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野村不動産グループの挑戦と創造の歩み

2006年

野村不動産ホールディングス、東証一部上場

1988年

民間単独では最大級の業務系開発 
「横浜ビジネスパーク（YBP）」着工

2008年

「PMO日本橋本町」竣工

2007年

「Landport厚木」竣工

1978年

「新宿野村ビル」竣工。 
本社を日本橋から移転

1961年

「鎌倉・梶原山住宅地」の開発で、 
デベロッパー事業を開始

1957年

野村證券から分離独立、ビルの賃貸・ 
管理を主業務として不動産事業を開始

1963年

「コープ竹の丸」の建設で、 
マンション分野に進出

2017年

タイ・バンコクにおいて、 
分譲住宅事業に参画

売上高推移（億円）
※ 2004年3月期までは野村不動産単体

2015年

NOMURA REAL ESTATE ASIA PTE. 
LTD.設立

2014年

都市型コンパクトタウン 
「ふなばし森のシティ」竣工

2011年

「オハナ」ブランドスタート
「オハナ八坂萩山町」

2008年

NREG東芝不動産、当社グループ入り

2002年

住宅の統一商品・サービスブランド「プラウド」を発表 
「プラウド久我山」

1,000億円突破 2,000億円突破

3,000億円突破

2019年3月期売上高

6,685億円

当社グループは創業から60年超にわたり、お客さまや社会が抱える課題に真正面から向き合い、 
事業を通じてその期待に応え続けてきました。

これからも持続可能な社会の実現に寄与すべく、変革と挑戦を続けていきます。

2017年

サービス付き高齢者向け住宅第1号
「オウカス船橋」開業

2005年

「プラウドフラット代々木上原」竣工

2003年

野村不動産オフィスファンド 
投資法人、東京証券取引所に上場

2015年

既存3リート合併で新生野村不動産 
マスターファンド投資法人誕生

2011年

既存の資産運用会社3社合併で現野村不動
産投資顧問誕生

2018年

英国不動産運用会社ロスベリー社、 
当社グループ入り

2000年

野村不動産アーバンネット設立

1995年

埼玉県草加市に「メガロス1号店（現  
メガロス草加店）」オープン

1999年

不動産情報サイト 
「ノムコム」スタート

2014年

野村不動産パートナーズ設立

売上高 
（億円）

2019年

庭のホテル、当社グループ入り

2017年

ホテルブランド「NOHGA HOTEL」を発表 
「NOHGA HOTEL UENO」

野村不動産ホールディングス
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2012年

「GEMS渋谷」竣工



野村不動産グループ At a Glance

事業サイクルが長い不動産ビジネスにおいて、 
継続的な発展を可能とする 
十分かつ健全な財務基盤

自己資本*1   5,267億円
自己資本比率*1   29.9%

D/Eレシオ*1   1.7倍
格付（格付投資情報センター）*1   A-
格付（日本格付研究所）*1   A

独創的で品質の高い商品・サービスを 
生み出す多様なプロ人材

連結従業員数*1   6,980名
1級建築士*1   253名*2

挑戦と創造の歴史の中で培った 
差別化された知見

オーダーメイドマンション
累計供給戸数   約5,000戸
収益不動産開発実績   約200棟
品質管理マニュアル   約60年間の蓄積
資産運用残高*1   約1.6兆円

幅広い顧客基盤

野村不動産グループカスタマークラブ   約12万人
仲介リテール拠点数*1   81拠点
ノムコム会員数*3   約22万人
住宅管理戸数*1   17.7万戸
メガロス施設数*1   44拠点
メガロス会員数*1   14.5万人
海外拠点数*4   6カ国・地域

高効率経営が生み出す利益創出・還元

売上高*5   6,685億円
事業利益*5、6   796億円
ROE*5、7   8.9%

ROA*5、8   4.7%

総還元性向*5、9   41.4%

さらなる成長へ向けた進化

住宅系再開発取組実績*10   No.1
新アセットタイプへの参入   ホテル事業の拡大

海外事業の拡充    英国資産運用会社
  ロスベリー社グループ入り

  シンガポール
  不動産仲介会社資本提携

丁寧につくりこまれた高品質の 
商品・サービスを提供

「プラウド」ブランド評価*11   No.1
グッドデザイン賞   17年連続受賞
不動産仲介評価*12   4年連続 No.1
マンション管理満足度*13   10年連続 No.1
ESG運用評価   GRESBセクターリーダー*14

*1. 2019年3月末時点
*2.  野村不動産、野村不動産パートナーズ社員のうち、 

1級建築士資格保有者
*3. 2019年2月末時点
*4. 中国、香港、シンガポール、ベトナム、タイ、英国
*5. 2019年3月期実績
*6.  事業利益＝営業利益＋持分法投資損益＋ 

企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費
*7. ROE＝当期純利益÷期中（平均）自己資本
*8. ROA＝（営業利益＋営業外収益）÷期中（平均）総資産
*9. 総還元性向＝（配当金総額＋自己株式取得の総額）÷当期純利益
*10. 当社調べ
*11.  日本経済新聞社によるマンションブランドアンケート2018に 

おいてプラウドは10項目中7項目でNo.1を獲得
*12.  2016～2019年オリコン顧客満足度調査の不動産仲介 
「売却 戸建て」「購入 マンション」において4年連続1位を獲得

*13. ｢住まいサーフィン」顧客満足度
*14.  2018年実施のGRESB評価において、 

野村不動産マスターファンド投資法人はグローバル・セクター 
リーダーに、野村不動産プライベート投資法人は 
アジア・セクターリーダーに選出

当社グループの資本 アウトカム

当社グループの事業分野 成長を支える仕組み

運営管理部門
•  マンション、オフィスビル、教育施設などの 
管理事業

•  修繕工事、テナント工事の請負事業
•  マンション、戸建住宅などのリフォーム工事 
の請負事業

•  マンション、オフィスビルなどの清掃事業　など

デベロップメント分野

サービス・マネジメント分野

住宅部門
•  マンション、戸建住宅などの開発分譲事業
•  サービス付き高齢者向け住宅の 
開発企画・運営事業

•  賃貸マンションの開発・販売事業
•  住宅に関するインターネット広告代理事業
•  住まいと暮らしの駆けつけ事業　など

事業概要を知りたい

 P.11

事業戦略を知りたい

 P.44–47

都市開発部門
•  オフィスビル、商業施設、物流施設、ホテル 
などの開発・賃貸および運営事業

•   収益不動産の開発・販売事業
•  商業施設の企画運営業務など受託事業
•  フィットネスクラブの運営事業　など

事業概要を知りたい

 P.12

事業戦略を知りたい

 P.48–51

資産運用部門
•  REIT、私募ファンドなど不動産証券化商品 
を対象とした資産運用事業 事業概要を知りたい

 P.13

事業戦略を知りたい

 P.52–55

仲介・CRE部門
•  不動産の仲介・コンサルティング事業
•  マンション、戸建住宅などの新築受託販売事業
•  保険代理店事業
•  不動産情報サイト運営事業　など

事業概要を知りたい

 P.14

事業戦略を知りたい

 P.56–59

事業概要を知りたい

 P.15

事業戦略を知りたい

 P.60–63

海外事業

•  住宅、賃貸事業
•  クロスボーダーニーズに対応した 
資産運用、仲介事業　など

事業戦略を知りたい

 P.68–69

再開発・建替え

•  市街地再開発事業に参画し、 
またその事務局機能を支援

•  マンション建替え事業　など

事業戦略を知りたい

 P.66–67

商品開発・品質管理

•  設計・施工監理業務
•  商品開発　など

事業戦略を知りたい

 P.64–65
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住宅部門

主要な事業の紹介

業界でのプレゼンス

事業規模

高層タワーマンション

野村不動産の代名詞となるマンションブランド 大規模・都市型一戸建て

大規模マンション 郊外型マンションブランド

サービス付き高齢者向け住宅

不動産・住宅業界特化型

プラウド代官山猿楽町 プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン

プラウドタワー武蔵小金井クロス プラウドシティ日吉 オハナ昭島中神

プラウドシーズン学芸大学

住宅分譲事業

プラウドフラット 
門前仲町 V

シニア事業

インターネット広告事業

賃貸住宅事業

オウカス船橋

松尾 大作
執行役員 住宅部門長

野村不動産グループ 部門紹介

グループ会社
•  野村不動産
•  野村不動産ウェルネス
•  プライムクロス
•  ファースト リビング  
アシスタンス

売上高／事業利益 資産残高／従業員数

住宅分譲計上戸数
（2019年3月期）

全国マンション供給ランキング
（2018年）

プラウドブランド評価 住宅系再開発取組数

賃貸マンション

*1. 不動産経済研究所公表資料より
*2. 日本経済新聞社によるマンションブランドアンケート2018において、プラウドは10項目中、7項目で第1位を獲得
*3. 当社調べ

売上高
3,753億円
事業利益
250億円

資産残高
4,632億円
従業員数
1,133人

5,890戸 第3位*1

（全国シェア6.5％）
第1位*3第1位*2

部門別売上高実績*

部門別資産残高

部門別事業利益推移（事業利益＝営業利益＋持分法投資損益＋企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費）
 単位：億円

部門別事業利益実績*

部門別従業員数

91
84 81

17/3期 18/3期 19/3期

69 71 74

17/3期 18/3期 19/3期

328
355

380

17/3期 18/3期 19/3期

60 59 59

17/3期 18/3期 19/3期

277
245 250

17/3期 18/3期 19/3期

（注）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。
*  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事業利益を合計した数字と異なります。

その他部門

△0.1% （△0億円）

2019年3月期

合計

6,685億円

2019年3月末

合計

1兆 
7,594億円

2019年3月期

合計

796億円

2019年3月末

合計

6,980人

住宅部門 都市開発部門 資産運用部門 仲介・CRE部門 運営管理部門

　

事業戦略を知りたい

 P.44–47

住宅部門

29.6% （250億円）

都市開発部門

44.9% （380億円）

資産運用部門

7.1% （59億円）

仲介・CRE部門

9.7% （81億円）

その他部門

0.0% （0億円）

住宅部門

54.8% （3,753億円）

都市開発部門

25.0% （1,716億円）

資産運用部門

1.4% （96億円）

仲介・CRE部門

5.4% （372億円）

運営管理部門

13.3% （913億円）

その他・調整額

5.5% （971億円）

住宅

26.3% （4,632億円）

都市開発

61.7% （1兆860億円）

資産運用

2.4% （424億円）

仲介・CRE

1.6% （282億円）

運営管理

2.4% （422億円）

その他・全社（共通）

5.2% （363人）

住宅

16.2% （1,133人）

都市開発

19.4% （1,353人）

資産運用

2.7% （186人）

仲介・CRE

22.6% （1,575人）

運営管理

34.0% （2,370人）

運営管理部門

8.8% （74億円）
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資産運用部門都市開発部門
　

オフィス

物流施設

商業施設

主要な事業の紹介

不動産保有・賃貸事業
 主な長期保有の商業施設 主な長期保有のオフィスビル

収益不動産開発・売却事業

新宿野村ビル 横浜野村ビル

日本橋室町野村ビル 浜松町ビルディング

ボーノ相模大野

PMO芝公園

NOHGA 
HOTEL

庭のホテル

GEMS茅場町

 Landport岩槻

Morisia津田沼

フィットネス事業ホテル事業

事業規模

関 敏昭
副社長執行役員 都市開発部門長

グループ会社
•  野村不動産
•  NREG東芝不動産
•  野村不動産ライフ＆スポーツ
•  ジオ・アカマツ
•  野村不動産ホテルズ
•  UHM
•  NREG東芝不動産 
ファシリティーズ

業界でのプレゼンス

売上高／事業利益 資産残高／従業員数

賃貸可能床面積
（2019年3月末時点）

収益不動産開発実績
（2019年3月末時点）

スポーツクラブ メガロス会員数
（2019年3月末時点）

主要な事業の紹介

2010年に運用を開始した、日本初の

私募REITです。2019年3月末の運用資産残高は2,169億円と

なり、今後も厳選投資を通じ、さらなる成長を目指しています。

事業規模

安部 憲生
執行役員 資産運用部門長

グループ会社
•  野村不動産
•  野村不動産投資顧問
•  Lothbury Investment 

Management

ESGにおけるトップクラスの外部評価国内資産運用残高
（2019年3月末時点）

海外資産運用残高
（2019年3月末時点）

業界でのプレゼンス

売上高／事業利益 資産残高／従業員数

売上高
1,716億円
事業利益
380億円

資産残高
10,860億円
従業員数
1,353人

売上高
96億円
事業利益
59億円

資産残高
424億円
従業員数
186人

私募ファンド・有価証券ファンド

運用資産残高

2,169億円
（2019年3月末時点）

• 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。

運用資産残高

754億円
（2019年3月末時点）

インカム・ 
リターンの 
安定性

総合型の 
ポートフォリオ

1

保守的な財務戦略3
資産運用会社の 
運営ノウハウ

4

野村不動産グループ
の総合力

2

上場REIT・私募REIT

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。

運用ポートフォリオ

1兆740億円
（2019年3月末時点）

REIT事業の特徴

海外事業

ロンドンおよび英国南東部で、商業・オフィス・物流を中心に約

3,000億円、64物件を運用しています。

運用資産残高

3,030億円
（2019年3月末時点）

累計109棟*595.3万m2*4 14.5万人 約1.3兆円 約3,000億円
野村不動産 
マスターファンド投資法人 
（上場・総合セクター、世界29社中）

野村不動産 
プライベート投資法人
（非上場・総合型セクター、アジア9社中）

第1位*6

*4. 当社グループが長期保有するオフィス、商業施設の賃貸可能床面積の合計
*5.  賃貸住宅の開発実績については、住宅部門への移管に伴い、実績数から除いています。計画中のプロジェクトを含みます。

*6. 2018年GRESBリアルエステイト評価

事業戦略を知りたい

 P.52–55

事業戦略を知りたい

 P.48–51
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運営管理部門

主要な事業の紹介

建物運営管理 受注工事

長期保証を実現
標準仕様 re：Premium仕様

屋上防水工事 10年保証 15年保証
外壁シーリング工事 5年保証 10～15年保証
外壁塗装工事 5年保証 7年保証
鉄部塗装工事 2年保証 3～5年保証
バルコニー・廊下防水工事 5年保証 10年保証

仲介・CRE部門

主要な事業の紹介

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・住み替えに関
してトータルでサポート

新築受託販売事業

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

初めて売買される方のための購入・売却ガイドや、市況・最新不動産ニュー
ス、住宅ローン情報など、売りたい方、買いたい方のニーズに応じたメニュー
を用意しています。

各金融機関と密接に連携することで、不動産
に関するお客さまのニーズに応じたサービス
をご提案・提供しています。

野村證券・その他金融機関 
（銀行、信金、信組など）

約900件 （2019年3月期成約件数）

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

ホールセール 
国内営業拠点

国内の企業、企業オー
ナー、機関投資家、資産
家の不動産ニーズに全
国規模で対応

海外拠点

東南アジアを中心とした地域の企業、お
よび機関投資家などの不動産ニーズに幅
広く対応

事業規模 事業規模

木村 順太郎
執行役員 仲介・CRE部門長

福田 明弘
執行役員 運営管理部門長

グループ会社
•  野村不動産
•  野村不動産アーバンネット
•  Tokio Property Seivices

グループ会社
•  野村不動産パートナーズ
•  野村不動産熱供給
•  野村不動産アメニティサービス

業界でのプレゼンス

売上高／事業利益 資産残高／従業員数

業界でのプレゼンス

売上高／事業利益 資産残高／従業員数

売買仲介取扱高
（2019年3月期）

住宅管理戸数
（2019年3月末）

国内リテール店舗
（2019年3月末）

ビル等管理件数
（2019年3月末）

ノムコム 
（不動産会社サイト）アクセス数

マンション入居者管理満足度 お客さま満足度調査 1級建築施工管理技士

不動産情報サイト「ノムコム」 コ・ワーク

マンションの運営・管理 オフィスビルのリニューアル

マンション価値を維持向上させる大規模修繕工事

マンションの修繕・リフォーム

オフィスビルの運営・管理

公共施設の運営・管理

抑制

5回目

re：Premiumの効果

4回目

4回目

3回目

3回目

2回目

2回目

1回目

1回目

採用前

採用後

総工事回数が削減される分、修繕積立金が抑制

売上高
913億円
事業利益
74億円

資産残高
422億円
従業員数
2,370人

売上高
372億円
事業利益
81億円

資産残高
282億円
従業員数
1,575人

第4位*7

（7,673億円）
81拠点 第1位*8 17.7万戸 732件 1位*10

（10年連続）
130名*11第1位*9

*7. 当社調べ
*8.  2019年2月のNielsen NetView（家庭または職場PCからのアクセス／アプリ除く）の利用者数約111.2万人、Nielsen MobileNetView（iOSまたはAndroidからのアクセス／アプリ含む）の 
スマートフォンからの利用者数約258.9万人となっています（不動産会社（売買仲介）で月間利用者数第1位）。PCとスマートフォンの利用者数には重複する利用者がいますが、PCとスマート
フォンの合計数はニールセンデジタルのデータを基に自社推計を行っています。

*9. 2019年オリコン顧客満足度調査　不動産仲介「売却 戸建て」・「購入 マンション」で第1位

*10. 住まいサーフィン調べ
*11. 野村不動産パートナーズにおける資格保有者数（2019年3月31日時点）

事業戦略を知りたい

 P.60–63

事業戦略を知りたい

 P.56–59

 ASEAN諸国

Singapore

Hong Kong

Tokyo

PART 1：野村不動産グループについて PART 3：ファクトデータPART 2：中長期企業価値向上ストーリー
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統合レポート 2019

東京（新宿）

仙台（新設）

名古屋

京都

大阪

広島

福岡


