
2017年3月期よりスタートした 

2025年3月期までの中長期経営計画 

～Creating Value through Change～の進捗を、 
業績・財務戦略の分析と併せてお伝えします。
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CFOメッセージ

中長期経営計画の進捗
中長期経営計画2年目となる2018年3月期は、期初にお示し 

した業績予想に対し、住宅部門が足元の市況変動により弱

含んだものの、堅調な賃貸部門やサービス・マネジメント分野

が補うことで、業績予想とほぼ同水準の営業利益766億円、 

当期純利益460億円となりました。これは、当社のバランスの

良い事業ポートフォリオが機能した結果と捉えています。また、

将来の成長に向けた取り組み（P.24–31）も着実に進めていま

す。海外事業については2025年3月期までに3,000億円の投資

を計画しており、その進捗は順調です。ターゲットとしている東

南アジアの各都市は、GDPや生活水準の向上が著しく、量とと

もに質を求めるフェーズにあり、当社グループの事業ノウハウ

の発揮が期待できるエリアです。優良な現地デベロッパーとの

JVを基軸として、リスク管理をしながら進めています。また、 

これまで積極的に取り組んできた収益不動産開発も累計180

棟 *1に到達し、マーケットの認知度も着実に高まっています。 

総ストックは3,000億円 *2と、中長期経営計画想定を上回る 

進捗です。付加価値の高い商品開発により、賃料水準やリー

シングも好調に推移しています。

　中長期経営計画フェーズ1最終年度の2019年3月期は、

フェーズ2に向け、戦略や施策を見つめ直す期間と捉えていま

す。各部門の状況を踏まえ、フェーズ2以降の成長に向け準備

を整えたいと考えています。

*1. 2018年3月末時点。計画中を含む。
*2. 2018年3月末時点。総事業費ベース。

リスク分散と資産効率性を両立させる事業ポートフォリオ
不動産事業は中長期にわたる案件も多く、市況変動リスクの 

備えが重要と捉えています。当社グループでは、「保有・賃貸」、

「分譲・売却」、「ノンアセット・フィー」の3つの事業をバランス

よく組み合わせることで、グループ全体の事業リスクの分散

（P.12–13）を図っています。「保有・賃貸」事業は、安定した

キャッシュを得る一方、取得・開発時期により、含み損を抱える

可能性があるなど長期の市況変動リスクを取る事業です。仮に

市況が長期にわたって低迷すると、資産価値が毀損され、資金

調達などにも影響を及ぼす恐れがあります。一方、「分譲・売

却」事業は、用地取得から売却までおよそ3年間の短期の市況

変動リスクを取ります。短期的な損益のボラティリティがある

ものの、市況が低迷した際も資産を回転させることで、その市

況を前提とした新たなサイクルを開始できます。この2つの事業

に加え、相対的にリスクが低い「ノンアセット・フィー」事業を

バランスよく組み合わせることが、事業リスク分散において重

要と考えています。

　2018年3月期においては、販売価格上昇などにより軟化傾向

にあった住宅分譲の契約進捗について、契約スピードの回復を

最優先として取り組んできました。これは先に述べた通り、住宅

分譲は短期の市況変動リスクを取る事業と位置付けており、 

契約スピードを回復させることで現在の市況に合った新たな 

事業サイクルの開始を目指したものです。その結果、住宅部門

の業績は予想に対し弱含んだものの、契約数は前期比21.9%

増の5,917戸と回復しました。引き続き、契約スピードを維持

しながらも、利益面においても回復基調とすべく取り組んでい

きます。

　また、3つの事業をバランスよく組み合わせることは、事業 

リスクの分散に加え、効率性にも大きく寄与します。当社グルー

プは、資産効率が低くなりがちな不動産業において、中長期的

な方針としてROA5%以上、ROE10%水準をお示ししている 

通り、高効率経営を当社の強み・独自性と考えています。2018

年3月期の実績は、ROA4.6%、ROE9.4%となっており、引き

続き高い水準を維持しています。

ROA／ROE

%

部門別／事業モデル別営業利益
億円

3

6

9

12

4.6

9.4

1817161514
（3月期）

 ROA　 ROE

成長投資と株主還元、 
双方のバランスを意識しながら、 
持続的成長を目指す

取締役
グループCFO、IR担当

木村 博行

収益成長の基本アプローチ

時間

リ
タ
ー
ン

全社

766億円
（2018年3月期）

外側の円：部門別営業利益
内側の円：事業モデル別営業利益

 分譲・売却　  保有・賃貸　 ノンアセット・フィー

サービス・ 
マネジメント分野
214億円

賃貸部門
352億円

住宅部門
245億円

事業の特徴

分譲・売却
• 高い資産効率
• 収益のボラティリティ

賃貸・保有
• 安定した収益
• バランスシートを多く使用

ノンアセット・フィー
• 安定した収益
• バランスシートの使用は限定的
• 堅実な成長

CFOメッセージ
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財務戦略と資本政策
2011年3月期以降、有利子負債の圧縮を進めるとともに、固定

金利化と借入期間の長期化も図り、財務基盤を強化してきまし

た。2016年3月期以降は、投資拡大のため有利子負債が増加

傾向にありますが、低金利下にあり、支払利息は低下していま

す。このような環境下、2018年3月から4月にかけ、良好な調達

環境を活かし、また調達手段の多様化を図るため、公募ハイブ

リッド社債・ローンによる資金調達を実施しました。これは、 

格付け評価において調達額の50%相当が資本性の認定を受け

るものです*。将来の戦略投資による大きな資金需要などに備

えたものであり、良いタイミングで調達できたと考えています。 

バランスシートの拡大により、有利子負債は前期末比677億円

の増加となりましたが、期間利益の積み上げにより、自己資本

比率は前期と同程度の30%水準を維持しています。株主還元

については、2018年3月期は1株当たり年間配当金を70円とし、

6期連続の増配となりました。2019年3月期も、業績の底堅さ、

および中長期的な方針である配当性向30%程度を踏まえ、1株

当たり年間配当金を75円へと増配する予定です。各事業の

キャッシュ創出力は着実に高まっていますが、バランスシート 

マネジメントの面でも無駄をなくし、成長投資と株主還元を 

バランスよく拡充していきたいと考えています。

* 会計上の自己資本には不算入

自己株式の取得について
また、株主還元、資本効率の向上などを目的とし、総額100億

円の自己株式を取得しました。2019年3月期においても、50億

円を上限とする自己株式取得の実施を予定しています。自己株

式取得については、投資家の皆さまとの対話を通じて、貴重な

CFOメッセージ CFOメッセージ

有利子負債／支払利息
億円 億円

2,500

5,000

7,500

10,000

40

80

120

160

73

8,778

1817161514
（3月末）

 有利子負債　  支払利息（右軸）

配当金／配当性向
円 %

株価／PBR／PNAV

円 倍

20

40
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80

10

20
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40

30.0

75

29.1

70

19（予想）18171615

1,000

2,000

3,000

1.0

2.0

3.0

2,512

0.97

0.75

1817161513 1412

自己資本／自己資本比率
億円 %

1,500

3,000

4,500

6,000

10

20

30

40

30.0
5,014

1817161514
（3月末）

 自己資本　  自己資本比率（右軸）
（3月期）

 配当金　  配当性向（右軸）
（3月末）

 期末株価　 
 PBR（右軸）　  PNAV（右軸）

意見やアドバイスをいただきつつ、2年以上前からボードメン

バーで検討を重ねてきたものです。当社グループは、中長期 

経営計画において1兆円超の投資を計画しており、大きな資金

需要が控えています。安定的な資金調達を行う上で、自己資本

比率30%水準という財務規律は金融機関との信頼構築におい

て重要であり、自己資本の減少につながる自己株式取得につい

ては慎重に検討すべき内容でもありました。一方、資本市場に

おいては、少子高齢化が進捗する日本の不動産市場に対し、長

期的な成長に対する懸念が根強い中、国内の不動産市場を基

盤とする当社グループへの評価も厳しいものが続いていました。

このような状況を踏まえ、株価水準、財務健全性、事業投資環

境を総合的に勘案し、自己株式の取得を決定しました。

投資家の皆さまへ
CFO就任以来、多くの投資家の皆さまと対話をすべくIR活動

に取り組んできました。学ぶべき貴重なご意見をいただくこと

も多く、その内容について社内で積極的に議論することが、さら

なる企業成長につながると考えています。今後についても、 

持続的な企業成長の実現、資本コストの最適化を目指し、投資

家の皆さまのご期待に応えるべく取り組んでいきます。これま

で以上に、投資家の皆さまと積極的な対話を心掛けていきます

ので、引き続き、当社グループへのご理解とご支援のほど、よろ

しくお願い申し上げます。

2018年3月期 取得対象株式の種類 普通株式

総額 100億円（取得済）

2019年3月期 取得対象株式の種類 普通株式

取得し得る株式の上限数 250万株（上限）（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.33%）

株式の取得価額の総額 50億円（上限）

取得期間 2018年4月27日～2019年3月31日

取得方法 東京証券取引所における市場買付

投資家とのミーティング回数
回 %

100

200

400

300

500

20

40

80

60

100

38.0

478

17 1816
（3月期）

 国内　  海外　  CFOまたはCEOの参加割合（右軸）
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中長期収益目標

投資計画

私たちは、人、街が大切にしているものを活かし、 
未
あした

来につながる街づくりとともに、豊かな時を人びとと 
共に育み、社会に向けて、新たな価値を創造し続けます

デベロップメント分野での事業量・事業領域の拡大

サービス・マネジメント分野での差別化、 
競争力の発揮

グループ連携による顧客基盤の拡充
社会環境の変化に的確に対応し、 
「高い資産効率」を備えつつ、 

「持続的収益拡大」を遂げる成長モデル 投資計画の推移 （億円）

 フェーズ１ フェーズ2 フェーズ3 合計

住宅部門

投資 9,500 11,000 12,000 32,500

回収 9,000 10,000 11,000 30,000

ネット投資 500 1,000 1,000 2,500

投資回収率 95% 91% 92% 92%

賃貸部門

投資 4,000 6,000 8,000 18,000

回収 1,500 3,000 4,000 8,500

ネット投資 2,500 3,000 4,000 9,500

投資回収率 38% 50% 50% 47%

戦略投資 500～1,000 500～1,000 500～1,000 2,000

合計

投資 14,250 17,750 20,500 52,500

回収 10,500 13,000 15,000 38,500

ネット投資 3,750 4,750 5,500 14,000

投資回収率 74% 73% 73% 73%

部門別収益計画（営業利益） （億円）

 17/3期 18/3期 フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3

住宅部門 277 245 300 400 440～480

賃貸部門 325 352 350 400 520～560

サービス・マネジメント分野 220 214 235 350 400～440

その他 △0 △0 0 – –
調整 △51 △45 △35 – –
全社 772 766 850 1,100水準 1,500水準

600

1,200

1,800

25/3期
（計画）

22/3期
（計画）

19/3期
（計画）

18/3期17/3期16/3期

850

1,500水準

1,100水準

25/3期
（計画）

22/3期
（計画）

19/3期
（予想）

18/3期17/3期16/3期

15,000

30,000

営業利益の推移
億円 

総資産の推移
億円 

 住宅　  賃貸　  サービス・マネジメント分野

 住宅　  賃貸　  サービス・マネジメント分野

財務・資本政策

フェーズ1

フェーズ2

フェーズ3
中長期経営計画 
スタート

私たちの約束 重点戦略1

重点戦略2

重点戦略3
目指す成長モデル

•  機動的な成長投資を 
可能とする財務基盤

•  環境の急変時においても 
事業投資の継続が可能な水準

•  同業大手でトップクラス 
となる資産効率

30水準
% 30程度

%

10水準
%5以上

%

•  持続的な利益成長に基づき、
安定性・継続性を考慮した 
配当による株主還元

•  株主の期待に 
応える資本効率

資産効率

ROA ROE

自己資本比率 配当性向
財務健全性

資本効率

株主総還元性向

CFOメッセージ

フェーズ1

フェーズ2

フェーズ3
中長期経営計画 
スタート

参考  （2015年11月策定）

中長期経営計画（－2025.3）～Creating Value through Change～の概要

CFOメッセージ
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At a Glance

売上高構成比 *

営業利益構成比 *

16/3期 17/3期 18/3期

3,345 3,297
3,554

16/3期 17/3期 18/3期

1,102 1,150 

1,349

16/3期 17/3期 18/3期

109
96 93

16/3期 17/3期 18/3期

353 348 357

16/3期 17/3期 18/3期

915 957
1,045

16/3期 17/3期 18/3期

99
91

84

16/3期 17/3期 18/3期

56

69 70

16/3期 17/3期 18/3期

317 325
352

16/3期 17/3期 18/3期

73

60 59

16/3期 17/3期 18/3期

319
277

245

•  売上高は3,554億円（2017年3月期比256億円、7.8%増）、営業利
益は245億円（同△32億円、11.8%減）となりました。住宅分譲事業
において、計上戸数が増加した一方で、粗利益率が低下したことが主
な要因です。このうち、マンション分譲の売上計上戸数は2017年3月
期比373戸増の5,258戸、戸建分譲の売上計上戸数は同75戸減の
607戸となりました。

•  売上高は1,349億円（2017年3月期比199億円、17.3%増）、営業利
益は352億円（同26億円、8.2%増）となりました。賃貸事業において、
「横浜野村ビル」（神奈川県横浜市西区）などの新規物件の寄与により
賃貸収入が増加したこと、ならびに収益不動産および事業用地の 
売却収入が増加したことが主な要因です。

•  売上高は93億円（2017年3月期比△2億円、2.9%減）、営業利益は
59億円（同△1億円、1.7%減）となりました。2017年3月期に 
野村不動産マスターファンド投資法人とトップリート投資法人が合併
したことに伴う資産取得報酬を計上していたことが、主な要因です。

•  売上高は357億円（2017年3月期比8億円、2.5%増）、営業利益は 
84億円（同△6億円、7.4%減）となりました。売買仲介における取扱
件数および取扱高が増加した一方で、新規出店などにより経費が 
増加したことが、主な要因です。

•  売上高は1,045億円（2017年3月期比88億円、9.2%増）、営業利益
は70億円（同1億円、2.0%増）となりました。管理受託数増加に伴う
運営管理収入の増加、およびマンションの大規模修繕などの受注 
工事が増加したことが、主な要因です。*  円グラフ中央に表示している合計は、セグメント情報における「消去又は

全社」の金額を含んでいるため、各部門の売上高または営業利益を合計
した数字と異なります。なお、構成比率は、それぞれの単純合計額を基に
算出し小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない
場合があります。

注： 2019年3月期より、住宅部門に区分していた野村不動産リフォーム
について、運営管理部門の区分に変更。これにより、2018年3月期
について、変更後の数値を記載しています。

営業利益
（億円）

売上高
（億円） 業績概況

2018年3月期

合計

6,237億円

2018年3月期

合計

766億円

住宅部門

57.0%
3,554億円

住宅部門

32.0%
245億円

賃貸部門

21.6%
1,349億円

賃貸部門

46.0%
352億円

資産運用部門

1.5%
93億円

資産運用部門

7.7%
59億円

仲介・ 
CRE部門

5.7%
357億円

仲介・ 
CRE部門

11.0%
84億円

運営管理部門

16.8%
1,045億円

運営管理部門

9.2%
70億円

•  野村不動産
•  プライムクロス
•  ファースト リビング アシスタンス

•  野村不動産
•  NREG東芝不動産
•  ジオ・アカマツ
•   野村不動産ホテルズ
•   NREG東芝不動産ファシリティーズ

•  野村不動産
•  野村不動産投資顧問

•  野村不動産
•  野村不動産アーバンネット

•  野村不動産
•  野村不動産パートナーズ
•   野村不動産ライフ&スポーツ
•  野村不動産熱供給
•  野村不動産ウェルネス
•  野村不動産アメニティサービス
•  NFパワーサービス

住宅部門

賃貸部門

資産運用部門

仲介・CRE部門

運営管理部門

At a Glance
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住宅部門

ステークホルダーとの関わり・部門間連携

主要な事業の紹介

部門紹介

「都市型コンパクトタウン」をはじめとする多機能で高い

利便性を有する街づくりを推進するとともに、将来の成長

に向けて、地方中核都市・海外などの新規エリアへの進

出を加速させていきます。

松尾 大作
執行役員 住宅部門長

成長機会

• 社会環境・生活スタイルの変遷による住宅ニーズの変化

• 都市部への人口流入によるコンパクトタウン化

事業リスク

• 人口減少による分譲住宅市場規模の縮小

• 地価や建築費の上昇に伴う住宅価格の上昇

PROUD
野村不動産の代名詞となるマンションブランド

PROUD TOWER
高層タワーマンション

PROUD CITY
大規模マンション

OHANA
郊外型マンションブランド

PROUD SEASON
大規模・都市型一戸建て

プラウド六本木 プラウド府中ステーションアリーナ

プラウドタワー名古屋栄 プラウドシティ塚口 オハナ町田オークコート

プラウドシーズン成城学園前 庭園の街

部門トピックス

住宅分譲

「製・販・管」一貫体制を特長に、首都圏・関西圏を中心に展開し、約18万戸の供給実

績を誇っています。

再開発案件

首都圏で約30案件の再開発案件に参画し、シェアは業界でもトップレベルとなって 

います。

地方・海外進出

従来の事業エリアで得たノウハウを活かし、コンパクトシティ化のニーズが強い地方 

中核都市や、成長著しいアジア諸国を中心に、展開を進めています。 住宅分譲　  インターネット広告・販売受託など

売上高の内訳（2018年3月期）

億円 

地権者
ゼネコン

物件購入者

住宅部門土地代金
建築費

土地建物引渡

売却代金

土地建物引渡

用地情報 物件売却仲介用地情報共有 コミュニティ形成建物管理

仲介・CRE部門 運営管理部門賃貸部門

3,368
（94.8%）

186
（5.2%）

住宅部門は、マンション・戸建住宅などの開発分譲事業、インターネット広告代理店、住まいと暮らしの駆けつけ事業を行って 

います。

住宅分譲

住宅部門傘下のグループ会社   P.106–107「グループ会社紹介」をご参照ください。

• 野村不動産
• プライムクロス

• ファースト リビング アシスタンス

プラウドシティ大田六郷
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中長期経営計画の進捗と事業方針

国内既存エリアの競争力強化

再開発の拡大
複合開発や再開発、団地再生など、多様な事業手法を駆使して、

事業量の確保を継続していきます。フェーズ3までの5,300戸 

に加え、参画段階の4,800戸も事業化を目指し、推進していき

ます。

都市型コンパクトタウンの開発
少子高齢化など社会構造の変化を見据え、多機能性かつ高い

利便性を有する「都市型コンパクトタウン」戦略の推進に取り

組んでいます。住宅やオフィス、商業施設、公共施設、病院、 

シニア向け施設など、さまざまな機能を凝縮させるのみならず、

コミュニティ形成にも注力しています。

職住近接・育住近接を捉えたエリア戦略
共働きファミリー増加を背景として、購入者に占める共働き層

の比率が増加しています。購入者の共働き比率の高まりの影響

が大きく、その比率はこの10年間で40%弱から50%以上に 

まで高まりました。特にファミリー層の共働き比率が大きく 

伸びています。顧客層の変化に伴う住宅ニーズの変化を捉えた

住宅開発に取り組んでいきます。

新規エリアの開拓

地方都市における住宅開発
地方中核都市での事業については、前期は

「プラウド富山神通本町」、「プラウド新潟米

山」の販売を開始し順調に契約が進捗して

います。関西支社においても岡山駅前市街

地再開発事業への参画をはじめ、開発企画

本部と連携し事業拡大を図ります。

海外事業の推進
海外事業については、中長期経営計画にて、

フェーズ3までに住宅・賃貸事業合わせて

3,000億円の投資を計画しています。経済

成長が続くアジア諸国では、不動産に対 

するニーズが「量の確保」から「質の追求」

に転じてきており、日本で培った当社事業 

ノウハウの発揮が期待できます。2018年 

3月期には、現地デベロッパーと共同で、 

タイ・バンコクにおいて分譲住宅事業に 

参画しました。

08 09 10 11 12 13 14 15 16 170

25

20

15

30 25%

38%

13%

28%

26%
54%

（暦年）
 DINKS　  ファミリー（共働き）

出典：2017年首都圏新築マンション契約者動向調査（SUUMO調べ）

共働き世帯が住宅に志向するポイント

•通勤利便性（都心・最寄りへのアクセス）
•日常生活利便性（買い物先店舗の充実）
•子育て環境（保育施設の充実）

首都圏の新築マンション購入者に占める共働き比率の推移
% 

プロジェクト 所在地 住宅総戸数

プラウド富山神通本町 富山県富山市 91戸

プラウド新潟米山 新潟県新潟市 70戸

三島駅南口東街区再開発 静岡県三島市 約300戸（予定）

岡山駅前再開発 岡山県岡山市 約300戸（予定）

紺屋町・御幸町地区再開発 静岡県静岡市 約200戸（予定）

福島駅東口再開発事業 福島県福島市 約200戸（予定）

宇都宮駅東口地区整備事業 栃木県宇都宮市 約150戸（予定）

投資計画

プロジェクト 主用途 総事業 共同事業主 当社持分 フェーズ1
（17/3期～19/3期）

フェーズ2
（20/3期～22/3期）

フェーズ3
（23/3期～25/3期）

1 中国・瀋陽 住宅 約4,100戸 三菱商事 11.25%     

2 ベトナム・ホーチミン 住宅 約2,300戸
フーミーフン社 
大和ハウス 
住友林業

12.25%     

3 フィリピン・マニラ 住宅 
商業

約1,400戸 
約30,000m2

フェデラルランド社 
三越伊勢丹ＨＤ 20.00%       

4
タイ・バンコク 
ラチャヨーティン 住宅 A棟 334戸 

B棟 489戸 オリジン社 49.00%     

5
タイ・バンコク 
オンヌット 住宅 601戸 オリジン社 49.00%     

6
タイ・バンコク 
ラムカムヘン 住宅 685戸 オリジン社 49.00%     

 着工　  竣工

プラウド綱島SST

フェーズ 1
（17～ 19）

フェーズ 2
（20～ 22）

フェーズ 3
（23～ 25）

0

4,000

8,000

4,700

2,3002,600

100

400

住宅系再開発事業における計上戸数の推移
戸 

（3月期）
 ストック*1　  参画 *2

*1. 事業スケジュールが確定した案件
*2. 事業スケジュールが確定前の案件

進捗状況
項目 実績 課題 戦略

既存エリア 
（シェア拡大・ 
収益力強化）

•  住宅分譲事業における契約スピード 
の回復

•  首都圏におけるシェア上昇
•  再開発・建替え事業の拡大 
（住宅系再開発取り組み数No.1）

•  継続的な事業量確保
•  商品サービスの開発力強化

•  販売スピードのさらなる向上と収益改善 
の両立

•  大量集客から高歩留り型営業への転換
•  ｢職住近接」「育住近接」を捉えたエリア 
戦略に基づく用地取得

•  行政や地権者との連携強化

新規エリア 
（地方中核都市）
（海外）

•  地方中核都市、4都市にて事業確保
•  東南アジアにおける事業拡大、好調な販売

•  アライアンスによる事業推進体制の構築
•  現地パートナーとの連携強化
•  情報網の拡大・深化

•  地方再開発の取り組み強化
•  投資的協業から事業的協業への転換
•  現地事業体制の構築

住宅ストックビジネス •  リノベーション事業の立ち上げ
•  住まいと暮らしの駆けつけ事業へ参入

•  ストックビジネスの収益性の確立 •  カスタマーリレーションの強化
•  リフォーム事業の新たな連携体制の構築

フィリピン・マニラ
（分譲住宅／商業施設）

住宅総戸数： 約1,400戸
商業延床面積： 約30,000m2

当社持分： 20.00%

タイ・バンコク
（分譲住宅）

開発総戸数：  3棟合計 
2,000戸超

当社持分： 49.00%

住宅部門 住宅部門

岡山駅前再開発 プラウド富山神通本町 プラウド新潟米山
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建替え・再開発が進む都心エリアを中心に、大規模複合

再開発に取り組むとともに、 収益不動産開発を推進して

いきます。

畑田 実
執行役員 賃貸部門長

主要な事業の紹介

ステークホルダーとの関わり・部門間連携

部門トピックス

賃貸物件の保有・賃貸

約100万m2の賃貸不動産を保有し、安定的な賃貸収入を創出しています。

収益不動産開発・売却

独自のブランドを展開し、これまでに180棟の開発を行いました。毎期の安定的な売却

収益の確保と、グループREITの成長に貢献しています。

複合再開発への参画

都心エリアを中心に、2025年3月期までに、事業規模6,500億円の投資計画を決定済

です。中でも（仮称）芝浦一丁目計画は、延床面積550,000m2の当社グループ最大規模

の開発となる予定です。

売上高の内訳（2018年3月期）
億円 

地権者
ゼネコンなど

テナント

グループREIT賃貸部門土地代金
建築費

物件引渡 賃料

不動産賃貸

売却代金

収益不動産売却

物件情報 建物管理・テナントサービス用地情報共有 ファンド運用

資産運用部門運営管理部門

　

不動産保有・賃貸

 主な長期保有のオフィスビル

 主な長期保有の商業施設

収益不動産開発・売却

 アセットの各ブランド

新宿野村ビル 横浜野村ビル 日本橋室町野村ビル 横浜ビジネスパーク 浜松町ビルディング

ボーノ相模大野

オフィス

PMO芝公園

商業施設

GEMS茅場町

賃貸住宅

PROUD FLAT新大阪

物流施設

Landport岩槻 *上記数字には、現在計画中のものも含みます。

Morisia津田沼 ラゾーナ川崎プラザ

梅田スカイビル

 賃貸　  収益不動産　 
 プロパティマネジメントなど

731
（54.2%）480

（35.6%）

137
（10.2%）

仲介・CRE 
部門

住宅部門

賃貸部門傘下のグループ会社   P.106–107「グループ会社紹介」をご参照ください。

• 野村不動産
• NREG東芝不動産

• ジオ・アカマツ
• 野村不動産ホテルズ

• NREG東芝不動産ファシリティーズ

賃貸部門 成長機会

• 建物老朽化による再開発、建替え需要の増加

• 都心部における都市整備の加速、オフィスニーズの多様化

•  訪日外国人増加などによる宿泊顧客ニーズの多様化

事業リスク

• 大規模オフィスなど大量供給による需給の悪化

• 企業業績の悪化によるオフィス縮小

•  開発用地取得競争の激化

• REIT市場の悪化による売却機会の縮小

部門紹介
賃貸部門は、オフィスビル・商業施設・物流施設などの開発・建設・賃貸および運営業務、収益不動産の開発・販売、商業施設の

企画・運営業務などの受託、ホテルの企画・運営を行っています。

オフィス賃貸可能床面積 約85万m2

商業施設賃貸可能床面積 約17万m2 

合計賃貸可能床面積　約102万m2

オフィス（PMOなど） 41棟
商業施設（GEMSなど） 28棟
賃貸受託（プラウドフラットなど） 90棟
物流施設（ランドポートなど） 21棟

開発実績　累計180棟

横浜野村ビル
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大規模再開発・複合開発主要プロジェクト

海外事業の推進

投資計画

プロジェクト 主用途 取得予定面積 フェーズ1 
（17/3期～19/3期）

フェーズ2 
（20/3期～22/3期）

フェーズ3 
（23/3期～25/3期）

虎ノ門駅前再開発
（国家戦略特区認定案件）

オフィス
商業 約12,000m2

武蔵小金井駅第2地区再開発 商業
住宅 約10,000m2

南小岩六丁目再開発 *
商業
住宅 約4,500m2

西麻布三丁目再開発 *
ホテル
住宅 約9,900m2

（仮称）芝浦一丁目計画 *
（国家戦略特区認定案件） 複合 約550,000m2 

（延床面積）

亀戸六丁目計画 商業
住宅 未定

日本橋一丁目中地区再開発 *
（国家戦略特区認定案件）

オフィス
商業
ホテル

約374,254m2

（延床面積）

西新宿三丁目西再開発 *
商業
住宅 約21,000m2

西日暮里駅前再開発 *
商業
住宅 約18,000m2

外神田一丁目再開発
オフィス
ホテル
商業

約44,000m2

飯田橋駅中央再開発 オフィス
住宅 約22,000m2

新橋駅西口再開発 *
オフィス
商業 未定

野村不動産銀座ビル
建替え（銀座MTRビル）* オフィス 未定

* JV案件
各プロジェクト（名称含む）は現時点では計画段階にあるため、今後変更となる場合があります。

着工

着工

着工

着工

着工

着工

着工

竣工

竣工竣工

竣工

（未定）

竣工

中長期経営計画の進捗と事業方針

収益不動産開発事業

4ブランドを中心とした収益不動産開発事業は順調に拡大し、ストック（総事業費ベース）は3,000億円に到達しました。今後も 

グループ力を活かしながら、開発利益の実現に向け、さらなる拡大を見込んでいます。

ホテル事業の展開

2017年10月に、ホテルの企画・運営を行う「野村不動産ホテルズ株式会社」を設立しました。 

ホテル分野は、訪日外国人の増加などを背景に、今後も拡大が期待できる成長マーケットと捉

えています。「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、当社グループが

自ら運営する新ブランド「NOHGA 

HOTEL」を立ち上げ、2018年11

月には第1号案件である「NOHGA 

HOTEL UENO（ノーガホテル上野）」

が開業予定です。

複合開発事業の推進

東京都心部エリアを中心に複合開発プロジェクトを積極的に推進しています。うち長期保有物件については、2025年3月期までに、

9,000億円の投資を予定しており、2018年3月末時点で事業規模6,500億円の投資が決定しています。

1,000

3,000

2,000

4,000

1,589

3,000

18/317/316/3

1,900

2,500

924

1,373

収益不動産ストック
億円

 ストック　  BS残高  売却額　  粗利益

200

100

400

300

500
433

18/317/316/3

332
353

10087 94

収益不動産売却
億円

NOHGA HOTEL 上野

立地： 上野駅 徒歩3分

客室数： 130室

開業： 2018年11月（予定）

運営： 野村不動産ホテルズ

中長期経営計画開始 中長期経営計画開始

ストックは 
1,100億円 
増加

進捗状況
項目 実績 課題 戦略

賃貸収益の拡大 •  芝浦一丁目、日本橋一丁目の国家戦略 
特区認定など、将来の収益貢献を期待す
る大規模複合開発の進捗

•  グループ力を発揮し、Morisia津田沼など、
良質な物件取得

•  ホテル事業への参入（NOHGA HOTEL）、 
着実な事業機会獲得

•  大規模複合開発のスケジュール遵守
•  オペレーショナルアセットなどの規模拡大
•  ROAの向上
•  ホテル事業運営ノウハウの確立

•  大規模複合開発の着実な事業推進と 
リーシング

•  商業施設事業のさらなる拡大
•  自営運営ホテル第1号案件の 
安定稼働および事業拡大

•  テナントとのリレーション強化を通じた 
内部成長

売却収益の拡大 •  グループ力を活かした着実なストック拡大
（約3,000億円）
•  立地やマーケットに応じた商品の拡充 
（都市型商業他）

•  着実なストック確保 •  事業ボリューム拡大による継続的な 
売却収益の獲得

新規エリア（海外） •  成長マーケットである東南アジアでの 
事業拡大

•  事業機会の拡大 •  投資済案件の着実な事業推進
•  事業機会の獲得に向けた情報網の拡大

賃貸部門 賃貸部門

（仮称）芝浦一丁目計画武蔵小金井駅第2地区再開発 日本橋一丁目中地区再開発虎ノ門駅前再開発

プロジェクト 主用途 総事業 共同事業主 当社持分 フェーズ1 
（17/3期～19/3期）

フェーズ2 
（20/3期～22/3期）

フェーズ3 
（23/3期～25/3期）

フィリピン・マニラ 商業 
住宅

約1,400戸 
約30,000m2

フェデラルランド社 
三越伊勢丹ＨＤ 20.00%

タイ・バンコク 
トンロー

サービス 
アパートメント 303室 オリジン社 49.00%

ベトナム・ホーチミン 
サンワータワー（既存） オフィス 約26,500m2 サンワー社 24.00%

中国・北京 
北京発展ビル（既存） オフィス 約55,000m2 北京首都開発 ̶ 

（運営に参画）

着工

着工

竣工

竣工

60 野村不動産ホールディングス　統合レポート 2018 野村不動産ホールディングス　統合レポート 2018 61

中
長
期
経
営
計
画
お
よ
び
各
部
門
の
進
捗



REIT市場は今後も成長が期待できるマーケットです。国

内最大級の運用資産残高となった野村不動産マスター

ファンド投資法人や、本邦初の私募REITである野村不

動産プライベート投資法人のさらなる成長を軸に、安定

的なフィー収入の獲得を追求します。

安部 憲生
執行役員 資産運用部門長

主要な事業の紹介

ステークホルダーとの関わり・部門間連携

運用報酬

ファンド組成・ 
運用

賃貸運営 賃貸バリューチェーン 
（下図参照）建物管理

出資

仲介・CRE部門賃貸部門運営管理部門

資産運用部門
上場REIT

私募REIT 私募ファンド・有価証券ファンド

オフィス、住宅、商業施設、物流施設、ホテルなど、約1.1兆円を

運用する、国内最大級の総合型REITです。

2010年に運用を開始した、日本初の私募REITです。2018年

3月には運用資産残高2,000億円を達成し、厳選投資を通じ、

さらなる成長を目指しています。

投資家

不動産ファンド

資産運用部門 成長機会

•  資産運用ニーズの高まりや資金のボーダレス化を背景と
した、国内外での資産運用事業の拡大

•  低金利環境を背景とした不動産投資ニーズの高まり

事業リスク

• 日本経済や世界経済の変調に伴う資金調達環境の悪化

•  低金利政策の見直し

部門紹介
資産運用部門は、REIT・私募ファンドおよび不動産証券化商品などを対象とした資産運用業務を行っています。

再開発可

新築

（写真左）Landport東習志野 
（旧イトーヨーカドー東習志野店）

（写真右）プラウドフラット富ヶ谷 
（旧三菱自動車 渋谷店）

外部成長機会の獲得
競争力の高い優良物件の 

取得を通じた資産入替により、 
外部成長かつポートフォリオの 

質的向上を実現

当社グループへの売却実績

NOF日本橋本町ビル
NOF溜池ビル
NOF南新宿ビル
Morisa津田沼
イトーヨーカドー東習志野店
三菱自動車 渋谷店（底地）
三菱自動車 杉並店（底地）
合計 511億円

開発機会の獲得
当社グループにて将来的な 
再開発・建替えを検討・実施

当社グループ開発案件 取得実績
（2015年5月以降）

棟数 取得額
オフィス（PMOなど） 10 398億円
商業施設（GEMSなど） 6 215億円
賃貸住宅 
（PROUD FLATなど） 14 163億円

物流施設（Landportなど） 4 360億円
計 34 1,137億円

• オフィスファンド　
• ヘルスケアファンド　
• J-REIT投信
• 海外オープンエンドFoFs　ほか

投資家のニーズに合わせ、私募ファンド、有価証券ファンド 

など、多様な運用を行っています。

4,000

8,000

12,000

16,000

09 10 11 12 1304 05 06 07 08 14 15 16 17 18

期末運用資産残高の推移
億円

 （3月末）
 上場REIT　  私募REIT　  私募ファンド・有価証券ファンド

PMO平河町

物件情報紹介

資産運用部門傘下のグループ会社   P.106–107「グループ会社紹介」をご参照ください。

• 野村不動産 • 野村不動産投資顧問

Morisa津田沼

イトーヨーカドー 
東習志野店

NOF日本橋本町ビル

賃貸 
バリューチェーン
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新たなステージへ

•  戦略的資産入替：ポートフォリオの質
的向上

•  内部成長：アップサイドセクターを 
中心とした賃料上昇

•  初回公募増資の実施：投資主からの 
評価向上

設立後2年 3年以降

英国Lothbury社（ロスベリー社）買収

資産運用事業のグローバル展開に向けた第一歩として、英国の不動産運用会社であるロスベリー社との間で、同社株式の75%取

得に合意し、英国における不動産運用事業を獲得しました。今後は双方の顧客である投資家に対し、グローバルな不動産投資機会

を提供するなど、クロスボーダーなサービスの提供を通じた資産運用残高の拡大を図ります。

Lothbury社の概要 http://www.lothburyim.com/

会社名
Lothbury Investment Management 
Group Limited

事業概要
英国特化型オープンエンド・ファンド 
などの運用

運用物件
ロンドンおよび英国南東部で、商業・ 
オフィス・物流を中心に63物件を運用

私募ファンド・有価証券ファンド

当社運用REITでは捉えることのできない、多様な投資家ニー

ズに応えるため、さまざまなアプローチで私募ファンドの組成

に取り組んでいます。2018年3月期は、新規ファンドとして、フォ

ワードコミットメント型案件や首都圏のコアオフィス案件への

投資を行いました。有価証券ファンドでは、J-REITバリュー

ファンドおよび海外オープンエンドFoFsについて、引き続き運

用パフォーマンス向上による資産規模の拡大を図っていきます。

上場REIT

キャップレートは過去最低を更新する状況が継続し、収益不動

産の売買市場は高値水準で推移しています。このような環境下

で、野村不動産マスターファンド投資法人は、順調に戦略的な

資産入替（SPR： Strategic Property Replacement）を進め、

当初予定より早く、2017年10月に「資産入替」フェーズから「成

長」フェーズに入りました。また新フェーズ入りに合わせ、ロゴ

マークを刷新し、新たなブランド戦略を展開しました。2018年

2月には合併後初となる公募増資により約180億円を調達する

など、着実に成長を続けています。賃貸バリューチェーンを活

用した取引については、2018年3月期に野村不動産から13物

件、412億円（2018年3月31日時点で売買契約締結済の物件

を含む）を取得しています。

私募REIT

私募REITは、当社グループが日本で最初に運用を開始しま 

した（野村不動産プライベート投資法人）。低金利の運用環境

の下で、安定的にインカムリターンを享受できる私募REITに 

対する投資家のニーズは高く、順調に運用資産残高を拡大して

います。年金基金、中央・地域金融機関などさまざまな機関投

資家から運用資金をお預かりした結果、2018年3月に大きな節

目となる運用資産残高2,000億円の目標に達し、今後も厳選投

資を通じたさらなる成長を目指します。

中長期経営計画の進捗と事業方針
進捗状況

項目 実績 課題 戦略

上場REIT（NMF） •  3REIT合併、TOPリート合併後の 
初公募増資を実施

•  運用資産残高1兆円超の国内最大級の
REITへと成長

•  過熱する不動産売買市場における 
持続的な外部成長

•  内部成長による分配金の安定成長

•  賃貸バリューチェーンを軸とした 
外部成長の実現

•  賃料改定による内部成長の継続

私募REIT •  旺盛な投資家需要を背景に、着実な 
外部成長を実現

•  計画より前倒しで運用資産残高 
2,000億円に到達

私募ファンド •  新規私募ファンドの組成と運用の再開 •  私募ファンド適合物件の探索
•  多様な投資家ニーズの獲得

•  新セクターの事業化可能性追求
•  新規投資家開拓、既存投資家ニーズ発掘

有価証券ファンド •  J-REIT投信および 
海外オープンエンドFoFsの組成

•  US-REITパイロットファンド運用

•  毎月分配型投信への投資家需要減退
•  海外投資への需要探索

•  パフォーマンス向上に向けた堅実な 
運用とトラックレコードの蓄積

•  新規投資家開拓、既存投資家ニーズ発掘

ステージ移行に伴い、ロゴマークを改定

鹿が有する特徴とデザインを野村不動産マスターファンド投資法人に見立てた新ロゴマークで、 
新たなブランド戦略を展開します。

　　　　

（主なポイント）

• 生え替わる力強い角により、不断の進化への意志を示す
•  遠くを見据えた表情により、長期的視野と洞察力に基づく戦略性を示す
•  力強い前足により、確かなパフォーマンスを築いていく明確な意志を示す

1   賃貸バリューチェーンによるスポンサーパイプラインを中心とした外部成長を継続

2   内部成長による分配金の安定成長

3   ESG投資家の新たな導入、および国内外の大口投資家の継続的な支持を獲得

中長期的に国内上場REITのNo.1銘柄への成長

英国・日本の 
投資用不動産市場規模 *

•  機関投資家160社超との 
リレーション

•  J-REIT、私募REITなど 
1.3兆円を運用

•  機関投資家110社超との 
リレーション

•  英国特化で約3,000億円を運用

提携により期待される 
シナジー効果

日本・英国間の 
クロスボーダーな投資 
機会・サービスを投資家に
提供することにより、 
資産運用残高を拡大

将来的なビジネスの 
可能性

Lothbury社の知見と 
ネットワークを活かした、 
資産運用事業の 
グローバル展開

戦略的提携

英国
約180兆円

日本
約230兆円

野村不動産HDは 
Lothbury社株式の 
75%を取得予定

資産運用部門 資産運用部門

* PGIM Real Estate “A Bird’s Eye View of Real Estate Markets: 2017 Update"（円換算）

55 St. James’s Street Covent Garden
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デベロッパー機能を活かした総合的なCRE提案

カスタマーオリエンテッドの基本理念の下、増加・多様化

する不動産ニーズを的確に捉え、当社グループならでは

の提案力を強化します。

木村 順太郎
執行役員 仲介・CRE部門長

主要な事業の紹介

ステークホルダーとの関わり・部門間連携

売上高の内訳（2018年3月期）
億円 

部門トピックス

リテール

「野村の仲介＋（PLUS）」は首都圏、関西圏の他、新たに名古屋圏で店舗を開設。売却

物件をインテリアコーディネートして演出する「ホームステージング」や購入後の不安を

解消する「10年駆けつけ」など、新たなサポートメニューをご用意しています。

ホールセール

全国の顧客に対応可能な組織体制を築き、顧客属性に応じた営業を展開しています。 

海外から日本への投資ニーズの取り込みも進めています。

新築受託販売事業

野村不動産をはじめとした多くのデベロッパーからいただいた販売受託実績による 

ノウハウを活かし、市場調査、商品企画、販売、引き渡しまでの分譲事業をトータルで 

サポートしています。

 リテール　  ホールセール　  新築受託販売など

首都圏・関西圏・名古屋圏に展開する「野村の仲介＋」では、不動産の売却・購入・
住みかえに関してトータルでサポート

法人顧客の不動産ニーズに全国規模で対応 日本国内およびアジア諸国の企業、企業オーナー、機関投資家、資産家、 
個人向けの総合的な不動産ソリューションを提供

新築分譲マンションや一戸建ての販売を受託。お客様のニーズを的確に捉えた付加
価値の高い分譲事業をコーディネート

海外拠点

新築受託販売事業

賃貸部門住宅部門

仲介・CRE部門
リテール　個人向け不動産流通事業

ホールセール　法人向け不動産流通事業

法人営業本部

名古屋支店
法人営業部

関西支社
法人営業部
京都営業所

関西支社
法人営業部

関西支社
法人営業部
広島営業所（新設予定）

福岡支店
法人営業部

国内のホールセール営業拠点網

207
（58.2%）

108
（30.4%）

40
（11.4%）

仲介・CRE部門傘下のグループ会社   P.106–107「グループ会社紹介」をご参照ください。

• 野村不動産 • 野村不動産アーバンネット

仲介・CRE部門 成長機会

•  優良な住宅ストックの増大、社会やライフスタイルの変化
に伴う住み替えニーズの増加

•  事業承継や不動産の相続ニーズの高まり

•  企業不動産（CRE）戦略ニーズの高まり

•  海外投資家によるインバウンド投資ニーズの高まり

事業リスク

•  景気後退や金利上昇に伴う顧客の購買意欲の減退

•  価格高騰を背景とする収益不動産の買い控え

•  人材獲得競争の激化

部門紹介
仲介・CRE部門は、不動産の仲介・コンサルティング業務、マンション・戸建住宅などの販売の受託を行っています。

東京

香港

シンガポール

韓国中国

フィリピン

マレーシア

インドネシア

タイ

不動産購入・売却者

地域 
金融機関

個人

公共・ 
公益法人

一般 
事業法人

企業 
オーナー

ファンド 
運用会社

海外 
投資家

不動産業者

「野村の仲介＋」飯田橋センター
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ホールセール仲介手数料推移
億円

野村證券とのコ・ワーク
億円 件

（3月期）
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インバウンド投資の取扱実績
手数料額（百万円） 取引額（百万円）

（3月末）
 手数料額　  取引額（右軸）

（3月期）
 取扱高　  取扱件数（右軸）

50

100

150

250

20

40

60

200 80

100

17 181615141312

43
50

56
62

68
73

78

リテール手数料／期末リテール拠点数推移
億円 拠点数

ホールセール事業

一般事業法人については好調な企業業績や景況感の改善の中

で設備投資が増加しており、不動産投資家については低金利が

維持されていることで物件取得ニーズが旺盛であり、全体の取

引額は引き続き高水準で推移しています。

　そのような状況下で、ホールセール事業では、2018年3月期

に増収増益を確保しました。組織再編や京都、福岡への拠点開

設により、全国の顧客に迅速に対応できる体制を整えたことで、

顧客基盤を着実に拡大しています。

　海外営業においては、香港、シンガポールを拠点とし、アジア

を中心としたインバウンド投資ニーズへの対応により、2018年

3月期もインバウンド投資の取扱額を増加させました。引き続き、

野村證券との連携を軸としたインバウンド投資家の拡大と、現

地金融機関、会計事務所などとのルートの開拓を進め、海外収

益をさらに拡大していきます。またアウトバウンドニーズへの対

応では、住宅部門が事業参画するタイ・バンコクの分譲マン

ションについて、国内顧客に対しセミナーを開催する等の情報

提供を行い、現地への送客を推進した結果、販売委託先を通じ、

一定件数の購入につなげることができました。
（3月期）

 リテール手数料　  期末リテール拠点数（右軸）

中長期経営計画の進捗と事業方針

リテール事業

中古マンション市場は、堅調な状況が続いており、契約数・ 

成約価格ともに上昇傾向です。2016年に引き続き、2017年も

首都圏では、中古マンションの成約件数が新築マンション供給

戸数を上回りました。一部地域で在庫物件増加などの要因で、

契約数の上昇には若干鈍化の兆しが見られるものの、今後も 

市場は堅調に推移する見通しです。市場が成長する環境にあ 

る中、リテール事業では、営業人員を順調に拡大し、店舗数を

80拠点（2018年6月末時点）まで増加させるとともに、投資用

不動産の売買や相続・事業承継対策などのサポート、「ノムコ

ム」の機能拡充等、顧客サービスの充実を図ることで、2018年

3月期には、過去最高の手数料収入を獲得しました。

顧客サービスの拡大

「野村の仲介＋」は、2018年オリコン顧客満足度調査 不動産

仲介「購入 マンション」・「売却 マンション」・「売却 戸建て」の 

3ランキングで、第1位の評価を獲得しました。また、不動産情

報サイト「ノムコム」では、マンション相場価格を提供する「マン

ションデータPlus」やVRホームステージングの導入など最新

テクノロジーにより、さらに便利な住まい探しを実現しました。

野村證券とのコ・ワーク

野村證券とのコ・ワークは取扱高・取扱件数ともに、2018

年3月期に過去最高水準を記録しました。野村證券がリ

レーションを持つ顧客の不動産売買ニーズを適切に捉え

られたことが要因です。今後もコ・ワークを強化し、収益

の拡大を図ります。

進捗状況
項目 実績 課題 戦略

リテール事業 •  拠点数の拡大（80拠点）、各種 
サービスメニューの充実による 
手数料の過去最高更新

•  エリア特性に応じた 
地域密着営業の深掘り

•  ICT活用による生産性の向上

•  首都圏、関西圏、名古屋圏において100拠点体制を 
構築しマーケットシェアを拡大

•  人・店舗の「野村の仲介＋」と、不動産情報サイト 
「ノムコム」を両輪とし、顧客満足度No.1ブランドを実現

ホールセール事業 •  新規エリアへの出店 
（福岡・京都・広島）
•  海外拠点の収益基盤確立 
（海外営業部の設立）

•  顧客基盤の拡大
•  海外収益のさらなる拡大

•  野村證券、地域金融機関との連携強化
•  CRE提案エリア戦略の実践による開拓推進
•  インバウンド需要の取り込み、営業対象国の拡大
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（暦年）
 契約数　  価格（右軸）

出典：（公財）東日本不動産流通機構　REINSより、当社にて作成
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出典：「日経不動産マーケット情報」2018年2月号を基に当社作成

仲介・CRE部門 仲介・CRE部門

「マンションデータPlus」の導入
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マンションやオフィスビルを管理することにとどまらず、そ

のストックを対象に価値あるサービスを提供し、より多く

のお客さまからの信頼を獲得していきます。

関 敏昭
副社長執行役員 運営管理部門長

主要な事業の紹介

運営管理部門傘下のグループ会社   P.106–107「グループ会社紹介」をご参照ください。

• 野村不動産
• 野村不動産パートナーズ
• 野村不動産ライフ&スポーツ

• 野村不動産熱供給
• 野村不動産ウェルネス

• 野村不動産アメニティサービス
• NFパワーサービス

ステークホルダーとの関わり・部門間連携

売上高の内訳（2018年3月期）
億円 

部門トピックス

運営管理

当社グループ開発物件をはじめ、住宅約17万戸、ビル等約700件の管理を受託しており、

マンション入居者の管理満足度調査 *では9年連続第1位を記録しています。

受注工事

一級建築施工管理技士130名を有し、オフィスビルのリニューアル・インテリア工事、 

リフォーム工事やマンションの大規模修繕工事において、高い技術力を有したサービス

を提供しています。

フィットネス／シニア事業

フィットネスクラブ「メガロス」は43店舗を展開しています。シニアレジデンスでは、2017

年10月に第1号案件の「オウカス船橋」を開業し、新規物件の開発を強化しています。
* 「住まいサーフィン」による管理満足度調査（2017年9月時点）

 運営管理　  受注工事　  フィットネス・シニア　
 一括受電サービスなど

建物運営管理

マンションの運営・管理 オフィスビルの運営・管理 公共施設の運営・管理

受注工事

マンションの修繕・リフォームオフィスビルのリニューアル マンション大規模修繕のブランド

フィットネス／シニア事業

フィットネスのブランド シニア事業のブランド

マンション管理組合
マンションオーナー
ビルオーナー
行政機関など

管理委託報酬

建物管理

修繕工事代金

修繕工事

建物管理物件管理委託 建物管理 物件情報紹介

運営管理部門

503
（48.2%）

316
（30.2%）

160
（15.4%）

65
（6.2%）

運営管理部門 成長機会

• 建物老朽化による大規模修繕需要の増加

•  公共施設運営の官民連携の加速

•  東京オリンピック・パラリンピックを背景とした 
健康ニーズの高まり

•  エネルギー利用に対する意識の高まり

事業リスク

•  労働者不足を背景とする人員の確保

•  管理費の価格競争

部門紹介
運営管理部門は、マンション・オフィスビル・教育施設などの管理業務の受託および修繕工事・テナント工事などの請負、マンション・

戸建住宅などのリフォーム工事等の請負、フィットネスクラブ事業、シニア向け住宅・サービスなどの開発企画・運営を行って 

います。

オウカス船橋

仲介・CRE 
部門

資産運用部門賃貸部門住宅部門
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マンション大規模修繕

当社グループが管理するマンションにおいて、大規模修繕の時

期が到来している物件が増加しています。右図「re：Premium

（リ・プレミアム）」の営業を強化し、マンション大規模修繕工事

の元請け企業としての受注拡大を目指していきます。

　「re：Premium」は、野村不動産パートナーズが提供する、

マンション大規模修繕工事のブランドです。野村不動産の分譲

マンション「プラウド」を対象に、野村不動産パートナーズが 

材料メーカー・協力会社と協働し、元請けとして責任施工を 

行います。「re：Premium」を導入した物件では、大規模修繕工

事実施周期 *を、業界標準よりも長期化することが可能となり、

居住者の修繕費用負担の軽減につながっています。

　今後も、大規模修繕工事時期に合わせて、リフォーム営業を 

強化し、リフォーム事業との連携による顧客満足度向上を目指

します。

*  業界標準：12年に1度  
「re：Premium」：16～18年に1度

フィットネス事業

ライフスタイルの多様化に適応した店舗展開
顧客のライフスタイルの多様化に適応し、「MEGALOS（メガロス）」ブランドの下、さまざまなコンセプトで店舗を展開しています。

中長期経営計画の進捗と事業方針 シニア事業

国内の人口総数は今後減少していくものの、65歳以上の人口

は今後も増加していく見通しです。また、高齢者人口のうち、自

立生活可能な高齢者（自立～軽度）は90%強を占めており、予

防を含む医療・介護サービスの充実や、健康を維持・向上させ

ることは、大きな社会課題となっています。そうした課題に対応

すべく、当社は自立生活が可能な高齢者が生き生きと暮らせる

住まいづくりを目指し、「OUKAS（オウカス）」ブランドを立ち 

上げました。またシニア事業全体を強化するため、介護事業の

ノウハウを持つ事業者と、資本・業務提携を行いました。今後

は10年で、40棟、5,000戸の高齢者住宅の供給を目指していき

ます。

メガロスと連携した運動プログラム
オウカス船橋では、フィットネスクラブ「メガロス」を

展開する野村不動産ライフ&スポーツと共同開発し

た運動プログラムを提供しています。常駐の運動ス

タッフが指導するプログラムを通じ、入居者の身体機

能改善を目指します。

今後予定しているシニア事業プロジェクト
（仮称）海浜幕張プロジェクト（高齢者住宅） 開業年： 2020年 総戸数： 141戸

（仮称）吉祥寺プロジェクト（高齢者住宅） 開業年： 2020年 総戸数： 116戸

（仮称）恵比寿プロジェクト（デイサービス） 開業年： 2020年 定員： 35名

（仮称）日吉プロジェクト（高齢者住宅） 開業年： 2021年 総戸数： 120戸

進捗状況
項目 実績 課題 戦略

管理ストックの増大 •  当社供給物件の増加による利益成長
•  不採算案件の整理

•  人材確保と育成 •  IT化やロボット導入などによる生産性 
の向上

•  グループストックを活かした 
リフォーム事業の推進

事業領域の拡大 
サービスメニューの進化

•  マンション大規模修繕工事の受注拡大
•  リフォーム事業

•  マンション専有部へのアプローチ •  PPP／PFI事業の拡大
•  エネルギーマネジメント事業の拡大

フィットネスクラブ事業 •  女性専用フィットネスクラブ、シニア向け 
メニューの充実など、独自性の高い 
サービス提供

•  都心出店

•  人材育成 •  独自性の高いプログラム、クラブ運営

シニア事業 •  高齢者住宅ブランド「OUKAS」発表、 
第1号案件稼働

•  介護事業者との資本・業務提携

•  都市型コンパクトタウンにおける重要な 
役割を担うシニア事業モデルの確立

•  10年間で40棟・5,000戸の供給を目指す

人生を、謳歌する住まい

「今日より健康な、あしたを。」

順調な入居で運営を開始した第1弾「オウカス船橋」

所在地：千葉県船橋市
交通： JR総武線「船橋」駅 

徒歩15分 
東武アーバンパークライン「新船橋」駅 
徒歩5分

開業年月：2017年10月
総戸数：125戸

野村不動産グループの高齢者住宅

オウカスの特徴

世代を超えて誰もが 
歩いて活動できる 
「街づくり」

カラダとココロの 
健康を届ける 

「健康維持・促進」

大規模修繕工事のブランド 
「re：Premium（リ・プレミアム）」イメージ

材料メーカー 施工会社

交渉を重ね 
協業を実現

耐用年数を向上させた 
商品を開発

新たな施工方法の導入

メインダイニング 専門の運動スタッフ

メガロス日比谷シャンテ メガロス 24 テラッセ納屋橋 メガロスルフレ みなとみらい

多彩な運動プログラムコンシェルジュデスク フィットネススタジオ 大浴場

運営管理部門 運営管理部門

ジム・スタジオ・プールなどを備えた 
総合型スポーツクラブ

24時間営業の小型スポーツジム 女性専用のフィットネスクラブ

（3月期）
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4月

女性が輝くライフスタイルを 
サポートするWomen’s Studio  
「メガロスルフレ みなとみらい」オープン
「リラクゼーション」と「ボディメイク」両方が
実現できる「美活空間」をコンセプトに、神
奈川県内初導入となる最先端のプログラム
などを取り揃えた女性専用の新店舗「メガロ
スルフレ みなとみらい」をオープンしました。

不動産情報サイト「ノムコム」で 
「3Dウォークスルー動画機能」などの
提供を開始
3Dスキャンカメラで空間データを収集し、立
体的な画像で、まるで物件内を歩いているか
のように、室内をさまざまな角度から閲覧で
きる3Dバーチャル空間を提供するサービス
を開始。また、物件の閲覧履歴データからお
客様一人ひとりに対し、嗜好に合わせた物
件情報をメールする「レコメンド物件メール
配信サービス」の提供も開始しました。

10月

「re：Premium（リ・プレミアム）」を 
分譲マンション「プラウド」にて提供
「プラウド」において、品質にこだわった責任
施工を行うことにより業界標準を超える 
長期保証を実現した、大規模修繕工事 
「re：Premium」の提供を開始しました。

高齢者住宅・新ブランド 
「OUKAS（オウカス）」が開業
「街づくり」と「健康維持・増進」の両輪で健
康寿命を延伸し、生涯の在宅・自立生活を
支援する高齢者住宅の新ブランド「OUKAS
（オウカス）」の第1弾となる「オウカス船橋」
が開業しました。

野村不動産ホテルズを設立
当社グループの新たな挑戦分野としてホテ
ル事業を推進していくために、ホテルの企
画・運営を行う野村不動産ホテルズを設立
しました。「NOHGA HOTEL」ブランドの下、
2018年11月に、上野エリアにおいて第1号
案件を開業する予定です。

8月

浜松町ビルディング建替え事業 
「（仮称）芝浦一丁目計画」 
整備方針を策定
野村不動産、NREG東芝不動産および東日
本旅客鉄道は、共同で推進している「（仮称）
芝浦一丁目計画」における整備方針を策定、
発表しました。今後は、内閣総理大臣による
国家戦略特別区域計画の認定を受けるべく
手続きを進めていきます。

7月

Landportシリーズ 
関西圏第1号案件
「Landport高槻」竣工
大規模高機能型物流施設「Land 
port高槻」が2017年6月に竣工
しました。大阪・京都・神戸など
関西主要エリアへの広域配送が
可能なエリアに位置しています。
また、72時間分の自家用発電な
ど、高いBCP性能を確保してい
ます。

フィリピンにおける 
不動産複合開発事業に参画
三越伊勢丹ホールディングス、
フィリピン大手不動産会社
Federal Lan d Incorporatedと
ともに、フィリピン・マニラ近郊に
おいて分譲住宅および商業施設
の不動産複合開発への取り組み
を開始しました。日系デベロッ
パーと日系小売企業参画による
フィリピンで初めての複合開発 
プロジェクトになります。

12月

タイ・バンコクにて  
サービス・アパートメント 
事業へ参画
野村不動産は、現地デベロッパー
であるOrigin Property社と共同
で、タイ・バンコクにてサービス・
アパートメント事業へ参画するこ
とを決定しました。「Staybridge 
Suites Bangkok Thonglor」は、
インターコンチネンタル・ホテル
グループのサービス・アパートメン
トブランドで、東南アジア初進出
となります。

3月

関西最大級の都市型 
コンパクトタウン 
「プラウドシティ塚口」が竣工
兵庫県尼崎市のJR宝塚線「塚
口」駅前複合再開発プロジェクト
「ZUTTOCITY（ズットシティ）」内
に建設していた「プラウドシティ
塚口」（総戸数1,200戸）が竣工
しました。

「Tsunashima SST」が 
まちびらき、共創による 
イノベーション創出活動 
を展開
Tsunashima サスティナブル・ス
マートタウン（Tsunashima SST）
内で唯一の分譲マンションである
「プラウド綱島SST」などが竣工
し、すでに稼働しているタウンエ
ネルギーセンター、スマート技術
開発施設などとともに、次世代都
市型スマートタウンとして始動し
ました。

9月

グループREITがGRESB 
評価において「Green Star」・
「5 Star」を取得
野村不動産マスターファンド投資
法人と野村不動産プライベート
投資法人は、サステナビリティに
関連する優れた取り組みが評価
され、2年連続で4段階の最高位
となる「Green Star」の評価を 
取得。GRESBレーティングとし
ても最上位の「5 Star」となりま
した。

5月

マイクロソフト ホロレンズを
活用した新築マンション販売
向けビューアーを開発
2017年7月より販売を開始した
「プラウドシティ越中島」にて、日
本マイクロソフトが提供するホロ
グラフィックコンピューター
「HoloLens」を活用した「ホログ
ラフィック・マンションビューアー」
を導入しました。新築マンション
の販売で「HoloLens」を活用す
る事例は日本初となります。

11月

地方中核都市における 
事業展開を加速
富山県富山市および新潟県新潟
市において、分譲マンション事業
「プラウド富山神通本町」、「プラ
ウド新潟米山」の開発に着手しま
した。

2017
2018

プラウド新潟米山

プラウド富山神通本町


