
66 野村不動産ホールディングス　統合レポート 2017

「働き方改革」
野村不動産グループの持続的成長のため、社会課題や経営課

題に向き合って改革を進めています。労働時間の短縮は、社員

の休む時間・自由な時間を広げ、ワークライフバランスを整え、

働きがいや生きがいをより高めます。それが、意欲や能率を高

め、生産性の向上を生む好循環になると考えています。

社内浸透への取り組み
野村不動産では、2013年に当時の中井社長（現 野村不動産常

任顧問）を委員長に部門横断的に立ち上げた「ダイバーシティ

推進委員会（通称「ダイチャレ！！」）」が、全社的な視点から情

報発信や課題抽出、職場環境などの面から施策を提言してきま

した。2017年3月期は、これまでの活動を継続しつつ、さらに踏

み込んで、住宅事業本部、都市開発事業本部、法人営業本部、

開発企画本部、関西支社、名古屋支店、仙台支店、本社スタッ

フ部門、および野村不動産投資顧問のそれぞれに推進体制を

整え、ダイバーシティへの取り組みを加速してきました。社内で

の一層の浸透に向けて、2017年3月期に実施した施策は以下

のとおりです。

•  本部ごとの推進活動をスタート

•  支社・支店のダイバーシティ推進委員の設置

野村不動産グループは、2015年に「中長期経営計画（2016.4–

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

ダイバーシティの推進

基本的な考え方

•  ダイバーシティ推進委員：計22名体制へ拡充

•  部室店に1名以上のダイバーシティ推進担当者の設置（原則

ポスト課長）：計95名

•  2016年3月期に続き、2017年3月期も役員・部長・課長級を

対象とした外部講師による階層別研修を実施

職場ミーティングの実施
2015年に引き続き、2016年、野村不動産では、ダイバーシ

ティの浸透を図るため、全125回にわたり、全社員向けに職場

ミーティングを実施しました。2016年は対象者の範囲を広げ、

1,830名の対象者のうち、1,491名（81.4%）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。その上で、2年ぶり3回目の「従

業員満足度調査」を実施

し、世の中比較・他社比

較による現状の当社のポ

ジションを確認、部室店

単位で分析し、報告書を

作成しました。

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働き方改革、人材の育成に力を注

いでいます。

人材マネジメント
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人材マネジメント

野村不動産における長時間労働改善への取り組み
野村不動産では、長時間労働の是正を目的に、22時に個

人PCの強制シャットダウンを実施しているほか、業務上、

土日勤務が発生する住宅営業社員などを対象に、月1回3

連休も設定しています。また、フレキシブルな出勤時間の

設定も行うなど、積極的な改善に取り組んだ結果、2016

年の住宅営業社員一人当たりの平均法定外残業時間は、

前年比25.4%減と大幅に削減されました。ゆとりがあり

柔軟な勤務形態によって、時短勤務社員がトップの営業

成績を残すなど、さまざまな効果が表れています。

野村不動産グループが考える持続的変革による価値創造のためのダイバーシティ
野村不動産単独で取り組んできた「ダイチャレ！！」を受け

継ぎ、2017年4月からは、野村不動産ホールディングス・

宮嶋グループCOOを新委員長とした「働き方改革推進委

員会」が始動し、グループ全体でダイバーシティに取り組ん

でいくステージへ移行しました。今後は、グループ全体の

方針に基づき、部門・個社ごとに現状や改革内容を踏まえ

て、行動計画と定量目標を設定する予定です。グループ 

共通の定量目標も設定を予定しています。「労働の質を高

めて生産性を向上させる」ことで、社員の成長をさらに促

し、その結果、当社グループの競争力を高めていく考えで

す。経営としてはもとより、現場のトップである各部門長

も改革にコミットし、スピード感を持って、働き方改革に取

り組んでいきます。

ダイバーシティ・働き方改革を通じた企業価値向上

企業成長

ダイバーシティ

メリハリのある働き方
・長時間労働の是正
・適切な休日の取得

基盤：上記3つのボックスのような「働き方」が実現できている風土

柔軟性のある働き方
・テレワーク／在宅勤務
・フレックスタイム制の有効活用

生産性向上のPDCAが回っている働き方
・ 権限移譲・役割分担・業務アサイン
・業務の棚卸・取捨選択

持続的変革による価値創造

「グループ総合力」の 
さらなる発揮業績UP

「イノベーション」を 
生み出す 「新規事業」の創出

働き方改革の目指す姿

ワークライフバランス 働きがい・生きがい生産性向上社員の成長・ 
グループの競争力

好循環を 
生み出す

意欲・能率向上新たな価値創造

• 一人ひとりが最大限能力を発揮できる状態
• 多様な発想が事業に結び付いている

• 社員のモチベーションが高い状態
• 各々の「強み」を活かし組織力が向上

グループ 
会社

女性 
LGBT

職制 グローバル 高齢者 障がい者

残業時間 25.4%減
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他部署間の相互理解への取り組み
野村不動産は、各事業本部ならびに地方部店において、合計約

80の部室店があります。これまで組織拡大に伴い、本部やエリ

アを超えたコミュニケーションの機会が減少している懸念があ

りました。そこで、2016年より各部室店長が他の部室店のメン

バーとコミュニケーションを図るBoss Change（通称「ボス

チェン」）を実施。例えば、商業施設事業部と関西支社・住宅カ

スタマーサービス部の部長をチェンジして、事業内容や部室店

の役割などを紹介しました。各部室店のメンバーは、ビジネス

環境の異なる他部署の部長とコミュニケーションを図ることで、

それぞれ新たな気付きや、自部室店を超えた大きな視点を得る

きっかけになりました。

階層別研修の実施
野村不動産では、ダイバーシティの必要性について、セミナー・

研修などを通して理解浸透を進めました。2017年3月期上期

は、ポスト課長クラスを中心とした、107名のダイバーシティ推

進担当者への研修を開催し、ダイバーシティが必要とされる背

景や他社でのダイバーシティ推進事例などを学びました。

　加えて下期には、マネジメント職の293名を対象に研修を開

きました。ダイバーシティ化が進む組織におけるリーダーシップ

や経営戦略におけるダイバーシティの重要性などを再確認しま

した。

女性の活躍推進
野村不動産では、女性の活躍推進・女性管理職の比率向上を

目的として、ワークライフバランス改善への取り組みを実施しま

した。改善への一環として全社員の年次有給休暇取得率50%

以上を目標に、主にイントラを通じた啓発活動や社内モデル社

員の紹介をはじめ、全社員アンケートによる意識調査などを実

施しました。他にも、リフレッシュ休暇を利用した有給休暇の取

得促進、メリハリある働き方の実現に向けた取り組みを検討し

ています。また同時に管理職を対象に、このような取り組みに

対する意識向上を促す研修も実施しています。

「えるぼし」認定取得

2016年に野村不動産は、女性活躍推進

法に基づく認定マーク「えるぼし」を取得

しました。女性が活躍できる環境整備（女

性総合職採用のための「女性フォーラム」

の開催、育児・介護を含む両立支援およ

びキャリアアップ支援の制度整備、社員への啓蒙活動など）を

行ってきたことが、今回の認定取得につながったものと考えて

います。今後も、女性を含めた多様な社員一人ひとりがイキイ

キと働き、能力を最大限に発揮しながら活躍できる職場を目指

し、「働き方改革」や「ダイバーシティマネジメント」などを実践

していきます。

経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」受賞

2016年には野村不動産が、経済産業省「新・ダイバーシティ経

営企業100選」に選定されました。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が選定の重点テーマ

であり、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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* 2015年以降、一部事業会社にて管理職要件の見直しを行っています。
* 集計対象：野村不動産グループ全体

人材マネジメント
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育児支援策
当社グループでは、育児は多様な視点・

価値観を身に付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。

　2017年3月期は、119名が育児休業制度を利用、復職率

は94.1%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。
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* 集計対象：野村不動産グループ全体

　当社グループは、

MSCI社が提供する

「MSCIジャパン ESG

セレクト･リーダーズ

指数」および「MSCI

日本株女性活躍指数

（WIN）」に組み入れられました。WINは、MSCIジャパン IMI

トップ500指数構成銘柄の中から、女性活躍推進法により開示

される女性雇用に関するデータに基づき、MSCIが多面的に性

別多様性スコアを算出し、業種内で性別多様性に優れた企業

を選別して構築される指数です。

介護支援策
高齢社会を迎える中で、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に鑑み、2016年は基

礎知識の提供・介護に備えた事前準備・社内制度の説明など

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。

介護休業取得者数 　（3月期）（人）

2014 2015 2016 2017

2 1 1 2

* 集計対象：野村不動産グループ全体

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。加えて、毎月開催される執行役員会議で

は、労務報告を実施し、さらなる改善を組織的に図っています。

　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

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、心と体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。

人材マネジメント
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会長・社外取締役対談

野村不動産ホールディングスの 
「進化する」ガバナンス

中長期経営計画に基づき、事業領域・事業価値ともに拡充を図る当社グループにおいて、経営管理の仕組みもまた時代やビジネス

モデルに応じて進化させています。当社グループのガバナンスの特徴や変化について、新会長に就任した吉川と、社外取締役で監

査等委員も務める大岸の両名からお伝えします。当社グループの経営管理体制について、より理解を深めていただけたら幸いです。

吉川 淳
取締役会長

大岸 聡
社外取締役（監査等委員）

吉川 淳
取締役会長

大岸 聡
社外取締役（監査等委員）
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会長・社外取締役対談

Q.  取締役会の実効性をどう評価していますか?
　　　
大岸：当社の取締役会は、社内外の人数比やその背景からも

バランスがとれています。社内取締役8名に対し社外取締役

5名は、良い比率だと思います。また、社外取締役には、私を

含め法務や会計といった実務経験豊富な方もいらっしゃいま

すし、篠原取締役の存在によって、女性からの視点のみなら

ず、生活者からの視点というのも取り入れられています。監査

等委員会においては、社外取締役が私を含め3名に対し、社

内取締役が2名の構成となっており、こちらもバランスがとて

もいいと思います。昨今、日本企業において取締役の人数を

減らす傾向にありますが、当社の13名という取締役人数につ

いては、この先もそのままでいいというわけではありませんが、

実際に取締役会・監査等委員会に参加して議論していると、

その実効性を確保する上で必要十分な数だと感じています。

　　　
吉川：当社の社外役員には、知見や経験はもとより人間性も

大変魅力的な方にご就任いただいています。取締役会は決

定の場でありますが、案件によっては議論の場ともなります。

議長として私の目から取締役会での議論を見る限り、論点を

絞りながら、幅広い視点から議論が積み重ねられており、正

しい意思決定がなされていると思います。

　2017年3月期は取締役会を17回実施し、社外取締役の

皆さまにはほぼすべてに出席していただきました。社外取締

役には資料をできる限り早く配布することによって、その中

味を読み込んできていただいています。本当にありがたいこ

とですが、これ以上多くの時間を拘束することはあまり現実

的ではありません。今後、議論の質をさらに深化させていく

べく、経営会議をはじめ、執行に任せるものは任せて、取締

役会は、本質の議論を深める場として活用していく考えです。

Q.  意思決定プロセスの特徴とその変化を 
お聞かせください。

　　　
大岸：当初社外役員として打診された際、ほとんど議論もな

いまま、すでに決められていることを承認するだけの役割に

なるのではないかと懸念していました。しかしそれは杞憂で、

社内外問わず、皆さん議論も発言も活発です。また、取締役

会以外でも、社外取締役同士で意見交換する場があり、執行

サイドともオフサイトミーティングを実施しますので、今以上

に取締役会の時間を延ばす必要はないと思います。ただ、1

回3時間程度を月に1～2回行う取締役会だけでは、本質的

な議論は十分に尽くしきれません。取締役会で議論する際に

は、限られた時間でより良い意思決定を導き出すべく、深掘

りが必要だと感じられる案件については、違った視点からモ

ノの見方や考え方を執行サイドに与え、改めて社内で議論・

検討していただき、次の取締役会で再度議案を上げてもらう

ようにしています。

　　　
吉川：おっしゃるとおり、取締役会で案件を説明し、質問や

指摘事項に答えていくことで、執行サイドの視点や視座はよ

り高く、より広くなっていますし、意思決定プロセスもより透

明化されたものになっていると感じます。

　過去の当社は住宅事業を柱としていましたが、現在の中長

期経営計画では、住宅事業に加えて、多角化を推し進めてい

くことを戦略として掲げました。一つひとつの事業をそれぞ

れの視点から取り組んでいく考え方も当然ありますが、それ

以上に、グループ全体のシナジーを追求していく必要があり

ます。つまり、一つの案件の収益性の判断だけではなく、さま

ざまな視点から当社のビジネスとしての発展性についても検

討していかなくてはなりません。社外取締役の皆さまに、社

内とは違う視点から鋭い質問をいただきますが、当社が本当

に取り組むべき案件なのか、企業理念の実現につながるの

か、という本質的な問いかけを多くいただきます。その結果、

社内は個々の事業の収益だけではなく、グループ全体のシナ

ジーや社会の発展への責任をより強く意識するようになりま

した。

　　　
大岸：実際に取締役会に出てくる議案の多くは、用地取得を

はじめ、建設計画や売却についてですが、中井前会長が就

任されてから、単に個別案件について審議・承認する場とし

てだけではなく、グループ経営という視点で案件を見通しな

がら、議論・承認という流れへ徐々に変わっていったと思い

ます。

　私たち社外取締役は、事業に精通した社員に比べれば、

そこまで各案件を深く理解しているわけではありません。私

たちは、案件が事前に十分に検討され、担当部署としても 

当社グループとしても取り組むべき案件かどうかを見てい

ます。事業として魅力ある案件であっても、他の事業分野と

のバランスやシナジーが期待できるか、経済の循環の中で 
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どういった位置付けになるのか。取締役会ではそうした視

点から案件を審議しています。

　こうした視点から議論を重ねるうちに、部門長や部門を

掌管している取締役の皆さんにも、私たちが意識しているよ

うな視点が徐々に浸透して、取締役会に上がる前にクリアさ

れているようになってきています。グループ経営という視点

が取締役会や経営会議はもとより、現場の社員にも浸透し

つつあるのではないでしょうか。

　また、取締役会で心掛けていることに、利益相反の視点

があります。特に、当社のように大株主が存在する場合、潜

在的な利益相反のリスクを常にチェックし、一般株主を含

めてすべての株主のために経営が行われているか、監督す

る必要があると思っています。もっとも、大株主出身の方が

取締役には何人かいますが、大株主によってガバナンスが

コントロールされている印象は全くありません。むしろ、当

社には不足していた経営人材の供給源として、あるいは協

業の連結点として機能していると思います。

Q.  指名報酬諮問委員会の設置によって、 
どんな成果が生まれましたか。 
また、見えてきた課題もお聞かせください。

　　　
大岸：取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会が設

立されて1年ほど経過しました。委員会の設立以前からも、

少数の経営トップの間では報酬の在り方や後継取締役など

のことが考えられていましたので、まずは、その内容を表面

化させ、プロセスを透明化する試みであると捉えています。委

員会での議論を経て、報酬決定プロセスが、明確になってき

ていることは大変大きな前進です。当社の企業価値を向上さ

せるという観点から、取締役の報酬体系に関する議論は随分

と深まりました。もっとも、短期的な業績によって、株価が上

がればいいということでもありません。不動産というのは投

資からリターンを獲得するまで、比較的長い時間を要するた

め、短期の業績がそのまま企業価値に結び付くわけではあり

ません。また、部門単位ではなく、グループ全体で成長させ

ていかなくては、企業価値も株主価値も伸びていきません。

中長期の視点から株主価値をどう高めていくべきか、グルー

プ経営への貢献を報酬体系にどう組み込むかが議論され、そ

れなりの成果がまとまっていますので、今後はどのように具

体化するかという段階になっています。

吉川：指名報酬諮問委員会はまだ動き始めたばかりですが、

この1年間で議論をさらに深め、より具体的な方針を株主の

皆さまにお示ししたいと考えています。

　　　
大岸：指名報酬諮問委員会のもう一つの課題である後継者

の育成・指名ですが、こちらは難易度が高く、具体的な成果

として見えてくるのはもっと先のことになります。プールした

将来の幹部候補人材を共有し、数年かけて各人材の考え方

や手腕をチェックしていく考えです。幹部候補人材は、取締

役会で案件を説明してもらう機会も多いので、考え方や手腕

をチェックする機会は十分にあります。ただ、評価はとても難

しい問題です。優・良・可といった評価もあれば、施策や案

件を成し遂げたかチェックすることも評価の一環といえます。

これらを客観的で透明性の高いものにできるかが今後の大

きな課題だと認識しています。また、社外の経営人材をどう

取り込んでいくかという課題もあります。

　　　
吉川：不動産の開発は、開発計画を策定した後、利害関係者

の意見を調整し、その後から建設がスタートするわけですが、

多くの部門や人材が関わる複合開発は、完成までに10年以

上もの時間を要することも多い事業です。どのプロセスで誰

が最もプロジェクトに貢献したのか、定量的に評価すること

は簡単ではありません。ですから経営陣は、一人ひとりの働

きぶりを、時間をかけてしっかりと見て理解していかなくて

は、次世代の経営人材を発掘することはできないわけです。

会長・社外取締役対談
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また、会社のその時に置かれた状態によって、経営に必要な

人材は変わりますので、一定の人材のプールを作っておいて、

その人たちを見続けられるようなゆとりも必要ではないかと

思います。

Q.  取締役会の今後の在り方について 
ご意見をお聞かせください。

　　　
大岸：私たち社外取締役の数が増え、グループ経営の視点で

議論が交わされるようになったことは、ガバナンスの進化と

いえますが、取締役会でもっと深めたいのは、日本が直面す

る課題に当社がどのように向かい合っていくのか、例えば、海

外事業にどう活路を見出していくべきなのか、といった中長

期的な視点での議論です。そうなれば、取締役会の在り方は、

具体的な案件承認の場から、具体的な案件の執行を監督し

ながら、将来の方向性を議論・決定する場へと変容していく

のではないでしょうか。

　　　
吉川：私も、取締役会議長として、将来的な方向性について

議論を深めるよう取締役会を運営していきたいと思っていま

す。執行の監督も重要な機能ではありますが、執行サイドが

うまく回っている時は、将来に向けた議論により多くの時間

を割くこともできるはずです。社外取締役の皆さまには、引

き続き、活発な議論を仕掛けてもらいたいと思います。私も

納得いくまで突き詰めていきたいですし、議論を混ぜ返して

いくことも時には必要だと考えています。世の中が変化する

分、やはりビジネスも変わっていかなくてはなりません。しか

し、社内では過去の成功体験や、積み上げてきた「内輪の論

理」というものを起点にして結論を導き出しがちです。特に

住宅ビジネスにおける「プラウド」という成功体験が強いた

め、他のこともできるとつい過信してしまうことも考えられま

す。社内で共有されている前提が本当なのか、落とし穴がな

いかを、取締役会のメンバー全員の知見や経験を入れて見

極めていく必要があります。

Q.  最後に会長から株主・投資家の皆さまへ 
一言お願いします。

　　　
吉川：私は、当社の取締役会長への就任を打診された時、自

分のこれまでの経験をぜひこの会社で役立てたいという強

い気持ちを持ちました。代表権のない形で取締役会長に就

任しましたが、取締役会議長という立場を全うする一方で、

私がこれまで培ってきた人的ネットワークや経営ノウハウを

当社グループに提供することで、グループ企業価値を高める

ことに役立てていきたいと考えています。

　私は、これまでの経験から、どんな大変な状況に落ち込ん

でも、必ず次のチャンスがめぐってくると思っていますし、調

子のいい時期が続いた後は、とかく困難な状況が待っている

ことを経験してきました。そうした経験に基づいて、当社が足

元をすくわれることがないように、執行サイドをうまく監督し

ていきたいと考えています。そして、株主・投資家の皆さまを

はじめとするステークホルダーにとって、納得感のある説明

やリターンが得られる会社にしたいと思います。

　私の前任者をはじめ取締役会と執行サイドの努力で、リス

ク管理体制もガバナンス体制も充実したものになってきまし

た。しかし、当社の事業領域は幅広く、お客さまとの接点も

広いため、当社のレピュテーションに影響を及ぼすような問

題がいつ起こるかわかりません。そうした問題をゼロにする

ことはできませんが、有事の際には、社外取締役の皆さまと

もしっかり連携して、最適な対応を迅速にとってまいります。

　当社の持続的な発展に向け、自分の役割をしっかりと果た

していく所存ですので、引き続き、当社へのご支援のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

会長・社外取締役対談
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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

野村不動産グループのコーポレートガバナンス強化のあゆみ

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　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

コーポレートガバナンスの基本的な考え方

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

ループ倫理規程」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。

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

コーポレートガバナンス

•   持株会社に執行役員制度を導入

•   事業セグメントを見直し

•   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

•   社外取締役を採用（0名→1名）

•   社外取締役を増員（1名→2名）

•   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 

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

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

•   「指名報酬諮問委員会」を設置

•   取締役会の実効性評価を開始

•   取締役の選任理由を開示

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

2012 2013 2014 2015 2016
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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・担当役員など

で編成する「情報開示検討チーム」とともに

株式の保有状況

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 3,843百万円

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

（株）オンワード 
ホールディングス 500,000 381

取引関係を強化して企業価値向上に
資するため

c.保有目的が純投資目的である投資株式の2017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 1,408 26 0 784

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。

リスク管理体制
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把握・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「リスク管理規程」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、執行役員などで構成する「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。

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

コーポレートガバナンス

適時開示体制図

取締役社長

東京証券取引所

情報収集担当部門
（経営企画部）

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）

情報開示検討チーム

リスクマネジメント委員会
委員長

各部門 グループ各社

適時開示担当部門
（コーポレート 

コミュニケーション部）

必要に
応じて
編成

報告

指示

適時開示

報告

報告緊急性の高い
「発生事実」

（関係部署の部長・担当役員などで編成）

報告

報告
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項目 リスク・課題 具体的な取り組み

事
業
等
の
リ
ス
ク

不動産市況の動向 業績に影響を及ぼす可能性あり
•  住宅・賃貸・仲介など各マーケットにおける市況変動リサーチの継続
実施

不動産関連法制・税制の変更 業績に影響を及ぼす可能性あり
•  業界団体、行政などとの定期的な情報交換などによるリサーチの継続
実施

主要事業における免許・許認可など 業績に影響を及ぼす可能性あり •  法務部門などによる許認可に関する状況把握とリサーチの継続実施

有利子負債残高の影響 業績や財政状態に影響を及ぼす可能性あり •  財務部門による金融機関などとのリレーション

M&A 業績に影響を及ぼす可能性あり •  経営企画部門などによるリサーチの継続実施

天災地変など 業績や財政状態に影響を及ぼす可能性あり •  グループ防災会議および訓練の定期実施・グループBCPの制定など

個人情報 信用失墜、業績に影響を及ぼす可能性あり •  リスクマネジメント体制の徹底による情報管理など

業績の期間偏重 業績に影響を及ぼす可能性あり •  各事業部門による事業活動進捗の把握など

関係会社との資本関係 経営に影響を及ぼす可能性あり •  経営企画部門などによるリサーチの継続実施

事
業
継
続
に
必
要
な
基
盤

人材
国際化・多様化への対応
労働力不足や長時間労働

•  人事部門、働き方改革委員会などによる人材育成、ダイバーシティなど
の全社的取り組みの継続実施

マネジメント体制 事業継続に必要な基盤
•  監査等委員会設置会社としてコーポレートガバナンスの取り組みの継
続実施・リスクマネジメント委員会を中心としたコンプライアンス推進、
リスク管理実施など

当
社
に
お
け
る
重
点
領
域

安心・安全
自然災害
不動産ストックの老朽化

•  住宅における「プラウド標準防災マニュアル」の作成
•  防災拠点の設置や防災訓練の実施

環境
環境問題
エネルギー不足

•  独自の「プラウド環境評価シート」の運用
•  スマートタウンの推進

コミュニティ
少子高齢化などによるつながりの希薄化
地域コミュニティの機能低下

•  マンションコミュニティガイドの発行
•  都市型コンパクトタウンの取り組み

健康・快適
高齢化社会の到来
健康・快適への関心の高まりと、ニーズの多様化

•  運営しているスポーツクラブにおいて、各種健康増進プログラムの提供
•  サービス付高齢者住宅の開発加速

コーポレートガバナンス
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コンプライアンス体制およびリスク管理体制

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

リスクマネジメント 
委員会

リスク委員会など

コンプライアンスリーダー

コンプライアンス推進責任者 など

（各社 総務担当役員など）

（各社 総務部長など）

（各社にて選任）

グループコンプライアンス部

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統括責任者

リスクマネジメント委員会について
＜原則月1回開催＞
＜必要に応じて臨時開催＞
＜3カ月に1回以上、取締役会へ報告＞
＜役割＞
・リスクの定期的なモニタリング
・リスク評価および分析
・発生前の予防
・発生時対応
・発生後の再発防止策
・コンプライアンス意識の向上

事務局

報告

委員長

コーポレートガバナンス

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

発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

に配信される「コンプライアンスアワー」を

活用するなど、継続的に意識向上を図ってい

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

　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。

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。

監査法人および公認会計士（2017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 金子 秀嗣

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

*1. 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。
*2.  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7名 会計士補など5名 その他4名

情報伝達フロー

野村不動産ホールディングス

野村不動産グループ各社

グループコンプライアンス部

グループ各社 社員

リスクマネジメント委員会委員長

情報伝達責任者

•  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
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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

コーポレートガバナンス

取締役会などの責務について
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。

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。

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。
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コーポレートガバナンス体制図

株主総会

各事業会社

野村不動産 
ホールディングス

選任・解任

各種指導および支援 モニタリング

選任・解任 選任

監査

監査・監督

選任・解職

代表取締役 指名報酬諮問委員会

監査業務室

取締役会
取締役（監査等委員を除く）8名

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

グループ監査部各部

監査等委員会取締役（監査等委員）5名

コーポレートガバナンス

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。

取締役会の実効性評価

2016年3月期に実施した取締役会の実効性に関するアンケート結果を踏まえ、2017年3月

期に以下の点を改善しました。

2016年3月期アンケート 
結果を踏まえた課題 改善内容 2017年3月期アンケートでの評価

議案説明や資料における 
論点整理

・ 資料および議案説明で明確にすべきポイント
を現場と共有
・ リスクの分析・評価
・ 中長期経営計画における案件の位置付け 改善内容は、取締役会の実効性向上に

寄与していると概ね評価資料の事前提供の早期化 ・資料配付時期の早期化
・取締役会議事録の早期作成

取締役会における戦略的な
議論のさらなる充実 ・取締役会で取り扱う議題の絞り込み

さらなる改善に向けて
・ 2017年4月以降、資料の事前配布の徹底や、議案説明や資料における論点をより明確にする

などの運用改善を行っている。

・ 2017年4月以降、取締役会で取り扱う議題のさらなる絞り込みや、定例取締役会以外での審

議機会を設けるなどの運用改善を行っている。
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コーポレートガバナンス

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 ̶ 〇 同氏は、（株）CAC Holdingsの社
外取締役です

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。

2017年3月期開催の取締役会（17回開催、17回出席）に
出席

篠原 聡子 ̶ 〇 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。なお、同氏が代表を務める会社と
当社および当社の子会社との間で取引があります
が、直近の事業年度における取引額は当社の連結
売上高および同社の売上高の双方からみて2%未
満です。

2017年3月期開催の取締役会（17回開催、17回出席）に
出席

大岸 聡 〇 〇 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。なお、同氏がパートナーを務める事務所と
当社および当社の子会社との間で取引があります
が、直近の事業年度における取引額は当社の連結
売上高および同事務所の売上高の双方からみて
2%未満です。

2017年3月期開催の取締役会（17回開催、17回出席） 
および監査等委員会（11回開催、11回出席）に出席

山手 章 〇 〇 同氏は、（株）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。

2017年3月期開催の取締役会（17回開催、16回出席） 
および監査等委員会（11回開催、11回出席）に出席

小野 顕 〇 〇 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。

2017年3月期開催の取締役会（17回開催、17回出席） 
および監査等委員会（11回開催、11回出席）に出席

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

の一層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。

役員区分ごとの報酬などの総額、報酬などの種類別の総額および対象となる役員の員数（2017年3月期）

役員区分 報酬などの総額  
（百万円）

報酬などの種類別の総額（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）  516 247 98 171  6

取締役 
（監査等委員）（社外取締役を除く） 77 57  ̶ 20 2

社外役員 67 67  ̶  ̶ 5

合計 660 371 98 191 13
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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、IRフェアやCEOに

よる会社説明会、ネット会社説明会を通じ

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、2017年4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、本レポートP.80に記載しておりますので、ご参照ください。  

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、指名報酬諮問委員
会において、方針の骨子に関する議論を進めてきましたが、今後は、詳細な制度設計含めて、引き続き検討していきます。

（4） 取締役候補・執行役員の指名・選任にあたっては、国籍、性別に拘わらず、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、指名報酬諮問委員会を経て、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、指名報酬諮問委員会を中心に引き続き検討し
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につ
いては、引き続き指名報酬諮問委員会を中心に検討していきます。

【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併せて、引き続き指名報酬諮問委員会を中心に検討していきます。

2017年3月期の主な IR活動

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） 427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） 8回

証券会社主催カンファレンス（国内） 5回

物件見学会 4回

SRミーティング 11回

個人投資家向け活動 実施回数

CEOによる会社説明会 1回

IRフェア 2回

ネット会社説明会 1回

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、CEO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、および社長スモール

ミーティングや物件見学会を実施することで、

当社へ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英

語動画などの配信を実施しています。このほ

か、CEO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。

　なお、当社は投資家の皆さまに対して、公

正・公平に情報を提供すべく、ホームページ

による開示の充実を図っています。2017年

度3月期においては、Gomez IR サイトラン

キングにおいて、優秀企業銀賞を初めて受

賞し、総合14位（前期52位）、業界1位（前

期3位）に選定されています。

IRサイトをご活用ください

日本語版： 

www.nomura-re-hd.co.jp/ir/

英語版： 

www.nomura-re-hd.co.jp/english/ir/

コーポレートガバナンス
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役員一覧
（2017年6月現在）

取締役

吉川 淳
取締役会長

昭和 53年 4月  野村證券株式会社 
（現野村ホールディングス株式会社）入社

平成 12年 6月 同社取締役
平成 13年 10月 野村證券株式会社取締役
平成 15年 6月 同社執行役
平成 16年 4月  野村ホールディングス株式会社執行役 

兼野村アセットマネジメント株式会社 
常務執行役

平成 18年 4月  野村アセットマネジメント株式会社 
専務執行役

平成 20年 4月 同社取締役兼執行役社長
平成 20年 10月  野村ホールディングス株式会社執行役 

 兼野村アセットマネジメント株式会社 
取締役、執行役社長兼CEO

平成 23年 6月  野村ホールディングス株式会社 
専務執行役員兼Nomura Holding 
America Inc. CEO兼社長

平成 24年 8月  野村ホールディングス株式会社 
代表執行役グループCOO

平成 25年 6月  同社取締役兼代表執行役グループCOO

平成 28年 6月 同社顧問
平成 29年 4月  野村不動産株式会社取締役（現任） 

当社顧問
平成 29年 6月 当社取締役会長（現任）

関 敏昭
代表取締役 兼 執行役員
運営管理部門長

昭和 55年 4月 野村不動産株式会社入社
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 

（現野村不動産パートナーズ 
株式会社）代表取締役社長

平成 20年 4月 同社代表取締役社長兼社長執行役員
平成 22年 12月  野村不動産リフォーム株式会社 

代表取締役社長
平成 24年 5月 当社執行役員
平成 25年 4月  野村ビルマネジメント株式会社 

（現野村不動産パートナーズ株式会社） 
取締役

平成 26年 4月  野村不動産パートナーズ株式会社 
代表取締役社長兼社長執行役員

平成 26年 6月 当社代表取締役兼執行役員（現任）
平成 27年 4月  野村不動産アーバンネット株式会社 

取締役 
野村不動産パートナーズ株式会社 
代表取締役会長（現任） 
野村不動産ウェルネス株式会社 
代表取締役社長（現任）

平成 27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）取締役（現任）

沓掛 英二
代表取締役社長 兼 社長執行役員
グループCEO

昭和 59年 4月  野村證券株式会社 
（現野村ホールディングス株式会社）入社

平成 19年 4月  野村證券株式会社執行役
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 

 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  当社代表取締役兼副社長執行役員
平成 27年 6月  当社代表取締役社長 

兼社長執行役員（現任）
平成 29年 4月  野村不動産株式会社代表取締役 

会長（現任）

木村 博行
取締役 兼 執行役員
グループCFO、IR担当

昭和 59年 4月  野村不動産株式会社入社
平成 21年 4月  同社執行役員
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代表取締役社長 
野村不動産投資顧問株式会社取締役 
野村不動産投信株式会社 
（現野村不動産投資顧問株式会社） 
取締役

平成 23年 10月  野村不動産投資顧問株式会社 
常務取締役

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）

宮嶋 誠一
代表取締役副社長 兼 副社長執行役員
グループCOO

昭和 56年 4月  野村不動産株式会社入社
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代表取締役 

兼副社長執行役員
平成 26年 6月  当社代表取締役兼執行役員
平成 27年 4月  野村不動産株式会社代表取締役 

社長兼社長執行役員（現任）
平成 29年 4月  当社代表取締役副社長 

兼副社長執行役員（現任）

芳賀 真
取締役 兼 執行役員
コーポレート統括、関係会社管理担当

平成 元年 4月 野村不動産株式会社入社
平成 22年 10月 同社運用企画部長
平成 23年 10月  野村不動産投資顧問株式会社取締役 

投資運用本部長
平成 24年 4月 野村不動産株式会社執行役員
平成 24年 5月 当社執行役員（現任）
平成 27年 4月 野村不動産株式会社常務執行役員
平成 29年 4月  同社取締役兼常務執行役員（現任） 

NREG東芝不動産株式会社取締役 
（現任） 
野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 
取締役（現任） 
株式会社ジオ・アカマツ取締役（現任） 
野村不動産リフォーム株式会社取締役
（現任） 
株式会社プライムクロス取締役（現任） 
野村不動産ウェルネス株式会社 
取締役（現任）

平成 29年 6月 当社取締役（現任）
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松島 茂
取締役（社外）

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教授
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）

篠原 聡子
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）
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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

中村 治彦
執行役員 グループ人事部担当

黒川 洋
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 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

執行役員

役員一覧

山手 章
取締役（監査等委員）（社外）

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
    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
    PricewaterhouseCoopersパートナー
平成 18年 9月  あらた監査法人（現PwCあらた有限責任

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 

当社監査役
平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任） 

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） 
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）

小野 顕
取締役（監査等委員）（社外）

平成 10年 4月  東京弁護士会登録 
 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）

大岸 聡
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
    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
    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 

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 55年 4月  野村不動産株式会社入社
平成 17年 6月  当社取締役 

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） 

 当社顧問 
ジオ・アカマツ監査役（現任）

平成 26年 6月  当社監査役 
野村不動産アーバンネット株式会社 
監査役（現任） 
野村不動産パートナーズ株式会社 
監査役（現任） 
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（現任）

平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任） 
NREG東芝不動産株式会社監査役

藤谷 茂樹
取締役（監査等委員）

昭和 56年 4月  野村證券株式会社 
（現野村ホールディングス株式会社）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  当社社外監査役 

野村不動産アーバンネット株式会社 
監査役（現任） 
野村ビルマネジメント株式会社 
（現野村不動産パートナーズ株式会社） 
監査役（現任）

平成 26年 4月  株式会社プライムクロス監査役 
（現任）

平成 26年 6月  野村不動産投資顧問株式会社 
監査役（現任） 
NREG東芝不動産株式会社監査役 
（現任）

平成 27年 6月  当社取締役（監査等委員）（現任）
平成 28年 6月  野村不動産リフォーム株式会社 

監査役（現任）


