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コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は、株主をはじめとするステークホル

ダーの利益を考慮しつつ、長期的、継続的に

企業グループ価値を最大化するように統治さ

れなければならないと考え、グループ全体の

収益力の向上を目指して、持株会社として傘

下子会社の事業活動を管理、監督するととも

に、「コーポレートガバナンスに関する基本方

針」にのっとり、より透明性の高い経営体制の

構築に努めています。
コーポレートガバナンスに関する基本方針
http//www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/cgpolicy.pdf

コーポレートガバナンスに関する
基本方針について

株主の権利・平等性の確保について
当社は、どの株主も、保有する株式の持ち

分に応じて実質的な平等が保たれるように対

応するとともに、情報格差が生じないよう適

時・適切な情報開示に努めています。

また、株式の政策保有にあたっては、取引先

との取引関係の強化、戦略的な業務提携など

の総合的な観点から、当社の企業価値向上に

資すると認められるものであることを保有方

針とし、継続的な保有の合理性について検証

を行います。また政策保有株式に係る議決権

行使にあたっては、投資先企業の企業価値向

上を通じて、当社の企業価値向上に資するか

どうかを基準に適切に判断します。

ステークホルダーとの適切な協働について
ステークホルダーとの関係強化

当社は、企業が社会の一員であることを認

識し、取締役、執行役員および従業員が高い

倫理観に基づき、社会の良識に従って行動す

るための行動準則として「野村不動産グルー

プ倫理規定」を定めています。当社は、株主

をはじめ、従業員、お客さま、取引先、債権

者、地域社会その他のさまざまなステークホ

ルダーの利益を考慮し、適切に協働するよう

努めています。

コンプライアンス体制
当社は、「グループコンプライアンス部」が

中心となり、役職員に対する継続的な教育、

啓蒙活動をグループ一体で推進するととも

に、グループ各社への助言、指導および支援

を行っています。具体的には年間の「コンプ

ライアンスプログラム」に沿って各種研修を

実施し、加えて、インターネットを通じて役職

員に毎月配信される「コンプライアンスア

野村不動産グループのコーポレートガバナンス強化の歩み

2012年

● 持株会社に執行役員制度を導入
　→グループ全体・長期的視点に立った業務執行を実現
● 事業セグメントを見直し
　→事業セグメント単位での経営体制の構築を図り、事業ごとの迅速な業務執行を実現
● ストックオプションとして用いる新株予約権の内容を改定
　→株式報酬型ストックオプションとして用いる新株予約権の内容を改定し、株主と利害を共有

2013年 ● 社外取締役を採用（0名→1名）

2014年 ● 社外取締役を増員（1名→2名）

2015年

● 経営会議に決裁機能を付加し、業務の権限移譲を加速
●「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行
● 社外取締役を増員（2名→5名）
●「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を策定

2016年

●「指名報酬諮問委員会」を設置
　→取締役会の諮問機関として取締役や執行役員の指名・報酬に係る事項を審議
● 取締役会の実効性評価を開始
● 取締役の選任理由を開示

a． 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額：
　15銘柄 3,856百万円

株式の保有状況

c． 保有目的が純投資目的である投資株式の2016年3月期における貸借対照表計上額の合計額ならびに受取配当金、
売却損益および評価損益の合計額

区分
貸借対照表計上額の

合計額
（百万円）

受取配当金の
合計額

（百万円）

売却損益の
合計額

（百万円）

評価損益の
合計額

（百万円）

非上場株式 － － － －

上記以外の株式 1,164 34 － 539

b． 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額
（百万円） 保有目的

㈱オンワードホールディングス 500,000 384 取引関係を強化して企業価値向上
に資するため
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ワー」を活用するなど、継続的に意識向上を

図っています。

また、当社グループにおける違法または非

倫理的な慣行について、従業員が通報・相談

できる体制として、経営陣から独立した内部

通報窓口である「野村不動産グループ・ヘルプ

ライン」を設置しています。内部通報者に対し

ては通報の機密を保証し、通報したことによる

不利益な取り扱いを禁止しています。 2016コンプライアンスフォーラム

委員長

事務局

野村不動産ホールディングス

野村不動産グループ各社

取締役会

会長　社長

グループコンプライアンス統括責任者

グループコンプライアンス部

リスクマネジメント
委員会

リスク委員会など

（各社  総務担当役員など）

コンプライアンス統括責任者

（各社  総務部長など）

コンプライアンスリーダー

（各社にて選任）

コンプライアンス推進責任者 など

コンプライアンス体制

報告

報告

報告
必要に
応じて
編成

報告
指示

適時開示

緊急性の高い
「発生事実」 報告

取締役社長

情報取扱責任者
（コーポレート

コミュニケーション部
担当役員）

（関係部署の部長・担当役員等で編成）

情報開示検討チーム

東京証券取引所

情報収集担当部門
（経営企画部）

リスクマネジメント委員会
委員長

適時開示担当部門
（コーポレート

コミュニケーション部）

各部門 グループ各社

適時開示体制図

適切な情報開示と透明性の確保について
情報の開示体制

当社は、会社法および金融商品取引法、そ

の他の法令、ならびに東京証券取引所上場規

則に基づき、当社グループの経営戦略、財務、

リスク管理、内部統制システムなどに関する

情報を公正かつ適時・適切に開示することに

努めています。具体的には、下記適時開示体

制図のとおり、各部門・グループ各社から情報

収集担当部門（経営企画部）を通じて、情報取

扱責任者（コーポレートコミュニケーション部

担当役員）に会社情報を集約し、適時開示の

要否について判断を要する場合には、関係部

署の部長・担当役員等で編成する「情報開示

検討チーム」とともに検討し、その結果を取締

役社長に報告することとしています。適時開

示が必要と判断された会社情報については、

情報取扱責任者（コーポレートコミュニケー

ション部担当役員）の指示により、適時開示担

当部門（コーポレートコミュニケーション部）が

適時開示作業を行います。

また、当社内に設置された「グループ監査

部」は、適時開示体制の運用状況に関するモ

ニタリングを行い、加えて、各監査等委員は取

締役会などの当社の重要な会議へ出席する

ほか、取締役などからの報告聴取、書類の閲

覧などにより、適時開示体制が適正に機能し

ているかについて調査をします。
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リスクマネジメント委員会委員長

グループコンプライアンス部

グループ各社 社員

野村不動産ホールディングス

● 各社にて情報伝達、
 ガイドラインなどの策定
● 各社にて緊急連絡網策定

情報伝達責任者

野村不動産グループ各社

情報伝達フロー

※継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しています。
※同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっています。
　また、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
　公認会計士6名 会計士補等6名 その他2名

監査法人および公認会計士（2016年6月29日現在）

監査法人 公認会計士の氏名

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 松重 忠之

指定有限責任社員 業務執行社員 竹之内 和徳

指定有限責任社員 業務執行社員 中桐 徹

リスクマネジメント体制
当社は、当社グループの事業運営上のあら

ゆるリスクに的確に対応し、経営の健全性を

確保することがコーポレートガバナンスの重

要な基盤であると認識し、リスク管理の基本

事項として「リスク管理規定」を定めていま

す。その中で、予期せぬ発生事実の速やかな

経営陣への情報伝達フローを確立していま

す。また、当社およびグループ各社の取締役、

執行役員等で構成する「リスクマネジメント委

員会」を設置しています。同委員会は原則とし

て毎月開催され、グループ全体のリスク管理、

コンプライアンス、情報セキュリティに関する

事項について審議するとともに、リスク発生時

の対応策についても協議し、定期的に取締役

会に報告しています。

内部監査および監査等委員会監査体制
当社グループでは、一部の小規模な会社を

除き、各社に内部監査部門を設置し、各社取

締役社長直轄もしくは事業部門を兼務しない

担当役員を置き、組織上の独立性を保ってい

ます。加えて、持株会社である当社内に「グ

ループ監査部」を設置し、会計監査人と連携

を図りながら、グループ全体の内部監査機能

の統括、モニタリングおよび評価とともに、当

社内の各部の監査を行っています。また監査

の結果は、取締役会に報告するとともに監査

等委員会にも報告する体制としています。

監査等委員会は、内部監査部門から定期的

に内部監査の実施状況とその結果の報告を

受けるとともに、必要に応じて追加監査と必

要な調査の実施を勧告、指示することができ

る体制としています。また、随時、会計監査人

とも連携を図りながら、取締役の職務執行と

執行役員の業務執行の状況を監査、監督して

います。

監査等委員は、取締役会その他重要な会

議に出席するとともに、必要に応じて業務執

行部門から報告を求め、当社の業務執行状況

に関する情報を収集しています。当社は、監

査等委員会の職務を補助するため監査業務

室を設置しており、専属のスタッフを配置

し、監査実務の実効性を高める施策を講じて

います。

当社は、新日本有限責任監査法人との間で

監査契約を締結し、定期的監査のほか、会計

上の課題について随時協議、確認し、適正な

会計処理に努めています。業務を執行した公

認会計士の氏名は以下のとおりです。

取締役会等の責務について
当社は、監査等委員である取締役に取締

役会における議決権を付与することにより、

監査・監督機能を強化することを目的として、

監査等委員会設置会社という経営形態を選

択しています。また、複数の社外取締役の招

聘や、指名報酬諮問委員会の設置により、取

締役会の監督機能の強化と公正で透明性の

高い経営の実現を図っています。加えて、リス

クマネジメント体制、コンプライアンス体制、

内部監査体制を確立するとともに、各々につ

いて定期的に取締役会での報告を行うこと

で、取締役会による、取締役の職務執行と執

行役員の業務執行の監督を実効性あるものと

しています。
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コーポレートガバナンス体制図

独立社外取締役の独立性基準（「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第14条抜粋）

第14条　取締役会は、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準に加え、独立社外取締
役の独立性に関する基準を定め、以下各号のいずれにも該当しないことを確認した上で、独立
社外取締役候補を指名する。

（1）当社または子会社との間で役員の相互就任関係にある他の会社の業務執行者

（2）当社または子会社の主要な取引先※1もしくは当社または子会社を主要な取引先※1とする者
（当該取引先が法人の場合はその業務執行者）

（3）最終事業年度において、当社または子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭そ
の他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

（4）当社または子会社から多額の金銭その他の財産上の利益※2を得ている法律事務所、会計
事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者

（5）当社の主要株主（主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者または過去に
業務執行者であった者）、主幹事証券会社の業務執行者または過去に業務執行者であっ
た者

（6）（1）から（5）に掲げる者の近親者

※1  主要な取引先とは、ある取引先の当社グループとの取引が、当社または当該取引先の最終事業年度における年間
連結売上の2％の金額を超える取引先をいう

※2  多額の金銭その他の財産上の利益とは、当該法人等の最終事業年度における年間連結売上の2％の金額を超え
る利益をいう

取締役会の役割
取締役会は、すべての株主のために、実効

的なコーポレートガバナンスを実現し、これを

通じて、当社が持続的に成長し、長期的な企

業価値の最大化を図ることについて責任を負

うものと考えます。その責任を果たすために、

経営に対する監督機能を発揮して、経営の公

正性・透明性を確保するとともに、重要な業務

執行の決定などを通じて、当社のために最善

の意思決定を行う役割があります。取締役会

は、さまざまな分野の事業を営む会社を統括

する持株会社として必要なバランスと多様性

を確保するため、さまざまな知識・経験・能力を

有する多様な取締役で構成します。具体的に

は、取締役（監査等委員である取締役を除く）

8名（うち社外取締役2名）および監査等委員

である取締役5名（うち社外取締役3名）で構

成され、経営の基本方針など重要な事項を決

定するとともに、取締役の職務執行と執行役

員の業務執行を監督しています。

独立社外取締役の役割
独立社外取締役は、自らの知見に基づき、

当社の持続的な成長と企業価値向上の観点

から適切な助言を行うこと、取締役会の重要

な意思決定を通じた経営の監督を行うこと、

会社と経営陣または主要株主などとの間の利

益相反を監督すること、および経営陣から独

立した立場で株主その他のステークホルダー

の意見を取締役会に適切に表明することが主

たる役割です。当社は、独立社外取締役の独

立性の判断に関し、東京証券取引所が定める

「独立役員」の要件に加え、当社独自の基準を

制定しています。

代表取締役

選任・解任 選任・解任

監査・監督

選任

各種指導および支援 モニタリング

各事業会社

監
査

選任・解職

取締役会
取締役（監査等委員を除く）8名

野
村
不
動
産

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

グループ監査部各部

株主総会

会計監査人
（監査法人）

経営会議

CSR委員会

リスクマネジメント委員会

監査業務室

指名報酬諮問委員会

取締役（監査等委員）5名 監査等委員会
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社外取締役一覧

氏名 監査等
委員

独立
役員

適合項目に
関する補足説明

当該社外取締役を
選任している理由 出席状況

松島 茂 — ○ 同氏は、東京理科大学大学院イ
ノベーション研究科の教授です。

同氏は、経営学の専門家として長年にわたり活躍
され、豊富な知識、経験と幅広い見識を活かすこ
とで、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性
の高い経営の実現に資することが期待されるた
め、社外取締役に選任しています。

2016年3月期開催の取締役会（15回開催、14
回出席）に出席

篠原 聡子 — — 同氏は、日本女子大学家政学部
住居学科の教授です。

同氏は、建築家として長年にわたり活躍され、豊
富な知識、経験と幅広い見識を活かすことで、取
締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い
経営の実現に資することが期待されるため、社外
取締役に選任しています。

2016年3月期開催の取締役会（15回開催、14
回出席）に出席

大岸 聡 ○ ○ 同氏は、西村あさひ法律事務所
パートナーです。

同氏は、弁護士として長年にわたり活躍され、豊
富な知識、経験と幅広い見識を有しており、コーポ
レートガバナンス体制の強化および監査体制充実
のため、監査等委員である社外取締役に選任して
います。

2016年3月期において、2015年6月26日に監
査役を退任するまでに開催された取締役会（4回
開催、3回出席）および監査役会（3回開催、3回
出席）に出席。また、2015年6月26日に取締役

（監査等委員）に就任以降に開催された取締役会
（11回開催、10回出席）および監査等委員会
（10回開催、10回出席）に出席

山手 章 ○ ○ 同氏は、三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ社外取締役です。

同氏は、公認会計士として長年にわたり活躍さ
れ、豊富な知識、経験と幅広い見識を有しており、
コーポレートガバナンス体制の強化および監査体
制充実のため、監査等委員である社外取締役に
選任しています。

2016年3月期において、2015年6月26日に監
査役を退任するまでに開催された取締役会（4回
開催、4回出席）および監査役会（3回開催、3回
出席）に出席。また、2015年6月26日に取締役

（監査等委員）に就任以降に開催された取締役会
（11回開催、11回出席）および監査等委員会
（10回開催、10回出席）に出席

小野 顕 ○ ○ 同氏は、スプリング法律事務所
パートナーです。

同氏は、弁護士として長年にわたり活躍され、豊
富な知識、経験と幅広い見識を有しており、コーポ
レートガバナンス体制の強化および監査体制充実
のため、監査等委員である社外取締役に選任して
います。

2015年6月26日に取締役（監査等委員）に就任
以降に開催された取締役会（11回開催、11回出
席）および監査等委員会（10回開催、10回出席）
に出席

監査等委員会について
監査等委員会の委員の過半数は独立社外

取締役とし、委員である取締役のうち最低1名

は、財務・会計に関する適切な知見を有してい

る者とします。

監査等委員会は、当社の内部統制システム

を活用した監査を行い、内部監査部門から定

期的に内部監査の実施状況とその結果の報

告を受けるとともに、必要に応じて、当社およ

びグループ会社の取締役、執行役員、業務執

行部門に対して報告を求めることができる体

制としています。

指名報酬諮問委員会について
当社は、取締役候補の指名および取締役の

報酬にかかる取締役会の機能の独立性・客観

性をより強化するため、取締役会の諮問機関

として、独立社外取締役を主要な構成員とす

る、「指名報酬諮問委員会」を2016年2月に

設置しました。委員会は必要に応じて開催さ

れ、取締役および執行役員の指名・報酬に係

る事項について審議した上で、その結果を取

締役会へ答申します。

取締役会の実効性評価について
取締役は、取締役会の実効性、自らの取締

役としての貢献状況について毎年自己評価を

行い、取締役会は、各取締役の自己評価を参

考にしつつ、毎年、取締役会全体の実効性に

ついて分析・評価を行い、その結果の概要を
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2016年3月期の実効性評価結果
●  構成：取締役会の規模や、独立社外

取締役の割合については概ね適切で
ある。

●  討論状況：各取締役がその知識・経験
を活かし、社内・社外の枠を超えて、
議論は自由・活発に行われている。

●  運営：取締役会の運営状況は概ね適
切であるが、資料・説明等の充実を図
ることで実効性を高めるべきである
という指摘があった。これについて
は、2016年3月以降、議案の事前理
解を目的とした資料の配布時期の早
期化や、論点を絞った資料の作成、取
締役会での説明等の運用改善を行っ
ている。

●  議題・審議内容：取締役会の議題・審
議内容は概ね適切であり、業務執行
に関しては一定のモニタリングが出来
ているが、今後は中長期的な経営の
方向性や方針についての議論を、より
充実させるべきであるという指摘が
あった。これについては、2016年4月
以降、十分な審議時間を確保すべく、
取締役会で取り扱う議題の絞り込み
等の運用改善を行っている。

適切に開示することとしています。今後も、毎

年評価を実施することで改善状況を定期的に

把握し、取締役会の実効性のさらなる向上を

図っていきます。

役員報酬について
2015年6月26日開催の定時株主総会決

議により、取締役（監査等委員である取締役を

除く）の報酬額を年額650百万円以内、監査

等委員である取締役の報酬額を、年額150

百万円以内としています。

また、当社の取締役報酬は、固定報酬であ

る月次報酬と変動報酬である賞与および株式

関連報酬から構成されています。賞与につい

ては、当該期の業績を勘案して決定していま

す。株式関連報酬としては、当社株主との利

害の共有化を図るとともに、企業価値のいっ

そうの向上を図ることを目的として、ストックオ

プションを付与しています。行使価格（権利行

使時の払込金額）を時価基準により決定する

時価型ストックオプションと行使価格を１株当

たり１円とする株式報酬型ストックオプション

を併用しています。

なお、取締役の報酬決定の方針を、中長期

的な経営計画を踏まえて、より具体的なもの

とするため、客観的で透明性の高い報酬決定

に際する手続きと併せて、今後検討していき

ます。

株主との対話について
当社は、株主との対話を促進するための体

制整備および取り組みに関する方針を制定

し、建設的な対話に積極的に取り組んでいま

す。株主との対話は、IR担当役員が中心となっ

て実施し、IR担当部門がこの業務を補佐して

います。IR担当部門は、社内各部署との日常

的な情報交換、会合などを通じて、情報の集

約を図り、株主との対話の促進に努めていま

す。IR担当役員は、株主との対話により把握し

た株主の意見や懸念を経営陣幹部に報告す

るとともに、定期的に取締役会において報告

し、取締役は報告された内容について議論し

ます。なお、株価に影響を与える情報の漏えい

を防ぎ、情報開示の公平性を確保するため、

「内部者取引未然防止規程」を制定し、同規

程にのっとった適切なインサイダー情報管理

を行うとともに沈黙期間を設けています。

IRに関する活動状況について
個人投資家に対しては、東京証券取引所等

が主催するIRイベントや会社説明会などの場

を活用して、積極的な対話に努めています。ま

た、アナリスト・機関投資家向けには、第2四半

期決算、期末決算発表後の決算説明会の場

において、取締役社長が業績や経営戦略など

を説明するとともに、ホームページ上で説明

会の動画を公開しています。加えて、各四半

期決算発表日の電話会議、および各種事業説

明会や物件見学会を実施することで、当社へ

（注）１． 上記には、2016年3月期中に退任した取締役および監査役を含めております。なお、当社は、2015年6月26日に監査役会設置会
社から監査等委員会設置会社に移行しております。この移行にともない、複数区分に属する役員が2名おります。

２． 監査等委員会設置会社に移行後の取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の定時株主総会決議により取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）について年額650百万円以内、取締役（監査等委員）について年額150百万円以内となっております。

３． 監査等委員会設置会社に移行前の取締役の報酬額は、2006年6月26日開催の定時株主総会決議により年額650百万円以内、監
査役の報酬額は、2013年6月27日開催の定時株主総会決議により年額150百万円以内となっております。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数（2016年3月期）

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）基本報酬 ストック
オプション 賞与

取締役（監査等委員である取締役
を除く。）（社外取締役を除く。） 535 242 88 204 ６

取締役（監査等委員）（社外取締役
を除く。） 62 40   — 22 ２

監査役（社外監査役を除く。） 14 14   —       — ２

社外役員 62 62   —       — ６

合計 675 360 88 226 14
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物件見学会

IRフェア

の理解の促進に努めています。

海外投資家向けには、ホームページ上で、

英文での決算情報の配信や決算説明会の英

語動画などの配信を実施しています。このほ

か、取締役社長もしくはCFOが、米国、欧州、

アジアをはじめとする海外投資家を個別訪問

し、業績や経営戦略を説明するなど、理解の

促進に努めています。

当社IRサイト
日本語版：http://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/
英語版：http://www.nomura-re-hd.co.jp/english/ir/

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況

コーポレートガバナンス・コードの73原則に対し、2016年6月時点で「Explain」、すなわち実
施しない理由を開示している内容は下記の4点です。この点についても、早期に実施すべく取り
組んでいきます。

原則 実施しない理由

【原則3-1】
情報開示の充実

（３） 現在の取締役の報酬体系については、P60「役員報酬について」に
記載しています。なお、取締役の報酬決定の方針を、中長期的な経営
計画を踏まえて、より具体的なものとするため、客観的で透明性の高
い報酬決定に際する手続きと併せて、今後検討していきます。

（４） 取締役候補・執行役員の指名・選任にあたっては、国籍、性別にかかわら
ず、人格、見識、能力の優れた人物を指名・選任しています。具体的に
は、取締役社長が当社取締役および執行役員と協議を行い、必要に応
じてグループ各社役員との意見交換や候補となりうる者との面談を実
施して候補者案を作成し、取締役会にて審議の上、取締役候補および
執行役員を指名・選任しています。
なお、経営陣幹部の選任と取締役候補の指名の方針、手続きについて
は、明文化されたものはないため、今後検討していきます。

【補充原則4-1-3】
最高経営責任者等の
後継者の計画（プラン
ニング）の適切な監督

当社は、執行役員に対しトレーニングを実施するとともに、複数部門での業
務経験や、経営会議をはじめとする重要な会議への出席などの、経営者とし
ての知識・経験が深まる取り組みの場を提供することにより、将来の経営陣
幹部の育成に努めています。
また、当社の企業理念や経営戦略に沿った経営陣幹部を、社外からの候補
者も含め、適正に選定することが、当社が持続的成長を遂げる上で重要で
あると認識しており、役員の体系的なトレーニングを含めた経営陣幹部の後
継者計画を2017年3月期中に策定するよう今後検討していきます。なお、
取締役会は策定した計画につき、適切に監督を行うこととします。

【原則4-14、
補充原則4-14-1、
補充原則4-14-2】
取締役のトレーニング
方針の開示

当社は、執行役員就任時に、経営者として必要な財務・法務に関する研修を
実施しています。また、就任以降についても外部機関を活用した経営者教
育の機会を会社費用により設けており、経営に関する理解を深める取り組
みを実施しています。社外取締役に対しても、取締役就任時および就任後
必要に応じて、当社の事業活動、歴史、経営環境などについて理解を深め
ていただくことを目的とした説明を行っています。
なお、当社の企業理念や経営戦略を踏まえた体系的な取締役および執行役
員のトレーニングに関する方針の整備が必要と認識しており、経営陣幹部
の後継者計画とあわせて、2017年3月期中での方針の策定とその開示を
検討していきます。

機関投資家向け活動 実施回数

決算説明会 ２回

決算発表日当日の電話会議 ４回

アナリスト・投資家との面談
（以下の活動での面談含む） 444回

社長スモールミーティング ２回

海外IR（欧州・米国・アジア）
（海外でのカンファレンス含む） 6回

証券会社主催カンファレンス
（国内） 6回

物件見学会 4回

ＳＲミーティング 13回

個人投資家向け活動

証券会社支店説明会 ４回

IRフェア 2回

2016年3月期の主なIR活動
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当社は、2015年6月の定時株主総会での承認を経て、「監査役会設置会社」から「監

査等委員会設置会社」に移行しました。監査等委員会は、非常勤の独立社外取締役3名

と常勤の取締役2名で構成されています。

常勤の監査等委員は、社内の重要会議に出席し意見を述べるほか、取締役や執行役

員、内部統制部門等から定期的にあるいは適宜に報告を受け、必要に応じ意見を述べて

います。また、当社は純粋持株会社であることから、主要な子会社の監査役を兼任するこ

とで、各社や各事業の状況把握と適切な運営の確保に努めています。

なお、取締役社長等との意見交換や、内部監査部門および会計監査人からの定期報

告等については、原則として監査等委員全員が参加しています。

監査等委員会では、常勤の監査等委員から、重要会議での審議内容をはじめとする当

社グループの状況を説明し、情報共有を図るとともに、さまざまな課題につき意見交換を

行っています。社外取締役である監査等委員からは、専門家としての知見、経験に基づ

いた、あるいは社外の立場からの指摘、意見が示され、活発な審議がなされています。

取締役会においても、監査等委員を含む社外取締役から、各種の指摘がなされ、積極

的に意見が述べられており、活発な議論が行われています。

2015 年は、改正会社法が施行され、コーポレートガバナンス・コードも制定されまし

たが、一方では、各種の企業不祥事等が発生し、社会的にも大きな問題となりました。

企業のガバナンスの在り方が改めて問われています。

また、当社グループは、2015年10月に新たな中長期経営計画を策定し、「持続的変

革による価値創造」を通じた成長を目指していますが、そのための事業量・事業領域の

拡大や、積極投資にあたっては、対応すべき新たな課題も生じます。

監査等委員あるいは監査等委員会としては、こうした状況も踏まえ、当社グループに

おける良質なコーポレートガバナンスの構築と企業価値のいっそうの向上を目指し、意

表見明を含む活動を、引き続き積極的に展開していきます。

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」への対応に

その中の重要な項目の一つとして、いわゆる「取締役会の実効性評価」について、コ

ード適用の初年度となる2015年に取り組みを開始しました。具体的には、監査等委員

を含むすべての取締役へのアンケート調査を実施し、その結果も参考にしながら、取締役

会での審議により、取締役会全体の実効性についての分析と評価を実施しました。

分析・評価の内容として、取締役会の構成・規模は、独立社外取締役／社外取締役の

割合を含め概ね適切であり、各取締役の知識・経験もバランスの取れたものとなっている

と思います。取締役会での議論も、自由・活発に行われており、また、建設的で生産性の

あるものになっているといえます。

一方、課題としては、取締役会の役割をよりグループ経営にシフトし、業務執行から離

れた視点で長期的な経営の方向性の審議・決定に移行させていくという点にあると思い

ます。これについては、例えば、2016年3月以降、議案の事前理解のための資料の配布

時期の早期化や、論点を絞った議案資料の作成と説明の実施等と、十分な審議時間を確

保すべく、取締役会で取り扱う議案の絞り込み等の運用改善が行われています。

今後も、分析・評価を毎年実施することで改善状況を定期的に把握し、取締役会の実

効性のさらなる向上が図られていくことと思います。

独立社外取締役は、取締役会での意思決定プロセスにおいて執行サイドの思考が内

向きになったり独善的になったりしないように、利害関係のない立場から、長期的展望に

立った目線での意見や議決権行使を行っていくことが大きな役割となります。私も独立社

外取締役の一人として、このような役割を果たしつつ、当社の長期的成長に寄与してい

きたいと存じます。
※ 分析・評価結果は、P60に記載して開示しています。

監査等委員のメッセージ

監査等委員会の活動について

取締役会の実効性評価について

取締役
常勤監査等委員

折原 隆夫

独立社外取締役
監査等委員

大岸 聡

コーポレートガバナンス Profile
持続可能な価値創造に向けた戦略

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

野村不動産ホールディングス 統合レポート 201600
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前列左より木村 博行、宮嶋 誠一、中井 加明三、沓掛 英二、関 敏昭、吉田 祐康
後列左より山手 章、藤谷 茂樹、篠原 聡子、松島 茂、折原 隆夫、大岸 聡、小野 顕
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役員一覧（2016年6月現在）

取締役

昭和 49年 4月  野村證券株式会社入社
平成 7年 6月  同社取締役
平成 11年 4月  同社常務取締役
平成 15年 4月  野村アセットマネジメント株式会社取締役兼

専務執行役員
平成 15年 6月  同社専務執行役
平成 15年 6月  野村ホールディングス株式会社執行役
平成 20年 4月  野村アセットマネジメント株式会社顧問
平成 21年 4月  野村土地建物株式会社顧問
平成 21年 6月  同社取締役社長（代表取締役）
平成 23年 6月  当社取締役社長（代表取締役）
平成 24年 4月  野村不動産株式会社取締役社長（代表取締

役）兼社長執行役員
平成 24年 5月  当社取締役社長（代表取締役）兼社長執行

役員
平成 27年 4月  野村不動産株式会社取締役会長（代表取締

役）（現任)
平成 27年 6月  当社取締役会長（代表取締役）（現任）

中井 加明三
取締役会長（代表取締役）

昭和 59年 4月  野村證券株式会社入社
平成 19年 4月  同社執行役
平成 20年 10月  同社執行役員
平成 21年 4月  同社常務執行役員
平成 23年 4月  同社専務執行役員
平成 23年 4月  野村ホールディングス株式会社常務執行

役員
平成 24年 4月  同社執行役
平成 24年 8月  野村證券株式会社代表執行役副社長
平成 25年 4月  同社取締役兼代表執行役副社長
平成 26年 4月  当社顧問
平成 26年 6月  当社取締役（代表取締役）兼副社長執行役員
平成 27年 6月  当社取締役社長（代表取締役）兼社長執行役

員（現任）

沓掛 英二
取締役社長（代表取締役）兼 社長執行役員

昭和 55年 4月  野村不動産株式会社入社
平成 13年 4月  同社人事部長
平成 15年 6月  同社取締役
平成 19年 3月  同社常務取締役
平成 19年 4月  野村リビングサポート株式会社取締役社長

（代表取締役）
平成 20年 4月  同社取締役社長（代表取締役）兼社長執行

役員
平成 22年 12月  野村不動産リフォーム株式会社取締役社長

（代表取締役）
平成 24年 5月  当社執行役員
平成 26年 4月  野村不動産パートナーズ株式会社取締役社長

（代表取締役）兼社長執行役員
平成 26年 6月  当社取締役（代表取締役）兼執行役員（現任）
平成 27年 4月  野村不動産パートナーズ株式会社取締役会長

（代表取締役）（現任）
平成 27年 4月  野村不動産ウェルネス株式会社取締役社長

（代表取締役）（現任）

関 敏昭
取締役（代表取締役）兼 執行役員
運営管理部門長兼シニア事業推進室担当昭和 56年 4月  野村不動産株式会社入社

平成 14年 6月  同社住宅カンパニー事業開発一部長
平成 16年 6月  同社取締役
平成 20年 4月  同社上席執行役員
平成 21年 4月  同社常務執行役員
平成 24年 4月  同社取締役（代表取締役）兼専務執行役員
平成 24年 5月  当社執行役員
平成 26年 4月  野村不動産株式会社取締役（代表取締役）兼

副社長執行役員
平成 26年 6月  当社取締役（代表取締役）兼執行役員（現任）
平成 27年 4月  野村不動産株式会社取締役社長（代表取締

役）兼社長執行役員（現任）

宮嶋 誠一
取締役（代表取締役）兼 執行役員

昭和 59年 4月  野村不動産株式会社入社
平成 18年 2月  当社財務部長
平成 21年 4月  野村不動産株式会社執行役員
平成 21年 6月  当社取締役
平成 22年 4月  野村不動産インベストメント・マネジメント株式

会社取締役社長（代表取締役）
平成 24年 5月  当社執行役員
平成 24年 6月  当社取締役兼執行役員
平成 25年 4月  野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員
平成 25年 6月  当社執行役員
平成 26年 6月  当社取締役兼執行役員（現任）

木村 博行
取締役 兼 執行役員
財務統括（CFO）、IR担当

昭和 61年 4月  野村不動産株式会社入社
平成 17年 6月  同社総合企画室長
平成 17年 6月  当社総合企画部長
平成 21年 4月  野村不動産株式会社取締役兼執行役員
平成 21年 6月  当社取締役
平成 24年 4月  野村不動産株式会社取締役兼常務執行役員
平成 24年 5月  当社取締役兼執行役員（現任）
平成 27年 4月  野村不動産株式会社取締役兼専務執行役員

(現任)

吉田 祐康
取締役 兼 執行役員
コーポレート統括、関係会社管理担当 昭和 48年 4月  通商産業省（現経済産業省）入省

平成 10年 6月  同省工業技術院審議官
平成 11年 9月  同省中部通商産業局長
平成 13年 4月  法政大学経営学部教授
平成 19年 3月  株式会社シーエーシー（現株式会社CAC 

Holdings）社外取締役（現任）
平成 20年 4月  東京理科大学大学院総合科学技術経営研究

科（現イノベーション研究科）教授（現任）
平成 20年 6月  当社監査役
平成 24年 4月  野村不動産株式会社監査役
平成 25年 6月  当社取締役（現任）

松島 茂
取締役（社外）

昭和 58年 4月  有限会社環境造形研究所（現有限会社香山壽
夫建築研究所）入社

昭和 62年 5月  株式会社空間研究所取締役
平成   ２年10月 株式会社隈研吾建築都市設計事務所取締役
平成 12年 11月  株式会社空間研究所代表取締役（現任）
平成 21年 3月  株式会社隈研吾建築都市設計事務所代表取

締役（現任）
平成 22年 2月  合同会社篠原聡子居住デザイン研究所代表

社員（現任）
平成 22年 4月  日本女子大学教授（現任）
平成 26年 6月  当社取締役（現任）

篠原 聡子
取締役（社外）
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昭和 55年 4月  野村不動産株式会社入社
平成 16年 10月  当社総合企画部長
平成 17年 6月  当社取締役
平成 17年 6月  野村不動産株式会社取締役
平成 20年 4月  同社取締役兼上席執行役員
平成 21年 4月  同社取締役兼常務執行役員
平成 24年 5月  当社取締役兼執行役員
平成 26年 4月  野村不動産株式会社監査役（現任）
平成 26年 4月  当社顧問
平成 26年 6月  当社監査役
平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任）

折原 隆夫
取締役（監査等委員）

昭和 56年 4月  野村證券株式会社入社
平成 20年 4月  野村アセットマネジメント株式会社執行役
平成 20年 10月  野村ホールディングス株式会社執行役員
平成 25年 4月  野村不動産株式会社監査役（現任）
平成 25年 6月  当社監査役
平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任）

藤谷 茂樹
取締役（監査等委員）

昭和 52年 11月  プライスウオーターハウス会計事務所入所
平成 3年 7月  青山監査法人代表社員
平成 3年 7月  Price Waterhouseパートナー
平成 12年 4月  中央青山監査法人代表社員
平成 12年 4月  PricewaterhouseCoopersパートナー
平成 18年 9月  あらた監査法人代表社員
平成 25年 6月  野村不動産株式会社監査役
平成 25年 6月  当社監査役
平成 27年 6月  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社

外取締役（現任）
平成 27年 6月  プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン

株式会社社外監査役（現任）
平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任）

山手 章
取締役（監査等委員）（社外）

平成 10年 4月  東京弁護士会登録
平成 10年 4月  東京青山法律事務所（現ベーカー＆マッケン

ジー法律事務所）参加
平成 11年 3月  沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律

事務所）参加
平成 18年 1月  同事務所パートナー（現任）
平成 24年 6月  株式会社メガロス（現野村不動産ライフ＆ス

ポーツ株式会社）監査役
平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任）

小野 顕
取締役（監査等委員）（社外）

昭和 56年 12月  第一東京弁護士会登録
昭和 56年 12月  西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事

務所）入所
昭和 62年 1月  同事務所パートナー（現任）
平成 17年 4月  東海大学法科大学院教授
平成 17年 4月  のぞみ債権回収株式会社常務取締役（現任）
平成 23年 8月  日本オラクル株式会社社外取締役（現任）
平成 24年 6月  野村不動産株式会社監査役
平成 24年 6月  当社監査役
平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任）

大岸 聡
取締役（監査等委員）（社外）

執行役員

賀来 高志  執行役員 
品質管理・建築統括

安部 憲生  執行役員 
資産運用部門長

木村 順太郎  執行役員 
仲介・CRE部門長

山本 成幸  執行役員 
住宅部門長

畑田 実  執行役員 
賃貸部門長

福田 明弘  執行役員 
開発企画担当

芳賀 真  執行役員 
経営企画部、 
コーポレートコミュニケーション部
担当

中村 治彦  執行役員 
グループ人事部担当

中村 晴城  執行役員 
財務部、資金部担当

市原 幸雄  執行役員 
秘書室、グループIT戦略推進室、 
グループ総務部担当、 
内部監査・コンプライアンス担当
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基本的な考え方

野村不動産グループは、2015年に「新中

長期経営計画（～2025.3）」を発表しました。

その実現に向けては「人材レベルの引き上

げ」による持続的成長の実現が重要であり、

多様化する顧客ニーズに対応し、革新性に富

んだ商品・サービスを提供していかなければな

らないと考えています。

常に新たな発想で価値ある商品・サービス

を創出し続けるためには、グループ社員の一

人ひとりが、多様な価値観・視点を活かした取

り組みをすることが不可欠です。

こうした認識の下、野村不動産グループでは

「人材」を重要な推進基盤と位置付け、グルー

プ社員一人ひとりが性別・年齢・職制・障がいの

有無などに関わらず多様な考え・価値観を発信

し、それを認め合う社内風土を醸成するダイ

バーシティの推進および人材の育成に力を注

いでいます。

ダイバーシティの推進

ダイバーシティの推進の一環として、野村不

動産では、2013年より当時の中井社長（現会

長）を委員長に、さまざまな部署・役職・性別の

委員で構成される「ダイバーシティ推進委員

会」（通称「ダイチャレ!!」）を部門横断的に設

置しました。性別や年齢、職制、キャリア、価値

感などの違いに関わらず、全社員が能力を最

大限発揮できることを目的として幅広い検討

を行っており、3ケ年計画で具体的な施策の

2016年3月期までの主な人事制度の改正（抜粋）

野村不動産は、ダイバーシティ推進委員会の提言を踏まえ、以下の制度改正などを行いました。

●契約社員に関する制度改正
・契約期間の原則無期化　・ 能力向上にともない昇級するステージ制の明確化

●介護に関する制度改正
・時短勤務制度の導入　・介護休業期間の延長　・介護休業の分割取得制度の導入

●再雇用に関する制度改正
・再雇用選択時における処遇の見直し　・ 50代社員のキャリアセミナー、マッチング面談の導入

継続課題（抜粋）

・ダイバーシティの理解浸透 ・介護制度改正における周知（介護セミナーなど）
・ダイバーシティを積極的に活用した本部経営 ・業務効率改善
・管理職層におけるダイバーシティマネジメントの強化 ・会議改善

ダイバーシティ推進委員会における推進計画

20162013

活動始動・
課題認識の普及

●推進体制明確化
●当社課題の整理
●具体的活動の始動
●活動告知による普及

2014

●当社課題に対する
　具体策実現
●具体策告知による
　●職場・社員認識の
　  変化
　●必要性の浸透

具体策の実行

2015

●職場での認識定着
　●定着に向けた
　  課題の抽出
●自発的な推進体制
　検討

定着と成果の実感・
新たな推進体制
の基礎づくり

提言・実行・定着に取り組み、4年目からは事業

本部ごとの推進体制で活動しています。

また、ダイバーシティへの理解促進を図る

ため、野村不動産では、専任担当の設置、専

用ホームページ・ブログの開設、メールマガジ

ンの配信、社員ミーティングなど、社員とのコ

ミュニケーションを強化しています。

野村不動産アーバンネットにおいても、同

様の活動を通じてダイバーシティへの理解促

進を図っています。

●事業本部ごとの
　課題への取り組み
●社員を巻き込んだ
　推進活動

実践の年・
現場への
落とし込み
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社内浸透への取り組み
ダイバーシティの理解浸透を図るため、野

村不動産ではイントラネット内に公式ホーム

ページを開設しており、「ライフワークマネジ

メント」「仕事と私生活の両立」への啓蒙、「役

員ブログ」を通した経営層からのメッセージな

どのコンテンツを充実化しています。また、定

期刊行物である社内報においても早稲田大

学大学院 商学研究科教授の谷口真美氏と会

長・社長とのダイバーシティ対談について連載

するなど、社内浸透への取り組みを強化して

います。

職場ミーティングの実施
昨年、野村不動産では、ダイバーシティの

浸透を図るため、全49回にわたり、全社員向

けに職場ミーティングを実施し、1,400名の対

象者のうち、1,040名（74.3%）の社員が参加

しました。ミーティングでは、これまでの取り組

みを報告の上、「制度の利用状況」「効率的な

働き方」「ダイバーシティマネジメントの実践」

などをテーマにダイバーシティ推進にあたって

の課題点の整理を行いました。

階層別研修の実施
野村不動産では、役員・部長・課長級の３つ

の階層別に外部講師を招いた研修を実施しま

した。役員を対象とした研修においては、早稲

田大学大学院 商学研究科教授の谷口真美氏

を講師に、ディスカッションを交えて実施しま

した。また、部長・課長級においても研修を実

施し、参加者の90%以上が、継続実施すべき

と回答しました。

「ダイチャレ！！」公式ホームページ

社内報のダイバーシティ対談

職場ミーティングの様子

職場ミーティングの様子

役員研修の様子

部長研修の様子

経済産業省「新・ダイバーシティ経営
企業１００選」受賞

　経済産業省が2012年度より、ダイ

バーシティ経営推進の加速化を目的と

して「ダイバーシティ経営企業100

選」を開始。2016年度からは新たな

フェーズとして、女性の職域拡大・役

割の高度化、長時間労働是正の働き

方改革などの重点テーマを設定した

「新・ダイバーシティ経営企業100

選」として、対象企業を選定・表彰して

います。

　野村不動産は、大企業部門（従業

員数301人以上）の不動産会社とし

て初の受賞企業となりました。
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Profile
持続的変革による価値創造

価値を生み出す事業
価値創造を支える基盤

データセクション

’13/3期 ’14/3期 ’15/3期 ’16/3期

4 2 1 1

介護休業取得者数　

育児休業取得者数
（人）

72
83

99
109

139

160

80

120

40

0
’12/3期 ’13/3期 ’14/3期 ’15/3期 ’16/3期

育児支援策
当社グループでは、育児は多様な視点・価

値観を身につける機会であるという考えの

下、男性・女性に関わらず就業と育児を両立で

きるよう、育児休業制度・育児短時間勤務制

度・休日保育支援制度などを設け、出産・育児

によって就業を断念することがないような環

境づくりを行っています。

2016年3月期は、139名が育児休業制度

を利用、復職率は91.3%となっています。こ

のような取り組みが評価され、野村不動産と

野村不動産アーバンネットでは厚生労働省よ

り子育てサポート企業として「くるみん認定」

を受けています。

介護支援策
高齢社会を迎えるなかで、親族の介護に

より働き方に制約が生じたり、介護離職の懸

念が高まっていることを鑑み、昨年は基礎知

識の提供・介護に備えた事前準備・社内の制

度説明などの支援策の認知を図るべく、野村

不動産では「仕事と介護の両立セミナー」を

開催しました。

また、介護休業制度、介護時短制度の改正

や、今後、在宅勤務制度の拡充を検討してい

ます。

健康管理の充実

過重労働の防止
当社グループは、社員の過重労働を防止・

抑制するためのさまざまな取り組みを行って

います。

具体的施策として、野村不動産では、バー

スデー休暇やリフレッシュ休暇の導入による

有給休暇の取得促進、およびノー残業デーの

実施やパソコンの利用時間制限による労働時

間の短縮などに努めています。

また、1カ月当たりの労働時間が一定時間

を超過した社員に対しては、「疲労蓄積自己診

断チェックリスト」による体調確認を行い、部

室店長へのフィードバックを実施するととも

に、本人には必要に応じ健康確保措置を実施

しています。

健康管理の充実
当社グループは、「野村不動産グループ倫

理規程」に「健全で働きやすい職場環境の維

持、向上を図る」と定めており、労働災害の

防止、身体と心の健康管理や働きやすい職

場環境の整備に努めています。グループ各社

野村不動産の人材育成基本方針
●キャリアを人材育成の軸に据えた、中長期的視点での主体的な人材の育成

●時代の変革に対応し、イノベーションを生む将来の経営を担う人材の育成

野村不動産が求める資質・能力
●プロフェッショナル：いずれかの業務分野における、プロとしての高い業務遂行力

●意志：自らの信念に基づき主体的に行動し、成果が結実するまでやりぬく意志、実践力

●判断力：現場における与件を踏まえ、成果につなげる具体案を練りだす戦略的思考力・判断力

●感情IQ：人の特性・感情への理解力と組織の能力を最大限引き出すコミュニケーション力

●変革力：既存の枠にとらわれない柔軟な視野と新しい価値を生み出す行動力

●多彩力：経営分析力、社会環境変化への洞察力などの多角的能力

において人間ドックや健康診断を実施するほ

か、「心と体の相談窓口」や「健康相談室」を

設置するなど、メンタルヘルス対策にも取り

組んでいます。

能力開発支援

野村不動産などは、グローバル化・少子高

齢化などの社会構造の変化や、複雑化・高度

化する不動産ビジネスに対応するためには、

高い専門性と実行力を備え、広い視野で行

動できる人材を育成することが重要と考え、

「人材育成に関する基本計画」を策定してい

ます。

野村不動産ホールディングス 統合レポート 201668


