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Part

竣工予定： 2022年3月期 
主用途    ： 住宅（934戸）、
　　　　 商業施設（約28,000㎡） 他 

KAMEIDO PROJECT／プラウドタワー亀戸クロス

　大型商業施設（サンストリート亀戸）の跡地を活用した大規模複合開発。亀戸駅徒歩2
分の好立地に、利便性をより高める大型商業施設を同時に開発。環境性能・安全性・快
適性、利便性に優れた地域共生型の街づくりを目指しています。
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豊かなライフスタイル・
ワークスタイルの実現

「利便性」「快適性」
「安心・安全」に優れた
多機能な街づくり

地球環境・地域社会の
未来を見据えた街づくりと

コミュニティ形成

良質な商品・サービスの
グローバル展開

中長期経営計画「４つの価値創造のテーマ」

野村不動産グループとは 強みや特色は何か どのような価値を、
どのように実現するのか なぜ持続できるのか ファクトデータ

中長期経営計画で定めた「価値創造のテーマ」は
社会価値と経済価値の創出を目指す道標です。

事業とサステナビリティの取り組みを
一体化しながら、お客さまの声に耳を傾け

マーケットの半歩先、一歩先をいく価値創造を
実現する商品や事業を創造していきます。
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どのような価値を、どのように実現するのか

副社長メッセージ

現場で培った経験をグループの
持続的な成長に活かす

　2021年6月、野村不動産ホールディングスの代表取締役
副社長に就任いたしました。ステークホルダーの皆さまに
ご挨拶申し上げます。
　私は1988年に野村不動産に入社して以来、住宅事業を中
心に、オフィスの開発・運営事業、近年においてはアジアで
の住宅分譲事業を手掛けるなど、当社グループのさまざま
な事業に携わってまいりました。その間に現場で培った経
験や、さまざまな事業において数多くの意思決定に携わっ
たことが、現在の自分を形づくっていると考えています。こ
れまでの経験を糧として活かしながら、当社の副社長として
グループの持続的な成長に全力を尽くしてまいります。

中長期経営計画の実現に向けて
　2019年4月に、2028年3月期までの9カ年の中長期経営
計画を策定しました。その中で、当社グループが取り組む4

つの価値創造のテーマとして「豊かなライフスタイル・ワー
クスタイルの実現」、「『利便性』『快適性』『安心・安全』に優
れた多機能な街づくり」、「地球環境・地域社会の未来を見
据えた街づくりとコミュニティ形成」、「良質な商品・サービ
スのグローバル展開」を定めています。これらの4つは当社
グループが目指す「未

あ し た

来につながる街づくり」と「豊かな時
の育み」の実現に向け、事業とサステナビリティの取り組み
を一体化し、社会価値と経済価値の創出を目指す道標とな
るものです。
　この4つのテーマを通じて9年間の収益成長を図り、同時
に中長期的にROA５％以上、ROE10％以上という指標を掲
げ、当社グループの特色である資本効率・資産効率の高い
経営を進めていきます。
　2022年3月期は、中長期経営計画を3年ごとのフェーズに
分けた、フェーズ1の最終年度にあたります。事業利益850

億円、ROE8～9％という目標の達成に向けて、取り組んで
います。

     お客さまの未来を想い、
人そして個に寄り添うことで
   持続的な成長を実現する

代表取締役副社長

松
ま つ お

尾 大
だ い さ く

作
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当期（2021年3月期）の実績と
中長期経営計画の進捗

　2 0 2 1年3月期の事業利益76 4億円（前期比7.7％減）、
ROA4.1％（同0.6ポイント減）、ROE7.4％（同1.7ポイント減）と
なりました。新型コロナウイルス感染症により、商業事業や
フィットネス事業、ホテル事業を中心に影響が生じた一方
で、在宅時間の長期化を受けた住宅ニーズの高まりにも支
えられた住宅分譲事業や、機関投資家の不動産への旺盛
な投資需要を捉えた収益不動産事業、サービス・マネジメ
ント分野の各事業が当初の想定よりも堅調に推移しました。
当社グループのリスク分散された事業ポートフォリオが効
果を発揮した局面であり、各事業の着実な取り組みが成果
を挙げつつあることの現れであったと認識しています。

デベロップメント分野（住宅部門／都市開発部門）
　住宅部門では、新型コロナウイルス感染症の影響によって
一部の営業活動を自粛せざるを得ない期間もありましたが、
これを機会としてオンラインでの接客、バーチャルでの内覧
など、デジタル化への対応を一気に進め、好調な住宅分譲
マーケットを背景に、当初の想定を上回る結果となりました。
　また、約3年かけて「プラウド」ブランドの深化、進化に取
り組みました。  P30-33  お客さまのライフスタイルや嗜好が
多様化する中、住宅の№1ブランドとして引き続きお客さまに
選ばれ続けられるために、お住まいになる「お客さまの未来
を想う」ことを目指す姿として定めました。まさに未来を見据
えるサステナビリティそのものと言える視点です。この再構
築によって「プラウド」は、確かなモノづくりの力とともに、事
業の収益性も高まり新たな成長へと踏み出しています。
　当社グループ独自のサステナビリティの取り組みの一つ
である、エリア全体のコミュニティ形成を促進する取り組み
「ACTO（アクト）※」も、「プラウドシティ日吉」、「プラウドタ
ワー亀戸クロス」などで展開を進めています。マンションに
お住まいいただく方々だけではなく、地域の方々と共にエリ
ア全体の価値向上を目指すこの取り組みは、長期間にわ
たって街の価値を高めることで、長く、安心して多くの方に
お住まいいただくための活動であり、当社グループの独自
性を示し、将来にわたって当社の物件を差別化する要素に
なると捉えています。
※ ACTO：地域・エリア全体のコミュニティ活性化を目指した当社独自の街づくり活動
　 https://www.acto-nreg.jp/

　都市開発部門においては、好調な不動産売買市場を背景
に収益不動産売却が好調に進捗しました。現在は、将来の
賃貸資産ポートフォリオを見据えた資産入替のフェーズであ
り、その点においても順調に進捗していると評価しています。

　オフィス事業では、「東京虎ノ門グローバルスクエア」のよ
うな大規模物件が竣工・稼働するとともに、当社グループ独自
の商品である「PMO」や「H¹O」、「H¹T」についても積極展開を
図り、コロナ以前から取り組んでいた「オフィスポートフォリオ戦
略」への取り組みを進めています。  P34-37  働き方の変化に
伴いオフィスの在り方に起きている変革を先取りし、より快適
にパフォーマンス高く働けるワークプレイスを提供することは、
人そして個に寄り添う当社グループ独自のサステナビリティへ
の取り組みの一つであり、大きな事業機会と捉えています。
　感染症拡大による外出自粛や活動制限の影響を強く受
けた商業施設やホテル、フィットネスは厳しい状況が続い
ていますが、人々の「余暇を楽しみたい」「外食を楽しみた
い」「健康に過ごしたい」というニーズは必ず戻ってくると考
えています。当社グループらしい事業の進め方を検討する
貴重な機会と捉え、今後のさらなる事業拡大を見据え取り
組んでいます。
　2022年3月期には、当社グループの歴史でも最大規模の
プロジェクトである「芝浦一丁目プロジェクト」が着工します。
オフィス、商業施設、ホテルや賃貸住宅などを備えた、次代
を見据えた複合開発プロジェクトとして、さらに環境対応を
含むエリアマネジメントという意味でも、私たちの仕事の集
大成となります。また、当社の創業の地でもあるエリア一体
の再開発となる「日本橋一丁目中地区」、中野エリアの象徴
的な存在である中野サンプラザの機能再整備を含む「中野
駅新北口駅前エリア拠点施設整備事業」など、いずれも当
社グループの真価が問われるダイナミックかつスケールの
大きなプロジェクトが続きます。収益成長だけでなく、当社
グループを一段上の成長ステージに引き上げるものであ
り、着実に取り組んでいきます。
　再開発事業など、大規模プロジェクトは、防災機能や環
境性能の向上、エリアの活性化、街の人々の生活再建・向
上などを通じて、そのエリアにお住まいの方々や行政が直
面するさまざまな社会課題の解決に共に取り組むものであ
りサステナビリティに直結するものです。これからも、当社
グループが培ってきたノウハウや高い品質のモノづくりや
街づくりを通じて積極的に取り組み、皆さまと共に価値を創
造し続けていきたいと考えています。

　当社グループが目指す、高効率・高ROE経営および分譲・
売却した後もサービスを提供し、継続して価値を生み続ける
ビジネスモデルにおいて、サービス・マネジメント分野は、引
き続き当社グループにとって重要な役割を果たします。
　資産運用部門では、私募REITや私募ファンドを中心に投

サービス・マネジメント分野
(資産運用部門／仲介・CRE部門／運営管理部門）
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資家の需要を捉え、運用資産残高が増加しています。当社
グループとREITとの相互成長を目指す「賃貸バリューチェー
ン」を活用しながら、ESGの観点でもトップランナーの地位
を確立している野村不動産投資顧問の強みを活かし、引き
続き安定成長を図ります。
　仲介・CRE部門では、2021年4月に新たに野村不動産ソ
リューションズを発足、ホールセール事業（法人向け不動産
仲介事業）とリテール事業（個人向け不動産仲介事業）を1

社に集約し、ワンストップでお客さまのニーズにお応えする
体制が整いました。加えて、リテール分野における業界No. 1

の利用者数を誇るウェブサイト「ノムコム」をはじめ、強みと
してきたデジタル領域の先進性をホールセールス分野にも
水平展開し、不動産仲介・CREの総合カンパニーとして選ば
れ続けるNo.1ブランドを目指します。
　運営管理部門は昨年、マンション管理会社の評価におい
て3つの異なるリサーチ会社から顧客満足度調査で第1位を
獲得するなど、高いご評価をいただいています。今後もマ

ンションやビル管理などのビジネスストックの積み上げによ
る着実な成長を見込むとともに、お客さまの声やニーズを
汲み上げ、新しい商品に反映させるための重要な役割を
担っていきます。

海外事業
　東南アジアの諸都市での分譲住宅事業を中心に、海外
事業を展開しています。すでに分譲住宅、賃貸含め総額で
約1,060億円の投資を決定しており、さらなる成長を見込ん
でいます。単なる資金の投資にとどまらず、海外においても
日本と同様に、実際に“住まう”、“働く“、”憩う”人々を意識
したこだわりを徹底し、都市の成長を取り込んでいきます。
　現地のパートナー企業や設計会社、建設会社と共に推し
進める「KAIZENプロジェクト」は当社グループの海外事業の
特色です。設計や施工、販売といったあらゆるフェーズにお
いて当社グループが国内で培ったノウハウを活用し、ニーズ
に合わせた質の高い物件やサービスを提供することで、顧

どのような価値を、どのように実現するのか
副社長メッセージ

  中長期経営計画「4つの価値創造のテーマ」の実現に向けた取り組み

4つの価値創造のテーマ

当社グループ独自の取り組み

豊かな
ライフスタイル・
ワークスタイルの実現

「利便性」「快適性」
「安心・安全」に優れた
多機能な街づくり

地球環境・地域社会の
未来を見据えた街づくりと
コミュニティ形成

良質な
商品・サービスの
グローバル展開

● 不動産デベロッパーとして、多様な働き方を実現する「オフィスポートフォリオ戦略」の推進
● サステナビリティと同期した「プラウド」の「製・販・管一貫体制」による高品質のモノづくり、商品開発
● コミュニティ形成によるエリア全体の価値向上を目指す「ACTO（アクト）」の展開
● 法定再開発、大規模複合開発など、街づくりを通じた社会課題解決への貢献
● 当社グループとグループREITが一体となってビジネスストックの価値向上を図る「賃貸バリューチェーン」
● 東南アジア諸都市における高品質なモノづくりの展開、それを実現する「KAIZENプロジェクト」の実行

日本橋一丁目中地区再開発
竣工予定：2026年3月期

芝浦一丁目プロジェクト
竣工予定：S棟 2025年3月期、N棟 2031年3月期

中野駅新北口駅前エリア拠点施設整備事業
竣工予定：2029年3月期

エリア一体となって未来を見据えた街づくりを目指す次世代大規模プロジェクト
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客の満足度を高めるとともに、施工の不具合やスケジュー
ルの遅延などといった、海外事業に伴うリスクを低減します。
　当社グループのこのような姿勢・取り組みは現地のパート
ナー企業の信頼を獲得しつつあり、成長につながる道筋が見
えてきた実感を持っています。海外事業においても“野村不
動産グループらしさ”を発揮し、軌道に乗せアクセルを踏むこ
とでさらなる成長フェーズへと入ることを期待しています。

新たな中長期経営計画の策定に向けて
「人そして個に寄り添う」

　今、まさに新型コロナウイルス感染症により、大きな社会
変化が加速する事業環境において、当社グループの次なる
成長を見据えた新たな中長期経営計画の策定に向けて動
き出しており、2022年4月には開示する予定です。人々のラ
イフスタイル・ワークスタイルが大きく変わる中で、これまで
成長機会と捉えていた事業における新たな課題や、新たに
生まれた事業機会を認識しながら、グループ全体の中長期
における成長戦略を策定していきます。そのためにはDXの
さらなる推進による既存事業の改革と、新たな事業機会の
創造への取り組みも不可欠です。本社部門のDX・イノベー
ション推進部を中心に、住宅部門や都市開発部門などの現
場にもDX推進を担う組織を設けており、グループ一体と
なって取り組んでいく考えです。
　ここで、当社グループのDNAとして根付き、グループ全体
で大切にしている価値観についてお話しします。
　住宅事業における「プラウド」のブランド・ミッションは
「世界一の時間へ」、目指す姿は「お客さまの未来を想う」で
す。ここには、お客さまの暮らしに寄り添い、その一人ひと
りに「自分らしい暮らし」を実現していただけるよう共に歩む
という想いが込められています。
　また、オフィス事業における「ヒューマンファースト」もテ
ナント企業で働く一人ひとりに焦点を当てた働きやすさやイ
ノベーティブな発想を生み出す環境の提供、加えて各種
サービスを展開することで、従業員の皆さま一人ひとりのパ
フォーマンス向上ひいては企業の業績向上に貢献したいと
いう当社のコミットを示しています。
　これは、住宅事業やオフィス事業に限ったものではなく、
当社グループで展開するあらゆる事業で大切にしている価
値観であり、我々の競争力の源です。
　「人そして個に寄り添う」ことから生まれる当社グループ
の商品・サービスによって信頼と評価をいただき、皆さまか
ら選ばれる企業ブランドであり続けることが、当社グループ
の今後の成長にとって大切であると考えています。

ステークホルダーの皆さまへ
中長期的な成長に向けて
　「神は細部に宿る」。私の大切にしている言葉です。「物事
を大雑把にみて小さなことをおろそかにしてはいけない。
細部（＝現場）にこそ人生の真実や物事の真理がある」とい
う意味ですが、まさに当社における住宅事業の「お客さまの
未来を想う」やオフィス事業の「ヒューマンファースト」にも
通じる考え方であると思います。
　加えて今後10年程度の間には、「芝浦一丁目プロジェク
ト」などの大規模複合開発が複数予定されており、当社グ
ループの中長期的な成長にも大きく寄与します。こういった
スケールの大きなプロジェクトにおいても、そこに住まう人、
働く人、憩う人にフォーカスし、個に寄り添うことで細部まで
こだわり抜く、当社グループの独自性や価値観が遺憾なく
発揮されると確信しています。

　不動産事業とは、未来の街の姿や、そこで暮らす方々の
生活を見据えて、モノをつくり、サービスを提供していく事
業です。常にお客さまのことを考えて事業を積み上げてき
た歴史を、今後もあらゆる開発事業やサービスにおいて徹
底していくことで、皆さまから支持され成長し続ける野村不
動産グループでありたいと思います。
　引き続き、ステークホルダーの皆さまには、変わらぬお力
添えをお願いいたします。

代表取締役副社長
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中長期経営計画『New Value, Real Value』の概要
当社グループは、事業期間が長期にわたる不動産事業の特性を踏まえ、長期の経営計画を立案・遂行するとともに、
外部環境の変化を踏まえた実効性の高い経営計画となるよう、3年を一つの目安として柔軟に計画を見直しています。

13/3期

583
743 809

772 766 796

718

14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期

● 安定した財務基盤に基づいた、
    ｢高い資産効率を備えた持続的な収益拡大」の実現
● フェーズ１（17/3-19/3期）をフェーズ２以降の
　 成長のための基礎固めの時期と位置づけ
● 当社グループの「目指す姿」、「目指す成長モデル」を明確化

※1. 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　
※2. 2018年3月期以前の事業利益の値は営業利益を記載
※3. 2021年7月24日時点の予想値

※1.2.

● 既存事業における確実な収益拡大
● さらなる成長に向けた財務基盤の整備
● 長期的視点での成長実現に向けた積極的な
取り組み

● 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

● フェーズ1の利益目標を達成（2期前倒し）
● 安定した財務基盤の構築
 (自己資本比率30％水準）
● 不動産業界でトップクラスの資産効率
 (3カ年のROAは5%超）
● グループREITとの相互成長モデル
 ｢賃貸バリューチェーン」の構築
● 海外事業展開への体制構築
 (アジア3拠点設置、ベトナムでの事業参画）

● 成長のための安定した財務基盤整備
 (自己資本比率30％）
● 将来の発展的成長につながる布石となる
　 新たな事業の創出
● 収益効率の高い事業ポートフォリオの構築

● 資本市場との対話による株主還元の充実
　（初の自己株式取得の実施、増配継続）
● 複合開発の推進、海外事業への参画拡大、M&Aによる
 事業拡大など、将来の成長への布石を着実に積み上げ
● 住宅部門の想定を上回る市況変動等により、
 営業利益およびROE、ROAは目標には届かず

どのような価値を、どのように実現するのか

背景・
ポイント

経営方針／
重点戦略

重点戦略の
振り返り

主要KPIの
達成状況

主要KPI
（抜粋）

中長期経営計画（2013/3-2022/3期）
～ Creating Value through Change ～

中長期経営計画（2017/3-2025/3期）
『Creating Value through Change ～持続的変革による価値創造～』

概
要

振
り
返
り

5.9%

7.8%

10.3%
11.2%

10.1%
9.4%

8.9%

■ 事業利益 
 ● ROE

フェーズ1：
17/3-19/3期

● 営業利益
 850億円

中期的な指針

● ROA 5％以上
● ROE 10%水準

営業利益

自己資本比率

809億円

29.9％

650億円

30％

16/3期実績 達成状況中長期計画
（フェーズ１） 営業利益 791億円 850億円

ROA 4.7％ 5％以上
ROE 8.9% 10％水準
自己資本比率 29.9% 30％水準

19/3期実績 達成状況中長期計画（フェーズ１）

フェーズ1：13/3-16/3期

● 営業利益 650億円
● 自己資本比率 30％

● 自己資本比率  30%水準
● 配当性向  30％程度

44 野村不動産ホールディングス



20/3期 22/3期
（予想） （計画） （計画） （計画）

28/3期21/3期

● リスク・リターン特性が異なる事業を組み合わせた最適な事業ポートフォリオの構築
● 将来の大規模開発案件の竣工を見据えた、戦略的な資産売却による
　 ｢競争力ある賃貸資産ポートフォリオの構築」および「開発利益の実現化」
● 株主資本コストを上回る高効率経営を軸とした、投資・回収双方の拡大と株主還元の両立
● 外部環境認識を踏まえた当社グループが目指す価値創造の明確化「4つの価値創造のテーマ」

● 事業戦略とサステナビリティの取り組みを一体とした「4つの価値創造のテーマ」の推進
● 各事業の特性を活かした、高い資産効率と利益安定性を両立するポートフォリオの追求
● 国内で培ったノウハウを活かした海外への事業展開

※3

中長期経営計画（2017/3-2025/3期）
『Creating Value through Change ～持続的変革による価値創造～』

中長期経営計画 『New Value, Real Value』 （2020/3-2028/3期）

4つの価値創造のテーマ

豊かな
ライフスタイル・
ワークスタイルの実現

● お客さまのニーズの一歩先を行く商品・
サービスを提供し、豊かなライフスタイ
ル・ワークスタイルを実現します

● ｢プラウド」「PMO」「オウカス」など、独自
のマーケティングとポジショニングで創
造してきた価値を、新たな事業分野でも
展開します

● 多機能な街づくりを通じて、「利便性」
「快適性」「安心・安全」に優れた暮ら
しを提供します

● 都市型コンパクトタウン、駅前再開発
等、さまざまなエリア・形で多機能な
街づくりを推進します

「利便性」「快適性」
「安心・安全」に優れた
多機能な街づくり

● 環境に配慮し、また地域社会と共に繁
栄するサステナブルな街づくりやコミュ
ニティ形成を実現します

● デジタルテクノロジーを活用し、より一
層便利で快適な未来を創造します

地球環境・地域社会の
未来を見据えた街づくり
とコミュニティ形成

● 国内で培った良質な商品・サー
ビスを、アジアを中心にグローバ
ルに展開します

● マーケットインの発想を海外でも徹
底し、現地パートナーとともに、各
国のライフスタイル・ワークスタイ
ルに向き合った事業を展開します

良質な
商品・サービスの
グローバル展開

9.1%

7.4%

8～9%

（億円）

828 764
840 850

「４つの価値創造のテーマ」の実現に向けた取り組みについては、副社長メッセージP42をご覧ください。

●利益成長と株主還元の両立
高い資産・資本効率を維持しつつ、持続的に収益
を上げ、利益成長と株主還元のバランスを両立

●事業ポートフォリオ戦略
各事業の特性を活かし、高い資産効率と利
益安定性を両立するポートフォリオを追求

●投資計画・戦略投資
資産の回転性を高め、資産効率を向上。本計画の事業戦略・利益計画
に加え、さらなる利益成長・ROA向上を目指すための戦略投資を実行

25/3期

1,000
1,200～1,400

フェーズ1：20/3-22/3期

● 事業利益 850億円
● ROA 4～5％程度

● 総還元性向 40～50%程度

● ROE 8～9％程度

フェーズ2：23/3-25/3期

● 事業利益 1,000億円
● ROA 5％以上　● ROE 10％以上

フェーズ3：26/3-28/3期

● 事業利益 1,200～1,400億円
● ROA 5％以上　● ROE 10％以上

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3
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利益計画（事業利益）

高い資産・資本効率を維持しつつ、持続的な収益成長を実現

どのような価値を、どのように実現するのか

利益計画、財務・資本政策の進捗

※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
※2020年4月1日付で行った、住宅部門および都市開発部門に区分していた海外事業等のその他への区分変更は、反映していません。

財務・資本政策

利益成長と株主還元を両立、フェーズ１の総還元性向の目標は40～50％程度

資産効率性

ROA：
5%以上

資本効率性

ROE：
10%以上

株主還元（フェーズ1）

総還元性向：
40～50%程度

フェーズ１
（20/3-22/3期）

フェーズ2･3
 （23/3-28/3期） 

ROA 4～5％程度 5％以上

ROE 8～9％程度 10％以上

中長期的な指針

中長期経営計画の進捗

【利益計画】
● 21/3期は新型コロナウイルス感染症の影響により減益となったものの、
 22/3期は中長期経営計画と同水準となる事業利益840億円を予想

【財務・資本政策】
● ROE：利益減少により低下傾向も、22/3期は
利益回復により8～９％程度への回復を想定

● 株主還元：総還元性向45％超の実績、22/3期
も中長期経営計画の計画値と同水準を想定

ROA

20/3期
実績

4.7％

9.1％

46.5％

21/3期
実績

4.1％

7.4％

45.3％

22/3期
予想

8～9％程度ROE

総還元性向

サービス・マネジメント部門

 仲介・CRE部門

 運営管理部門

 資産運用部門

住宅部門

調整額

都市開発部門

部門別事業利益※

（単位：億円） 850

△60

280

110

80

90

300

330

1,000

△70

350

140

90

120

360

360

2022年3月期
フェーズ1

2025年3月期
フェーズ2

2028年3月期
フェーズ3

1,200～1,400

※

※ 2021年7月24日時点の予想値
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（億円）

1,000

800

600

200

400

0

18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期（予想）

840
764828796766

フェーズ1

事業利益の推移



事業ポートフォリオ戦略（利益構成）

事業ポートフォリオの最適化
各事業の特性を活かし、高い資産効率・資本効率と利益安定性を両立する事業ポートフォリオを追求

海外事業戦略
海外の成長マーケットを取り込み、フェーズ３で事業利益全体に占める海外事業利益割合を15～20％まで拡大

分譲・売却事業
国内・海外を問わず、分譲住宅事業およ
び収益不動産開発事業を積極的に展開
し、開発利益の拡大と高いROAを実現

1
保有・賃貸事業

優良な賃貸資産の開発と戦略的な物件入
替により、競争力の高い賃貸資産ポートフォ
リオを構築し、安定した賃貸利益を実現

2
サービス・マネジメント分野

既存事業の成長に加え、M&Aや戦略的なパー
トナーシップの構築により事業を拡大し、資産
リスクを負わない利益の拡大と高いROAを実現

3

■ 分譲・売却　　
■ 保有・賃貸　　
■ サービス・マネジメント

デベロップメント分
野

事業利益
2028年3月期

海外事業比率
15～20％

事業展開 海外事業推進における基盤 リスクマネジメント

● 既存進出国での事業拡大
 タイ、ベトナム、フィリピン、中国、英国
● 新たな国での事業展開
 市場規模、成長性、安定性の観点で対象国選定
● グローバルネットワークの構築
 M&A・資本提携等により拡大

● 事業リスクの認識
 事業環境、金融市場、法令関係等の
 リスクをモニタリング

● ストレステストの実施
 想定リスクによる自己資本比率、
 事業バランスの健全性を確認

● 現地拠点の拡充
● 現地企業との資本業務提携
● 海外人材の育成・確保

事業ポートフォリオ戦略の進捗

サービス・マネジメント分譲・売却 保有・賃貸

サービス・マネジメント分野デベロップメント分野

利益種別 開発利益

短期

高

賃貸利益

長期

低

フィー

–

低

資金回収

利益変動

中長期目標 ROA 5%以上   ROE 10%以上

46%
事業利益

2021年3月期
764億円

デベロップメント分
野

32%

22%

事業利益
2028年3月期
イメージ

40% 40%

20%

【事業ポートフォリオの最適化】
● 将来の大型物件の竣工を見据え
た賃貸ポートフォリオ入れ替えに
よる物件売却、含み益の実現化
を着実に実行。サービス・マネジ
メント分野も堅調に推移
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【海外事業戦略】
● 21/3期末時点で、海外事業について約1,060億円の
投資を決定済

海外事業 参画都市

 
 

ロンドン

シティ

瀋陽

バンコク

常州

北京

マニラ

ホーチミンシティ

ハノイ

欧州 アジア



投資計画・戦略投資の進捗

投資計画

新規投資を加速させる一方で、資産の回転性を高め、ネット投資を抑制、資産効率を向上

戦略投資

上記の投資計画とは別に、将来の成長に向けた戦略投資を実行

主な投資目的

サービス・マネジメント事業、海外事業の事業拡大 新領域への事業展開 外部ノウハウ・リソースの獲得

※ 総資産残高については、各フェーズの最終期末時点の想定値を記載しています。なお、投資・回収計画は住宅部門と都市開発部門のみを記載しているため、総資
産残高の増減と、総投資から総回収を減額した計算結果とは一致しません。

※ 2020年4月1日付で行った、住宅部門および都市開発部門に区分していた海外事業等のその他への区分変更は、反映していません。

※ 2020年4月1日付で行った、住宅部門および都市開発部門に区分していた海外事業等のその他への区分変更は、反映していません。海外事業における投資・回収額については、住宅部門、都市開発部門に読
み替え記載しています。

合計 総投資
5.5兆円

ネット
投資

0.6兆円

総回収
4.9兆円19/3期 期末

̶ 11,000 12,500 12,500 36,000

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3

住宅部門

都市開発部門

合計

投資

̶ 5,500 6,500 7,000 19,000投資

14,000
(0

17,000
(500

18,000
(1,000

49,000
(1,500

総回収
（うち海外）

10,000 12,000 12,500 34,500̶回収

4,000 5,000 5,500 14,500̶回収

20,000 22,000 24,000 ̶17,594総資産残高

（単位：億円）

̶
̶

16,500
(500

19,000
(1,000

19,500
(1,500

55,000
(3,000

総投資
（うち海外） )

)

)

)

)

)

)

)

どのような価値を、どのように実現するのか
中長期経営計画の進捗

20/3期 21/3期 計

2,973 2,792 5,765

住宅部門

都市開発部門

合計

総資産残高

投資

1,644 1,613 3,257投資

18,012 19,213 －

3,826
(33

2,987
(33

6,814
(66

総回収
（うち海外）

2,049 4,6232,574回収

938 2,1911,252回収

（単位：億円）

4,617
(300

4,405
(210

9,022
(510

総投資
（うち海外）

【投資計画】
● 総資産残高が過度に膨らまないよう投
資・回収ともに適切にコントロール。
総資産残高は想定通り推移

● 海外事業への新規投資も順調に進捗

【戦略投資】
● グループ一体となった経営強化に向
け、20/3期に野村不動産ビルディング
（旧NREG東芝不動産）の株式を追加取
得し100%子会社化)

)

)

)

)

)
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海外事業
 P60-61

運営管理
部門
 P58-59

仲介・
ＣＲＥ
部門
 P56-57

資産運用
部門
 P54-55

都市開発
部門
 P52-53

住宅部門
 P50-51

外部環境認識（機会と脅威）
　当社グループを取り巻く中長期的な事業環境に関しては、
国内における超高齢化の進展、人口の減少、労働力不足な
どの社会的な課題が存在しています。また、ファミリー世帯の
減少と単身世帯や共働き世帯の増加などの世帯構成の多様
化、ライフスタイル・ワークスタイルの変化に伴うニーズの多
様化、デジタルテクノロジーの進化はますます顕著になるも
のと考えています。

　加えて、新型コロナウイルス感染症の影響により、人々の
住まい方、働き方、憩い方、消費に関する志向などがより一
層変化し、国内不動産市場の動向およびアジアや欧米諸国
の経済情勢についても引き続き注視していく必要があります。
　このような外部環境認識（機会と脅威）を踏まえ、各事業は
競争優位性や経営資本を最大限活用すべく、成長に向けた
基本方針を策定し、事業成長に向け取り組んでいます。

労働力
不足

単身世帯・
共働き
世帯・

シニア世帯
の増加

不動産
ストック
の増加

修繕・
建替え
ニーズの
拡大

不動産投資
ニーズの
拡大・
クロス
ボーダー化

アジア
市場の
成長継続

ライフ
スタイル・
ワーク
スタイル
の多様化

住まいや
オフィスに
対する
価値観の
多様化

テクノロ
ジーの
加速度的
進化

e-コマース
の進展・
消費に
関する志向
の変化

サステナ
ビリティに
関する
取り組みに
対する注目
の高まり

ファミリー
世帯の
減少

経済情勢
の急激な
変化

激甚化
する

自然災害
の増加

国内の
人口の
減少

東京の
都市力・
国際競争力
の向上

地方中核
都市の
コンパクト
シティ化

多機能でサステナブルな街
づくりとコミュニティの提供

顧客ニーズの多様化に
応える良質な住まいの提供

安心・安全な暮らしを
支え続けるサービスの提供

独自性の高い企画力と
利用者の満足度向上を
追求した運営の実践

開発量の拡充による、
キャピタルゲイン・
インカムゲインの成長

デジタルテクノロジーを
活用した高品質かつ充実
したサービスの提供

顧客の課題解決型
ソリューション営業の強化

提携金融機関の拡大など
幅広い顧客基盤の構築

国内で培ったノウハウの
活用と、現地デベロッパーと
の強固なパートナーシップを
通じた、海外における品質・
サービスに対する期待への
対応や新たな価値の提供

顧客満足度の高い
提案型管理の強化

デジタルテクノロジーを活用
した高効率かつ高品質な管
理サービスの提供

管理領域と
サービスメニューの拡大

大規模修繕工事をはじめと
する受注工事の拡大

「賃貸バリューチェーン」を
活かしたコアビジネスである
ＲＥＩＴ事業の確実な成長

ＲＥＩＴ事業に続く
成長エンジンとしての
私募ファンド事業の強化

グローバルネットワークの
構築

成長に向けた基本方針／外部環境認識

外部環境認識および各事業の
成長に向けた基本方針との関連

機会

脅威

関連性：大 関連性：中 関連性：小

色塗りなし
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事業別戦略
どのような価値を、どのように実現するのか

中
な か む ら

村 治
は る ひ こ

彦
執行役員　住宅部門長

住宅部門

中長期的な利益成長に向けた戦略

　「プラウド」に対していただいている高い評価は、当部門の事業
における重要な資産です。ライフスタイルが多様化し、住まいへの
ニーズが変化し続ける中でも、No.1ブランドとしての評価を得るた
めに、さまざまな試みを行っています。  P30-33

　中長期的に見れば、日本国内では住宅市場全体の大きな成長
は困難である一方、単身・共働き・シニア世帯が増加するなど、世
帯構造やライフスタイルの変化に伴う、住まいに対するニーズの多
様化は、今後さらに進展が見込まれます。新型コロナウイルス感染

症の影響もこの傾向に拍車をかけており、ライフスタイルの多様化
に合わせて当社グループが提供する商品を拡充することが、長期
的にも充分な事業機会を確保し続けるポイントと認識しています。
　単身世帯や共働き世帯、シニア世帯に向けたコンパクトな間取
りなどの多様なプランや、高予算の顧客層をターゲットとした都心
高価格帯物件の供給、利便性を重視した都心型戸建への取り組
みや地方中核都市での事業など、エリア、物件タイプ双方の点で、
新たな顧客層の獲得に向けた商品の提供を目指します。
　特に、将来にわたって魅力的な商品の提供を継続するために
は、顧客ニーズの変化を機敏に察知し、先取りすることが必須で
す。当社グループの独自性である「マーケットイン発想」や「製・

多機能かつ利便性に優れた「都市型コンパクトタウン」

大型商業施設に加え、
広場や小学校を敷地
内に備える複合開発。
「ACTO」を通じ、近隣
エリアを含めたコミュ
ニティ活性化も推進

商業・医療等の機能を
備えた複合開発。非
接触エレベーターや個
別ブースを備えたスタ
ディルームの設置等、
コロナ以降の生活様
式の変化に対応

プラウドタワー
川口クロス

マンション・戸建住宅の開発・分譲事業、賃貸
マンションの開発・販売事業、シニア向け住宅
の開発・運営事業、インターネット広告の代理
店事業、住まいの駆けつけ事業等

主な事業

2021

2,725
224

2019
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2020
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KAMEIDO 
PROJECT／
プラウドタワー
亀戸クロス
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販・管一貫体制」、野村不動産グループカスタマークラブに代表さ
れる強固な顧客基盤は、そのような変化を捉え商品開発に活かす
ための大きな優位性となっています。19年連続のグッドデザイン賞
受賞に象徴される、当社グループの高い商品企画力も、それを可
能にする強みの一つです。お客さまの声に真摯に耳を傾け、将来
起こる変化を予測し、魅力的な商品の開発につなげていきます。
　多機能かつ利便性に優れた「都市型コンパクトタウン」は、その
ような当社グループの魅力が詰まった開発の代表例です。分譲住
宅を中心として、商業施設や教育施設などさまざまな都市機能を凝
縮し、利便性を高めた、当社グループ独自の街づくりです。建物仕
様の高さ、設備の豪華さなどだけではなく、お客さま自身にとって
の住みやすさ、快適性をより重視する昨今の顧客ニーズに対応し
た、大変付加価値の高い開発であり、お客さまから高い評価を受
けています。
　商品そのものに加えて、建物が完成した後のさまざまなサービス
も重要な差別化となる要素です。高品質な管理サービスの提供は
もちろん、アプリやデジタル技術を活用して各種手続きや理事会
運営などを簡便にする取り組みの導入検討、大規模修繕工事への
不安を軽減する「アトラクティブ30」や「re:Premium」の提供など、
運営管理部門も含めた、住まいに関するグループ一体となった価
値提供が当社グループの強みであると言えます。
　販売手法の面では、新型コロナウイルス感染症を契機にデジタル
技術やオンラインを活用した手法が急速に普及しています。遠方に
お住まいの方や小さなお子さまがいらっしゃる方など、これまでご来
場が難しかった方も含めたあらゆるお客さまに対して住まいの情報
提供が可能となりました。まさにお客さまの変化を捉えた取り組み
であり、より効果的な営業手法の確立に向け取り組んでいきます。

事業を通じたサステナビリティへの取り組み

　住まいにまつわる商品やサービスを提供する当部門にとって、
サステナビリティは事業と一体化すべきものです。「プラウドが追い
求める5つの価値」を掲げ、お客さまに資するさまざまな取り組みに
つなげています。同時に、10年・20年先の変化を予測し、ニーズを
先取りするために、未来の住まいや暮らしの在り方についての長
期的な研究も進めています。
　住まいとして長くお使いいただく上では、環境への対応、特にお
住まいになっている期間の温室効果ガスの削減は重要なテーマで
す。ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や「床快full（ゆかい
ふる）」の導入など、低炭素・脱炭素型の商品・サービスの拡充に
取り組んでいます。
　また、誰もが安心して住み続けられる住まいを提供するために
は、地域全体の良質なコミュニティの形成が重要であると考え、地
域全体の活性化を目指す「ACTO（アクト）※3」の活動を進めていま
す。デベロッパーである私たちが、周辺地域を含むコミュニティの
形成に関与し続ける、当社グループならではの取り組みです。

●  国内の人口減少、ファミリー世帯の減少
●  単身世帯・共働き世帯・シニア世帯の増加

●  ライフスタイルの変化に伴う、住まいに対するニーズの多様化
●  地方中核都市におけるコンパクトシティ化の進展

注視する事業環境

●  多機能でサステナブルな街づくりとコミュニティの提供
●  顧客ニーズの多様化に応える良質な住まいの提供
●  安心・安全な暮らしを支え続けるサービスの提供

成長に向けた
基本方針

● ｢製・販・管一貫体制」が生み出す、 商品企画力
● 強固な顧客基盤と多様な顧客ニーズに対応した
 高付加価値なサービスの提供・開発力
● ｢都市型コンパクトタウン」・再開発・ 建替え案件に
 関するノウハウ

競争優位性
● 住宅分譲事業における用地ストック戸数 
 約21,100戸
● 野村不動産グループカスタマークラブ会員数 
 約14.0万人
● 住宅系再開発案件取り組み数　No.1※2

経営資本※1

※1. 2021年3月末時点
※2. 当社調べ
※3. ACTO：地域・エリア全体のコミュニティ活性化を目指した当社独自の街づくり活動　 https://www.acto-nreg.jp/
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事業別戦略
どのような価値を、どのように実現するのか

都市開発部門

芳
は が

賀 真
まこと

取締役兼執行役員　都市開発部門長
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オフィスビル・物流施設・商業施設等の開発・
賃貸・販売・運営受託事業、ホテルの開発・賃
貸・運営事業、フィットネスクラブの運営事業、
建築工事の設計監理事業等

主な事業

中長期的な利益成長に向けた戦略

　新型コロナウイルス感染症の拡大の影響もあり、人々の働き方
や暮らしは大きく変化しています。外的な要因による一過性の行動
変化ではなく、人々が求める意識そのものが変革しています。オフィ

スや商業施設、物流施設やフィットネス、ホテルといった日常に直
接関わる事業を幅広く手掛ける当部門では、変化を捉え、新しい価
値を提案、提供していくことが不可欠です。長く将来にわたって利
用される生活の場、モノとしての不動産を提供することに加え、高
い運営力やマネジメントによって変化し続ける利用者のニーズに対
応し、満足度を向上させていくことが事業戦略の根幹です。

芝浦一丁目プロジェクト

2021年10月に着工した、「浜
松町ビルディング」の建替え
プロジェクト。当社グループ
のノウハウを結集し、DXの活
用や環境性能の向上、健康
への配慮など、さまざまな要
素を織り込む4,000億円規模
の大規模複合開発

所在        ：東京都港区
竣工予定：S棟2025年3月期／
 N棟2031年3月期
主用途     ： オフィス、商業施設、
 ホテル、住宅
延床面積： 約550,000㎡
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●  働き方の多様化やオフィスに対する価値観の変化
●  デジタルテクノロジーの進化

●  e-コマースの拡大と物流ネットワークの進化
●  消費や余暇に関する志向の変化

注視する事業環境

● 独自性の高い企画力と利用者の満足度向上を追求した運営の実践
● 開発量の拡充による、キャピタルゲイン・インカムゲインの成長

成長に向けた
基本方針

● 多様なアセットタイプの開発実績
● マーケットイン発想から生み出されたブランド、
 ｢PMO」「GEMS」「Landport」
● 都心有数の大規模開発である「芝浦一丁目プロジェ
クト」や「日本橋一丁目中地区再開発」への参画

競争優位性

●  賃貸可能床面積（オフィス・商業施設）  約82.7万㎡※2

●  テナント数  約2,800社※3

●  H1T拠点数／会員数 84店舗／1,080社・約10.6万人※4

●  メガロス施設数／会員数   46店舗／約11.1万人

経営資本※1

　当部門の事業は、保有資産の量や規模だけにこだわらずにキャ
ピタルゲインとインカムゲインのバランスを追求する点、また利用
者のニーズを最優先に考えるという点で独自性を築いています。
これまで「PMO」（オフィス）、「GEMS」（商業施設）、「Landport」（物
流施設）など高い商品性を持つ独自のブランドを生み出し、当社
グループの運営するREITやファンドなどに売却、という収益不動産
事業を拡大してきました。これらの競争力あるブランドアセットに
よって積み上げてきた多くの開発ノウハウや高品質のサービスお
よび豊富な顧客基盤が競争力の源泉となります。
　この当社グループの強みを活かして、多様化する働き方に対応
した柔軟なオフィス戦略の一例として、従来型のオフィスに加え、
サービス付小規模オフィスの「H 1O」、サテライト型シェアオフィスの
「H 1T」を展開し、これらを組み合わせた「オフィスポートフォリオ」

 P34-37 の提案を顧客に対して行っています。これらの、働く人、
個々のパフォーマンスの向上を最優先に考える、という思想を
「ヒューマンファースト」と呼んでいます。
　2021年10月に着工した当社グループ史上最大の街づくりプロ
ジェクト、「芝浦一丁目プロジェクト」は、これまで培ってきた当社
のノウハウや経験を総結集させるものになります。単なる従来型
の大型複合施設ではありません。働き方の変化、人々の暮らしの
変化に対し、ヒューマンファーストの思想を軸として、DXの活用や
環境性能の向上、健康への配慮など、さまざまな要素を組み合わ
せた施設とサービスの提供により、将来にわたって、人々の生活
に価値を提供し続ける開発とすることをお約束します。

事業を通じたサステナビリティへの取り組み

　社会変化に対応し、長期にわたって価値を生み出すモノ・サー
ビスを提供するという当部門の事業自体がサステナビリティの実
現に直結するものです。事業を通じて、働く人々、憩う人々、集う
人々に対して「感動」「やすらぎ」「利便性」「コミュニティ」を提供し、
社会全体が豊かに成長していく。これが、当部門が事業をする意
義であり、存在価値です。当部門の顧客は常に変化を続けており、
その裾野も広がっています。個々の価値観の多様化を尊重するの
はもちろん、マイノリティに対する心掛けを併せ持つことで、サス
テナビリティへの取り組みを前に進めていきます。
　環境への配慮も不可欠です。当部門で新規に開発するすべての
不動産において環境認証の取得を目指す取り組みに加え、物流
施設の屋上を活用した太陽光発電を推進しています。不動産を「つ
くる場面」「使う場面」の両面により環境負荷を低減させる努力を続
けていきます。街づくりを担うデベロッパーの姿勢により、50年後、
100年後の都市全体の姿は大きく変化します。社会ストックの将来
像を正しく描き、その責任を自覚することが、不動産会社の経営の
原点であると考えています。

※1. 2021年3月末時点
※2. 当社グループが長期保有するオフィスおよび商業施設の賃貸可能床面積の合計　
※3. テナント数については、当社グループ保有物件およびプロパティマネジメント業務受託物件におけるテナントの合計数を記載　
※4. 当社グループ店舗および提携先店舗含む
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事業別戦略
どのような価値を、どのように実現するのか

三
み う ら

浦 公
こ う き

輝
執行役員　資産運用部門長

中長期的な利益成長に向けた戦略

　当部門は、上場REITである「野村不動産マスターファンド投資法
人（NMF）」、私募REITである「野村不動産プライベート投資法人
（NPR）」に加え、私募ファンド等の多様な商品ラインナップを活か
し、不動産投資市場や資金調達環境に応じた投資家ニーズの変化
を適切に捉えることで、中長期的な運用資産残高（AUM）の拡大と
利益成長を目指しています。
　直近の例を挙げれば、2021年3月期において、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受け投資口価格が大きく下落した上場REIT
市場では、一部の銘柄を除き公募増資による外部成長が困難な状
況にありましたが、一方で、私募REIT・私募ファンドへの機関投資
家による投資ニーズは旺盛な状況が継続していたため、当部門は
機関投資家からの資金獲得に注力することで、順調に運用資産残
高を拡大することができました。なお、今後は投資口価格が回復
基調にあるNMFの外部成長についても、投資口価格の状況を注視
しながら機動的に判断していきます。
　このようにマーケットの状況に応じて、ファンドの特性を活かし
ながら成長機会を獲得していくことで、安定的な運用資産残高の
拡大が可能になると考えています。
　この戦略を進めるためには、良質な物件供給を受けることがで
きるパイプラインの確保が不可欠であり、当社グループと当部門
の運用ファンドとの間で、相互成長を目的として構築する「賃貸バ
リューチェーン」  P26 が、その役割を担っています。
　当社グループが開発した「PMO」、「Landport」、「プラウドフラッ
ト」などのブランド化された優良な物件を安定的に取得でき、そし

て、当社グループのマネジメント力を活用することで保有物件の
資産価値向上を図れるこの仕組みは、NMFをはじめ、各ファンドが
成長していく上で、当部門としての最大の特徴であり、強みである
と考えています。
　さらに、NPRや私募ファンドを成長させるためには、その顧客で
ある機関投資家のニーズを的確に把握することも重要です。その
点においては、当社グループが資産運用事業への参入以来、約
20年にわたって築き上げた機関投資家との良好なリレーションが、
大きな競争力の源泉となっています。このような関係性を構築でき
たのは、2010年に日本初の私募REITであるNPRの運用を開始する

資産運用部門

REIT、私募ファンドおよび不動産証券化商品
等を対象とした資産運用事業等

主な事業

■売上高（左軸） ■事業利益（右軸）
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私募REIT・私募ファンドのAUM拡大
機関投資家からの資金獲得により、順調にAUMを拡大
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など、常に投資家のニーズに対応した商品を提供してきたことに要
因があると自負しています。
　なお、投資家のニーズに対応する新たな商品として、現在、超長
期運用をコンセプトとした私募ファンドの組成を検討しています。
これは、通常5～10年の満期を迎えた後には保有物件を売却する
必要がある従来の私募ファンドと違い、満期時に継続して物件を
運用する商品です。より長期の投資を志向する年金基金などに
とって、私募REITに続く新たな投資先の選択肢を広げる取り組み
です。
　また国内事業に加え、海外事業についても、2018年にグループ
会社となった英国ロスベリー社との協業が順調に進展しています。
引き続き、資本提携・業務提携などを通じて、グローバルネット
ワークの構築を進めていく方針です。
　今後も「賃貸バリューチェーン」を通じた安定的な成長基盤と、
機関投資家との強固なリレーション、そして新商品の提供等を通
じ、中長期的な運用資産残高の拡大を目指します。

事業を通じたサステナビリティへの取り組み

　当部門は、不動産投資におけるESGへの対応が資産運用ビジネ
スの重要な差別化要因になると判断し、業界に先駆けてさまざま
な先進的な取り組みを実施してきました。今後もさらに拡大が見込
まれる投資家のESG投資ニーズに対応していくことは、投資家資金
の獲得にとって極めて重要です。そして、その資金で野村不動産グ
ループが開発する環境性能の高い物件を取得することにより、サ

ステナブルな社会実現への貢献、当社グループ全体の成長に寄与
すると考えています。これらの考えに基づき、業界をリードするさま
ざまな取り組みを行っています。
　直近では2021年2月に、業界として初めて、NMF・NPRにおい
て、TCFD提言に基づく非財務情報（定性評価）の開示を実施しま
した。また外部評価については、2020年3月に野村不動産投資顧
問が「21世紀金融行動原則　環境大臣賞」を受賞、NMF・NPRに
おいては、GRESBの「4 star」以上を5年連続で取得するなどの成
果を挙げています。

先進的なESGの取り組み
運用会社、ファンド双方にてさまざまな先進的取り組みを実施

2017
責任投資原則（PRI）署名

21世紀金融行動原則 環境大臣賞 受賞

2021 TCFD提言に基づく非財務情報開示

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）署名

2019
NMF、「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ
指数」に組み入れ

2020
NMF・NPRにて、GRESB「4 star」を取得

年 取り組み

注視する事業環境

● ｢賃貸バリューチェーン」を活かしたコアビジネスであるREIT事業の確実な成長 
● REIT事業に続く成長エンジンとしての私募ファンド事業の強化
● グローバルネットワークの構築 

成長に向けた
基本方針

● ｢賃貸バリューチェーン」による成長モデル
● 長年の運用経験を通じて築かれた、
 機関投資家との関係性 
● 投資家ニーズに合った商品組成力

競争優位性
●  運用資産残高（AUM）
  約1.8兆円
● 国内資産運用を通じた機関投資家顧客数 
 (上場REIT除く） 
  232機関

経営資本※

● 投資家のオルタナティブ投資（不動産投資）に対するニーズの拡大
● 投資家のグローバル投資ニーズの拡大と多様化

● 急拡大するESG投資ニーズ　

※ 2021年3月末時点
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事業別戦略
どのような価値を、どのように実現するのか

仲介・CRE部門

前
ま え だ

田 研
け ん い ち

一
執行役員　仲介・CRE部門長

中長期的な利益成長に向けた戦略

　当部門の使命は、売買仲介やCRE提案を中心としたサービスの
提供を通じ、お客さまの不動産に関するさまざまな課題を解決する
ことです。幅広い顧客層へのアプローチと高品質なサービスの提
供による、売買仲介取扱高の拡大を通じ、中長期的な利益成長を
目指しています。
　2021年4月には、大企業から個人まで、あらゆるお客さまの課題
に、ワンストップで、より迅速にお応えできる体制の構築を目指し、
当社グループ内におけるリテール事業とホールセール事業の機能
を統合した「野村不動産ソリューションズ（以下、SL社）」を設立し

ました。またSL社設立により、従来のリテール・ホールセール事業
のサービスに加え、統合のメリットを活かした新たなサービスの提
供を開始するなど事業領域を拡大しています。
　その一つが、「パートナー営業本部」の設立です。これは中堅・
中小企業による物件売却や、個人投資家の物件取得などのニーズ
に対応する専門組織です。事業承継や相続、資産運用等に起因す
る、多岐にわたる不動産売買ニーズにお応えしていきます。
　また、都心エリアのハイグレードマンションを専門に取り扱う新
サービスブランド「レアリア（REALIA）」を立ち上げ、高価格帯物件
の売買ニーズをお持ちの、国内外のお客さまに対し、ワンストップ
での対応が可能となりました。深い知識を持つ専門スタッフも配備
しており、お客さまにご満足いただけるサービスを提供できると考
えています。
　この二つの施策はいずれも、従来の組織体制では分散しがちで
あった売買情報を、1カ所に集約することで、お客さまにとってより
付加価値のある提案を、より早く幅広にご提供するための取り組
みです。SL社の幅広い顧客ネットワークを存分に活用した施策で
あると自負しており、取引機会の拡大にもつながると考えていま
す。2021年4月に開始したばかりですが、すでに確かな手ごたえを
感じています。
　不動産会社（売買仲介）サイトとして12年連続利用者数№１を誇る
「ノムコム」に代表されるITやICTを活用したサービスは当社グルー
プの大きな競争優位性であり、新たなサービス提供に積極的に取
り組んでいます。「VRホームステージング」や「3Dウォークスルー動
画」などに加え、今後も情報収集に役立つサービスを拡充し、お客
さまの窓口としての機能を強化していきます。
　「野村の仲介+（PLUS）」店舗においては、新型コロナウイルス

「野村不動産ソリューションズ」設立
2021年4月、新会社「野村不動産ソリューションズ」設立。
リテール・ホールセール事業の機能を統合し、大企業から
個人まで、幅広い顧客ニーズにワンストップで対応できる
体制を構築

ワンストップでサービス提供

大企業 ファンド 企業
オーナー

中堅・中小
企業

個人
投資家

個人
実需層

不動産の仲介・コンサルティング事業、マン
ション・戸建住宅等の販売受託事業、保険代
理店事業等

主な事業

■売上高（左軸） ■事業利益（右軸）
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感染症への対策として導入したビデオ通話やウェビナーを活用し
た営業手法が、今後の大きな成長の鍵となる可能性を秘めていま
す。移動時間や隙間時間を有効活用できる手段に対するお客さま
のニーズは旺盛であり、実際に数カ月の店頭営業自粛期間があっ
た2021年3月期に当部門が堅調な業績を確保できたことの大きな
要因ともなりました。
　お客さまの利便性を高め質の高いサービスを提供するのは、常
にお客さまに寄り添い新たな価値創造を成し遂げてきた当社グ
ループが得意とする分野です。このようなニーズはますます拡大す
ると考えており、SL社設立の強みを活かし、リテールに加え、ホー
ルセールでもWebを活用した営業手法を確立していきます。

事業を通じたサステナビリティへの取り組み

　当部門の事業は、個人のお客さまによる中古住宅売買や事業法
人による遊休資産の活用を促し、社会課題である不動産ストック
の有効活用に寄与するものです。
　ホールセール事業のCRE提案は、企業の遊休資産の活用や資
産効率の向上に資するものであり、サステナビリティに貢献するも
のですが、企業のSDGｓなどへの関心の高まりとともに新たな事業
機会が生まれつつあります。当部門の提案においても、SDGsの観
点を取り入れた新たな提案がお客さまよりご評価いただけるなど、
財務そして社会的な側面からも大きな資産価値を持つ不動産の売
買を通じて、お客さまのサステナビリティの取り組みに貢献してい
きます。
　また不動産関連サービスの提供を行う当部門にとっては、人材
こそが持続的な成長に資する最大の要素であり継続した投資が不
可欠です。特に、人材の定着やモチベーションに大きく寄与する人
材育成に注力しています。新入社員の入社時は、現場の最前線で
活躍する営業社員を半年間、育成担当に配置転換することで、
培ってきた経験やノウハウを存分に伝えられる制度を取り入れて
います。一見すると、一時的な営業力の低下につながるように見え
ますが、親身に育成することにより早期の戦力化につながっていま
す。引き続き、人材育成・定着に向け、より効果的な取り組みを進
めていきます。

デジタルテクノロジーを活用したサービスの提供
ウェビナーを活用した営業や「ノムコム」におけるICTを活用
した機能など、先進的なサービスを提供

●  優良な既存住宅ストックの増加
●  事業承継・相続対策ニーズの高まり

●  デジタルテクノロジーの進化
注視する事業環境

●  デジタルテクノロジーを活用した高品質かつ充実したサービスの提供
●  顧客の課題解決型ソリューション営業の強化
●  提携金融機関の拡大など幅広い顧客基盤の構築

成長に向けた
基本方針

● ICTサービスのノウハウ 
● リテール部門におけるお客さまからの高い満足度評価 
● 野村證券や地域金融機関との提携

競争優位性

● 売買仲介取扱件数  9,322件
● 野村證券／提携地域金融機関数  88社
● 仲介リテール店舗数  87店舗
● ノムコム会員数  約23.6万人

経営資本※

顧客向けウェビナーの様子 CG家具で室内をコーディネート
する「VRホームステージング」

CG加工前

CG加工後

※ 売買仲介取扱件数は2021年3月期。ノムコム会員数は2021年1月末時点。その他は2021年3月末時点
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事業別戦略
どのような価値を、どのように実現するのか

運営管理部門

福
ふ く だ

田 明
あ き ひ ろ

弘
執行役員　運営管理部門長

中長期的な利益成長に向けた戦略

　当部門は、当社グループが開発するマンションやオフィスビルな
どを中心に、管理サービスの提供や修繕工事の実施などを通じ
て、竣工後の物件価値の維持・向上に貢献しています。当部門の
管理サービスは、分譲マンション購入者向けサイト「住まいサーフィ
ン」で、13年連続で管理会社満足度1位となるなど、外部からも高く
評価されています。
　同時に、グループが開発する優良な資産を安定的に管理ストッ
クとして加えることは当部門の大きな強みです。お客さまのニーズ
に沿った高品質な管理サービスの提供と、高い提案力に基づく、
マンションの大規模修繕工事やオフィスビルなどのテナント入退去
工事をはじめとした受注工事の拡大を通じ、中長期的な利益成長
を図っています。
　不動産の価値を長期的に維持するためには、適正な管理と計画
的な修繕工事の実施が不可欠です。特に分譲マンションは、管理
組合の運営が円滑に行われ、適切な修繕計画が策定されているこ
とが物件の価値に直接結び付くこともあり、管理適正化に向けた
法整備や、優良な管理体制のマンションを認定する制度の新設な
ども進められています。
　当社グループは「製・販・管一貫体制」の下、住まいの開発段階
から、将来の管理、修繕を考慮した設計や企画を行っています。そ
の中で、物件にお住まいのお客さまと接する期間が最も長いのが
当部門です。お客さまのニーズに対し長期にわたり寄り添い、お
客さまと共に課題解決に親身になって取り組むことで、継続的な
価値創造を支えることが当部門の役割と認識しています。

　人口減少や高齢化による人材の不足は、当部門が直面する大き
な社会課題です。より省人化、機械化に取り組むと同時に、管理
品質の維持を図る必要があり、DXの活用に注力しています。これ
は、もちろん当部門の業務効率化にも資するものですが、同時に、
テクノロジーの進化によって、さまざまな面でより利便性の高い管
理サービスを提供することが可能になりつつあります。単身やシニ
ア、共働き世帯の増加など、マンションにお住まいの方々のライフ
スタイルが多様化する中で、管理組合からの連絡や共用施設の予
約手続きなどへのアプリの導入や、オンライン会議での理事会の
開催、24時間・無人管理の仕組みは、多くの皆さまのニーズに応
える取り組みです。
　オフィスビルの管理においても、スマートフォンを活用し、設備
点検や検針、報告書作成などがアプリ上で完結するシステムの導
入を進めています。従来の業務に要していた時間の大幅な効率化
を図り、その時間をテナントの皆さまからの課題やご要望に対応し
満足度を向上するという、本来の付加価値を生み出す業務にシフ
トできる仕組みです。今後も、マンション、オフィスビル問わず、お
客さまの満足度を高める視点に立って、新たなテクノロジーの導入
を進めていきます。
　日々の質の高い管理業務は、マンションの大規模修繕工事やオ
フィスビルのリニューアル工事などに際して、個々の物件が抱える
課題や実態を正確に把握することにつながります。必要な工事と
必要な時期を見極めることで、不要なコストを抑えた適正な工事
を行う提案力につながっています。
　マンションの大規模修繕工事に関して当部門では、2017年から
当社グループのプラウド物件を対象に開発した、通常１２年ごとに
計画する大規模修繕工事の長周期化を実現する「re :Premium 

マンション・オフィスビル等の運営・管理・工
事請負事業、リフォーム事業、地域冷暖房事
業、オフィスビル等の清掃業務の受託事業等

主な事業

売上高／事業利益
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（リ・プレミアム）」  P32 を本格導入し、すでに多数の実績が生ま
れています。さらに、2020年より、当社グループが過去に分譲し
たプラウド以前のマンションに同サービスの対象を広げた
「re:Premium DUO（リ・プレミアム　デュオ）」を開発・導入しまし

た。お住まいの方の懸念材料である大規模修繕工事への不安を
軽減し、事業機会の拡大を図ります。また、昨今の新型コロナウイ
ルス感染症の影響によりニーズが拡大しているマンションの共用
部をテレワークスペースにするバリューアップ工事や、フリーアド
レス化やリモート会議室の設置などオフィスビルの内装リニューア
ル工事についても引き続き取り組んでいます。

事業を通じたサステナビリティへの取り組み

　当部門は、建物竣工後の管理サービスの提供や受注工事の実
施などを通じ、誰もが安心・安全で、健康に住み続けられる街をつ
くるという当社グループの価値創造の一端を担っています。適切な
管理と計画的な修繕工事の実施により、長年にわたって建物の価
値を維持し続ける、という当部門の事業はサステナビリティへの取
り組みを具現化するものであり、省エネ性能の高い照明や空調機
器の導入などの温室効果ガス排出量削減の取り組み、クリーンエ
ネルギーの導入、といった環境対応を、新築時だけでなく継続的
に実現するためにも、当部門の果たす役割は重大です。
　また、近年激甚化する台風や大雨などによる洪水被害への対応
も重要です。すべての管理物件の水害ハザードマップを調査し、
浸水リスクが高いマンションの管理組合に向けて水害ハザード
マップを基にした浸水対策を提案するほか、水害対策の備品設置
や訓練の周知など、事前準備を徹底し、被害を最小限にとどめら
れるように尽力しています。加えて、「製・販・管一貫体制」の下、
マンション等の開発において、水害の被害を最小限にとどめられ
るような設計への貢献も行っています。

● 管理の質や充実したサービスに対するニーズの高まり
● 老朽化建物の増加や大規模修繕工事適齢期マンションの増加

● デジタルテクノロジーの進化
● 定年延長等によるシニア人材の確保難

注視する事業環境

● 顧客満足度の高い提案型管理の強化　　
● 管理領域とサービスメニューの拡大
● デジタルテクノロジーを活用した高効率かつ高品質な管理サービスの提供
● 大規模修繕工事をはじめとする受注工事の拡大

成長に向けた
基本方針

●  グループ連携を通じた安定的な物件供給 
●  管理品質における高い外部評価 
●  大規模修繕工事の長周期化商品含む、 工事提案力の高さ

競争優位性
● 住宅管理戸数 

 183,162戸
●  ビル等管理件数 

 788件

経営資本※

高品質な管理サービスの提供
DXの活用等を通じて、生産性高く高品質なサービスを提供。
お客さまの満足度を向上し、高い外部評価を連続して獲得

「住まいサーフィン
管理会社満足度調査　2021」

第１位 （13年連続）

「2021年　オリコン顧客満足度調査
分譲マンション管理会社　首都圏」

第1位 （5年連続）

高い外部評価

スマートフォンによる
メーター検針

DXを活用した管理

共用施設の予約等が可能な
マンションアプリ

※ 2021年3月末時点
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海外事業

事業別戦略
どのような価値を、どのように実現するのか

賀
か く

来 高
た か し

志
執行役員　海外事業統括

中長期的な利益成長に向けた戦略

　当社グループは、成長が著しいアジアの諸都市を中心に、住宅
の開発やオフィスビル等の開発・運営事業を行っています。中長
期経営計画では、海外事業を成長分野の一つと位置付けており、
2028年3月期までに、海外事業が全体の事業利益に占める割合
を15~20%へ拡大することを目標に掲げています。目標達成に向
け、投資は順調に進捗しており、2021年3月末現在、住宅分譲で
約810億円、賃貸で約250億円、合計約1,060億円の投資を決定
済みです。
　海外事業においても、国内と同様、お客さまのニーズに寄り
添った開発やサービスの提供を目指しています。我々が事業に取
り組むアジア諸都市では、住宅の絶対量が不足し、量が求められ
た時代から、質による差別化のフェーズに入っており、当社グルー
プが日本国内で培ったノウハウや経験を活かすことができる環境
が整っています。ただし不動産事業はローカルなビジネスであり、
その国に根差した法規制や商慣習、ニーズを深く理解することが
必要です。そのため、質の高い商品を供給するという点で当社グ
ループと理念を共有できる、有力な現地デベロッパーとのJVを前
提に事業を進めています。JVを通じたノウハウの提供により、付
加価値を高めた商品を現地のお客さまに提供することが、海外事
業における戦略です。　
　また、当然海外事業の展開においては、国内事業以上に、リス
ク管理の徹底が必要です。当社グループは「海外事業モニタリン
グ会議」において、カントリーリスクをはじめとする海外事業固有
のさまざまなリスクについて議論し、実効性の高いリスク管理・モ

ニタリングを実行しています。  P95

　当社グループが海外事業で提供できる付加価値には、より良い
商品を提供するための取り組みと、開発工程に関する取り組みと
いう2つの側面があります。より良い商品の例として、スコールな
ど激しい天候の変化がある東南アジア諸都市における大きな課
題である漏水対策に取り組み、現地のパートナー企業や日系住宅
設備メーカーなどと協働で、漏水を防止する窓設備を開発しまし
た。この商品はすでに導入され、現地では諦められていた漏水の
防止を実現したことが、お客さまから驚きをもって受け止められ、

海外事業への取り組み
● アジアの諸都市を中心に、
 マンションの開発・分譲事業、
 オフィスビル等の開発・賃貸事業を推進
● 海外事業が事業利益全体に占める割合を、 
 2028年3月期には15～20%まで拡大する 
 計画

事業利益
2028年3月期

海外事業比率
15～20％

「KAIZEN」活動
チェックリストの遵守や現場巡回等を通じて、設計や施工
の工程を見直し、設計品質の向上や不具合の回避を実現

設計KAIZEN

チェックリストに基づく指摘を通じ
た、設計品質の向上

現場KAIZEN

現場巡回を通じた、施工不良の回避

代表的なKAIZENの取り組み
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高い評価につながっています。その他にも、現地の住まい方、暮
らしに合わせた住宅の間取りや共用部デザインの提案、住宅設備
の開発等を行っています。
　現地のパートナー企業や設計会社、建設会社と共に、設計や施
工等の工程を見直し、改善を図る取り組みも行っています。具体
的には、当社グループのノウハウを基に、現地市場の特性を考慮
した上で、遵守すべきチェックリストを作成、担当者による現場巡
回やレクチャーなどを行っています。これらの活動は、施工不良や
スケジュールの遅延の回避によって原価の低減や、品質の確保に
よる販売価格の上昇という結果をもたらしており、パートナー企業
からの信頼獲得にもつながっています。当社にとっても、事業リス
クの一部を低減することにつながります。これらの取り組みを
「KAIZEN」活動として海外での各事業に展開しています。
　双方の取り組みに共通する特徴は、国内で培ったノウハウを、
そのまま海外に展開するのではなく、現地で実際に住まわれるお
客さまのニーズや施工会社の技術レベル、インフラ水準に合わせ
て、調整を加えている点です。マーケットイン発想に基づき、さま
ざまなニーズへの対応を行ってきたことにより可能になる、このよ
うな調整力と課題解決力そのものが、当社グループの海外事業に
おける独自性であり、強みであると認識しています。
　また社内に蓄積されたノウハウだけでなく、必要な技術を新た
に獲得するための取り組みも行っています。2021年5月には、東
南アジアでニーズが高まる、スマートシティ関連の技術を得るため
「Taronga Ventures」が組成・運営する、不動産テック企業に特化
したファンド「Real Tech Ventures I」へ出資しました。本出資を通
じて得た技術は、今後さまざまな開発に展開していくことを想定し
ています。

事業を通じたサステナビリティへの取り組み

　海外においても、事業活動を通じた付加価値の提供を継続し、安
心で快適な住まいや働く空間等の提供に貢献していくことを目指し
ています。
　そのためには、進出先の国・都市におけるお客さまのニーズにつ
いて、より深く理解することが必要です。当社グループは、タイ・ベト
ナムにおいて、現地の大学と共同で、住まいにおける空間の利用や
暮らし方について研究を行い、現地での長期的な社会の変化と、そ
れに伴う潜在的なニーズの発見を目指しています。一部の研究結果
はすでに当社グループの参画案件に反映され、商品価値の向上に
貢献しています。今後も長期的な観点で、研究内容を商品開発に活
かしていきます。
　長期的に海外事業を推進する上での重要な要素である、人材の
面では、国内においては語学研修プログラムの充実等を通じ、グ
ローバル人材の育成を進めています。進出先の各国では、現地法人
の設立と優秀な現地スタッフの確保および当社グループの理念やノ
ウハウを共有するための適切なトレーニングを通じて、事業の主体
を段階的に現地に移管することを進めています。当社グループが国
内で培ったノウハウの活用は継続しながら、顧客ニーズの把握や
パートナー企業の探索といった機能の現地化を進めることで、中長
期的に付加価値を提供し続けることを目指しています。

● アジア諸国における良質な住宅に対するニーズの高まり 　● 投資対象国における政治・経済等の社会情勢や為替の変動
注視する事業環境

● 国内で培ったノウハウの活用と、現地デベロッパーとの強固なパートナーシップを通じた、
 海外における品質・サービスに対する期待への対応や新たな価値の提供

成長に向けた基本方針

住宅分譲で19案件、約810億円、賃貸で7案件、約250億円、合計約1,060億円の投資を決定済
【投資決定額（2021年3月期末）】

■ ベトナム
■ タイ
■ フィリピン
■ 中国
■ 英国

【主な投資決定済案件】

ベトナム（ホーチミンシティ）グランドパーク第2期 フィリピン（マニラ） サンシャインフォート

住宅分譲
約810億円

賃貸
約250億円

海外事業の進捗
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どのような価値を、どのように実現するのか

CFOインタビュー

社会に向けて
新たな価値を創造し、
挑戦し続けられる

企業集団となるため、
独自の高効率経営を

目指します。

  ROE / ROA

 ROE＝当期純利益÷期中（平均）自己資本
 ROA＝（営業利益＋営業外収益）÷期中（平均）総資産

（％）
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発表の段階で事業利益600億円を業績予想として開示しま
した。年度の後半にかけて各部門における利益率の向上や
経費などの削減努力等により、結果として事業利益764億
円、親会社株主に帰属する当期純利益421億円と、業績予
想を大きく上回る実績となりました。
　ROEについては、前期比で減益となったことが主要因と
なり、7.4％と、目標である８～９％を若干下回る結果となり
ましたが、自己資本比率は30.4％と、当社の財務規律であ
る30％水準を維持しました。
　株主還元については、配当を1株当たり82.5円（前期比2.5円
増）と9期連続の増配としたことに加え、自己株式の取得（40億
円）を行い、総還元性向は45.3％となりました。不透明な環境
下においても安定的な配当を堅持し、併せて自己株式取得を
機動的に組み合わせて実施したことは、株主還元を重視する当
社の姿勢をしっかりとお示しすることができたと考えています。

本年（2021年）より新たにグループCFOに
就任されました。これまでの経歴などを教
えてください。

Q

　私は1990年に野村不動産に入社後、住宅分譲やオフィス、
商業施設や物流施設の開発、資産運用ビジネスなど、さまざ
まな事業を担当してきました。また当社自身のＩＰＯ、野村不動
産ビルディング（旧NREG東芝不動産）やJ-REITのM&Aなど、グ
ループの転換点にも数多く携わり、コーポレートファイナンス、
ひいては資本市場の重要性についても強く認識してきました。
　幅広いセクターの不動産開発・運用・運営で培ってきた
経験を活かし、グループCFOとして、中長期経営計画で掲げ
る「高効率経営」の推進、そして「グループの力強い成長」を
財務面からサポートしていきたいと考えています。

当期（2021年3月期）の業績についての評
価をお願いします。

Q

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、想定を
上回る堅調な結果となりました。高還元も継続しており、
株主還元重視の姿勢をお示しできたと評価しています。

　2021年3月期は、期初においては新型コロナウイルス感
染症の業績に与える影響の見極めが困難なことから、上場
来初めて業績予想をお示しできない状態でスタートし、その
後一定の仮定を置いた上での精査を重ねた結果、1Q決算
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  成長投資と還元を両立するエクイティストーリー  株主還元

 1株当たり配当金（左軸）　  配当性向（右軸）　  総還元性向（右軸）
総還元性向＝（配当金総額＋自己株式取得の総額）÷当期純利益
配当性向＝配当金総額÷当期純利益

フェーズ1
（2020年3月期～2022年3月期）
総還元性向：40～50%程度（円）
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利益の成長

　現中長期経営計画では、ROE10％以上を事業ポートフォ
リオの組み合わせにより実現する計画としています。リス
ク・リターンの特性が異なる３つの事業「分譲・売却」、「保
有・賃貸」、「サービス・マネジメント」を組み合わせる「事
業ポートフォリオ戦略」の実行により、リスクをコントロール
しながらROE10％以上を目指す計画です。  P29 

　成長投資と高還元を同時に成立させることは決して容易
なことではありません。しかしながら、ステークホルダーの
皆さまとの対話を重ねる中でもこの両立については特に高
くご評価いただいている点であると認識しています。
　ROEは成長投資と高還元のいわば「源泉」ともいえるもの
です。従ってCFOである私の立場にとってROEは「KPI」では
なく「KGI」と捉えており、さらに高め、より盤石なものにして
いくことが大きなミッションであると考えています。

ROEを高めるための財務レバレッジや財務
健全性への考え方をご説明ください。

Q

持続的な成長のためには、財務レバレッジを「成長機会
の獲得」と「リスクへの対応」、双方の観点で適正水準に
保つことが重要であり、自己資本比率30%水準を規律と
しています。

　高ROEと財務健全性を両立するためには、財務レバレッ
ジのコントロールが非常に重要です。当社は急速な市況悪
化などのリスクへの備えとともに、将来の大きな成長機会を
しっかりと捉えるための投資余力の確保を企図し、自己資
本比率30％水準の維持を規律としています。本規律を維持
していくことで、「攻め」と「守り」を両睨みすることが可能と
なり、ひいては当社グループの持続的な成長にも寄与する
と考えています。そしてこの財務規律の中でROEを高めるた
めには必然的にROAを高めていくことが必要となります。

中長期経営計画は来期（2022年3月期）が
フェーズ1の最終期となります。進捗をどの
ように評価していますか。

Q

各種経営指標については目標と同水準の達成を見込ん
でおり、順調な進捗です。

　2022年3月期はフェーズ1の最終期です。それぞれの経
営指標における目標として、事業利益850億円、ROE８～
９％程度、総還元性向40～50％程度をお示ししています。
事業利益は新型コロナウイルス感染症の影響が引き続き想
定される環境下ではありますが、目標と同水準の840億円、
ROEと総還元性向についても目標を達成する見込みです。
　投資と回収については、総資産が過度に膨らまないよう
適切にコントロールしています。特に都市開発部門での将
来の大規模案件の竣工に備えた、賃貸資産ポートフォリオ
の戦略的な入れ替えの着実な実行、住宅部門での将来の
事業ボリュームを確保した上での利益率を重視した厳選投
資、契約の進捗を確認しながらフェーズ1の目標を前倒しで
達成した海外事業など、各外部環境と内部環境に照らした
意思決定を実行しています。

さらなる成長を目指す上で、CFOとして重視
するKPIは何でしょうか。

Q

成長投資と還元の両立を可能とする高ROEです。株主資
本コストを上回る10％以上の達成を目指します。

　不動産デベロッパーである当社の株主資本コストは７～
８％と認識していますが、これを十分に上回るROE10％以上
を達成することを目指します。なぜなら、これにより成長と
還元の両方を高い水準で実現させることが可能となると考
えているからです。
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CFOインタビュー
どのような価値を、どのように実現するのか

ROAの向上により高ROEを実現する方針と
理解しました。ROAを向上させる中で認識
しておくべき特徴はありますか。

Q

不動産開発事業の特性上、個別案件ごとの適切な利益目標
の設定と、厳格な投下資本マネジメントが極めて重要です。

　不動産業、特に開発事業には一般的な製造業等とは異な
る大きな特徴がいくつかあります。それは工場や設備機器
などの生産設備に資本投下を行い、それらを用いて生産し
た商品を販売して利益計上するのではなく、商品である不
動産そのものに対して資本投下し、開発による新たな付加
価値を加えたものを完成品として、販売売上や賃貸売上と
いう形で資本回収する、という点です。
　すなわち不動産開発事業は、生産設備の稼働率を上げる
ことでの効率性向上や原価率低減という効果が生まれにく
いということになります。違う視点では、ヒット商品を開発
できたとしても、量産することが難しいもどかしさを抱えてい
る事業であるともいえます。また、投資から資金回収までの
時間軸が長いことも、大きな特徴の一つです。
　このようないつくかの特徴のある不動産開発事業をプロ
フィタブルにするためには、個別の投資案件ごとの適正な
利益目標設定と資金回収までのスケジューリング等を含め
た綿密な事業コントロールが極めて重要となります。
　当社グループは成長投資を継続的に行いながらもグルー
プ全体でROA5％以上の実現を目指しています。この目標に
向かい私は、個別事業において達成すべき利益目標を、投
資期間によるリスク・リターンの関係性も含めてより厳格に
定めると同時に、事業期間中を通じて常に収益性改善を実
現していく仕組みを構築していきたいと考えています。不動
産開発事業では規模の経済は過度には期待できないため、
一つ一つの事業の収益性を高めることそのものが全体の
ROAを高める最善の道だと考えるからです。

個別事業の利益率を上げるポイントを教え
てください。

Q

「ブランド戦略」と「ナレッジ（知識・経験・情報）の蓄積」です。

　「プラウド」や「PMO」などに代表される、アセットごとの 

統一「ブランド」は、当社グループの大きな「資産」です。
　「ブランド」は当社グループからお客さまへの、高い品質
や商品性に関する「固い約束」です。2つとして同じものがな
く個別性が強い不動産開発事業において、「ブランド」を用
いることで物件の個別性を超えた価値の訴求を可能とし、
お客さまの探索コストを下げることは、個々の事業の利益
率向上に大きく寄与します。
　もう一つのポイントは、お客さまとの接点を増やし、ニー
ズや嗜好の変化を細やかに捉えて、新たな価値創造につな
がる知識・経験・情報等を社内に蓄積する「ナレッジヘ
ビー」な状態を保つことです。
　この実際の事業から得た貴重な「ナレッジ」の活用は、商
品価値を着実に向上させるかけがえのない原動力です。そ
してお客さまに寄り添うことで、新しいニーズを「発見」しそ
れを素早く次の商品に「展開」していく、これは当社グルー
プのDNAである「大きな強み」であると改めて強調させてい
ただきます。
　「ブランド価値」や「ナレッジの蓄積量」はバランスシート
には計上されないものの、非常に重要な「資産」と捉えてい
ます。CFOとしてこれらの「資産」をより大きくしていくという
観点も重要視しながら投資判断を行っていきます。

事業規模を拡大する必要がある「ナレッジ
ヘビー」の実現と高ROEを目指す戦略との
両立は可能なのでしょうか。

Q

独自の「プラットフォーム戦略」※1によって「アセットライト」
で「ナレッジヘビー」な状態にし、資産保有に依存しない
経営を実現します。

　一般的に賃貸不動産事業は資金回収に長期間を有するとい
うことから、バランスシート上の制限により事業量の拡大が難
しいという特性があります。その中でも当社グループの最大の
特徴は、住宅分譲事業と同様に、賃貸不動産においても開発
と売却を短期間で回転させ、効率性を高めている点です。
　当社グループでは、ここ10数年中規模ハイグレードオフィ
ス「PMO」や高機能物流施設「Landport」など、顧客ニーズ
に応えた競争力のある商品を開発し、竣工後、比較的短期
間でグループREIT等に売却して開発利益を実現益化してき

64 野村不動産ホールディングス



お
客
さ
ま

野
村
不
動
産
グ
ル
ー
プ

テナント グループREIT、
ファンドなど

ナ
レ
ッ
ジ（
知
識
他
）ヘ
ビ
ー
に

蓄
積
し
た
情
報
を
商
品
開
発
に
活
用

ア
セ
ッ
ト（
財
務
）ラ
イ
ト
に

拡
大
再
生
産
の
回
転
を
高
め
る

キーストーン企業
（野村不動産グループ）

が生み出す
ブランド化された

商品
ex. 

PMO、Landport

・ 利用者ニーズ、変化の発見
・ ノウハウの蓄積と更新による
 サービスの競争力向上

資金

管理・運営 売却

再投資

商品・サービス開発

ています。これにより投資回収のサイクルを早めると同時に
事業ボリュームを拡大し、キャピタルゲインを安定的に成長
させてきました。財務面でいえば「アセットライト」な状態に
して拡大再生産の回転を高める戦略です。
　一方、当社グループでは物件売却後も当該物件の運営管
理やテナントリーシングを引き続き行っています。従って事
業ボリュームを拡大できれば、物件売却後もお客さまとの接
点は増え続けることとなり、これにより資産を当社自身が保
有していなくても「ナレッジヘビー」な状態を実現できます。
　また少し俯瞰した視点に立てば、テナントである皆さまに
は「現状のオフィスに対する課題解決」、投資家の皆さまには
「優良な投資機会の提供」という2つの社会的意義を「PMO」
などのブランド化された商品によって実現しているとも言え
ます。
　このように、当社グループの「プラットフォーム戦略」※１を
十分に活用し、「アセットライト」と「ナレッジヘビー」を両立
させていくことは、当社グループに大きな成長をもたらすと
考えています。

社会的な要請がますます高まるサステナビ
リティに対する方針についても、ご説明く
ださい。

Q

多額の資金を用いる不動産デベロッパーとして、事業活
動・ファイナンスの双方からサステナビリティへの取り組
みを加速させます。

　不動産開発や街づくりを通じた価値創造を担う不動産デ
ベロッパーの事業活動はサステナビリティへの取り組みそ

のものです。そして「プラウド」、「PMO」など環境性能や安
全性の高い不動産開発は当社グループが最も得意とする
分野です。ナレッジのさらなる蓄積とその活用により、今後
もより良い商品やサービスを生み出し続けていきます。
　また、当社グループではファイナンス面でもサステナビリ
ティへの取り組みを強化しています。2021年2月にはサステ
ナビリティボンド、2021年7月には国内初となる「包括型フ
レームワーク」を利用したサステナビリティ・リンク・ローン
による資金調達を実施しました※2。当社グループの事業が
持続可能な社会の実現に寄与するものであることをお示し
できるファイナンスであると考えており、これらの仕組みを
活用して今後5年間で約2,000億円を目安として資金調達し
ていく方針です。

最後に、グループCFO、IR担当役員としての
ご自身の役割についてお聞かせください。

Q

　私の役割は当社グループの特性を活かした価値創造を持
続的に社会に対して行っていくための「成長投資」と「還元」
を両立する、「高効率経営」そして「高ROE経営」の実現です。
　市場に目を向ければ、デジタル技術の革命的な進化によ
るライフスタイル・ワークスタイルの不可逆的な変化が起
こっており、新型コロナウイルス感染症対策がその浸透を
加速させています。私はこのマーケット環境の変化は、既
存の不動産業の枠組みを根本的に変える可能性すら持って
いると考えています。そして、私達自身がその変化に素早く
かつ的確に適応していかなければならないと強く感じます。
　このような大きな環境変化に対応するため、まずは社員
一人ひとり、そしてグループ全体が挑戦し続けられる財務基
盤を構築していきます。そしてその挑戦により生み出される
価値を「企業価値の向上」や「配当」、それから個々の事業
活動はもちろんESGへの取り組み等を通じての「社会課題
の解決」という形でさまざまなステークホルダーに「還元」し
てまいります。私はこれらのフローを実現することがCFOと
しての私の使命であり、投資家の皆さまのご期待にお応え
することだと確信しています。
　これまでお話ししてきた内容を、2022年4月に発表を予定
している新たな中長期経営計画を通じてより具体的に皆さ
まにお示しできればと考えています。
　今後もより一層、株主、投資家の皆さまとの対話の機会
を重視しながら、ご期待に応えられる企業集団であり続け
ることを目指してまいります。

※1. 出典：東洋大学 富田純一、東京大学 藤本隆宏ほか（2020）『野村不動産におけるプラットフォーム戦略 –PMOの開発事例を中心に–』
　　　　　東京大学経営教育研究センターディスカッションペーパー 2020-04. http://merc.e.u-tokyo.ac.jp/mmrc/dp/pdf/MMRC525_2020.pdf
※2. ｢サステナビリティ・リンクローン」における、国内初の取り組み  https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2021092701870.pdf

  「アセットライト・ナレッジヘビー」な事業モデル
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