に関連する2億5,900万ポンドの利益を2013年度第2四半期に認識したことを調整した結果、4.5%から修正しました。
c 2014年のCRD IV開示の完全実施を受け、9.3%から修正しました。
d ストラテジー・アップデートを受け、10.5%超から変更しました。

Net Promoter、Net Promoter Score、NPSは、Satmetrix Systems, Inc.、Bain & Company, Inc.、Fred Reichheldの商標です。
英国2006年会社法は従業員および「上級マネジャー」の性別構成の開示を義務付けています。世界全体で132,300人（男性65,200人、女性67,100
人）の従業員のうち、上級マネジャーは732人（男性596人、女性136人）
で、
グループ役員、特定のグループ最高責任者直属職、主要事業部門統括責
任者、特定の上級マネージング・ディレクター、当グループの子会社の取締役が含まれますが、当社取締役は含まれていません。

はじめに
2014年、バランスト・スコアカードは当グループの全組織
で導入され、全従業員を対象とする評価の枠組みの構成
要素のひとつとなりました。従業員の個々のパフォーマン
ス目標は5つの「C」に沿って設定されました。
2014年は、特にCRD IV完全施行ベースのCET1比率が2018年目標に向け
て着実に改善し、欧州銀行監督機構（EBA）
とイングランド銀行が先般発
表したストレス・テスト
（健全性審査）の結果はバークレイズの資本基盤
の強さとストレス・シナリオに対する強靭性を浮き彫りにしました。
しか
し、従業員の意識スコアが悪化したほか、修正再表示にともない、お客様
との関係の基準であるNPSを修正しました。2015年以降、
これらを改善す
る作業を継続していきます。
これら2つの基準の変動はストラテジー・ア

barclays.com/annualreport

ップデートを受けて2014年に実施した組織改編に伴う変更、そしてリテ
ール事業のお客様向けのチャネルを新技術の導入により変更した影響
が主因です。従業員との対話を深める取り組みや「Digital Eagles」
プログ
ラムのように、
リテール・ネットワークへの新技術の導入を促進すること
で、
これらのスコアの改善を図ります。
やるべきことはまだ残っており、私たちは2018年の目標に引き続き注力
しています。次のセクションでは、5つの「C」の進捗を領域ごとに振り返り
ます。
 ランスト・スコアカードで対象として
バ
いるステークホルダーについては、4
ページをご参照ください。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

お客様
選ばれる銀行になることを目指します
Our Balanced
Scorecard
バランスト
・スコアカード
バランスト・スコアカード基準
パーソナル・アンド・コーポレート・バ
ンキング、バークレイカード、
アフリ
カ・バンキングの：Relationship Net
Promoter Score®による業界におけ
る加重平均ランキング
クライアント・フランチャイズ・ランク：
インベストメント・バンクの顧客内シ
ェアまたは優先顧客の顧客満足度の
加重平均ランキング
a

2013年
実績

3位a

2014年
実績

2018年
目標

4位

1位



ランキングは銀行およびその他の業界で広く使用され、総合的な比
較、目標設定を単純化し最良事例を特定するとともに、お客様の声を
バークレイズに届けます。
ランキングは部門ごとの顧客満足度を使
用し、収益加重されています。



N/A

5位

上位3位
以内

2014年5月発表のストラテジー・アップデートの一環としてパーソナル・アンド・コー
ポレート・バンキングが創設されたことにより修正されています。
コーポレート・バンキングの顧客は現在はNet Promoter Score基準の対象で、
クライ
アント・フランチャイズ・ランクには寄与していません。

Relationship Net Promoter Score
私たちはブランドの強化に取り組んでおり、2014年はお客様の要望をよ
り深く理解するため、お客様の声により一層耳を傾けることを優先事項
としました。私たちはカスタマー・エクスペリエンスを向上させ、変化する
ニーズに対応すべく、ビデオバンキング、小切手の画像化、
スマートコー
ル、指認証といったテクノロジーの開発、テスト、投資に重点的に取り組
みました。2014年に開発したこれらの新技術は現在、英国全土の支店に
導入されています。
これによりお客様との大切なやりとりがシンプルにな
り、お客様はいつでもどこでも最も便利な方法で取引ができるようにな
りました。



テクノロジーを通じたイノベーション：一例として、私たちは2014年に
法人のお客様向けにiPadアプリ
「Barclays Live」を導入しました。
このア
プリはこれまでに4,000超のお客様にダウンロードされ、好評を得てい
ます。







2014年の当グループのRelationship Net Promoter Scoreの低下は、英国
リテール事業の顧客による評価が低下したことを反映しています。2014
年は旧来からの不良資産問題が、引き続きバークレイズを含めた銀行ブ
ランドの評判に大きく影を落としました。私たちは長期的にフランチャイ
ズ全般のカスタマー・エクスペリエンスを向上させることを目指し、2015
年もプログラムに多額の投資を行っています。
こうしたプログラムは短
期的に顧客意識を悪化させる可能性がありますが、バークレイズはこう
した投資やブランド力のよりポジティブな見通しを原動力に、2018年ま
でにリーディング・バンクとしての認識を確立することを目指して前進し
ます。



クライアント・フランチャイズ・ランク
クライアント・フランチャイズ・ランクは2014年から新基準に基づいて算
出されています。
コーポレート・バンキングの顧客は2013年時点ではク
ライアント・フランチャイズ・ランクの対象でしたが、
ストラテジー・アップ
デートによる組織変更を反映し、現在はNet Promoter Scoreの対象とし
て調査されています。前年の第4位のスコアと直接的な比較はできませ
んが、2014年の第5位のスコアは、
ターゲット顧客のランキングで「上位3
位以内」
という長期的な目標を達成するうえでの基盤の力強さを示して
います。
私たちは以下の分野に重点を置いてこの目標の達成を目指します。
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Net Promoter Scoreは投資銀行業界において広く測定されている基
準ではありません。
したがって、
「クライアント・フランチャイズ・ラン
ク」はターゲット顧客による当社の商品およびサービスの利用度で
算出されています。
ターゲット顧客によるランクの上昇は顧客ニーズ
への対応の有効性を示す重要な指標で、バークレイズのリターンの
向上をサポートします。
クライアント・フランチャイズ・ランクはインベストメント・バンク部門
のグローバルな顧客シェアの収益加重ランキングです。



私たちは引き続き商品とサービスの簡素化に取り組み、正しいサービス
モデルに基づいてお客様のニーズにマッチするより良いサービスの提
供に努めます。

私たちは2015年に投資プログラムを遂行する計画で、最大のカスタマ
ー・フットプリント・ランキングを引き上げるべく、英国のリテール顧客環
境の向上に重点的に取り組みます。効率的で進化した新たなバンキン
グ・エクスペリエンスの支店への導入に際しては、お客様が変化に順応
できるようにお客様の反応を注意深くモニターし、
スタッフが手助けしま
す。

Relationship Net Promoter Scoreランキングはシンプルなカスタマ
ー・アドボカシー（顧客による支持）評価と当社のフランチャイズの
成長性を示すものです。

組織の再編：2014年のストラテジック・レビューの一環として、私たち
は株式チームとクレジットチームを同一の管理下に統合し、一体的な
アプローチがとれるようにしました。
また、バンキングチームと市場チ
ームの連携を密接にし、新規発行と流通市場取引を含むより総合的な
サービスをお客様に提供します。
顧客管理情報およびターゲッティングの向上：私たちはお客様により
きめ細やかなターゲットを絞ったソリューションを提供するため、管理
情報と分析の分野でテクノロジーと資源への投資を行っています。
従業員および業務遂行への投資：従業員の質とビジネスのやり方はお
客様との強力な関係を構築、維持するうえでの根幹です。2014年には
お客様と直接的に接する6,800人以上の従業員がバリュー・プロポジシ
ョン（価値提案）の向上を目指して新設のプログラム「Conduct
College」に参加しました。

ケニアの従業員は
チーム一丸で
火災の被害を克服

ナイロビのジョモ・ケニヤッタ国際空港にあるバークレイズの支店は
空港火災により被害を受けましたが、わずか3日後には現地従業員が
テントの仮店舗で業務を再開しました。
これはお客様第一主義の好
例です。

商品・サービス、ならびに「Digital Eagles」などの顧客向けサー
ビスの詳細はbarclays.co.uk/digitaleaglesをご参照下さい。

barclays.com/annualreport

「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

従業員
潜在能力を十分に発揮できる環境を提供します
企業市民活動
バランスト・スコアカード基準

2013年
実績

2014年
実績

2018年
目標

従業員の持続的なエンゲージメント・
スコア

74%

72%

87-91%

女性上級管理職比率

21%

22%

26%













持続的なエンゲージメント
従業員はバークレイズのビジネスの根幹です。私たちは従業員が十分や
る気をもって、優れたパフォーマンスの実現に励めるよう投資していま
す。持続可能なエンゲージメントの進捗をモニターすることを目的に、私
たちは2014年に従業員からのフィードバックを測定するグループ全体の
アプローチを定義し、今後の進展を捕捉するための一貫性のある基準を
設定しました。
この一環として、2014年にグループ全体を対象としたバー
クレイズ初のグローバルベースの従業員オピニオン調査を実施
し、90,000人超の従業員が参加しました。
2014年の持続的なエンゲージメントのスコアは72％と、2013年から2ポイ
ント低下しました。
これは残念な結果ですが、2014年の状況の厳しさと変
化の大きさを考えると、予想していたほどの落ち込みではありませんでし
た。私たちは組織全体の上級管理職と連携して2015年のスコア改善を目
指します。
従業員からフィードバックを得ることで、
エンゲージメントを推進するた
めの要因を理解し、今後の人的資源戦略を形成することが可能となりま
す。私たちは「選ばれる
（‘Go-To’ ）銀行」
となるための道のりにおいて、従
業員のための適切な環境づくりに引き続き強くコミットしています。2015
年は従業員オピニオン調査の結果分析に基づいて
（従業員によって示さ
れた）
以下の3分野に焦点を当て、バークレイズ各従業員の持続的なエン
ゲージメントを高める計画です。






従業員がそれぞれの役割を十分に果たし、優れた顧客サービスを提供
できるよう、適切なツールと資源へのアクセスを確実に付与します。
従業員の個人的な成長とキャリアへの願望を引き続きサポートし、
テク
ニカル面およびプロフェッショナル面で適切な能力開発ができるよう
にします。
明確な戦略的方向性とリーダーシップを示し、従業員が最大の能力を
発揮できる適切な環境を構築します。

女性上級管理職
私たちは2014年もバランスト・スコアカードにおけるジェンダー・リプレゼ
ンテーションの目標に向けて前進し、女性上級管理職比率は2013年の21
％から22％に上昇しました。
グループ全体の従業員数が減少したにもか
かわらず、2014年に2年連続で女性上級管理職比率が上昇したことは、私
たちが才能ある女性従業員に公平に発展の機会を提供し、すべての才能
が目標に向かって前進するための、多様な背景を持った従業員の受け容
れに前向きな企業文化の確立に様々な形で取り組んでいることを浮き彫
りにしています。
これまでにグローバルベースの8,500名の上級管理職が、能力の管理・評
価のすべての側面において多様な背景を持った従業員の受け容れに前
向きなリーダーシップの重要性意識を高め、意図せぬ偏見を排除するた
めの「アンコンシャス・バイアス・トレーニング」
プログラムに参加していま
す。
また、私たちは全従業員の職場環境の向上を推進する
「ウィメンズ・イ
barclays.com/annualreport

バークレイズは高水準の持続可能なエンゲージメントが従業員エク
スペリエンスおよび業績の向上につながると考えます。
持続可能なエンゲージメントの向上を目指し、私たちは生産性とパ
フォーマンスをサポートし、心身の健康を促進する職場環境の提供
に努めています。
持続可能なエンゲージメントは2014年10月に実施されたグローバ
ルベースの「従業員オピニオン調査」に基づいて測定されています。
女性上級管理職比率は様々な視点を尊重しイノベーションを推進す
るバークレイズの多様性戦略において重要な役割を担います。
私たちは規制当局、政府、パートナー、同業他社と連携して、多様性が
もたらすスキルの利点の恩恵を集合的に享受することを目指しま
す。
女性上級管理職比率はディレクターおよびマネージング・ディレクタ
ーの合計数に占める女性の割合と定義されます。

ニシアティブ・ネットワーク
（WIN）
」
を運営しています。
更に、バークレイズが開発した、
ジェンダー・ダイバーシティ意識の高い米
国企業（CEOが女性の企業、
あるいは取締役会の女性比率が25％以上の
企業と定義）に特化した「ウィメン・イン・リーダーシップ・インデックス」の
取引が公式に開始されました。業界初のETF（指標連動証券）は同インデ
ックスのリターンへの連動を目指す商品で、投資家はジェンダーの平等
性への活動をサポートすることができます。
私たちは引き続き女性の才能に焦点を当てて次世代リーダーの創出に
取り組んでいます。例えば、
「バークレイズ・ウィメン・イン・テクノロジー・
グループ」は有能な女性がバンキングやファイナンスの部門でIT分野の
キャリアを持つことを推進しています。
また、エグゼクティブレベルの「ウィ
メン・オン・ボード」は厳選された女性上級管理職を対象に、取締役会メ
ンバーとなるための準備を提供するプログラムで、受講者は株式公開企
業の取締役会の非業務執行取締役の役割を果たすスキルを習得します。
私たちは2018年に女性上級管理職比率を26％に引き上げるという目標
の達成に向けてさらに力強く前進しなければなりません。多様な背景を
持った従業員の受け容れに前向きな企業文化への重点的な取り組みを
継続するとともに、すべての従業員のキャリアへの願望を育み、金融業界
の内外で従業員が潜在能力を十分に発揮できる機会を広げることが求
められています。

沈黙の文化に
立ち向かう
キャンペーン

2014年5月にスタートした「This is me」
キャンペーンは、従業員がメンタ
ルヘルスやパーソナルな事柄について話をしたり、
リソースや支援、助
言、情報にアクセスすることをサポートするプログラムです。

詳細はbarclays.co.uk/Accessibilityをご参照ください。
あわせてbarclays.co.uk/Accessibility「Annual Report 2014」74
ページの従業員のセクションもご参照ください。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

企業市民活動
ビジネスを展開する地域社会に前向きな影響をもたらしています
従業員のために
バランスト・スコアカード基準
企業市民活動計画－
現在または今後の取り組み

2013年
実績

2014年
実績

2015年
目標

10/11

11/11

新目標の
設定

ビジネスのやり方
行動規範「The Barclays Way」
（常勤従業員対象）
企業市民活動のレピュテーション・
トラッカー（YouGov調査）

85%

98%

4.9/10

5.1/10

97%
6.5/10

バランスト・スコアカード基準

-9.4%b

取引先への期限内支払い率
（45日、請求書額）

-21.7%

-10%

83%

85%

85%

家計に対する新規／継続貸付

674億ポンド

1,077億ポンド

1,500億ポンド

中小企業に対する新規／継続融資

245億ポンド

385億ポンド

500億ポンド

企業および政府への資金調達支援 1兆6,700億ポンド 2兆4,870億ポンド

2兆ポンド

中小企業支援イベントの参加数

地域社会への投資
スキル取得支援人数（10～35歳）




成長への貢献（累積）a

英国におけるバークレイズ実習制度
の参加者数

95,000

159,700

120,000

1,233

1,734

2,000

b

2014年
実績

2015年
目標

地域社会への支援（累積）a

（2018年目標）

グローバル炭素排出
（CO2換算トン、2012年基準に
対する削減）

2013年
実績







1億3,650万ポンド 1億9,890万ポンド 2億5,000万ポンド
243万

419万

500万

企業市民活動はバークレイズがすべてのステークホルダーにとって
の「選ばれる銀行（‘Go-To’bank）」になるための重要な要素です。
こ
れは私たちが、
日々の決定が社会に与える影響を考慮し、お客様、株
主、従業員、地域社会のために長期的にポジティブな結果を創出す
ることを意味します。
これは私たちの姿勢を表し、私たちの目的と価
値を強化する1つの方法です。
バークレイズの企業市民活動計画は、私たちが最も影響力を持つと
考える3つの分野－ビジネスのやり方；成長への貢献；地域社会への
支援－に対するグローバルな目標で構成されています。
バランスト・スコアカードは2015年計画のコミットメントに基づく11
基準のパフォーマンス評価を示しています。
私たちは現在、2016年以降の企業市民活動戦略を策定しており、今
後もステークホルダーにアプローチを公表していきます。
詳細は「Citizenship Data Supplement 2014」をご参照ください。

注
a 2012年－2014年の累積パフォーマンス
b 2013年数値を調整：従来は炭素排出が5.2%、実習参加者が1,153人。詳細は
「Citizenship Data Supplement 2014」10ページをご参照ください。

ビジネスのやり方
私たちは2013年に従来の複数の行動規範を1つの文書「The Barclays
Way（バークレイズ流）」にまとめ、2014年にこれを更新しました。従業員
のThe Barclays Wayスコアは2014年に目標水準である98%（2013
年：85%）に到達しました。
企業市民活動のレピュテーション・トラッカーは（政治、
メディア、ビジネ
ス、NGOおよびその他セクターの）世界のステークホルダーを対象に
2014年に実施されたバークレイズについての2つの調査に基づいてい
ます。平均スコアは5.1/10で（2013年：4.9/10）、各項目が全般的に改善し
ました。

2014年末時点の企業および政府の資金調達の支援額は合計で2兆
4,870億ポンドと、2015年末の目標として設定した2兆ポンドを大幅に上
回りました。
銀行は資本フローを環境保護や社会的に有益な活動に振り向ける重要
な役割を担っています。私たちは2014年に世界のクリーン・エネルギー
およびクリーン・テクノロジーセクターの59億ポンド（2013年：40億ポン
ド）の資金調達を支援しました。
グリーンボンドは環境に配慮したプロジ
ェクトの資金調達方法の1つとして引き続き成長しました。私たちはグリ
ーンボンド原則に署名し、MSCI Incと連携してグリーンボンド・インデッ
クスを開発しました。2015年11月までにグリーンボンドに最低10億ポン
ドを投資し、流動性資産バッファーの一部とする計画です。

2012年基準に対するグローバルベースの炭素排出は、
プログラムおよび
政策の実行による業務エネルギー効率の向上、出張の合理化と資産ポ
英国におけるバークレイズでの実習参加者は累計で1,734人にのぼり
ートフォリオの大幅な削減を背景に21.7%減少し、2015年の目標を10% （2013年：1,233人）、2015年末の目標として設定した2,000人の達成に
上回りました。
向けて順調に推移しています。私たちはこのほかにも若者の就業準備を
支援する
「LifeSkills」
プログラムをはじめ、雇用される能力を高めるため
私たちはキャッシュフローの重要性を理解し、取引先の支払いに遅れが
の幅広い取り組みを支援しています。
生じないよう努めています。2014年の金額ベースの期限内支払率は85%
でした。
成長への貢献
500万人の若者の就業希望を実現するプログラムの一環として、私たち
成長への貢献
は主要な慈善団体やNGOのパートナーと連携して500万人の恵まれな
企業市民活動計画の一環として、私たちは2015年末までに家計と中小企
い若者が潜在能力を発揮できるようにスキル習得支援を行ってお
業に対しそれぞれ1,500億ポンド、500億ポンドの新規／継続融資を実
り、2015年末までに地域社会に2億5,000万ポンドを投じる計画で
行する計画です。2014年末時点の融資額は累積ベースでそれぞれ1,077
す。2014年末時点で投資総額は2億ポンド近くにのぼり、400万人以上の
億ポンド、385億ポンドでした。
若者が私たちのプログラムに参加しています。
小規模事業者が自信を深めるための一助として、私たちは159,700人に
ビジネス面でアドバイスするとともにセミナー、ツール、
クリニック、
ワー
プログラムおよび様々な事例の詳細はbarclays.com/
クショップを通じて支援をしました。
これは2015年末の目標として設定し
citizenshipをご参照ください。
グローバル・レポーティング・イニ
た120,000人を大幅に上回る水準で、
アフリカでのプログラム数の増加
シアティブのG4ガイドラインに準拠した詳細な開示情報は
を反映しています。
「Citizenship Data Supplement 2014」をご参照ください。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

業務遂行
常に誠実に行動します
Lorem ipsum
企業のために
バランスト・スコアカード基準

2013年
実績

2014年
実績

2018年
目標

コンダクト・レピュテーション
（YouGov調査）

5.2/10

5.3/10

6.5/10

誠実な業務遂行に注力し、お客様に適切な商品とサービスを提供しま
す。






当グループは2014年に特定行為に関連して引き続き多額の費用を計上
し、支払保障保険（PPI）に係る12億7,000万ポンドを含む顧客補償の追
加引当繰入額は15億1,300万ポンドとなりました。
また、当グループの不
適切な業務遂行が損失を招いたとの主張に基づく訴訟および規制措置
のプロセスが現在も続いています。外国為替に関する業務に係る様々な
問題の調査が続行中で、関連した集団訴訟が米国裁判所に提起されて
います。2014年12月31日現在の外国為替関連の調査および訴訟に係る
引当金繰入額は12億5,000万ポンドでした。当グループの戦略の実行に
おいてはこうした案件の解消が引き続き重要かつ不可欠です。

正しい方法によって正しく行動することは長期的に持続可能なビジ
ネスリターンの要であり、評判の構築、金融システムへのより幅広い
信頼の確立、将来の補償活動の回避につながります。
業務遂行基準は、ビジネスおよび政治上のステークホルダー、
メディ
ア、NGO、慈善団体、その他の世論形成者を含む多様な人々を対象
にYouGovが実施したコンダクト・レピュテーション調査に基づいて
います。
2014年の業務遂行スコアは2つの調査に基づいて測定されており、
それぞれ2,000人を対象に、信頼性、透明性、従業員福利厚生、質、お
客様への価値に関して質問されています。

う、私たちは正確かつ積極的に説明を行います。


私たちはお客様のあらゆる不利益や不満足に迅速かつ公正に対応し
ます。



私たちは個人データのプライバシーを守ります。



私たちは市場の不正利用行為を実行、助長しません。



私たちは犯罪行為を実行、助長しません。

バークレイズの「コンダクト指数」の平均スコアは昨年とほぼ同水準の5.3
（2013年：5.2）
で、指数の全要素において小幅な改善がみられました。
こうした問題に対応すべく、
コンダクト・プログラムではお客様と市場か
らの信頼性をビジネスの中心に据え、お客様の結果を中心に考えるため 2018年目標の6.5の達成に向けた進捗は、想定しているペースよりも遅
いものの、
これは旧来からの問題の影響によってコンダクト管理を改善
ツールの開発と設計に取り組んでいます。
させる措置の効果が相殺されているためです。2015年は旧来からの不
 ガバナンス
：取締役会レベルの監督（取締役会コンダクト、オペレーシ
良資産問題の影響がさらに増大すると予想されますが、バークレイズは
ョナル・アンド・レピュテーション・リスク委員会を2013年に設置）を含
すべてのステークホルダーに対する責任を明確に認識し、目的と価値に
むコンダクト・リスクのガバナンス・アレンジメント、
トレーニング、
コミ
従ってこれらの問題の解消に努めます。
ュニケーションの向上によりビジネスモデル、商品設計、顧客サービス
がお客様に好ましい結果をもたらし、市場の信頼性維持を目指してい
ることを示します。


戦略策定および意思決定：バークレイズは戦略策定と意思決定のプロ
セスにおいてコンダクト・リスクを勘案するようにしています。

私たちはグローバルベースでビジネスのコンダクト・リスクの評価方法
を見直し、改善、発表しました。上級幹部は意思決定の中心にお客様を
据え、
コンダクト・リスクに関する10項目に恒常的に取り組みます。












お客様の利益を戦略、計画、意思決定、判断の中心に据えることが私た
ちの企業文化です。
お客様のニーズに見合った商品とサービスを提供すると共に、お客様
に不利益をもたらさぬようにすることを通して、お客様と長期的な関
係を構築することが私たちの戦略です。

お客様の電子メール
の安全性への
取り組みを強化
しています

私たちはお客様、お客様の業界、市場に不利益をもたらしたり、悪用し
ません。
また市場での競争を歪めません。
私たちはコンダクト・リスクを積極的に特定し、
これらが具現化する前
に適正に管理し、問題を上層部に伝え、問題が拡大する前に、迅速に
対応します。
私たちの商品、サービス、販売チャネルはお客様のニーズに対応し、価
値、
アクセスの容易化、透明性の向上を図るように設計、監視、管理さ
れています。
私たちはお客様のニーズに沿った期待に応えるバンキング商品とサ
ービスを提供します。お客様が購入商品やサービスを理解できるよ

barclays.com/annualreport

お客様のお金と情報の保護において
「慎重過ぎる」
ことはありません。
私たちは1つのクリックミスをも見逃さぬよう電子メールの自動チェッ
カーを採用し、潜在的なリスクの特定に努めています。
 務遂行およびレピュテーション・リスクの監視および管理、取
業
締役会によるレビューの詳細な情報についてはbarclays.com/
annualreport「Annual Report 2014」211ページをご参照くださ
い。
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「選ばれる
（‘Go-To’ bankになる）
」ために
進捗状況

会社
効果的なリスク管理と持続可能なリターンの創出を目指します
Lorem ipsum
業務遂行のために
バランスト・スコアカード基準
（バークレイズPLCグループ）

2013年
実績

2014年
実績

株主資本利益率（調整後）

4.1%a

5.1%

CRD IV完全施行ベースのCET1
比率

9.1%b

10.3%

を当該年度の非支配持分およびその他の株主持分を除いた平均株
主資本で除して算出されます。株主資本は株式資本、利益剰余金お
よびその他準備金で構成されます。

2018年
目標

株主資本
コスト超
>11%

a 米国リーマンの買収から未だ回収されていない資産に関連する2013年度第2四半期
の2億5,900万ポンドの利益を調整項目として取り扱うことにより4.5%から修正されま
した。
b 2014年のCRD IV完全施行ベースの発表を受けて9.3%から修正されました。

CRD IV完全施行ベースのCET1比率
 CRD IV完全施行ベースのCET1
（普通株式Tier1）比率はバークレイズ
の資本力と耐久力を表します。規制当局の最低資本要件を上回る自
己資本を確保することにより、厳しい経済環境下でもお客様とすべて
のステークホルダーにとって銀行の安全性を高めることができます。


c 2014年5月のストラテジー・アップデートで10.5%から修正されました。

調整後株主資本利益率（ROE）
 調整後株主資本利益率は組織の株主に対する長期的に持続可能な
リターン創出能力を表します。


調整後ROEは、当該年度の親会社の普通株主に帰属する調整後利益

会社の基準は、厳しい経済環境下でも銀行が安全に運営できるように適
正な自己資本水準を維持し、持続可能な方法で長期的に株主に対する
容認可能なリターンを実現することに重点を置いています。
持続的に株主資本コストを上回るROEを実現するという私たちの主要な
目標に変わりなく、
これは2018年の目標と一致しています。
自己資本要件充足のプロセスは最終段階に差し掛かっており、当グルー
プは2016年に11%を超えるCRD IV完全施行ベースのCET1比率の達成
を目指しています。
調整後ROE
調整後ROEでは、重要ではあるものの根本的なビジネス・パフォーマン
スを反映していない項目が除外されています。
これらの項目については
32ページをご参照ください。
当グループの2014年の調整後ROEは5.1%に上昇しました（2013年：4.1
%）。
これはインベストメント・バンク部門の減益およびアフリカ・バンキ
ング部門の決算に悪影響を与えた為替変動により一部相殺されたもの
の、パーソナル・アンド・コーポレート・バンキング、バークレイカード、
ノ
ンコア各部門の業績改善により調整後税引前利益が12%増加して55億
200万ポンドとなったことを反映しています。
コア部門のROEは9.2%に低下しました（2013年：11.3%）。
グループおよ
びコア部門のリターンは株主資本コストを下回りましたが、
リスク調整後
資産の350億ポンドの減少を主因に、
ノンコア部門によるグループの
ROE低下への影響度は4.1%に改善しました（2013年：7.2%）。



この比率はプルーデンス（健全性）規制機構（PRA）がCRD IV（EUによ
る自己資本の適切性および流動性の要件指令）に則って定義したリ
スク調整後資産に対する自己資本の割合を表すもので、銀行および
預金取扱機関の監督を管理する規制上の枠組みの一環です。
その他の4項目（お客様、従業員、企業市民活動、業務遂行）の設定目
標の達成は企業目標の達成に寄与します。

完全施行ベースのCET1比率
バークレイズの資本管理は、規制当局の最低要件を上回る自己資本を
確保し、
グループのリスク選好度を順守し、
グループの信用格付けを支え
るための十分な資本の源泉を維持する一方、資本の源泉の水準、構成、
事業への配分を慎重に最適化することによって株主価値を最大化するこ
とを目的としています。
当グループの2014年のCET1比率は、業務遂行問題に関連した引当金の
追加繰入にもかかわらず、120ベーシス・ポイント上昇して10.3%と引き
続き規制要件を上回り、目標水準の達成に向け大幅に前進しました。
ノ
ンコア部門のリスク調整後資産が350億ポンド減少したことが2014年の
改善の主な要因でした。
当グループは2018年のCET1比率目標の達成に向けて順調に前進してい
ます。
コア部門ではROEを高める成長機会に資本を配分し、
ノンコア部門
では引き続き資本創出とリスク調整後資産の削減を図る方針です。

Pushpak：革新的システムのグロ
ーバルな特許取得を目指す

当グループは2015年の株主資本コストを10.5%と見込んでいます。

私たちは数百の携帯端末で新しいアプリをテストする自動システムを
開発しました。
これによりお客様は私たちのモバイルの新技術を迅速
かつ安全に使えるようになります。

 務パフォーマンスの詳細ならびに損益計算書と貸借対照表
財
の要約は32－34ページをご参照ください。
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「選ばれる
（‘Go-To’ bankになる）
」ために
進捗状況

事業部門の活動は、
「選ばれる銀行（‘Go-To’）
」ための道のりを示しています
ipsum
パーソナル・アンド・コーポレートLorem
・バンキング

バークレイズ・グループ
構造、市場およびフォーカス
パーソナル・アンド・
コーポレート・バンキング

バークレイカード

アフリカ・バンキング

インベストメント・バンク

18-19ページをご参照ください

19-20ページをご参照ください

21-22ページをご参照ください

22-23ページをご参照ください 24ページをご参照ください

▪ 英国リテール

▪ 英国カード

▪ リテール・アンド・ビジ
ネス・バンキング、
カ
ードおよび保険

▪ バンキング

▪ コーポレート・
バンキング
▪ ウェルス

▪ 米国カード
▪ 欧州カード
▪ ビジネス・ソリュー
ション

▪ コーポレート・アンド・
インベストメント・バ
ンキング

バークレイズ・ノンコア

▪ 欧州リテールおよび
コーポレート事業を
含む主要な非戦略的
ビジネス

▪ マクロ
▪ クレジット
▪ 株式

▪ 非戦略的な長期企業
融資などの証券およ
びローン

▪ ウェルス

▪ 規制の影響を受ける
デリバティブ

個人

個人

個人

個人

個人

中小企業

中小企業

中小企業

中小企業

中小企業

企業

企業

企業

企業

企業

金融機関および銀行

金融機関および銀行

金融機関および銀行

金融機関および銀行

金融機関および銀行

ソブリンおよび
政府系機関

ソソブリンおよび
政府系機関

ソブリンおよび
政府系機関

ソブリンおよび
政府系機関

ソブリンおよび
政府系機関

お客様の種類を青色で表示

私たちは2014年5月8日に、
よりシンプルで、集中し、バラ
ンスのとれた強固な構造に組織変更しました。各事業部
門はそれぞれ異なったビジネス機会とフォーカスを持
ち、
グループ全体の戦略に寄与します。

barclays.com/annualreport

以降のページでは新たな各事業部門の業務内容、各部門が提供する
商品、サービスを提供する市場のほか、バランスト・スコアカードへの
貢献を通じてバークレイズのビジネスモデルにいかに価値を付加す
るかについて詳細に説明します。
それぞれの事業が「選ばれる
（‘Go-To’）」のようになる方法は異なって
います。例えば、パーソナル・アンド・コーポレート・バンキング部門の
従業員の多くはサービス拠点を通して業務を遂行し、
アフリカ・バンキ
ング部門の従業員は発展途上のアフリカ大陸に銀行の基本インフラ
を提供しています。
したがって、11ページに示したように、各事業部門
のバランスト・スコアカードへの貢献はグループ全体のバランスト・ス
コアカードとは異なっています。以下のページに示した基準は各事業
部門がそれぞれの方法でいかに貢献しているかを表しています。
アフ
リカ・バンキングのバランスト・スコアカードは、南アフリカの上場会社
であるバークレイズ・アフリカ・グループ・リミテッドのバランスト・スコ
アカードを反映しています。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

パーソナル・アンド・
コーポレート・バンキング
Lorem ipsum
各部門の事業

「私たちはすべての行動に際し、
お客様を中心に考え、
「選ばれる
（‘Go-To’）
」金融パートナーになる
という目標に向かって前進してい
ます」
パーソナル・アンド・コーポレート・
バンキング部門統括責任者
アショク・ヴァスワニ

パーソナル・アンド・コーポレート・バンキングは、伝統的
な英国の銀行業界を変える可能性を持つ力があります。
個人、モーゲージ、
コーポレート、
ウェルス事業をリードし、
質の高いサービスを提供できる体制を整えています。
事業内容
パーソナル・アンド・コーポレート・バンキング（PCB）は個人および企業の
基本的なバンキング・ニーズ（お金の保管、受取り、支払いなど）に安全で
信頼性が高く、法律に沿った方法で対応するバンキング・サービスを提供
しています。
PCBはパーソナル・バンキング、
モーゲージ、
コーポレート・バンキング、
ウ
ェルスの主要4事業で構成されています。

パーソナル・アンド・コーポレート・バンキングのバランスト・スコアカー
ドへの貢献
お客様
 銀行への苦情総数は引き続き前年に比べて減少しまし
た。お客様により高い透明性を提供するため、私たちは金
融行動監視機構（FCA）の要請の2倍の頻度で苦情件数を
公表しています。
 法人顧客の満足度調査で第1位に選ばれましたa 。
 デジタルのイノベーション
：
「Barclays Mobile Banking」
ア
プリのダウンロードは370万件、
「Pingit」のユーザーは220
万人を超え、10億ポンド以上の決済が行われました。
従業員
 世界の従業員数は4万人を超え、
女性上級管理職比率は
20%です。
企業市民活動
「Digital Eagles」
プログラムを通してお客様と地域社会が
デジタル知識を深めるためのサポートをしています。
Digital Eagles任命スタッフ数は2万3,000名を超えていま
す。
 ダイバーシティとインクルージョンの支援－だれもが私た
ちの商品とサービスに確実にアクセスできるように取り組
んでいます。
業務遂行
 お客様にポジティブな結果を提供することに主眼を置き、
パーソナル・アンド・コーポレート・バンキング全体にコン
ダクト・リスク・フレームワークを浸透させています。
 ビジネスにおけるリスクに対する理解をより深めるためコ
ンダクト・リスク・トレーニングを開始しました。
企業
グループに対する寄与
2014
2013
2012
収益（百万ポンド）
8,828
8,723
8,579
調整後税引前利益（百万ポンド）
2,885
2,233
2,455
調整後株主資本利益率（%）
11.9
9.7
11.1
貸倒率（ベーシス・ポイント）
21
28
30
顧客に対する貸付金（十億ポンド）
217
212.2
203.8
顧客預り金（十億ポンド）
299.2
295.9
256.4
注
a Charterhouseの顧客満足度調査









収益合計は残高の増加とパーソナル・バンキ
ングおよびモーゲージの預金利ざやの改善
を反映し前年に比べ1%増加しました。
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コーポレート・バンキング：包括的な取引と持続的なサービスで、新興
企業からFTSE 100企業、世界最大級の企業に至るまで英国および世界
の100万社近いお客様をサポートしています。
ウェルス：3万6,000の富裕層および超富裕層のお客様にウェルス・マネ
ジメントおよび投資管理サービスを提供しています。

私たちは日常的な取引の自動化や取引手段の多様化（店舗、電話、
デジタ
ル）によってお客様とのやりとりを引き続き進化させています。私たちはデ
ジタル革命の最前線に位置し、
「Barclays Mobile Banking」
、
「Pingit」
、
「Voice Biometrics」
、
「Video Anywhere」などのイノベーションを通じてグ
ローバルにバンキング・サービスを変革しています。
デジタル革命はお客様の生活やビジネスを変革しました。私たちはカスタ
マー・エクスペリエンスを注意深くモニターし、先進的、効率的で新しいバ
ンキング・エクスペリエンスをお客様に提供します。現場の従業員はすべ
てのお客様がこうした変化から取り残されることのないように支援してい
ます。
私たちは人々がインターネットをより容易に利用できるように、
「Digital
Eagles」
プログラムを通じて安全性の不安解消を手助けしたり、
機能を
紹介したりしています
（
「iPad」の使用方法、
ウェブページの検索方法、
「Skype」
でのコミュニケーション方法など）
。









88億2,800万ポンド

モーゲージ：高度な自動化を強みとして、150万人以上のお客様に住宅
ローンサービスを提供しています。

私たちはパーソナル・バンキング、
モーゲージ、
コーポレート・バンキング、
ウェルスの各サービスをシームレスにつないでお客様の目標の実現を手
助けしています。PCBの独自の構造により、私たちはお客様同士の関係を
構築し、売り手と買い手を結び、お客様の取引や相互の取引の拡大を支援
することが可能です。

グループの収益合計に対する寄与

百万ポンド

パーソナル・バンキング：1,600万人のお客様にシンプルなバンキング
商品を提供し、
日常的な取引の自動化とスタッフによるお客様の重要な
取引のサポートを通して、お客様との取引の向上に主眼を置いていま
す。

私たちは会話機能付きATMや「SignVideo」などの機能を通じて誰もが
私たちの商品やサービスに確実にアクセスできるようにすることをイノ
ベーションにおいて重視しています。
私たちは若者が就業に必要なスキルを身につけるためのカリキュラム
方式の無料プログラム
「LifeSkills」
を通じて110万人以上を支援してきま
した。
PCBは地域社会やより広範な経済圏も支援しています。2014年には小
規模企業に138億ポンド、家計に203億ポンドの貸付を実行しました。
ま
た、企業市民活動の一環として、私たちが事業を展開する地域社会に貢
献するための、多数の活動に取り組みました。
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「選ばれる
（‘Go-To’ bankになる）
」ために
進捗状況

バークレイカード
ipsum
アフリカLorem
・バンキング
市場環境およびリスク
外部市場やPCBが業務を行う環境は、新たな規制、経済の不透明感、競争
環境の進化、顧客の期待の高まりを背景に変化し続けています。経済情勢
の変化は金利や資産価格に影響を与える可能性があるため、
信用リスク
指標やリスク選好度を注意深くチェックする必要があります。
私たちは先
進的なテクノロジー・ソリューションを活用してインフラの強さを積極的に
テストしています。私たちは市場に順応し、市場とともに進化することに重
点を置いてこれらの変化が軽減され、
リスク選好度の範囲内に収まるよう
にリスクのモニタリングおよび管理を続けています。




既存のお客様により高度なサービスを提供できるようテクノロジー・イ
ノベーションを推進します。
カスタマー・インタラクション方法を見直し、顧客満足度を高め、
カスタ
マー・エンゲージメントを強化します。

2014年度の業績
税引前利益は29%増加して28億8,500万ポンド、平均株主資本利益率は
2.2%上昇して11.9%となりました。
パーソナル・バンキングおよびモーゲー
ジの収益は、手数料収入の減少により一部相殺されたものの、残高の増加
と預金利ざやの改善を受けて1億1,900万ポンド増加し41億5,900万ポン
ドとなりました。
コーポレート・バンキングの収益は35億9,200 万ポンドと
ほぼ横ばいでした（2013年年：36億2,000万ポンド）。貸付金と預金の残高が
増加しましたが、利ざやの縮小により相殺されました。
ウェルスの収益も
10億7,700万ポンドとほぼ横ばいでした（2013年：10億6,300万ポンド）
。英
国事業が伸び、預金利ざやが拡大しましたが、業務対象市場の削減に伴う
大規模な再編の影響で、業務は簡素化されたものの相殺されました。
信用に関する減損費用は22%改善して4 億8,200万ポンドとなり、貸倒率
は7ベーシス・ポイント低下して21 ベーシス・ポイントとなりました。英国経
済の改善、特に一時的な引当金戻入れと英国の大企業顧客の債務不履行
の減少の恩恵を受けたコーポレート・バンキング部門の影響を反映し、減
損は22%改善し4億8,200万ポンド、貸倒率は7ベーシスポイント改善し、
21ベーシスポイントになりました。
営業費用は引き続き7%減少し、54億7,500万ポンドとなりました。支店網
の最適化の一環として正味ベースで72支店を閉鎖したことや、様々なチャ
ネルでのカスタマー・エクスペリエンスの向上および自動化推進に向けた
テクノロジーの向上のための投資を反映しています。PCBは成長機会の特
定のみならず業務効率の向上でも目覚ましい成果を上げました。PCBはシ
ナジーの実現、合理化、
コスト削減と管理強化のためのシステムと手続き
の自動化に引き続き注力しています。
顧客に対する貸付金はモーゲージの伸びとコーポレート・バンキングの
貸出の伸びを受けて2%増加し、2,170億ポンドとなりました。
リスク調整後
資産は2%増加して1,202億ポンドとなりました。顧客預り金は2,992億ポン
ドに増加しました（2013年：2,959億ポンド）
。

「バークレイカードは個人向け決
済サービスのプロバイダーとして
世界のトップ10にランクされ、規
模、
イノベーション、分析、
リスク管
理が成功の重要な要因であるビジ
ネスにおいて総合的な強さを備え
ています」
バークレイカード担当最高責任者
バレリー・ソラノ・キーティング

バークレイカードのバランスト・スコアカードへの貢献
お客様
 新規顧客は360万人増加しました。
 2014年の決済額は2,570億ポンドでした。
 英国でのウェアラブル決済システムの採用や米国での
「Apple Pay」導入サポートにより引き続き決済サービス
の発表をけん引しました。
従業員
 パフォーマンスが高い人材の定着率は94%でした。
 女性上級管理職比率は34%で、
ダイバーシティとインクル
ージョンのリーダー的な存在と認識されています。
企業市民活動
 家計に対する新規／継続貸付は185億ポンドでした。
 Mayor’s Fund for Londonと連携して革新的な慈善事業へ
の寄付システム「Penny for London」を立ち上げました。
「yes2chess」
、
「Apps for Good」を通じて
「5 Million Young
Futures」
プロジェクトをサポートしました。
業務遂行
 顧客基盤が拡大するなか2014年の苦情件数は前年比約
20%減少しました。
企業
グループに対する寄与
2014
2013
2012
収益（百万ポンド）
4,356
4,103
3,816
調整後税引前利益（百万ポンド）
1,339
1,183
1,161
調整後株主資本利益率（%）
16.0
15.5
18.0
貸倒率（ベーシス・ポイント）
308
332
328
顧客に対する貸付金（十億ポンド）
36.6
31.5
28.8
顧客預り金（十億ポンド）
7.3
5.1
2.7

パーソナル・アンド・コーポレート・バンキングの今後の
優先事項
私たちは以下に取り組みます。








PCBのお客様間のつながりを創出・促進します。
マニュアル手続きの自動化によって管理体制を強化しコストを削減
します。

グループの収益合計に対する寄与

簡単で透明性の高い取引手続きの開発によってカスタマー・エクス
ペリエンスと顧客満足度を向上させます。
ビジネス全般に既存の能力、
テクノロジー、知識を拡充します。
新テクノロジーとお客様の取引の改革に焦点を置きながら、お客様
のためのイノベーションに引き続き取り組みます。
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百万ポンド

43億5,600万ポンド
全地域で資産が伸びたことにより収益合計は
前年比で6%増加しました。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

Lorem ipsum

バークレイカードは消費者決済ビジネスの先駆者として、
消費者と事業者に多岐にわたる商品とサービスを提供し
ています。
事業内容
バークレイカードは消費者が望んでいるやり方で購入と支払いを行い、
事業者が希望する方法で販売と受取りを行うためのソリューションを提
供し、双方のメリットを享受できるように両者を結びます。私たちは様々
な地域とディストリビューション・チャネルで業務を展開し、買い手と売り
手の双方にサービスを提供する数少ない消費者決済事業者の1つです。
私たちは多角的なビジネスモデルによって景気サイクルを通じて持続的
にリターンを創出しています。
消費者と事業者はより安全性の高いデジタルおよびオンライン・ソリュ
ーションを採用していることから、私たちは引き続き以下のようにイノベ
ーションを進めています。イノベーションは業界リーダーとしてバークレ
イカードが実績を積み上げてきた分野です。




ロンドン交通局との連携し、2014年9月からロンドンの全交通網ですべ
ての非接触型決済カードおよびデバイスが利用可能となりました。
私たちはウェアラブル「bPay」バンドを導入しました。
これは英国のすべ
てのクレジットカードとデビットカードにリンクした「オープン・マーケッ
ト」の決済商品で、英国の30万台以上の非接触決済端末で利用可能で
す。

「Barclaycard Anywhere」はスマートフォンのテクノロジーを使用して
モバイルカード対応端末にリンクするアプリで、従業員を様々な場所に
配置している中小企業や中規模企業は遠隔カード決済が可能になりま
す。



このほか、私たちはカード利用者への価値提供に重点を置いて、世界の
お客様に業界をリードする以下のプロダクトを提供しました。
「Barclaycard Arrival」は米国旅行に特典を付与するプロダクトで、導入
後わずか21ヵ月間で25万人超のアクティブ顧客、8億2,500万ドル超の
貸付額を達成し、受賞顕彰されました。





私たちは消費者に日々の市場でのベストオファーを提示し、2014年の英
国の残高移行の「ベスト・バイ」
テーブルでトップとなりました。

私たちは明確な価値と信頼性を提供しエモーショナルなエンゲージメン
トを醸成するシンプルなソリューションを提供することにより、消費者決
済市場で「選ばれる銀行（‘Go-To’bank）」になります。
市場環境とリスク
バークレイカードは様々な地域で事業を展開しているため、それぞれの
地域のメリットとリスクを受けます。そうした様々な市場の環境の変化は
金利や為替レートの変動として、あるいは様々なプロダクトや地域的な
サービス提供における競合他社の活動の結果としてマイナス影響をも
たらす可能性があります。
これらの逆風は減損費用の増加や収益の減少
を引き起こし、私たちの信用や市場リスク選好度に影響を及ぼす可能性
があります。私たちは足元の環境を反映しつつ、それぞれのリスク・カテ
ゴリーにおいて適切なリスク選好度の水準を維持します。信用力が適切
な水準にある場合にのみ責任を持って貸付を行っているのはその一例
です。

2014年度の業績
税引前利益は13%増加して13億3,900万ポンドとなりました。2014年の
大幅な伸びは消費者および事業者のビジネスモデルの多角化を反映し
たもので、顧客数は3,000万（2013年：2,600万）に増え、すべての地域で
資産が増加しました。成長は十分に制御されたコスト基盤の下で管理さ
れており、サービスのインソーシング、サイトの統合、デジタル化を通じて
規模に重点が置かれた結果、収益に対する費用の比率は43%に改善し
ました。厳格なリスク管理を反映して30日超延滞率は安定的に推移し、
貸倒率は低下しました。多角化された規模の大きいビジネスモデルの効
果で、平均株主資本利益率は16.0%（2013年：15.5%）に上昇しました。
収益合計は英ポンドに対する米ドル（平均）の下落によって一部相殺さ
れたものの、英国の消費者および事業者事業、
ドイツ事業、米国事業の
伸びを反映して6%増加し、43億5,600万ポンドとなりました。




純利ざやは8.75%（2013年：8.99%）に低下しました。資金調達コストの
減少によって一部相殺されたものの、商品構成の変化とプロモーション
活動の影響が主な要因です。
手数料収入純額は決済件数の増加を反映し、2%増加して12億8,600万
ポンドとなりました。

信用に関する減損費用は資産の増加と免除措置に対するカバレッジの
強化を反映し、8%増加して11億8,300万ポンドとなりました。
営業費用合計は英ポンドに対する米ドル（平均）の下落のほか、サービ
スのインソーシング、サイトの統合、デジタル化による節減で一部相殺さ
れたものの、Transform達成費用を反映して1%増加し、18億7,400万ポン
ドとなりました。
貸付金は全地域の伸びを反映して16%増の366億ポンド、
リスク調整後
資産は12%増の399億ポンドとなりました。顧客預り金は米国の預金調
達戦略を反映して43%増の73億ポンドとなりました。

バークレイカードの今後の優先事項
バークレイカードの戦略的意図は力強い成長を実現し、バークレイズ
が「選ばれる銀行（‘Go-To’bank）」になるための貢献をすることです。
私たちは以下の事柄に取り組みます。










効率性とスケールメリットを活かすことができる分野を選択的に拡
大します。
私たちの強みがすでに認識されている市場セクターと地域で事業
の発表を加速するため投資を行います。
持続可能な関係性を構築し、私たちのスキルを活用して地域社会
を支援します。
私たちの商品とサービスが常に業界をリードする透明性を確保す
るよう努めます。
買い手である消費者と売り手である事業者に革新的なサービスを
提供し、決済業界のパイオニアであり続けるよう努めます。

私たちの今後の成長計画は戦略を拡大、実行するにあたり執行リスクを
伴う可能性がありますが、多角的なビジネスモデルは上述のリスクによ
る潜在的な影響を抑制し、新たなビジネス機会を切り開きます。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

アフリカ・バンキング
Lorem
ipsum
インベストメント
・バンク

「アフリカ・バンキングはアフリカに
専門性とお客様を導く一方、
アフリカ
のお客様にグローバル市場へのアク
セスを提供することで、
アフリカの経
済発展を支援しています」
アフリカ・バンキング担当最高責任者
マリア・ラモス

アフリカ・バンキングはバランスト・スコアカードにいかに貢献したか
お客様
 リテール・
アンド・ビジネス・バンキングおよびウェルス、イ
ンベストメント・マネジメントおよび保険：Relationship Net
Promoter Score®で第4位にランクされました（2018年目
標第1位）。
 コーポレート
・アンド・インベストメント・バンキング：クラ
イアント・フランチャイズ・ランクに対する寄与の複利年平
均伸び率は13%でした（2018年目標11%）。
従業員
 従業員の持続的エンゲージメント
・スコアは73%でした
（2018年目標84%）。
 女性上級管理職比率は29.6%でした
（2018年目標35%）。
 南アフリカにおける黒人上級管理職比率
（雇用機会均等）
は32.2%でした（2018年目標60%）。
企業市民活動
 セミナー、
ツール、
トレーニングを通じて中小企業42,876社
を支援しました。
 実習/研修プログラム参加者は824人でした。
 地域社会に1,000万ポンドを投資し、
14,000人以上の従業
員がボランティア活動に参加しました。
業務遂行
 コンダクト
・レピュテーション（YouGov調査）
：7.4/10a
（2018年目標7.7/10）。
企業
グループに対する寄与
2014
2013
2012
収益（百万ポンド）
3,664
4,039
4,314
税引前利益（百万ポンド）
984
1,049
1,019
調整後株主資本利益率（%）
9.3
8.1
7.2
貸倒率（ベーシス・ポイント）
93
128
158
顧客に対する貸付金（十億ポンド）
35.2
34.9
41.2
顧客預り金（十億ポンド）
35
34.6
39.7

アフリカ・バンキングは総合的な金融サービスを提供する
多角化された事業部門です。
事業内容
私たちはリテール・アンド・ビジネス・バンキング、
コーポレート・アンド・イ
ンベストメント・バンキング、
ウェルス・マネジメント、保険の各分野の商
品およびサービスをアフリカの約1,200万のお客様に総合的に提供して
います。
アフリカの12の市場における長年の実績とバークレイズ・グルー
プとのグローバルな連携により、私たちはアフリカ市場についての深い
知識や同市場におけるプレゼンスをグローバル・バンクのノウハウやサ
ポートと結合させてサービスを提供しています。私たちはお客様の目標
の実現を手助けすることでアフリカの発展に重要な役割を果たしていま
す。
アフリカは世界で2番目に高い成長を遂げている大陸で、非常に力強い
長期的な経済成長力を有しています。
グローバルな商品知識と地域に関
する専門知識、広範囲に確立したプレゼンスといった総合力が私たちの
競争上の強みです。私たちはこうした優位性を活かしてお客様に実質的
なメリットを提供し、
アフリカにおいて選ばれる銀行になることを目指し
ます。私たちはこうした戦略を実行する際に、
リテール・アンド・ビジネス・
バンキング業務の改善、
コーポレート・バンキングのアフリカ全土での基
盤拡大、
ウェルス・マネジメント、
インベストメント・マネジメント、保険の
アフリカ全土でのサービス拡大、従業員への投資および能力向上に重点
的に取り組み、私たちが事業を展開するアフリカ5大市場（南アフリカ、
ケ
ニア、
ガーナ、ボツワナおよびザンビア）
での収益が「トップ3」に入ること
を目指します。
市場環境およびリスク
鉱山ストライキの長期化、エンジニアリング業界のストライキ、慢性的な
電力不足を背景に、南アフリカの経済成長は低迷しました。南アフリカ以
外のアフリカ市場は底堅さを維持しましたが、一部の市場は独自の問題
による影響、金融政策の引き締め、
コモディティ価格の下落を受けて成長
が鈍化しました。
こうした環境の変化は私たちにチャンスとリスクの双方をもたらします。
規制強化と政府介入はコンプライアンス費用を増加させ、ビジネスを複
雑にする一方、業務環境の健全化を促します。
その他のリスク要因として
はマクロ経済の逆風が挙げられます。南アフリカでは消費者の債務水準
が高く、銀行の与信基準が厳しいため、低成長が続くと予想されます。私
たちはリスク特性を管理するため、執行リスクを注意深くモニターし、戦
略的取り組みの進捗を厳重に追跡しています。南アフリカは引き続き私
たちのビジネスの大部分を占めますが、
その他の地域の業務はビジネス
の多角化に寄与し、ポートフォリオの成長性を高める要因となりま
す。2014年の業績にはすでにこれらの効果が現れています。

注
a ボツワナ、
ガーナ、ケニア、南アフリカおよびザンビア

グループの収益合計に対する寄与

百万ポンド
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36億6,400万ポンド
保険金控除後の収益合計は前年比で9%減
少しました。為替変動の影響を除いたベース
では7%増加しました。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

インベストメント・バンク
Lorem ipsum
アフリカ
・バンキング
2014年の業績
2014年のアフリカ・バンキング部門は2016年の財務目標の達成に向けて
順調に前進しました。
アフリカ・ビジネスの収益に占める南アフリカ以外
の地域の比率は22.5%に上昇し、
目標レンジ内に収まりました。
また、私
たちが事業を展開するアフリカ5大市場のうち2市場で収益がトップ3に入
りました。株主資本利益率は9.3%に上昇し、10%超に迫る勢いで推移し
ています。収益に対する費用の比率は事業への投資を反映して上昇しま
した。
私たちは商品のレンジとプロセスを簡素化し、サービスの拡充を通じて
価値を高め、
カスタマー・エクスペリエンスの向上に引き続き努めまし
た。
デジタル分野では多数の新テクノロジーを採用し、南アフリカでは
「Homeowners」
アプリで住宅ローン申請の状況が確認できるようになり
ました。南アフリカ以外では「Barclays Mobile Banking」
を導入しました。
法人のお客様向けにも複数のシステムやインフラを新たに採用し、電子
取引プラットフォーム
「FrontArena」
を11ヵ国で、外国為替プラットフォーム
「BARX」
を9ヵ国で導入しました。私たちのアフリカ・ビジネスの主要市
場である南アフリカ、
ケニア、
ウガンダではフル機能の最新式オンライン・
バンキング・チャネルの稼働を開始しました。
また、私たちは引き続きアフ
リカ全土で保険事業を拡大しています。
報告ベースの保険金控除後の収益合計は9%減少して36億6,400万ポン
ド、税引前利益は6%減少して9億8,400万ポンドとなりました。2014年に
南アフリカランドが英ポンドに対し平均で18%下落したことが、
アフリカ・
バンキング部門の決算ベースの業績変動の主因でした。
業績に関する以下の記述は、特に明記しない限り、恒常為替レートのパフ
ォーマンスに基づいています。税引前利益はコーポレート・アンド・イン
ベストメント・バンキング（CIB）事業およびリテール・アンド・ビジネス・バ
ンキング（RBB）事業の良好な伸びを反映し、13%増加して9億8,400万ポ
ンドとなりました。CIB事業の収益は南アフリカ以外の地域におけるコー
ポレート・バンキング事業の好調とアフリカ全土におけるインベストメン
ト・バンキング取引の改善を受けて力強い伸びを示しました。南アフリカ
のRBB事業では下期に手数料収入純額の伸びが加速し、引き続き業績回
復戦略に進展がみられました。南アフリカ以外の地域のウェルス、
インベ
ストメント・マネジメント、保険事業の収益は取り組みの拡大により大幅
に増加しました。
顧客に対する貸付金はCIB事業の力強い伸びを反映して5%増加しまし
た。顧客預り金はRBB事業の伸びを受けて5%増加しました。
リスク調整後
資産は英ボンドに対する南アフリカランドの下落によって一部相殺され
たものの、貸付金の増加を受けて1%増加しました。

アフリカ・バンキングの今後の優先事項
私たちはバークレイズ・アフリカ・グループ・リミテッドについて、株主
資本利益率を18～20%、収益に対する費用の比率を50%台前半の水
準とする目標を設定しています。
アフリカ・バンキング部門について
は、私たちが事業を展開する5大市場において収益がトップ3に入るこ
とと、収益に占める南アフリカ以外の地域の比率を20～25%に引き上
げることを目指しています。
こうした目標の達成には南アフリカ以外の
地域の成長が重要な課題であることから、私たちは引き続き以下の分
野に重点的に取り組みます。






RBB事業の営業基盤を強化します。

コーポレート事業をアフリカ全土で成長させます。

「2つの自国市場と真のグローバ
ル・リーチを有する独自の立場か
ら、私たちは引き続きお客様の目
標の実現を手助けするためインベ
ストメント・バンクを変革していま
す」
トーマス・キング
インベストメント・バンク担当
最高責任者

インベストメント・バンキングはバランスト・スコアカードにいかに貢献したか
お客様
 ユーロマネーの
「英国におけるベスト・インベストメント・バンク」
を受賞しました。
 グリニッチ・
アソシエイツの「フィクスド・インカム・マーケット・シェ
ア」
で3年連続2位（タイ）にランクされました。
 2014年の世界のM&Aディール上位10案件のうち、
上位2案件を含
む4案件でアドバイザリー業務を提供しました。
従業員
 2014年に新卒常勤従業員400名、
インターン590名を雇用しました。
 女性上級管理職比率は14%でした。
 22のダイバーシティ
・ネットワークを運営し、
メンバー数は8,800人
を超えました。
企業市民活動
 2014年に以下の3つの社会的責任投資プロダクトをローンチしま
した：バークレイズ・ウィメン・イン・リーダーシップ・インデックスお
よびETN；バークレイズ・リターン・オン・ディサビリティETN；バーク
レイズ/MSCIグリーンボンド・ベンチマーク・インデックス。
 2014年にクリーン・テクノロジーの59億ポンドの資金調達を実施し
ました（グリーンボンド資金調達23億ポンドを含む）。
業務遂行
 コンダクト
・リスク委員会を立ち上げ、利益相反、適切性、提案、従業
員に焦点を絞った小委員会を設置しました。
 2014年にフロントオフィスの全従業員の99%超に相当する6,800
名の従業員がコンダクト・カレッジの研修を完了しました。
企業
グループに対する寄与
2014
2013a
2012
収益（百万ポンド）
7,588
8,596
9,104
税引前利益（百万ポンド）
1,377
2,020
2,554
株主資本利益率（%）
2.7
8.2
9.6
貸倒率（ベーシス・ポイント）
82
77
71
収益に対する費用比率（%）
106.3
104.5
93.2
顧客に対する貸付金（十億ポンド） 455.7
438.0
398.5
資産合計（十億ポンド）
注
a 前年との比較可能性を高めるため、米国リーマンの買収から未だ回収されていな
い資産に関連する2013年度第2四半期の2億5,900万ポンドの利益を除いて修正再
表示されています。

グループの収益合計に対する寄与

75億8,800万ポンド

ウェルス、インベストメント・マネジメント、保険事業をアフリカで拡
大します。



多様性と従業員の能力の発展のための投資を行います。
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百万ポンド

収益合計はマーケット・メーキングが困難な
環境や取引活動の持続的な低迷を反映し、前
年比で12%減少しました。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

Lorem
ipsum
バークレイズ
・ノンコア

インベストメント・バンクは世界の企業、政府、機関にアド
バイス、
ファイナンス、
リスク管理ソリューションを提供して
います。
事業内容
私たちは資金を必要とする人々
（企業の成長や新規インフラの構築な
ど）
と投資によるリターンを求める人々の間の資本移動を可能にし、資金
提供や世界の経済成長の促進を通じて大勢の人々の目標の達成を手助
けします。私たちの事業は3つの中核的な部門によって構成されていま
す。






市場部門：株式、債券、通貨および一部のコモディティ商品を含む、資
産クラス全般の執行、
プライム・ブローカレッジ、
リスク管理サービス
の提供。
バンキング部門：M&Aの長期的な戦略アドバイス、
コーポレート・ファ
イナンス、戦略的リスク管理ソリューションの提供。

リサーチ部門：お客様が情報に基づいて投資判断を行うための資産
クラス全般とマクロ経済のリサーチおよび具体的なアイディアの提
供。

2014年の業績
税引前利益は32%減少し13億7,700万ポンドとなりました。
インベストメ
ント・バンク部門は引き続きコストの削減とリスク調整後資産の効率化
を進める一方、オリジネーション主導とする戦略を推し進め、拠点である
英国と米国の市場で主導的地位を構築しています。市場業務ではより簡
素な商品に重点を置くことで既存の強みを活かしつつ、規制変更に対応
します。インベストメント・バンク部門はマーケット・メーキングが困難な
環境や取引活動の低迷が続く状況下で引き続きこうした戦略を実行して
います。
これらの逆風は特にクレジットおよび金利商品に影響を及ぼし、
市場業務全般に収益の減少をもたらしましたが、バンキング事業のパフ
ォーマンス改善とTransformプログラム効果による大幅なコスト削減で
一部相殺されました。
収益合計は英ポンドに対する米ドル（平均）下落の影響を含め、12%減
の75億8,800万ポンドとなりました。


バンキング業務の収益は2%増加し、25 億2,800 万ポンドとなりまし
た。ヘッジの公正価値損失の減少と利息収入の増加が手数料収入の
減少を相殺しました。

市場業務の収益は以下の要因により18%減の50億4,000万ポンドとな
りました。



クレジットの収益はボラティリティの低下と顧客の取引活動の低迷
を受けて17%減少しました。
株式の収益は顧客取引高の減少を受けて11%減少しました。
マクロの収益は上期の顧客取引活動の低迷と為替市場におけるボ
ラティリティの低下を反映して24%減少しました。

私たちはこうした幅広い事業活動を通じてバークレイズの収益およびリ
スクの多様性に寄与し、当グループの他の部門のお客様に市場執行サ
ービスを提供しています。
市場環境およびリスク
ストラテジー・アップデートに基づく改革を経て、私たちはお客様に引き
続き総合的なサービスを提供しつつ、
リターンを向上させる体制を整え
ることが出来ました。
インベストメント・バンクの現在のポートフォリオは市場リスクを抑えた
ものになっています。私たちは市場環境の変化に沿って市場および信用
リスク選好度を引き続き注意深く管理していきます。
ビジネスを取り巻く環境は依然として厳しく、低金利とボラティリティの
低下はインベストメント・バンクに影響を及ぼしています。
自己資本とレ
バレッジの新たな要件を含む構造的な規制変更も相まって、インベスト
メント・バンクのリターン創出力は一段と圧力に直面しています。
新規制や近く実施される規制による変更は引き続き私たちのビジネス
モデルに影響を及ぼすとみられます。特に、英国のリング・フェンスおよ
び米国の中間持株会社の規定順守に伴い、事業の枠組みを構造改革に
適合させることが今後数年間の重要な課題になると考えられます。
加えて、ビジネスは引き続きコンダクト・リスクと訴訟リスクに直面してい
ます。私たちは管理環境体制の一段の強化、企業文化の確立、商品の簡
素化に努め、
これらに関連するリスクの最小化を図ります。

営業費用合計は6%減少して62億2,500万ポンドとなりました。
Transform 達成費用の増加と訴訟および特定行為に係る費用によって
一部相殺されたものの、報酬コストの削減、事業再編、技術基盤および
不動産インフラの持続的な合理化、英ポンドに対する米ドル（平均）の下
落による9%の減少を反映しています。
資産合計はフォワードレートによるデリバティブ金融商品資産の増加と
主要通貨に対する米ドルの上昇を反映し、4%増の4,557億ポンドとなり
ました。
リスク調整後資産はトレーディング勘定におけるリスクの減少を
主因に2%減の1,224億ポンドとなりました。

インベストメント・バンクの今後の優先事項
私たちは以下の事柄に取り組みます。
主要成長分野に投資を行い、特にオリジネーションに重点を置き
ます。







重要顧客に対するオーダーメイド・ソリューションの開発の柔軟性
を維持しつつ、マクロ業務の簡素化と標準化を図ります。

クライアント資本管理チームの一元化を通じてお客様のバランス
シートの活用を強化、最適化します。
すべての資産クラスでテクノロジーと手続きを標準化し、インフラ
コストを大幅に簡素化し削減します。





barclays.com/annualreport

管理環境とコンダクト・リスクへのアプローチを引き続き強化しま
す。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
進捗状況

バークレイズ・ノンコア
Lorem ipsum ・バンク
インベストメント

バークレイズ・ノンコアはバークレイズの非戦略的な資
産および事業の整理を担う部門です。
企業
グループに対する寄与

2013年
2012年
2014 修正再表示 修正再表示

修正再表示
1,050
収益（百万ポンド）
(1,180)
調整後税引前利益（百万ポンド）
(4.1)
調整後株主資本利益率（%）
63.9
顧客に対する貸付金（十億ポンド）
21.6
顧客預り金（十億ポンド）

2,293
(1,562)
(7.2)
81.9
29.3

3,207
220
(1.1)
99.1
31.9

グループの収益合計に対する寄与

10億5,000万ポンド
百万ポンド

保険金控除後の収益合計は2014年の特定の
事業および証券の撤退と圧縮を反映して
54%減少しました。

事業内容
バークレイズ・ノンコア
（BNC）部門はバークレイズの非戦略的な資産お
よび事業の整理を監督し、
コア部門の戦略的成長促進のために資本を
再配分する目的で創設されました。
BNCはバークレイズの顧客戦略に適合せず、成長機会が限定的で規模
が小さい事業や資産、あるいは自己資本規制によって厳しい状況に置か
れている事業や資産を一元的に管理しています。
ノンコア資産はBNCの
下で主要事業、証券および貸付金、デリバティブの3グループに分けられ
ています。
BNCの下で管理されている事業の一部は収益性があり、他の所有者にと
って魅力的な可能性があります。
BNCのすべての事業や資産は売却または圧縮を通じて最終的に撤退に
至ります。資本とコスト基盤の削減はグループのリターンの改善と株主
価値の実現に寄与します。
BNCの基準
私たちは以下の2つの基準に従ってBNCの下で管理すべき事業を決定し
ています。




戦略的適合性：顧客中心型でない事業、
またはバークレイズが競争優
位性を持たない分野の事業。
CRD IV資本に対する利益率およびレバレッジ・エクスポージャーに対
する利益率：中期的に利益率目標の達成が困難とみられる資本およ
び／またはレバレッジ集約型事業。

BNC創設時のリスク調整後資産の約80%はコモディティおよび新興市場
事業の大半、旧来からのデリバティブ金融商品をはじめとするその他の
取引事業、非戦略的事業を含むインベストメント・バンクのノンコア関連
資産でした。インベストメント・バンクのノンコア以外の主なノンコア・ポ
ートフォリオは欧州リテール事業の全部、欧州コーポレート事業の一部、
バークレイカードおよびウェルスのごく一部のポートフォリオで構成され
ていました。
BNCは事業や資産の整理による株主価値の最大化と最大限の純資産の
保全を目的として、明確な統治の枠組みの下で専門管理チームにより運
営されています。
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市場環境およびリスク
BNCの整理の成功は一部外部市場要因に依存します。事業および資産
からの収益、それに関連するリスク調整後資産の額、BNCの構成要素に
対する市場の投資意欲はいずれも市場環境に影響されます。加えて、
リ
スク調整後資産の取扱いについての規制変更はリスク調整後資産の「ス
トック」に大きな影響を与える可能性があります。
これらの要因ならびに
持続的な規制変更は、BNCが事業を行う市場環境が資産圧縮計画にポ
ジティブあるいはネガティブな結果をもたらす可能性があることを意味
します。
BNCは私たちの事業および取引資産に内在するリスクを軽減するため
の強固なリスク管理の枠組みを保持しています。
しかしながら、資産圧縮
目標の達成には、現時点では予見不能な追加的な措置の実行が必要と
なり、追加的な撤退費用や資産縮小計画の方向性の変更が生じる可能
性があります。
私たちはリスク調整後資産の圧縮に重点を置いていますが、
コスト削減
もBNCの重要な課題です。
これらを常に同時に実行することは困難を伴
うかもしれませんが、私たちは規律をもって双方の削減に取り組みます。
2014年の業績
税引前損失は特定の事業および証券の撤退と圧縮が2014年に順調に進
捗したことを反映し、
24%減少して11億8,000万ポンドとなりました。
この結
果、
リスク調整後資産は346億ポンド減少し、
2014年5月8日のストラテジ
ー・アップデートで示したBNCの削減目標に向けて大幅に前進しました。
保険金控除後の収益合計は54%減少して10億5,000万ポンドとなりまし
た。
事業の収益は旧来からのポートフォリオ資産の売却および圧縮と欧州
リテール事業における販売商品の合理化を反映し、27%減少して11億
100万ポンドとなりました。





証券および貸付金の収益は証券の積極的な圧縮とホールセール貸付
ポートフォリオの公正価値評価損を主因に82%減少して1億1,700万
ポンドとなりました。

デリバティブ収益は取引された旧来からのデリバティブ・ポートフォリ
オの資金調達コストおよび前年度の一過性の公正価値評価益を反映
し、3億2,100万ポンド減少して1億6,800万ポンドの損失となりました。



信用に関する減損費用は81%減少して1億6,800万ポンドとなりました。
これは前年度の特定の顧客に対するエクスポージャーに係る一過性の
費用、およびモーゲージ・ポートフォリオの回収と延滞の改善を主因とし
た欧州のパフォーマンスの改善を反映しています。
営業費用合計は人員削減や発表済みの欧州リテール事業の再編の効果
で29%減少し、20億1,100万ポンドとなりました。
資産合計はデリバティブ金融商品資産の増加によって一部相殺された
ものの、旧来からのポートフォリオ資産の圧縮によって8%減少し、4,715
億ポンドとなりました。
リスク調整後資産は346 億ポンド減少して753億
ポンドとなりました。

バークレイズ・ノンコア
（BNC）の今後の優先事項
私たちは以下の事柄に取り組みます。




バークレイズの目的と価値に従ってノンコア事業および資産の撤
退を行い、特に従業員とお客様に関るノンコア事業が撤退していく
上で、バークレイズの目的と価値観に沿ってBNCを経営していきま
す。
BNCの取引資産および事業の株主価値を最大化し、撤退の機会が
ある場合は決断力を持って行動します。



常に強固なリスク管理の枠組みを維持します。



撤退計画に関し、バークレイズのコア事業と連携します。



強いコスト意識を持ってバークレイズ・ノンコア資産の圧縮に臨
み、
グループのコスト削減に貢献します。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
経営の管理

取締役会は明確に優先順位を持っています
強固で持続可能なリターンを生み出す事業を構築
Lorem公正で適切な経済報酬の実施
ipsum

取締役会は、方向性を設定し、監督、管理しています。業務執行を担う経営陣は、独立した立場から抑制と
均衡を図る役割を担っています。

取締役会の役割：

バークレイズの戦略
目標の設定

これら目標を実現でき
るよう、適切な経営陣
の任命と最終的に成功
を持続できる企業文化
の醸成

パフォーマンスのモニタ
リングを通しての一貫
性のある執行の実現

適切なリスク管理と
適正な業務のコントロ
ールの実現

戦略目標の設定
2013年2月に設定した私たちのパフォーマンス上の最重要課題は、持続可
能性のある自己資本コストを上回る株主資本利益率（ROE）
を実現するこ
とです。以降外部環境の大幅な変化に直面し、取締役会はその目標の実
現方法に集中するようになりました。
アントニー･ジェンキンズ率いる経営
陣は、大きな問題とそれに対するいくつかの解決策を取締役会に提示しま
した。取締役会はこれらの提案と観点を確認、検討し、バークレイズを再編
し、一貫したリターンと成長を実現するために業務を再編するという結論
に全員が合意しました。
この結論は2014年5月8日に発表されました。取締
役会として、
この計画に協力して取り組んでいく所存です。

グループ会長によるガバナンス説明
取締役会の最優先事項は、長期的に株主の皆様に高収益
を生み出す持続可能な事業を構築するという明確なもの
です。取締役会の役割はバークレイズ・グループの戦略目
標を設定し、
目標の達成に必要となる経営陣を任命し、パ
フォーマンスを管理することで一貫性のある執行を実現
し、適切なリスク管理と適正な業務のコントロールを実現
することです。

正しい文化の創出
言うまでもなく目標と共にその達成方法も非常に重要です。私たちの目標
は、正しい方法で、正しい価値観を示しながら事業に取り組むバークレイ
ズを創造することです。取締役会は最終的に持続可能性のある成功をも
たらす、
このような雰囲気と価値観の醸成 – 文化の創造 – するに当たり、
中心的な役割を担っています。従って、効果的なガバナンスは単に枠組み
や過程を提供するだけにとどまりません。
これらは人であり、
そうした人々
の関わり方にかかっています。バークレイズが適切な人に経営してもらい、
こうした人たちに適切に報い、
インセンティブを与えるようにすることが重
要です。取締役会コーポレート・ガバナンスおよび指名委員会、取締役会
報酬委員会は、取締役会のこれらの重要な分野を管理しています。

パフォーマンス管理
取締役会は戦略の各項目を継続的に議論し検討しています。
これは構造
改革など更なる規制変更や資本、
リスク、流動性管理方法に及ぼす根本的
な影響という理由からだけではありません。再定義された戦略目標を掲
取締役会は方向性を設定し、監督、管理しています。業務執行を担う経営
げ、取締役会は目下実践と、経営陣が合意した目標の達成の支援に注力し
陣を、独立した立場から抑制と均衡を図るようにする役割を担っています。 ています。中でも取締役会は財務面での目標、
コア業務分野での潜在的な
この関係は達成しようとする事項についての共通的な認識および見解を
成長機会、
インベストメント・バンク業務の継続的な再編、
ノンコア業務の
伴った、お互いの尊重なくしては機能しません。2014年はこの点は充分で
縮小に力を注いでいます。
した。
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リスク管理と統制
バークレイズが直面する主要なリスクに対し包括的な視点を持ち、潜在
的および顕在的なリスクを認識し、それらに対応し、いかなる外因性ショ
ックにも充分耐えられるようにすることは重要です。取締役会レベルのリ
スク委員会はリスク管理を監督し、
リスク選好度とリスク・プロファイルが
長期的かつ持続可能性のある成功を達成するという戦略と一貫性を保
ち、それを支援する上で重要な役割を果たしています。バークレイズの
価値観の実現という観点から、取締役会監査委員会が注力した分野の
一つは、管理手法の評価と統制課題に対する態度に新たな方法を導入
することでした。新たな手法では内部統制環境により高い基準を設ける

と同時に、不十分とされたパフォーマンスによってパフォーマンス評価と
報酬に直接反映されることになります。

グループ会長
サー・デビッド・ウォーカー

バークレイズのコーポレート・ガバナンス
のフレームワーク
取締役会が何をどう取り組んでいくかは、長期的に成功し
続けるための基本的な考えになっています。
これは経営陣
が事業を主導し、合意された戦略を実践していくためのフ
レームワークになっています。
リーダーシップ
取締役会は、正しい方法で正しい業務を実現するために質問、監督、助
言をします。取締役会は将来のリーダーを育てていく必要性に留意し、き
ちんとした継承計画が立案されているようにしなければなりません。
有効性
取締役会が有効に機能するためには専門性、能力、経験、そして見識の
バランスが取れていることが重要です。
また正しい情報を必要な際に入
手できることで、事業がどのように展開され、経営陣がどのように実行す
るかに深く関与することができ、かつ事業が直面しているリスクと問題に
関して充分理解することができます。取締役会、取締役会の委員会、各取
締役は毎年取締役会有効性レビューで検証されます。
リスク管理とコントロール
リスクの理解、管理、継続的なコントロールの改善は戦略目標の実現に
とって重要な課題です。取締役会リスク管理委員会はバークレイズ・グル
ープが長期的な持続的成功を達成するために、
リスクを把握しつつ利益
をもたらすリスクをとることができるよう、積極的にその役割を果たして
います。
報酬
長期的価値の創出の達成とそれに沿った形で報酬は決定されます。
関与
より広い社会的責任の観点から、広範なステークホルダーに対し配慮し
ています。強い関係を維持するため、
ステークホルダーと定期的にかか
わっていきます。

取締役会
サー・デビッド・ウォーカー（75）
グループ会長
アントニー・ジェンキンズ（53）
グループ最高責任者、業務執行取締役
マイク・アシュレー（60）業務執行権のない取締役
ティム・ブリードン（57）業務執行権のない取締役
クロフォード・ギリース（58）業務執行権のない取締役
フルビオ・コンティ
（66）業務執行権のない取締役
サイモン・フレイザー（54）業務執行権のない取締役
ルーベン・ジェフリーIII世（61）業務執行権のない取締役
ウェンディ・ルーカス・ブル（61）業務執行権のない取締役
ジョン・マクファーレン（67）業務執行権のない取締役
（2015年1月1日就任）
トゥーシャー・モーザリア
（46）
グループ財務担当取締役、
業務執行取締役
ダンビサ・モヨ
（46）業務執行権のない取締役
フリーツ・ヴォン・パーシャン（53）業務執行権のない取締役
サー・マイケル・レイク
（67）副会長兼上級社外取締役
ダイアン・ド・サン・ビクトル（60）業務執行権のない取締役
サー・ジョン・サンダーランド（69）業務執行権のない取締役
スティーブ・ティーケ
（68）業務執行権のない取締役
取締役会の多様性
優秀で効率的に働く取締役からなる、優秀で効率性の高い取締役会を
機能させ続けることはわれわれの最も重要な目標です。従って取締役へ
の任命は取役会に必要とされる全体の能力のバランス、経験、多様性を
考慮しつつ実績で判断されます。取締役会は多様性についての方針と目
的を設けており、それはBarclays.com/corporategovernanceに掲載されてい
ます。2015年の終わりまでに取締役会の女性比率を25%にするという目
標に対し、2014年度終了時点の女性取締役は3名（21%）
でした。
性別バランス
2014年12月31日 女性取締役3名（21%）
男性取締役11名（79%）
2013年12月31日 女性取締役3名（20%）
男性取締役12名（80%）
2012年12月31日 女性取締役1名（8%）
男性取締役11名（92%）
 締役会および取締役会各委員会の
取
活動の詳細な情報はbarclays.com/
annualreportに掲載されている2014
年版年次報告書の「Governance」セク
ションでご覧になれます。
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公平で適切な金銭的報酬の提供
財務面目標との調整

「5つのC」に対するパフォーマンスも考慮しました。
2013年度の報奨額の決定は世界全体における上級幹部の高い離職率
を反映したものでしたが、2013年度の結果がポジションの安定化に寄与
しました。引き続き一部で懸念すべき分野がありますが、
これらは一部
の地域にみられるものであり、2014年度の付与決定に与える影響は軽微
です。
収益を調整する観点から、2014年度の報奨プールは全体としてかなり縮
小し、2013年度の報奨プール23億7,800万ポンドに比べ、絶対額で5億ポ
ンド、22%減少しています。
これは調整後税引前利益が前年度比で増加
したことが背景です。報奨プールの削減は全てのコンダクトおよび調整
を含む法定調整後税引前利益の減少に沿ったものです。

取締役会報酬委員会は業績の維持、
リスクとの調整を図
りながら、計上した収益の大部分を株主の皆様に還元で
きるように努力しています。
この方針に従って、2010年から2014年に報奨（インセンテ
ィブ）
プールは47%減少しました。
株主の皆様へ
当委員会は報酬が株主の皆様にとって特に重要で関心の強い分野であ
り、当委員会が株主の皆様のご意見に耳を傾け、考慮することが重要で
あることを認識しています。従って、主要投資家および株主代表グループ
の方々との会合は有益かつ有意義であり、当委員会が2014年に行なった
決定に直接的に影響を及ぼしました。
パフォーマンスと給与
バークレイズ・グループは従業員に当委員会が必要と考える以上の給与
を支払わないものの、実績ベースの給与を支払うことが株主に最も資す
るという原則に沿って議論しています。中期的に株主の価値を最大化す
るという観点から、給与の変動部分の水準の決定を念頭に入れていま
す。
2014年5月に戦略を見直した結果、パーソナル・アンド･コーポレート・バ
ンキング、バークレイカード、
アフリカ・バンキング、インベストメント・バ
ンクの4つの部門からなるコア部門が創設されました。
コア部門はバーク
レイズの将来を担う部門です。同時にバークレイズにとって、戦略的に重
要ではないと考えられる資産を徐々に処分していくことを目的に、
ノンコ
ア部門を設立しました。
再編によりバークレイズ・グループのパフォーマンスは様々な指標で改
善されました。当グループの2014年度の調整後税引前利益は前年度比
12%増の55億200万ポンドになり、堅調な財務パフォーマンスを達成で
きました。パフォーマンスを達成する上で、特にパーソナル・アンド・コー
ポレート・バンキングおよびバークレイカード部門が良好な業績を挙げ
ました。
この業績は、インベストメント・バンク部門の調整後税引前利益
の減少とアフリカ・バンキング部門における為替変動のマイナス影響に
より部分的に相殺されました。業績は持続的に改善しており、バークレイ
ズ・グループがより強固な事業体になっていることを示しています。
当グループの資本状況は大幅に強化され、2014年度末の普通株式等
Tier1（CET1）資本比率は10.3%、
レバレッジ比率は3.7%となりまし
た。Transform達成費用（CTA）を除く調整後営業費用は前年度比18億ポ
ンド減となり、目標に沿って進んでいます。バークレイズノンコアはリスク
調整後資産を3分の1近く減少させ、目標に大きく近づくとともにリター
ンへの負担を大幅に減少させました。
2014年度の変動給与決定に際し、当委員会は給与に、調整後と法定の両
ベースで実現された財務パフォーマンスを適切に反映させるとともに、株
主の皆様へ還元する収益を再調整しました。バランスト・スコアカードの
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報奨プールの前年度比減少の一部は2014年度に「役割給（RBP）」を導入
したことによるものです。
しかし、
この影響を勘案しなければ報奨プール
は2013年度比11%減少しています。2014年度のRBP導入により、同年度
に約2億5,000万ポンド追加引当が計上されました。
これは当グループの
これまでの報酬体系では将来的に発生したものです。
インベストメント・バンク部門の報奨プールは絶対額で24%減少しまし
た。
この減少幅は21%減となった（CTAを除いた）調整後税引前利益を上
回るものです。前述の理由により、RBPの導入は2014年度のインベストメ
ント・バンク部門の収益性に影響を及ぼしました。RBPの影響を除くと、イ
ンベストメント・バンク部門の（CTAを除いた）調整後税引前利益は12%
減少しました。同一ベースでみると、インベストメント・バンク部門のフロ
ント・オフィス報奨プールは12%削減されています。
報酬費用合計は8%減少し、バークレイズ・グループの調整後営業収益純
益に対する報酬の比率は2013年度の38.7%から37.7%に低下しました。
コア部門の同比率は35.7%で50ベーシス・ポイント改善、30%台半ばと
いう目標水準に沿っています。2014年度の当グループ従業員1人当たり
の報奨平均金額は17%減少し、1万4,100ポンド
（2013年度：1万7,000ポン
ド）
でした。
2014年度決定を反映し、報奨プールは2010年度の34億8,000万ポンドか
ら16億2,000万ポンドに47%減少しました。同期間中の調整後税引前利
益はTransform達成費用を除くと18%増加しています。
また、同期間中の
調整後営業収益純額に対する報酬の比率は2010年度の42.4%から2014
年度の37.7%に低下しました。
報酬とリスク
取締役会委員会として、給与をパフォーマンスと結び付け、
リスクおよび
コンダクト・イベントを反映し報酬を調整しています。
リスクおよびコンダ
クト・イベントはパフォーマンス管理プロセスの一部とみなされ、各個人
の報奨決定に考慮されています。全ての従業員はそのパフォーマンスを
目的（「what=何を」）
とバークレイズ・グループの「価値観と行動」
（「how=
どのように」）に基づいて評価されています。バークレイズには個人レベ
ルの不十分なコンダクトを調整する明確なプロセスがあります。
これは
報酬レビューパネルおよび当委員会が監督する、確立されたガバナン
ス・プロセスに基づいています。当委員会は引き続き、必要な場合には
個人の報酬決定および全体的な報奨プールの両方に、必要かつ適切な
調整を行なうことを確実に重視しています。
調査当局機関との解決には至っていないものの、当委員会は進行中の
為替取引調査に関する潜在的な和解について慎重なアプローチを採用
しています。その結果、当委員会は2014年度報奨プールを下方調整しま
した。
しかしながら、当委員会はこの問題を引き続き監視していきます。
リスクおよびコンダクトに関わる事項に説明義務と責任のある、
または
直接的に過失がある個々の従業員は、必要に応じて報酬削減の対象に
するというのが当委員会の考えです。
これには賞与および権利未確定繰
延報酬（すなわち、マルス減額）が含まれています。調査は継続中です
が、調査対象の個人は、バークレイズ・グループの「価値観」および規制
当局を含むステークホルダーの期待に沿って、変動報酬停止の対象にな
ります。直接過失のある現在の従業員については、最高で解雇に至る懲
戒処分の可能性があります。
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規制面の動き
規制上の大きな動きおよび市場からの圧力を背景に、当委員会は2014
年度の変動給与を決定しました。英国に本拠を置くグローバルな組織と
して、バークレイズは適正資本指令（CRD IV）要件を上回る報酬回収（ク
ローバック）に関する英国規制要件を満たさなければなりません。
この規
制は変動給対固定給の最大比率を2対1にするルールの導入を含む欧州
連合（EU）内の動き、並びに「重大なリスク・テイカー（MRT）
」対象者の範
囲拡大に追加させる規制です。
この要件がバークレイズ・グループの世界
全体のMRT対象者に適用されることから、競争上の大きな影響をもたら
します。当委員会は、各地域で安全に経営するために必要とされる主要
なスタッフの採用、維持を懸念しています。
2014年度の業務執行取締役の報酬にかかる重要な変更と決定
業務執行取締役の報酬は引き続きバークレイズ・グループの戦略および
パフォーマンスにきちんと連動されています。
業務執行取締役の2014年度のパフォーマンスを期首に設定された財
務、バランスト・スコアカードおよび個人の指標に照らして検討し、当委員
会はアントニー・ジェンキンズに対して110万ポンド
（最大賞与の57%）
、
ト
ゥーシャー・モーザリアに対して90万ポンド（最大賞与の64%）の年間賞
与を支払うことを決定しました。
より詳しい内容はbarclays.com/
annualreportに掲載されている2014年度版年次報告書の87頁および88
頁に示されています。

ならないとことを認識しており、規制当局および株主の皆様と建設的に
関与していきます。
当委員会の報酬報告書
私はbarclays.com/annualreportに掲載されている2014年度版年次報告
書の77ページから110ページにある当委員会の報酬報告書全文をご覧
になることをお勧めします。報酬報告書（取締役報酬方針を含む部分を
除く）は2015年度定例株主総会で勧告的投票に付されます。
取締役会を代表して

取締役報酬委員会委員長
サー・ジョン・サンダーランド
2015年3月2日

2014年度の全体として堅調だったパフォーマンス、
とりわけグループ戦
略における顕著な進展に基づき、当委員会はこれらの賞与支払いは適
切かつ働きに見合ったものだと考えています。最終的な賞与支払を検討
する際、例えば継続中の外国為替調査を含む重要なグループ全体のコ
ンダクト問題を考慮に入れました。
また、当委員会の決定は、競争力のあ
る給与およびパフォーマンスに基づく給与という原則が、バークレイズ・
グループの最高幹部および当グループの他の従業員に公平に適用され
ています。
当委員会は2015年度の業務執行取締役の固定給を据え置き、同年度中
に減額しないことを決定しました。
アントニー・ジェンキンズの基本報酬
は110万ポンドにとどまり、
また95万ポンドに据え置かれたRBPを受け取
ります。
トゥーシャー・モーザリアの基本報酬は80万ポンドにとどまり、
ま
た75万ポンドに据え置かれたRBPを受け取ります。
当委員会は2014年度中に「長期報奨プラン（LTIP）」を見直しました。当委
員会はパフォーマンス指標を見直し、当該指標がバークレイズ・グループ
の最新の戦略の基となり、当グループ経営陣と株主の利害を調整しまし
た。株主の皆様からの意見を受け、当委員会は2015年度に付与される
LTIP報酬の財務指標は変更され、そのウェイトは60%に引き上げられま
した。バランスト・スコアカードのウェイトは30%に据え置き、貸倒率
（LLR）は引き続きリスク指標にとどまりますがそのウェイトは10%に引
き下げられます。詳細は2014年度版年次報告書の88頁に掲載されてい
ます。当委員会はこのLTIP期間に基づく報酬を、両業務執行取締役に
2014年12月31日現在の固定報酬 額面の120%と決定しました。
当委員会は、2014年度の定時株主総会（AGM）
で承認された取締役報酬
方針の変更を提案しておりません。従って、当委員会の2014年度の業務
執行取締役報酬決定はその承認された方針に合致しています。
この方針
は年間賞与およびLTIP報酬の最高額を、CRD IVの変動給対固定給の最
大比率2対1に制限するものです。
クローバックは2015年1月1日の実施に
より導入されました。欧州銀行監督局（EBA）の手当てに関する見解を受
けて、EBAのさらなるガイドラインが明らかになった段階で、RBPの条件
の修正をしなければならない可能性があります。
2015年度の課題
当委員会は、報酬費用を抑制し、当グループの全従業員がバークレイズ・
グループの「価値観と行動」に沿うと同時に、株主の皆様の長期的な利
益のために、持続的なパフォーマンスを実現するインセンティブの維持
を重視していきます。引き続き報酬とリスクを連動させることは優先事項
です。当委員会は規制環境が変わりつつある中、経営を指導しなければ
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2014年度の報酬
2013年度から2014年度の調整後税引前利益は12%増加したの対し、
当グループの報奨プールは絶対額で22%減少しました。RBPの導入
を調整した場合、当グループの報奨プールは11%の減少となりまし
た。
グループ報奨プール
グループ報奨
プール

18億6,000万ポンド
23億7,800万ポンド
21億6,800万ポンド
25億7,800万ポンド

2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度

34億8,400万ポンド

2014年度の株主に対する収益還元
2013年度から2014年度の間に当グループの報酬費用が8%減少した
のに対し、株主にして支払われた配当金は23%増加しました。
株主
株主に
支払われた
配当金

10億5,700万ポンド
8億5,900万ポンド
7億3,300万ポンド
6億6,000万ポンド

2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度

5億3,100万ポンド
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業務執行取締役
業務執行取締役：2014年度の報酬総額（監査済）
各業務執行取締役に対して業績要件を満たした場合に付与される報酬総額と2013年度の報酬額の実績は以下の通りです。
給与
千ポンド
2014
2013

アントニー・ジェンキンズ
トゥーシャー・モーザリア

役割給
千ポンド
2014
2013

課税対象給付金
千ポンド
2014
2013

年間賞与
千ポンド
2014
2013

LTIP
千ポンド
2014
2013

年金
千ポンド
2014
2013

合計
千ポンド
2014
2013

1,100

1,100

950

–

100

138

1,100

–

1,854

–

363

364

5,467

1,602

800

171

750

–

95

14

900

1,200

–

–

200

43

2,745

1,428

2014年の業務執行役員の合計額が2013年のそれよりも高いのは、
アントニー･ジェンキンズが自発的にボーナスを返上したことと、2013年には現在
の取締役がLTIPに該当しなかった理由によります。
アントニー・ジェンキンズには表にあるように2012年から2014年のパフォーマンス期間にかかる
LTIPが付与されました。
トゥーシャー・モーザリアが2013年10月15日付で取締役に就任したため、彼の2013年の給与、年金、付加給付は受給資格があ
る期間のみのものです。
業務執行取締役に対する各報酬に関する追加情報（監査済）
給与
アントニー・ジェンキンズに対しては、
グループ最高責任者として年間110万ポンドの給与が支払われました。
トゥーシャー・モーザリアに対しては、
グ
ループ財務担当取締役に任命以降、年間80万ポンドの給与が支払われました。
役割給（RBP）
2014年1月1月から、両業務執行取締役はRBPを受け取りました。RBPは四半期ごとに株式で交付され、保有期間制限は5年間で解除されます（毎年
20%）。表示されている価額は交付日の株式の価額です。
課税対象給付金
課税対象給付金には、個人医療保険、疾病時所得補償、税務アドバイス、転居一時帰国関連費用、
自動車手当、業務目的で必要とされる場合の社用
車と運転手の利用が含まれます。
年間賞与
賞与は任意のものであり、通常関連する会計年度の翌第1四半期に付与されます。2014年度の賞与は、各業務執行取締役が財務面（ウェイト50%）
と
バランスト・スコアカード（ウェイト35%）のパフォーマンス指標および個人目標（ウェイト15%）の達成度に関する当委員会の評価ならびにその他の
全ての関連要素の総合的評価を反映しています。
賞与実績の考慮点および根拠の要約は以下の通りです。詳細情報は2014年度版年次報告書の87-88頁をご覧ください。
財務面（ウェイト50%）
財務面のパフォーマンス評価のために採用したアプローチは、それぞれ20%、10%、10%、10%のウェイト
（合計ウェイト50%）が付与された調整後税
引前利益、
（CATを除く）調整後費用、CET1比率（完全施行ベース）およびレバレッジ比率の財務指標全体と通したバランスの取れたパフォーマンス
結果に基づいています。
これに沿って、パフォーマンスは当初、各財務指標の目標範囲に対して未達成（ゼロ%）か達成したか（100%）
で評価されま
す。
この後、当委員会の裁量で、全ての関連要素を考慮の上、適切で最終的な結果が決定されます。
各財務目標が満足された、
またはそれを超えたことから、財務指標に対する現行結果の公式的評価は最大で50%ウェイトを占めています。2016年の
Transform目標に向けて持続的かつ安定した成果が見られ、バークレイズ・グループは全ての2014年度のTransform財務・資本目標を達成しました。
当グループ全体およびコア事業の調整後税引前利益の増加は重点的な経費削減の取り組みによって実現されました。
ノンコア事業の大幅な資産削
減は2014年度を通じてバークレイズ・グループの資本比率およびレバレッジ比率の強化に寄与しました。当グループの調整後税引前利益は12%増
の55億200万ポンドとなりました。CET1比率は10.3%に上昇（2013年度：9.1%）
し、11%超という2016年度Transform財務目標に向け改善しました。
レ
バレッジ比率も3.7%に上昇し、4%超という2016年度Transform目標に近づきました。
バランスト・スコアカード
（ウェイト35%）
バランスト・スコアカードの5つの「C」について評価しました。バークレイズ・グループは本報告書の11頁に2018年度の目標を記載しています。
この
2018年度目標に向けてバランスト・スコアカード全体を通じて着実な成果が見られました。
しかしながら、継続的関与指標および「Relationship Net
Promoter Score」が悪化しました。両指標の動きは主として2014年度中にバークレイズ・グループ内の変化によるものであり、戦略アップデートが社
内の構造改革に影響を及ぼしました。2014年度バランスト・スコアカードの目標値に対するパフォーマンスを評価し、当委員会は最大35%のウェイト
のうち22%を付与することにしました。
個人目標（ウェイト15%）
端的に言えば、
アントニー・ジェンキンズは2014年度を通じて力強いリーダーシップを発揮し、Transformの財務目標の実現および組織全体における
管理環境の改善に全面的にコミットしました。
トゥーシャー・モーザリアは一貫して卓越性を目指して努力し、業績推進と費用目標達成のために必要
なら現状に果敢に取り組みました。当委員会は、各業務執行取締役に対して最大15%のウェイトのうち11%を付与することが適切と判断しました。
要約
パフォーマンスの当初評価結果は両業務執行取締役とも83%でした。当委員会はこれに基づき、全体結果を下げる決断を下しました。
この調整は、
財務パフォーマンスが堅調で、戦略的再編に関しては堅調な成果が見られたものの、重大なコンダクト問題が引き続き法定税引前利益に影響を及
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ぼしたこと、全体的リターン改善のためにはいまだ大きな課題が残されていることなどを考慮し、総合評価としては適切であると判断しました。従っ
て、
この調整には、例えば現在も継続している外国為替取引調査を含め、2014年度にバークレイズ・グループに影響を及ぼした当グループ全体として
の重要なコンダクト問題に対する経営陣の責任も織り込まれています。
この結果、2014年度の賞与はアントニー・ジェンキンズが110万ポンド（賞与上
限の57%）、
トゥーシャー・モーザリアが90万ポンド（賞与上限の64%）
となりました。
両業務執行取締役の2014年度賞与の60%は受給資格3年、毎年3分の1が付与される
「シェア・バリュー・プラン」に基づいて繰り延べられます。20%が
現金で、20%が株式で支払われることになっています。全ての株式（繰り延べの有無にかかわらず）には付与された時点から6か月間の譲渡制限期間
が設けられています。2014年度賞与はクローバック規定の対象であり、加えて、権利未確定の繰り延べられた2014年度賞与は、当委員会が繰り延べら
れた賞与の付与水準を削減（ゼロへの削減を含む）
できるマラス規定の対象です。
長期報奨プラン
アントニー・ジェンキンズの2014年度総額に含まれているバークレイズ・グループのLTIP金額は2012-2014年度パフォーマンス期間について2012年
度に付与されたLTIP報奨に関連して付与される予定の金額です。
トゥーシャー・モーザリアはこの期間、資格がなかったため、総額表中のLTIP金額は
ゼロと表示されています。当該付与は2012年1月1日から2014年12月31日までの期間のパフォーマンスに基づいています。パフォーマンス目標に対し
て達成されたパフォーマンスは以下の通りです。
パフォーマンス基準

ウェイト

貸倒率

30%

企業市民活動指標

10%

リスク調整後資産利益率
（RoRWA）

60%

最低基準

上限100%の付与

年平均RoRWA1.1%に 年平均RoRWA 1.6%
対して報奨の23%を
付与
年平均貸倒率90ベー
年平均貸倒率70ベー
シス・ポイントに対し
シス・ポイント以下
て報奨の10%を付与
バークレイズ・グループ企業市民活動戦略に対
するパフォーマンスは当委員会が評価し、報奨
に対する付与率は0%から10%の範囲で決定さ
れる。

実績値

上限に対する達成度（%）

60 bps

30%

N/A

0%

0.5%

0%

また、LTIP報奨は当委員会が当グループの基礎的な財務健全性が確保されていると判断するために設けている裁量的な基準によっても左右されま
す。当委員会はこの基準は満たされたと判断し、
その結果、報奨総額に基づいて付与される株数上限の30%の範囲内で報奨が付与されるべきと決定
しました。
この株式は2015年5月に付与される予定です。付与される株式の50%（所得税および社会保障拠出金控除後）には付与後12カ月の譲渡制
限期間が設けられています。
年金
業務執行取締役には年金拠出金の代わりとして現金が支払われます。
これは同種の職務にある上級管理職に対する市場慣行です。
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健全な財務基盤を重視

会長および業務執行権のない取締役
業務執行権のない取締役の報酬は、彼らの職責、執務時間、同等の英国大手企業の業務執行権のない取締役に支払われる報酬の水準を反映してい
ます。
会長および業務執行権のない取締役：2014年度の報酬総額（監査済）

会長
サー・デビッド・ウォーカー
業務執行権のない取締役
マイク・アシュレーa
ティム・ブリードン
フルビオ・コンティb
サイモン・フレイザーc
クロフォード・ギリースd
ルーベン・ジェフリーⅢ世
ウェンディ・ルーカス・ブルe
ダンビザ・モヨ
フリーツ・ヴァン・パーシャンf
サー・マイケル・レイク
ダイアン・ド・サン・ビクトルg
サー・ジョン・サンダーランド
スティーブ・ティーケh
デビッド・ブースi
サー・アンドルー・リキアーマンj
合計

報酬
2014年度
2013年度
千ポンド
千ポンド

給付金
2014年度
2013年度
千ポンド
千ポンド

合計
2014年度
2013年度
千ポンド
千ポンド

750

750

19

17

769

767

213
240
37
47
91
160
105
151
80
250
135
190
131
–
–
2,580

39
183
110
140
–
124
25
129
33
220
90
189
–
185
45
2,262

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17

213
240
37
47
91
160
105
151
80
250
135
190
131
–
–
2,599

39
183
110
140
–
124
25
129
33
220
90
189
–
185
45
2,279

業務執行権のない取締役には業務上の理由で負担した経費を支払います。経費に対して生じる税金はバークレイズ・グループが支払います。
会長には個人医療保険および業務目的で必要とされる場合の社用車と運転手の利用が提供されます。
注記
a マイケル・アシュレーは業務執行権のない取締役として2013年9月18日付で取締役会に加わりました。
b フルビオ・コンティは業務執行権のない取締役を辞任し2014年4月24日付で取締役会から退任しました。
c サイモン・フレイザーは業務執行権のない取締役を辞任し2014年4月24日付で取締役会から退任しました。
d クロフォード・ギリースは業務執行権のない取締役として2014年5月1日付で取締役会に加わりました。
e ウェンディ・ルーカス・ブルは業務執行権のない取締役として2013年9月19日付で取締役会に加わりました。
f フリーツ・ヴァン・パーシャンは業務執行権のない取締役として2013年8月1日付で取締役会に加わりました。
g ダイアン・ド・サン・ビクトルは業務執行権のない取締役として2013年3月1日付で取締役会に加わりました。
h スティーブ・ティーケは業務執行権のない取締役として2014年1月7日付で取締役会に加わりました。
i デビッド・ブースは業務執行権のない取締役を辞任し2013年12月31日付で取締役会から退任しました。
j サー・アンドルー・リキアーマンは業務執行権のない取締役を辞任し2013年4月25日付で取締役会から退任しました。

barclays.com/annualreport
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
経営の管理

健全な財務基盤を重視
当グループの資本、流動性および資金調達の強化を継続するために
Lorem ipsum
公正で適切な経済報酬の付与
本ページでは当グループが財務パフォーマンスを監視するために用いたいくつかの指標を詳述します。
2014年度損益計算書に関して
期間ごとの事業パフォーマンスを比較するより一貫したベースを提供す
るため、経営陣は調整後および法定ベースでパフォーマンスを評価して
います。調整後指標は重要ではあるものの、実質的な事業パフォーマン
スを意味するものではないと思われる項目は除外しています。
2014年度
百万ポンド

コア部門税引前利益
ノンコア部門税引前利益
グループ調整後税引前利益
信用に関する減損費用
のれんの減損
支払保障保険（PPI）および金利ヘッジ商品に
係る補償引当金
米国リーマン買収資産に係る利益
外国為替に関連する継続調査および訴訟に係
る引当金
スペイン事業の売却に係る損失
教育、社会的住宅供給および地方自治体
（ESHLA）評価損
法定税引前利益

2013年度
百万ポンド

6,682
(1,180)
5,502
34
–

6,470
(1,562)
4,908
(220)
(79)

(1,110)
461

(2,000)
259

(1,250)
(446)

–
–

(935)
2,256

–
2,868

調整後税引前利益は12%増の55億200万ポンドでした。
コア部門の収益は4%減の246億7,800万ポンドとなりました。インベス
トメント・バンク部門の収益減少とアフリカ・バンキング部門における
為替変動のマイナス影響を反映したものですが、
これはバークレイカ
ードとパーソナル・アンド・コーポレート・バンキング（PCB）部門の成
長で部分的に相殺されました。
ノンコア部門の収益は資産削減と事業
売却に伴い10億5,000万ポンド（2013年度：22億9,300万ポンド）に減
少しました。





コア部門の減損費用は8%減の20億ポンドでした。英国における経済
環境好転および南アフリカ住宅ローンの減損が減少したことを反映し
たものです。
ノンコア部門の減損費用は7億3,200万ポンド減少して1
億6,800万ポンドとなりました。



調整後営業費用合計は9%減の180億6,900万ポンドでした。人員の
5%純減を含むTransformプログラムによる削減および通貨変動が主
因でした。

法定税引前利益は、以下の重要な調整項目を含め、22億5,600万ポンド
（2013年度：28億6,800万ポンド）に減少しました。
バークレイズ・グループのノンコア部門で保有していた公正価値で評
価される教育、社会的住宅供給および地方自治体（ESHLA）貸付ポート
フォリオで9億3,500万ポンド（2013年度：ゼロ）の評価損を計上しまし
た。評価手法に適用される割引率の変更によるものです。



将来的な補償金および関連費用の最新最良推定値に基づく追加の
PPIに係る補償引当金12億7,000万ポンドを計上、PPIおよび金利ヘッ
ジ商品に係る補償引当金が通期で引当金純額が11億1,000万ポンド
（2013年度：20億ポンド）
となりました。







Transform財務目標
バークレイズ・グループ
2016年度のCRD IV完全施行ベースのCET1比
率 > 11.0%
2016年度までにレバレッジ比率 > 4.0%
将来的に配当性向を調整後利益の40-50%
バークレイズ・グループ・コア部門
2016年度までにバークレイズ・グループ・コア
部門の調整後RoE > 12%
2016年度のTransform達成費用を除く調整後
営業費用を145億ポンド未満
バークレイズ・グループ・ノンコア部門
2016年度までにノンコア部門の調整後RoEの
マイナス影響 <（3%）

2014年度
百万ポンド

2013年度
百万ポンド

10.3%
3.7%
38%

9.1%
n/a
42%

9.2%
11.3%
151億500163億7,700
万ポンド 万ポンド
4.1%

7.2%

BCBS 270完全施行ベースのレバレッジ比率
規制要件に従って、2014年6月30日からバークレイズ・グループは当グル
ープの関連レバレッジ比率を算出するためにバーゼル銀行監督委員会
（BCBS）のレバレッジ・エクスポージャーに関する規則270を採用してい
ます。同比率は完全施行ベースのTier1自己資本をBCBS 270完全施行ベ
ースのレバレッジ・エクスポージャーで除して算出されます。
同比率は3.7%（2014年6月30日現在：3.4%）に上昇しました。
レバレッジ・
エクスポージャーが1,200億ポンド減少して1兆2,330億ポンドに減少した
ことおよびTier1自己資本が460億ポンド
（2014年6月30日現在：454億ポ
ンド）に増加したことを反映したものです。
配当性向
配当性向は配当金として株主に支払われる利益の比率であり、取締役会
が決定する1株当たり調整後利益に対する配当金支払いの比率として算
出されます。株主に対する配当金支払い能力は当グループの財務の健全
性を表しています。2014年度の1株当たり配当金6.5ペンス
（2013年
度：6.5ペンス）
で、配当性向は38%（2013年度：42%）
となりました。
Transform達成費用を除く営業費用
Transform達成費用を除く調整後営業費用合計と定義されます。調整後
営業費用はPPIおよび金利ヘッジ商品に係る補償引当金、外国為替に係
る継続調査および訴訟引当金およびのれんの減損を除外しています。
バークレイズ・グループは営業費用を銀行にとって重要な戦略課題と考
えています。Transform達成費用を除く調整後営業費用はグループ全体
で10%の169億400万ポンドとなり、
コア部門では、8%減の151億500万
ポンドとなりました。
バークレイズ・グループのコア部門およびノンコア部門の調整後RoEおよ
びCRD IV完全施行ベースのCET1比率への財務的コミットメントは当グ
ループ企業のバランスト・スコアカード指標に含まれています。詳細は16
ページをご参照ください。

外国為替に係る継続調査および訴訟引当金12億5,000万ポンド（2013
年度：2億5,900万ポンド）を計上しました。
米国リーマン買収資産に係る利益4億6,100万ポンド（2013年度：2億
5,900万ポンド）を計上しました。

2015年1月2日に完了したスペイン事業売却に係る損失4億4,600万ポ
ンド（2013年度：ゼロ）を計上しました。2015年第1四半期末に追加的
累積通貨換算引当金損失約1億ポンドを計上する予定です。
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 記の財務ハイライトは2014年度の
上
パフォーマンスの概要を提供していま
す。バークレイズ・グループの業績に
関する詳細情報はbarclays.com/
annualreportに掲載されている2014
年度版年次報告書の221ページをご
覧ください。
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
経営の管理

順調な財務実績
連結損益計算書

12月31日に終了した年度
継続事業
受取利息
支払利息
利息収入純額
受取手数料
支払手数料
手数料収入純額
トレーディング収益純額
投資収益純額
保険契約に基づく保険料収入純額
その他収益
収益合計
保険契約に基づく保険金および給付金純額
保険金控除後の収益合計
信用に関する減損費用およびその他の引当金繰入額
営業収益純額
人件費
インフラストラクチャー（設備）費用
一般管理費
支払保障保険（PPI）に係る補償引当金
金利ヘッジ商品に係る補償引当金繰入額
当局による為替業務に関する進行中の調査に係る引当金繰入額
営業費用
関連会社や合弁会社の税引後損益に対する持分
子会社、関連会社、合弁会社の売却（損）／益
買収資産に係る利益
税引前利益
税金
税引後利益
以下に帰属するもの：
親会社の普通株主
その他の株主
株主合計
非支配持分
税引後利益
1株当たり利益
基本的普通株式1株当たり
（損失）／利益
希薄化後普通株式1株当たり
（損失）／利益

barclays.com/annualreport

2014年度
百万ポンド

17,363
(5,283)
12,080
9,836
(1,662)
8,174
3,331
1,328
669
186
25,768
(480)
25,288
(2,168)
23,120
(11,005)
(3,443)
(3,621)
(1,270)
160
(1,250)
(20,429)
36
(471)
–
2,256
(1,411)
845

(174)
250
76
769
845
ペンス

(0.7)
(0.7)

2013年度
百万ポンド

18,315
(6,715)
11,600
10,479
(1,748)
8,731
6,553
680
732
148
28,444
(509)
27,935
(3,071)
24,864
(12,155)
(3,531)
(4,286)
(1,350)
(650)
–
(21,972)
(56)
6
26
2,868
(1,571)
1,297

540
–
540
757
1,297
ペンス

3.8
3.7
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「選ばれる
（‘Go-To’）
」ために
経営の管理

健全な資本基盤
連結貸借対照表
Lorem ipsum

資産
現金および中央銀行預け金
他行からの取立中の項目
トレーディング・ポートフォリオ資産
公正価値で測定すると指定された金融資産
デリバティブ
売却可能投資
銀行に対する貸付金
顧客に対する貸付金
リバース・レポ取引およびその他類似の担保付貸付
前払金、未収収益およびその他の資産
関連会社および合弁企業に対する投資
有形固定資産
のれんおよび無形資産
繰延税金資産
未収還付税資産
退職給付資産
処分対象と分類された固定資産
資産合計
負債
銀行預り金
他銀行への未決済項目
顧客預り金
レポ取引およびその他類似の担保付借入
トレーディング・ポートフォリオ負債
公正価値で測定すると指定された金融負債
デリバティブ
発行債券
劣後負債
未払金、繰延収益およびその他負債
引当金
繰延税金負債
未払税金負債
退職給付債務
処分対象と分類されたグループの資産
負債合計
株主資本合計
払込済株式資本および株式払込剰余金
その他の持分商品
その他の剰余金
利益剰余金
非支配持分を除く株主資本合計
非支配持分
株主資本合計
負債および株主資本合計
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2014年
2013年
12月31日現在 12月31日現在
百万ポンド
百万ポンド

39,695
1,210
114,717
38,300
439,909
86,066
42,111
427,767
131,753
3,607
711
3,786
8,180
334
4,130
56
15,574
1,357,906

45,687
1,282
133,069
38,968
350,300
91,756
39,422
434,237
186,779
3,920
653
4,216
7,685
219
4,807
133
495
1,343,628

58,390
1,177
427,704
124,479
45,124
56,972
439,320
86,099
21,153
11,423
4,135
1,021
262
1,574
13,115
1,291,948

55,615
1,359
431,998
196,748
53,464
64,796
347,118
86,693
21,695
12,934
3,886
1,042
373
1,958
–
1,279,679

20,809
4,322
2,724
31,712
59,567
6,391
65,958
1,357,906

19,887
2,063
249
33,186
55,385
8,564
63,949
1,343,628
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株主情報
バークレイズの株式を保有の皆様へ

配当金

主要スケジュール
2015年4月2日

2014年度最終配当金支払日

2015年4月23日

年次株主総会

2015年6月22日a

2015年度第一回期中配当金
支払日

2015年9月14日a

2015年度第二回期中配当金
支払日

当社は将来的に40%～50%の配当性向を目標にしていますが、資本基盤
の強化に注力するために短期的には40%の配当性向を予定しています。
バークレイズ株式の配当金の受取方法
2014年12月31日時点で、バークレイズの株主は配当金を以下の方法で受
け取られています。

%

2015年度第三回期中配当金
支払日

2015年12月4日

a

年次株主総会（AGM）
2015年の年次株主総会は2015 年4月23日
（木）午前11時からRoyal
Festival Hall, Southbank Centre, Belvedere Road, London SE1 8XXで開催
されます。
会長とグループ最高責任者が株主の皆様に対して2014年度の業績と
2015年度の目標を説明いたします。取締役会に対する株主の皆様からの
ご質問を株主総会で受け付ける機会も設けております。
Victoria Embankment

Temple
nd
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小切手
新株

配当金の受取り方法を選択いただけます － 時間を節約し配当金の速や
かな受取りを！
株主の皆様は、配当金の銀行または住宅金融組合の口座への直接振込
みを指定することができます。口座の開設は簡単で、配当金支払い当日に
配当金が口座に振り込まれます。保有株式が2,500株以下の場合には、銀
行または住宅金融組合の口座について、裏表紙に記載してあるEquiniti
連絡先にお電話いただくだけで、迅速かつ簡単に個人情報を更新できま
す。2,500株を超える株式を保有の場合には、株主登録機関Equinitiに書
面を送付してください。
スクリップ配当プログラム
（プログラム）
株主の皆様は同プログラムを通じて配当金を新たにバークレイズの普通
株式に再投資できます。同プログラムの契約条件に関する詳しい情報と
申込書類は当社のウェブサイトから入手することができます（以下をご参
照ください）
。

Stre

et

未請求の配当金
Union Street

当社は、一部の株主の方が株主登録の個人情報を更新していないこと
を認識しています。
このため、2014年度中に、当社への連絡がなく、配
当金の請求がされていない1万4,000人余りのバークレイズ株主を対
象に確認作業を行いました。
その結果、200万ポンドを超える未請求の
配当金が株主に支払われました。

Lambeth North

er
inst

tm
Wes

ge

Brid

d
Roa

詳しくはbarclays.com/agmにアクセスしてください。

325周年を迎えるバークレイズ：特別展示会
バークレイズは2015年に設立325周年を迎えます。
とりわけ数々の金融危
機、国際紛争および農業革命、産業革命そして現在の技術革命を背景に、
長期にわたって事業を継続してきたことは素晴らしいことです。
バークレイズの歴史において最も集中的な変革期の1つが始まって2年が
経過し、私たちはこれまでの道のりを振り返る機会に恵まれました。2012
年からではなく、1690年からの道のりです。
この一助として、
「Barclays：The Business of Banking 1690-1996（バークレ
イズ：1690年から1996までの銀行業務）」の共著者であるレスリー・ハンナ
（Leslie Hannah）教授が2015年の定時株主総会において特別325周年展
示会を主催します。
展示会では、先駆的な国際貿易金融と大規模支店銀行制から世界初の現
金自動預け払い機と携帯型小切手預金技術まで、325年にわたるバークレ
イズの進化を見ることができます。

注記
a 上記の日程は暫定的なものであり、変更されることがあることにご注意ください。
barclays.com/annualreport

銀行口座への振込

詳しい情報は、Equinitiにお問い合わせいただくか、barclays.com/
dividendsにアクセスしてください。
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株主の皆様へのお願い
個人情報の更新のお願い
以下に該当する場合には、Equinitiまでご連絡ください。


転居される場合



銀行口座または住宅金融組合口座の個人情報の更新が必要な場合

「シェアビュー」
メンバーの場合、銀行口座または住宅金融組合口座の個
人情報または住所をオンラインで更新できます。保有株式が2,500株以
下の場合には、裏表紙に記載してあるEquiniti連絡先にお電話いただくだ
けで、迅速かつ簡単に個人情報を更新できます。2,500株を超える株式を
保有の場合には、Equinitiに書面を送付してください。株券、
「シェアスト
ア」取引明細書または最新の配当税の支払証明書のコピーを提出いた
だく必要があります。上記の書類が準備できない場合、直近3カ月以内に
発行された公共料金請求書または銀行取引明細書のコピーと提出いた
だく必要があります。
重複文書
バークレイズの保有株式について、重複した文書や分割された配当を受
け取られた場合、
これは、バークレイズの株主名簿に複数の口座をお持
ちであるためかもしれません。

上記の影響を受けているとお考えで、株式保有を一本化したいとお
望みの場合、Equinitiにご連絡ください。
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株主情報
お問い合わせ先

Equiniti

シェアビュー
株主情報の書類を受け取る必要がなくなります。
多くのバークレイズ株主の皆様はオンラインで株式保有状況を管理し、
バークレイズの業績についても確認しています。
「シェアビュー」
メンバー
であれば電子メールでバークレイズから直接最新情報を受け取ること
ができます。

バークレイズの株式登録はEquinitiが担当しています。
保有されているバークレイズ株式について何かご質問がある場合、
Equiniti：shareview.co.ukまでご連絡ください。
Equiniti
 871 384 2055a（英国内）
0
+44 121 415 7004（海外）
0871 384 2255a（英国内の聴覚障害者用）
+44 121 415 7028（海外の聴覚障害者用）
 spect House
A
Spencer Road
Lancing
West Sussex
BN99 6DA

シェアホルダー・リレーションズ
当社に対するフィードバックまたは何かご質問がある場合、
privateshareholderrelations@barclays.comまでご連絡ください。
シェアホルダー・リレーションズ
Barclays PLC
1 Churchill Place
London
E14 5HP
以下の3つの簡単な手順で「シェアビュー」に加わることができます：

ステップ1

ステップ2

ステップ3

shareview.co.uk
のサイトにアクセス

画面上の指示に従っ
て電子コミュニケー
ションに登録

翌営業日に郵便で
起動コードを受領

米国預託証書（ADR）
ADRについてご質問がある場合はJ.P.モルガン：
jpmorgan.adr@wellsfargo.comまでご連絡いただくか、
ウェブサイト
adr.comnにアクセスしてください。
J.P. Morgan Shareholder Services
+1 800 990 1135（米国、
カナダの無料電話）
+1 651 453 2128（米国、
カナダ以外）
+1 651 453 2133（聴覚障害者用）
JPMorgan Chase Bank N.A.
PO Box 64504
St Paul
MN 55165-0854
USA

株主の皆様はご注意を!
知らない人からの投資に関する助言や、割引価格での株式購入の勧誘
にはくれぐれも警戒してください。
こうした詐欺行為では株主を騙すため
の言葉巧みで強引な手口が用いられます。英国金融行為監督機構
（FCA）の調査によると、株式詐欺の犠牲者の多くは経験豊富な投資家
であり、犠牲者の損害額は平均2万ポンド、年間損失総額は約2億ポンド
に達することが判明しました。FCAの認可を受けている金融機関が株式
の売買を勧めるために突然連絡を取るようなことはまずありません。お
金を支払う前に独立した第三者からの金融面もしくは専門的な助言を
受けることをご検討ください。

詐欺行為を通報してください。詐欺行為を行う業者から連絡があった
場合は、FCAのウェブサイトwww.fca.org.uk/scamsから株式詐欺行為を
報告するための用紙を入手してFCAまで連絡するか、FCAのヘルプライン
0800 111 6768またはAction Fraud 0300123 2040までお電話ください。

株式のシェアギフト
売却による経済的利益が少ない少額株式を保有されている株主の方
は、慈善寄付スキームである
「シェアギフト」
（登録番号1052686）を通じ
て株式を慈善事業に寄付することができます。

「シェアギフト」
と同スキームが支援している慈善事業に関するより詳
しい情報については「シェアギフト」のウェブサイト、www.ShareGift.orgに
アクセスください。

株価
バークレイズの株価やその他の株価ツールに関する情報は
barclays.com/investorrelationsで確認いただけます。

他の形式をご希望の場合
株主関連書類は、大きな活字で印刷されたも
の、音声CD、点字版を無料で入手できます。
ご
希望の方は、Equinitiにお電話でお問い合わせ
ください。
0871 384 2055a（英国内より発信の場合）
+44 121 415 7004（英国外より発信の場合）
音声バージョンの戦略報告書は年次株主総会
でもご入手いただけます。

注記
a 電話は、1分間に8ペンスの電話料金に加えて回線費用がかかります。祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分の間、
ご利用可能です。
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本文書はバークレイズ・ピーエルシーが発表した「Strategic Report 2014」を翻訳、編集したものです。その正確な内容については
原文をご参照ください。
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