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不動産業界を取り巻く環境は、日本社会のさまざまな変化と

ともに、大きな変革の時を迎えようとしています。

1957年に、住宅難を解決すべくニュータウンの開発を使命

として創業した当社グループは、今まさに次なる社会課題解決

への貢献のために、これまで約60年の間に培ってきた当社グ

ループならではの不動産開発力や技術力、そして運営力と

いった強みを活かし、一段高いレベルでの成長を目指す時であ

ると考えております。これまでも当社グループは、お客さま第一

の精神の下、求められているものは何か、という問いや課題に

真摯に向き合い、事業を通じて成長してまいりました。社会が

変化するということは、同時に新たな需要が生まれるというこ

と、そこに私たちがグループの力を結集し事業を通じて社会の

期待に応える使命があります。

そのような中、2016年4月、新たな中長期経営計画期間が

スタートいたしました。

本計画とともに掲げた「私たちの約束」を事業を通じて実現

していくことが、当社グループならではの価値創造のかたちで

あり、持続的な企業価値の向上のみならず、持続可能な社会の

実現に寄与するものと確信しております。

当社グループは、これからも豊かな暮らし、夢や未来の実現

に向け変革と挑戦を続けてまいります。

野村不動産ホールディングス株式会社
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「一段高いレベル」での
成長を目指して
中長期経営計画フェーズ1の
目標達成に
全力で取り組みます。
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部門経営の推進で事業基盤を強化
野村不動産ホールディングスの社長としての私の役割は、

その執行を担う各事業部門が競争力を高め、それぞれの事業

特性を最大限に発揮する戦略立案と遂行をサポートしていくこ

と。一方で、野村不動産グループ全体の資産ポートフォリオを

財務戦略と併せて構築するとともに、投資効率やアセットリス

クの観点から投資案件をしっかりと選別していく――すなわち、

「執行」と「監督」のバランスを取ることで、当社グループを持

続的な収益拡大へと導くことにあります。

中長期経営計画では、収益目標の指標を営業利益と定め、

フェーズ1で850億円、フェーズ2で1,100億円へと着実に成

長することを目指しています。

フェーズ1の目標値は、2016年3月期の営業利益実績値

が809億円であることに鑑みれば、控えめな水準と見えるか

もしれません。しかしながら、この水準設定には明確な理由が

あります。

その理由の一つは、フェーズ1を基礎固めの時期と位置付

けていることです。当社グループは過去数年間、アベノミク

スによる追い風の事業環境下で成長を遂げてきました。しか

しながら今後、フェーズ2の期間に営業利益1,000億円を超

えていく「一段高いレベルの成長」を果たすためには、住

宅、賃貸、資産運用、仲介・CRE、運営管理の5事業それぞ

れが持つ力を、さらに引き出し、高めていく必要があると認

識しています。

その実現のため、2016年4月から、当社グループでは、従

来は財務報告上の「セグメント」で区分していた5つの事業を

正式に「事業部門」と定めました。各事業部門のトップである

部門長は、その責任の下で成長戦略を立案し、部門内に所

属する各社の連携を図りながら収益の最大化を追求していき

ます。

さらに、部門を超えた連携もいっそう強化していきます。開

発企画や品質管理・建築統括、コーポレート統括、財務統括な

ど、部門を横断するマネジメント体制を整えました。実際に、
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事業環境の変化に向き合い、収益機会を獲得
フェーズ1の営業利益目標値設定のもう一つの理由は、事業

環境の変化を想定していたことにあります。実際、足元では中

国をはじめとする新興国経済成長の減速や世界経済の不安定

要素などを背景に円高・株安が進行しており、過去数年にわ

たって回復傾向にあった国内景気は、先行きに不透明感が増

しています。

しかしながら、そもそも不動産事業はその性質上、事業期間

は長期にわたるものです。だからこそ、私たちは経営計画を9

年間という長い期間で設定しています。当社グループは、事業

環境の変化にしっかりと向き合い、追い風の環境下にはないか

らこそ明確になる課題を見据えてそれぞれの事業を強化しつ

つ、まずはフェーズ１の収益目標達成に全力で取り組みます。

なお、足元の景気は弱含みで推移していますが、中長期の

事業環境へと目を転じれば、首都圏の人口動態や顧客ニーズ

の変化からは獲得すべき事業機会が見えてきます。

例えば、首都圏では今後、人口総数はピークアウトするもの

の、シニア層は大きく増加していきます。特に私が注目してい

るのは、アクティブシニア層を含む50歳から79歳までの人口

が大きく増加するという点です。当社グループが開発を進める

「都市型コンパクトタウン」、すなわち、住宅・オフィス・商業施

設・ホテル・シニア住宅などを備え、多機能かつ高い利便性を

有する街づくりは、こうした顧客層のニーズにまさしく合致する

ものです。また、首都圏における80歳以上の人口は2030年

には現在の約2倍になると見込まれ、将来の介護を見据えた住

宅ニーズは着実に高まるものと予想されます。

こうした環境変化を踏まえ、当社グループは、都市型コンパ

クトタウンをはじめとする複合開発や大規模再開発・建替案件

への取り組みや、そこでのコミュニティ創造に向けて、フェーズ

1期間から加速していきます。

案件の選別と賃貸バリューチェーンの活用で
投資リスクをコントロール　　　　　　　

複合開発や大規模再開発の案件増加にともない、中長期経

営計画期間に当社グループのバランスシートは1兆円規模で

拡大する計画です。財務基盤を維持しつつこの戦略投資を実

行していくために、次の2点を重視しています。

一つは、綿密な計画立案と監視・監督です。賃貸資産の取

得・保有に関わる専門委員会において投資案件とその投資順

序をしっかりと審議することにより、投資効率の最大化を図る
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複合開発案件の増加や「野村不動産グループカスタマークラ

ブ」の拡充など、各事業部門が連携する機会も増えていま

す。こうした環境の下、各事業部門は、「自らの部門の成長」

という内発的な動機付けに加えて、これまで以上に部門間の

連携を進め、グループ総合力の発揮に貢献していきます。

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基に作成
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とともに、さまざまな環境変化に対応できるよう適切にアセット

リスクを管理しています。なお、投資を実行する前提として

野村不動産グループ全体での資産ポートフォリオを財務戦略

と併せてどう構築していくかが大変重要であり、今後もグルー

プとして最適なポートフォリオを追求していきます。

そしてもう一つが、ビジネスモデルの堅持です。当社グルー

プは、賃貸資産を多く保有し、資産規模を拡大することのみを

目指しているわけではありません。これまで同様に「賃貸バ

リューチェーン」を活用し、投資の一定額を当社グループが運

用するREITへ売却することで資金回収することは、資産効率

の向上はもちろん、資金調達面でも重要となります。2015年

10月に、グループ系列の上場REIT3法人が合併し、「野村不

動産マスターファンド投資法人」が発足したことで、開発した

物件をより速やかに売却できるようになります。

今後も引き続き、売却と保有のバランスを取ることで、高い

資産効率を重視した投資戦略を実行していきます。

全社的なチェック体制の強化で
バランスの取れた成長を目指す

当社グループが企業規模を拡大し、さまざまなチャレンジを

しつつさらなる飛躍を遂げていく上では、全社的なチェック・監

視体制の構築と強化も不可欠です。ここでも、施策の柱は2つ

あります。

1点目は、コーポレートガバナンス体制の強化です。当社グ

ループは、社外取締役の積極的な任用や監査等委員会設置会

社への移行により、外部の視点をもとに経営の透明性を高める

取り組みを進めてきました。その結果、取締役会では事業面や

戦略面におけるリスクなどの本質を捉えた活発な意見が交わ

されるようになっています。これを受けて経営執行の最高機関

である経営会議の議論もより充実してきました。これは大変望

ましい変化と考えており、引き続き社内・社外両面から攻めの

ガバナンスの強化に取り組むことで、ガバナンスの実効性を向

上させていきます。

2点目は、中長期経営計画で定めた財務・資本政策です。財

務の健全性を表す指標として掲げた「自己資本比率30%水

準」を目安に投資をコントロールしていくことはモラルハザード

の防止につながります。また、ROA・ROE・総還元性向などの目

標値を意識し続けることは、株主・投資家という重要なステー

クホルダーの目によるガバナンスであるともいえます。

これらの体制と指標を活用し、当社グループは引き続き、バ

ランスのとれた成長の実現を追求していく考えです。

独自の成長モデルを追求
2016年は、野村不動産ホールディングスの上場から10年、

一つの節目の年となります。

当社グループはこの10年の間に、住宅部門では「プラウド」

ブランドを確立し、賃貸部門ではNREG東芝不動産がグルー

プ入りし、それぞれが当社グループの柱へと成長してきまし

た。そして、両部門における開発物件の増加はストックビジネ

スの基盤となり、サービス・マネジメント分野の成長を支えてい

ます。

サービス・マネジメント分野は、個人・法人のお客さまが抱え

るさまざまなニーズを捉える最前線でもあります。当社グルー

プは、常にお客さまに寄り添い、タウンマネジメントの担い手と

して、コミュニティ創造による豊かな時を育み、変化し続ける

ニーズを捉えることで当社グループならではの強みを発揮する

商品・サービスをマーケットに供給し続けていきます。そして、

資金の回転を重視した開発事業による収益と、不動産サービ

スの提供を通じたフィー収益とを組み合わせながら、高い資産

効率を備えた収益成長を持続していくことで、業界の中で独自

のポジションを確立してまいります。

ステークホルダーの皆さまにおかれましては、引き続き当社

グループの成長にご期待いただければ幸いに存じます。

Kutsukake Eiji
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