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あしたを、つなぐ
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

お客様第一の精神
私たちは、創業から大切にしてきた 

「お客様第一」の精神と、信頼や期待に応えていく姿勢を、 

これからも変わらず守り続けます

独創的発想による新たな価値創造
私たちは、未来を見据えた先見性や、 

グローバルな視点を大切に、これまでにない自由な発想で、 

新たな価値を生むことにこだわります

挑戦者であり続ける姿勢
私たちは、常にチャレンジャーであることを忘れずに、 

謙虚さと向上心を持って、新しいことに挑戦していきます

社会と共に成長していく自覚
私たちは、人や街の未来をつくる責任と誇りを忘れずに、 

社会に貢献し、常に必要とされる存在であり続けます

活き活きと働くウェルネスの実現
私たちは、活き活きと働くことが会社と 

自らの成長の源泉であることを認識し、 

心身の健康を何よりも大切にします

野村不動産グループは企業理念「あしたを、つなぐ」を、お客さまやステークホルダーの皆さまに向けて、

「私たちの約束」として掲げています。これは街づくりや不動産開発そして不動産に関わるさまざまなサー

ビスのご提供にあたり社会課題の解決に正面から向き合う決意を示したものです。

　そして、行動指針である「私たちが大切にすること」を社員一人ひとりが常に心に留めながら、事業を通

じて「私たちの約束」を実現していくことで持続的な企業価値向上を目指していきます。

　今般、新たな中長期経営計画（2020年3月期～2028年3月期）がスタートしました。当社グループが社

会に対して新たな価値を創造し、高い資産・資本効率を維持しながら、一層のガバナンス向上と利益成長

を実現する姿を目指すものです。本計画を通じた取り組みが、企業価値の向上のみならず、持続可能な社

会の実現に寄与するものと考えています。

　本統合レポートは、当社グループを取り巻く外部環境を踏まえ、持続的な企業価値向上のための考え

方や具体的施策について、財務と非財務の両面で情報をまとめた報告書です。ステークホルダーの皆さ

まに当社グループをご理解いただき、対話を深めるための一助となりますことを願っています。

 2019年9月

代表取締役社長　 
グループCEO
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 英二

グループ企業理念「私たちの約束」

行動指針「私たちが大切にすること」

ステークホルダーの皆さまへ
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参考としたガイドライン

•  GRI（Global Reporting Initiative） 
スタンダード

•  ISO26000「社会的責任に関する手引き」

•  IIRC（The International Integrated 
Reporting Council） 
「国際統合報告フレームワーク」

•  経済産業省 
「価値協創のための 
統合的開示・対話ガイダンス」

報告対象期間

2019年3月期（2018年4月～2019年3月）
一部内容に、当該期間以前または以後の 
活動と見通しも記載しています。

報告対象範囲

野村不動産ホールディングスおよび 
野村不動産グループ企業（21社）

逆引きインデックス
目的 「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」の該当項目 コンテンツ ページ

企業としての価値観、方向性 
を知りたい 価値観

 CEOメッセージ P.18

 COO兼CSR担当役員メッセージ P.30

強み、競争優位性を知りたい ビジネスモデル 
（市場勢力図における位置づけ）

 野村不動産グループ At a Glance P.8

 競争優位性 P.26

収益構造を知りたい ビジネスモデル 
（競争優位を確保するために不可欠な要素）

 野村不動産グループ 部門紹介 P.10

 CFOメッセージ P.40

持続可能な成長の確からしさ 
を知りたい

持続可能性・成長性 
（ESGに対する認識）

 COO兼CSR担当役員メッセージ P.30

 マテリアリティ P.34

持続可能性・成長性 
（主要なステークホルダーとの関係性の維持）

 野村不動産グループ 部門紹介 P.10

 部門別戦略 P.44

持続可能性・成長性 
（事業環境の変化リスク）

 CEOメッセージ P.18

 CFOメッセージ P.40

 企業価値向上プロセス P.24

 部門別戦略 P.44

具体的な戦略を知りたい 戦略

 CFOメッセージ P.40

 新中長期経営計画 P.38

 部門別戦略 P.44

 成長を支える仕組み P.64

 人材マネジメント P.70

戦略の進捗を測る指標 
を知りたい 成果と重要な成果指標（KPI）

 新中長期経営計画 P.38

 部門別戦略 P.44

事業ポートフォリオマネジメント、 
資本コストに対する認識 
を知りたい

戦略 
成果と重要な成果指標（KPI）

 CFOメッセージ P.40

 新中長期経営計画 P.38

見通しに関する注意事項
この統合レポートには、野村不動産グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が
含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信
に基づく見込みです。また、経済動向、不動産業界における競争の激化、法規制や税制、諸制度などに関わるリスクや
不確実性を際限なく含んでいます。それゆえ、実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきく
ださい。

独自の価値を生み出し続ける 
野村不動産グループ

野村不動産グループの中長期の 
企業価値向上ストーリー

野村不動産グループの 
財務・非財務情報
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代表取締役社長 
グループCEO

宮嶋  誠一
代表取締役副社長 
グループCOO

芳賀  真
取締役 
グループCFO

吉川  淳
取締役会長
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