
業績連動型株式報酬制度を新たに導入するなど、 
コーポレートガバナンス向上に向けた施策に 

積極的に取り組んでいます。 
経営の透明性を高める各施策をお伝えします。

 78  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

 82 役員一覧

 85 コーポレートガバナンス

新宿野村ビル（野村不動産ホールディングス本社）

Section 3
野村不動産グループの経営基盤
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指名報酬諮問委員会設置による成果

吉川：私が2017年6月に取締役会長に就任して1年が経ちま 

した。

　当社は、私の就任する以前の2016年2月に、経営陣幹部・取

締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性

と説明責任を強化するため、取締役会への答申を行う諮問機関

として「指名報酬諮問委員会」を設置しました。設置1年目には

取締役の報酬制度や指名のあり方等について、外部の専門家

の協力も得ながら、さまざまな他企業との比較や当社の現状を

踏まえた課題の整理などを行いました。そして2年目となった

2017年には具体的な制度の設計へと議論を進めました。

　諮問委員である社外取締役もこの諮問委員会での議論を通

じて、当社主要役員一人ひとりの人物像、選任の経緯、報酬制

度の成り立ち、他社との比較など相当な量の情報を得られるよ

うになったと思います。その結果、指名についても報酬について

も、ポジションごとに求められる役割の明確化、選任基準の策

定、必要な人数などに基づいてステークホルダーとの関係を意

識した本質的な議論が増えたと手応えを感じています。

　　　

芳賀：長年勤めたから、高い成果を収めたから、といった理由

で役員になるのではなく、これからの事業展開や成長に必要な

ポスト、能力、経験は何か、バックキャスティングで考えられる

ようになったのが、この1年間の大きな成果ではないでしょうか。

取締役会の実効性評価でも第三者を入れてボードメンバーの

ポートフォリオのチェックを行っています。

報酬制度見直しのプロセス

吉川：当社は2017年の統合レポートで、コーポレートガバナン

ス・コードへの対応の一つとして、報酬決定の方針について、今

後詳細な制度設計を含めて引き続き検討していくと申し上げま

した。外部コンサルティング会社の協力の下、2016年から報酬

制度の見直しを開始し、2017年に指名報酬諮問委員会にて具

体的な制度設計を検討しました。検討にあたっては、中長期的

な企業価値向上に貢献する意識を一層高める制度設計を目指

し、あまりテクニカルな仕組みになり過ぎないように注意しまし

た。報酬制度は高いモチベーションを維持し、パフォーマンス

の最大化につながるようなものであるべきだと考えます。元々、

当社グループの報酬制度は、固定報酬である「基本報酬」と 

変動報酬である「賞与」と「ストックオプション」から構成され、

株主との利害の共有化を図る仕組みとなっていましたが、事業

スパンの長い不動産業の特性を踏まえ、「時間」の概念も制度

に取り入れたのがポイントです。

　　　

芳賀：不動産業は一般消費財を取り扱うメーカーなどと比較し

て、収益化まで長い時間を要します。当然、短期的な収益の 

積み上げがあってこその中長期的な企業価値向上であることは

言うまでもありませんが、「持続的な成長」に真剣に向き合えば、

事業スパンが長いビジネスだからこそ数年後の収益を強く 

意識することが、結果として当社グループの企業価値向上につ

ながると考えています。報酬制度の基本設計は月次報酬と変動

野村不動産ホールディングスの 
「進化する」ガバナンス
～企業価値向上に向けた指名・報酬制度のあり方について～

当社は2015年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、2016年には指名報酬諮問委員会を 

設置するなど、コーポレートガバナンス強化を進めてきました。2018年6月に開催した第14回株主総会における 

決議を経て、野村不動産ホールディングスは、新たな報酬制度を導入しました。事業スパンの長い不動産業の 

特性を踏まえ、3年後の業績目標の達成度に連動する株式報酬を取り入れるなど、中長期的な業績の拡大と 

企業価値の向上への貢献意識を高める制度としました。この新報酬制度の導入の目的や、導入による 

今後の経営のあり方、さらには指名報酬諮問委員会の活動状況について、 
取締役会の議長である吉川と、コーポレート全般を統括する芳賀がお話しします。

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

吉川 淳
取締役会長

芳賀 真
取締役 兼 執行役員
コーポレート統括

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
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報酬を50：50とし、その変動報酬を短期インセンティブと長期

インセンティブに案分し、さらに長期インセンティブとして3年

後の業績目標の達成度に連動するパフォーマンスシェア型株式

報酬と譲渡制限付株式報酬を設定します。中長期的にコミット

した目標の達成度合いと連動させる仕組みは、不動産業の特性

に合っていると思います。

　　　

吉川：取締役を含めた経営を担う人材は、全社を俯瞰しグルー

プの企業価値向上に向けて、管掌する領域で何をすべきか具体

的な手立てを考えなくてはなりません。3年後の業績に連動し

た株式報酬は、それぞれの部門のベクトルを合わせ中長期的な

戦略をさらに力強く加速していくというメッセージを社内外に

示す狙いもあります。全役職員が一丸となってより持続的な収

益成長にしっかりと集中する制度になったと思います。

　　　

芳賀：単年度の業績のみならず、その持続性が評価のポイント

であるということです。事業内容によっては収益モデルが短期

的なものもありますが、中長期的な視点も併せ持たないと事業

スパンの短いビジネスもいずれ伸び悩んでしまう時代です。当

社グループは同業他社よりも長期の経営計画の下、各部門が

連携した価値提供を志向しており、部門問わず多くの業務で中

長期的な視点が必要となります。また、例えば用地取得価格は、

取得時点の相場観のみに着目するのではなく将来の布石とい

う意味でしっかりと中長期的な視野で評価すべき項目です。報

酬制度に中長期的なインセンティブを組み込むことで、単年度

の業績のみならず継続的に収益を計上するためには何をすべ

きかという意識がより深く浸透すると考えています。

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 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

指名・報酬の面から企業価値の向上に向き合う

吉川：報酬制度改定に合わせ、取締役の選任基準および選任

プロセス、サクセッションプランについても検討を重ねてきまし

た。その過程では、社外取締役からも率直な意見を数々いただ

きました。例えば、指名制度と報酬制度は車の両輪と考えるべ

きであり、報酬制度に中長期の視点を取り入れたように指名に

関しても、短期的な業績に偏らず途中の取り組み過程もよく見

る必要がある点や、サクセッションを意識して次世代経営人材

の育成に積極的に取り組んでいるかどうかなども本人の評価に

組み込むべきだという点です。

　　　

芳賀：当社グループの持続的成長にどういったスキル、経験が

必要か。各ポジションはどんな役割を果たさなくてはならない

か。そのポジションに対する対価は妥当か。こう考えると、報酬

制度と指名制度を一体的に考えなければ機能しないことになり

ます。年功序列的な発想を排除して、期待される役割とその対

価について整理できたことは今後の運用においても大変良かっ

たと思っています。

　　　

吉川：指名報酬諮問委員会は、執行役員の昇格について執行

サイドから提示された人事案を慎重に検討しますが、その際に

は、選任理由、経歴、能力はもちろん、当該本人の課題点、課題

をクリアするためのトレーニング方法も含めて執行サイドに説

明を求めます。指名報酬諮問委員は、部店長会議、取締役会、

経営会議などの会議に加えて、さまざまな社内のイベントで該

当する人物を見るようにしています。それらの印象と執行サイ

ドからの説明を合わせて総合的に審議します。CEOの個人的

な意思が必要以上に強く働き、公正・公平性に欠ける選任・昇

格案となっている場合には、CEOとしての適性が議論となるこ

とも考えられます。そのような緊張感を持って、率直に次世代

の経営人材について議論を交わし合う風土を醸成していくこと

がとても重要だと考えています。現在の指名報酬諮問委員会は

非執行の社内取締役である私と3名の社外取締役で構成され

ており、客観的に議論する上で良いバランスとなっていると思

います。

　　　

芳賀：私も今のバランスは適切であると感じています。執行サ

イドから上がってきた選任・昇格案の是非を判断するのは、非

常勤の取締役にとってはかなりハードルが高いと言えます。む

しろ、代表権を持たず、非執行役員ながら常勤の吉川会長にさ

まざまな人事情報を集め、社外取締役からの忌憚ない意見を

取り入れていくプロセスが最も透明性が高いと思います。

　　　

吉川：当社では新たなサクセッションプランに資するべく、現経

営陣一人ひとりに担当しているポジションについて求められる

能力やスキルを記述し、さらに後継者にふさわしい人材を、即

時就任と5年後就任に分けて具体名でレポートを提出しても

らっています。この後継者レポートは、あくまでも選任案・昇格

案を審議する材料の一つと位置付けていますが、それと同時に、

現経営陣が自らの業務や役割を振り返り自分の担当するポジ

ションに必要なことは何か、果たして自分に不足している能力

は何かを改めて考える良い機会になっています。このレポート

は記録として蓄積していくもので、毎年更新し私のところに集約

され指名報酬諮問委員の閲覧にも供します。もしCEOやCOO

から人事に関する相談があった時は、集約した情報を基に、私

は意見を交わす考えです。

　　　

芳賀：私も実際に後継者レポートを書いてみて、とても大きな

気付きを得ることができました。また後継者候補について課題

点まで書いてみると、具体的なトレーニング方法まで見えてき

ます。コーポレートガバナンス・コードで求められるサクセッ

ションプランとトレーニングに関する方針の整備にもつながり、

とても効果的な取り組みだと感じています。

　　　

吉川：また、選任の一方で解任についても透明性を確保しなく

てはなりません。不正や違反などがあった場合に解任を検討す

るのはもちろんですが、取締役の任期が1年であることを踏まえ

ると、適正なルールに基づく選任プロセスに則り、翌年、選任し

ないというのが事実上の解任プロセスであると考えますが、 

この点はさらに検討を重ねていきます。今後も株主をはじめ 

ステークホルダーの期待に応えるべく、当社の中長期的企業価

値の向上に向けて、引き続き取締役会で指名・報酬制度のあり

方を議論していきます。

2019年3月期から導入する新報酬制度について

報酬制度の変更 株式報酬制度導入の目的

株式報酬

固定報酬 固定報酬

賞与 賞与

業績 
連動部分

非業績 
連動部分

ストックオプション

報酬が当社株価と連動

•中長期的な企業価値向上への動機付け
•株主の皆さまとの利害の共有

業績連動部分：3年ごとの業績で変動
中期的な業績向上へのより明確なインセンティブ

非業績連動部分：役員退任時まで、交付などを繰り延べ
より長期的な貢献や企業価値向上へのインセンティブ
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役員一覧
（2018年9月末現在）

役員一覧

取締役
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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）
平成 30年 5月 株式会社良品計画社外取締役（現任）

関 敏昭
代表取締役副社長 兼 副社長執行役員
グループ会社担当、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 

（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 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
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）

平成 30年 4月  当社代表取締役副社長 
兼副社長執行役員（現任） 
野村不動産リフォーム株式会社（現野村
不動産パートナーズ株式会社）取締役 
NFパワーサービス株式会社 
代表取締役社長（現任）

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

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）

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、兼 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 
（現野村不動産投資顧問株式会社） 
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 26年 6月  当社取締役兼執行役員（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（現合同会社居住デザ
イン研究所）代表社員

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）

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、 
兼 コーポレートコミュニケーション部担当

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
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 
株式会社ジオ・アカマツ取締役 
野村不動産リフォーム株式会社 
（現野村不動産パートナーズ株式会社） 
取締役 
株式会社プライムクロス取締役 
野村不動産ウェルネス株式会社 
取締役

平成 29年 6月 当社取締役兼執行役員（現任）



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
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 
株式会社ジオ・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

平成 30年 4月  野村不動産ウェルネス株式会社監査役
（現任） 
野村不動産ホテルズ株式会社監査役 
（現任）

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 

（現野村不動産パートナーズ株式会社） 
監査役

平成 30年 4月  野村不動産ウェルネス株式会社監査役
（現任） 
野村不動産ホテルズ株式会社監査役 
（現任）

賀来 高志 品質管理・建築統括

安部 憲生 資産運用部門長

木村 順太郎 仲介・CRE部門長

山本 成幸 開発企画担当

畑田 実 賃貸部門長

松尾 大作 住宅部門長

片山 優臣 海外企画部担当

中村 晴城 財務部、資金部担当

市原 幸雄  グループ監査部、グループ法務
コンプライアンス部、 
グループ総務・IT 戦略推進部、
秘書室、内部監査・ 
コンプライアンス担当

石川 陽一郎 グループ人事部担当

田中 克弥 経営企画部担当

執行役員

コーポレートガバナンス

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

切な情報開示を行います。

　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する情報を公正かつ適時・適切

に開示します。具体的には、適時開示体制図（P.86）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

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」に則り、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
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•   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） •  業績連動型株式報酬等の
制度を導入

•  コーポレートガバナンス・
コードの改訂に伴う 

対応開始

•   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 2017



コーポレートガバナンス

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。

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。

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：13銘柄1,240百万円
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2018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 1,394 34 0 770

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

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

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、EY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（2018年6月26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 中桐 徹

指定有限責任社員 業務執行社員 齋木 夏生

*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取っています。  
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4名 会計士補など6名 その他5名

コンプライアンス体制
当社グループでは、法令や企業倫理の遵守などのコンプライアンスを

経営の重要課題の一つとして位置付けており、その指針として「野村

不動産グループ倫理規程」を策定しています。さらに、当社にリスク

マネジメント委員会およびグループ法務コンプライアンス部を設置し、

役職員に対し継続的な教育、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。

　また、リスク情報収集の観点から、グループ職員の内部通報窓口

「野村不動産グループ・ヘルプライン」を設置しています。なお、当社

は、内部通報者に対して、その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。

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

コーポレートガバナンス
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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

取締役会の実効性評価

2018年3月期の取締役会の実効性評価においては、さらなる取締

役会の実効性向上を図るため、初めて第三者評価機関を活用した

アンケート調査およびインタビューをすべての取締役（監査等委員

を含む）に対し実施しました。その結果を踏まえた取締役会での審

議による分析・評価結果の概要は以下の通りです。

•構成について
取締役会の規模・独立社外取締役の割合はおおむね適切である。

　課題としては、取締役会の知見の充実を図るため、企業経営経験

者、海外事業やテクノロジーに豊富な知見を有する取締役の招聘

が望ましく、今後引き続き対応。

•討論状況について
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、自

由闊達な議論が行われている。

•運営について

2018年3月期に実施した資料の事前配布の徹底や論点をより明確

化するなどの点は改善された。

　課題としては、サマリー資料においてさらなる内容の精査を行い、

充実を図る必要がある。

•審議内容について

2018年3月期は議題の絞り込みや定例以外にも審議機会を設ける

など運用が改善された。

　課題としては、戦略討議のための時間確保を図るとともに審議す

べきテーマについての検討、また討議内容についての事後のフォロー

アップが必要である。

今後も、3年に1度の頻度で第三者評価機関を活用した実効性評価

を行っていくこととしたい。

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。

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

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係る取締役会の機

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。

88 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 89

野
村
不
動
産
グ
ル
ー
プ
の
経
営
基
盤



コーポレートガバナンス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、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。

2018年3月期開催の取締役会（19回開催、19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見て2%未
満です。

2018年3月期開催の取締役会（19回開催、18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見て
2%未満です。

2018年3月期開催の取締役会（19回開催、18回出席） 
および監査等委員会（12回開催、12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。

2018年3月期開催の取締役会（19回開催、18回出席） 
および監査等委員会（12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。

2018年3月期開催の取締役会（19回開催、19回出席） 
および監査等委員会（12回開催、12回出席）に出席

役員報酬について

2018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。）について業績連動型株式報酬等とは別枠で

年額550百万円以内、2015年6月26日開催の定時株主総会決議に

より、監査等委員である取締役について150百万円以内となっていま

す。また、業績連動型株式報酬等については、2018年6月26日開催

の定時株主総会決議により、対象期間（3事業年度）ごとに、当社が信

託に拠出する金銭の額の上限を730百万円、当社の取締役に交付等

が行われる当社株式数の上限を423,000株としています。2019年 

3月期より新たな株式報酬として、ストックオプションに代えて、業績

連動型株式報酬等の制度を導入することに決定しました。（詳細は

P.80をご覧ください。）

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（2018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）  469 250 81 137 8

取締役 
（監査等委員）（社外取締役を除く） 77 57  ̶ 20 2

社外役員 71 71  ̶  ̶ 5

合計 618 379 81 157 15

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、同規程に則った適

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。2018年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

受賞し、総合35位（前期14位）、業界4位（前期1位）に選定されてい 

ます。

2018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） 478回

社長スモールミーティング 1回

海外 IR（欧州・米国・アジア）（海外でのカンファレンス含む） 9回

証券会社主催カンファレンス（国内） 6回

物件見学会 6回

SRミーティング 13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 1回

ネット会社説明会 1回

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・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、2018年8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2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。なお、2018年6月1日に公表された改訂コーポレートガバナンス・コードに基づく更新については、2018年12月末日までに行う予定です。

原則 実施しない理由

【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考えています。後継者の計画に関しては、役員の選任基準を明確化し、トレーニング方
針および各役員の評価管理から選任までのプロセスを策定しました。今後は、当該策定した後継者計画に係る後継者
候補の育成が計画的に行われていくよう、指名報酬諮問委員会にて定期的にモニタリングし、取締役会へ報告するとと
もに、トレーニング体制・内容のさらなる強化を図っていきます。

【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、当社の企業理念や経営戦略を踏まえたトレーニングに努めています。具体的には、役員就任時における、財務・
法務等の企業経営に係る研修に加え、就任以降についても外部教育機関の活用や担当部門ローテーションによる経営力
向上など、経営者教育の機会を設けています。また、社外取締役に対しても、当社の事業活動、経営環境などについて理
解を深めていただく機会を設けています。今後も、取締役をはじめとしたトレーニング体制・内容のさらなる強化に向け
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。

90 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 91

野
村
不
動
産
グ
ル
ー
プ
の
経
営
基
盤


