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ニトリグループ
は生活用品を取
り扱う社会インフ
ラ企業として、災
害発生時、被災
エリアのお客様が
必要とされる商
品をいち早くお届
けする使命があると考えています。お客様が１日でも早く日常
生活を取り戻すことができるように、過去の災害発生時に起
きた問題点を多角的に分析することで、被災地域の店舗を最
短で復旧させるためのノウハウづくりと、被災後に需要が高ま
る商品の供給体制づくりを並行して進める“未来の減災対策プ
ロジェクト”を実施しています。また、実際に各地で発生した
地震や豪雨などの自然災害に対して、国や地方自治体からの
要請に基づき、避難所や仮設住宅への緊急支援物資の調達・
配送をグループ一丸となり積極的に行っています。今後も国
内外問わず、必要に応じた支援を実施していきます。

公益財団法人似鳥文化財団は、文化・芸術・伝統の発展・継
承を支援し、新しい文化形成の架け橋となるべく、2011年4月
に設立。ニトリとの共同事業として、これまで公共性・公益性が
高く、地域への貢献が期待できる活動や、植樹活動に対して支
援を行ってきました(植樹実績：累計500万本を超える植樹活動
に支援)。また、ニトリで運営していた北海道小樽市の美術館群
「小樽芸術村」の事業運営を2020年10月に引き継ぎ、同財団で
の公益事業として開始（2019年度は年間25万人以上のお客様
が来場)。今後も同財団
とともに観光発展への
寄与と、歴史的建造物
や優れた美術品など文
化資源の保護・活用を
目的とした活動を推
進・拡大していきます。
※2021年5月には「小樽芸術村」を中心とした小樽運河地区の文化観光を
推進する拠点計画が、文化庁の補助事業として認定されました。

デジタル技術やデー
タの力で地域社会の課
題を解決し、みらいの
社会を創造できる「み
らいIT人材」の育成を
目指して、2019年7月
に札幌市、北海道大学
とニトリホールディングスにて連携協定を締結しました。さら
に、この取組みを北海道全域に拡充・強化するため、2021年
3月に北海道が加わり、四者が連携して、小中学生、高校生、
大学・大学院生までの各段階に向けた人材育成を展開してい
ます。北海道大学に設置された「ニトリみらい社会デザイン
講座」では、ニトリが提供したデータと課題を用いた公募型
の研究や、実店舗を活用した最先端の研究が行われ、研究成
果は論文や学会で発表されるなど、実践的な人材育成も行わ
れています。ニトリ創業の地である北海道から未来を担う人材
が多数輩出され、地域で活躍することでまち全体の活力を生
み出し、さらには世界の架け橋ともなっていくことを目指して
取組みを進めていきます。

似鳥国際奨学財団は、「ニトリグループが描くロマンの実現
に、大きな力を貸して下さったアジア諸国の方々へ恩返しをし
たい」という思いから、ニトリ創業者である似鳥昭雄が私財を
寄附し、2005年3月に設立。世界各国の友好親善と人材育成
に寄与する為、返済不要の給付型奨学金事業を行っています。
これまでに43の国と地域、延べ7,040名の学生さんを支援して
きました。また、交流会や勉強会などのイベントを開催し、奨
学生が国や年代を越えて交流できる場を多く設けています。ご
来賓をはじめ、OB・OGからのアドバイスや、仲間のスピーチ
に刺激を受けることで、
奨学生一人ひとりが成
長できる貴重な機会と
なっています。今後も
国内外問わずさまざま
なかたちで支援の輪を
拡大していきます。

「みらいIT人材」の
育成
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「ニトリがあってよかった」そう実感していただける企業を目指して、
ニトリグループを育て、支えてくださるあらゆる国・地域・社会に
恩返しをするために、「人づくり」、「災害対策」、「環境支援」を
重点分野とした様々な地域貢献活動を行っています。

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題
と位置付けており、その実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の充実
が必要であると考えております。コーポレート・ガバナンス体制の充実に向けて、
いかなる経営環境の変化にも迅速に対応できる組織体制を構築し、上場企業
として公正かつ透明性をもって経営を行う姿勢を貫き、すべてのステークホル
ダーに対して適宜、正確な情報開示を行うと同時に、企業の社会的責任及び
企業倫理の確立に向けた社内体制の整備を進めてまいります。

地域貢献活動 コーポレート
・

ガバナンス

➡ これまでの災害支援：ニトリホールディングスサイト

取締役会の実効性評価

当社取締役会は、2020年度の取締役会の実効性を
分析・評価するにあたり、前年度に実施した実効性評
価で明らかになった課題について、その改善状況や進
捗状況を確認いたしました。また、アンケート形式に
よる各取締役の評価をもとに、個別のインタビューを
実施の上、結果について取締役会にて、取締役会の機
能向上に向けた討議を実施致しました。

① 取締役会の規模・構成
② 取締役会の運営状況
③ 取締役会の審議事項
④ 取締役会の支援体制

⑤ 取締役会の資料
⑥ リスク管理
⑦ ステークホルダー対応
⑧ 自身の取組み

2020年度の取組み 2021年度取締役会の優先課題

上記の実効性評価を踏まえ、当社取締役会の現状と将来につき、
当社社外取締役のインタビューを掲載しております。

ニトリグループのESSG ニトリグループのESGG地域社会への貢献
マテリアリティ 5

実効性のあるコーポレート・ガバナンス
マテリアリティ 7

アンケートの評価カテゴリー

継続課題

解決課題

継続課題

新設課題

➡ 詳細：公益財団法人 似鳥国際奨学財団 公式サイト
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榊原：社外取締役として就任し、ちょうど2年が経過し
ました。その中で感じている外形的な特徴は、非常に
客観的かつ先進的な取締役会であるという点です。構
成員に占める独立社外取締役の割合は4割を超えてお
り、また、スキルマトリクスにもあるように、社外取
締役のスキルも非常にバランスの取れた構成となって
います。運営面に関しても、社外取締役を中心に活発
な意見が交わされ、本当の意味の取締役会になってい
ると感じています。似鳥会長はオーナー経営者ですが、
社外取締役の意見や指摘にいつも耳を傾けていて、真
摯にスピード感を持って経営に反映いただいており、
この点が他の創業会社にはない特徴だと感じています。
私は業務執行取締役を監督する立場として「株主目線」
「社会目線」で発言することを意識しています。それに
対し、業務執行取締役はとても真摯に受け止めて対応、
改善をしているのがよくわかります。私が就任した当
時は、取締役会議題の選定も細かい執行案件が多かっ
たのですが、最近は経営戦略、事業戦略といった案件
がメインになってきています。戦略性を重視し、長期

的な目で実質的な経営戦略を考え、株主目線も加えて
熱心に議論できる場に変わってきていると実感してい
ます。
宮内：私は就任して1年が経過し2年目になります。コー
ポレート・ガバナンスの視点からお話しすると、ガバ
ナンスの本質的な目的は「企業が中長期的に価値創造
をし続けることに寄与すること」と考えています。そ
の担い手が業務執行取締役であり、その業務執行取締
役がきちんと目的・目標に向かっているかを監督する
のが取締役会の役割といえます。そこで私は、マーケ
ットの代表として社外視点でモニタリングすることを
重視しています。当社の取締役会は、想像していた以
上に早く良い方向に進んでいます。まだ発展途上の面
はあるにせよ、私自身の十数社の企業の社外取締役の
経験を踏まえても、当社の取締役会は、いわば「Aク
ラス」の道を歩みつつあると感じています。創業トッ
プである似鳥会長も、社外取締役の意見に謙虚に耳を
傾けており、いつの間にか我々の意見をよく考え取り
入れてくれている点には、大変感銘を受けています。
企業経営者としての経験がある榊原取締役や私からす
ると、当社の取締役会は経営戦略のような大きなテー
マを議論する方向へ進んでおり、今後がとても楽しみ
です。

ような体制です。2.0世代は、いわゆるコーポレート・
ガバナンスやコンプライアンスを意識して経営を監視
をする体制で、今の日本社会は2.0世代であると考えて
います。そして3.0世代は、2.0世代に加えて、経営戦
略について助言をするだけでなく参画していく体制で
す。私は、自身の企業経営の経験から経営戦略につい
て3.0世代の視点から議論できるよう発言をしていま
す。よりよい経営戦略の策定のためにも、社外取締役
としてメスを入れることを意識しています。
宮内：現在の業務執行取締役は、とても仕事熱心で、
仕事が速く、理解度も高く、とてもいいチームだと感
じています。それが継続されることが大事です。その
視点でモニタリングしていきたいと思っています。

榊原：当社の取締役会はまだ発展途上ではあるものの、
この2年だけでも大きく進化したと感じています。私を
含め社外取締役の意見も真摯に受け止められていて、
例えば、中長期戦略については議論の時間を多く設け
るべきといった発言は、きちんと取り上げていただき
ました。対応は非常に速いと感じています。
宮内：社外取締役が意見をして、それに対して業務執
行取締役が真剣に考えプランを出す。例えその内容が
実現しなくても、意見を述べることで社外取締役の務
めを果たしたことになります。当社の業務執行取締役
に対しては、意見を述べたことは必ず真剣に議論して
もらえるだろうという信頼感があります。そういう意
味で、私が当社の社外取締役でいることの意味がある
と感じています。

榊原：DXは日本のみならず全世界共通のキーワードで
す。ただ、日本社会においてはDX＝ITだと短絡的に結
びつけて考えている企業が多いように思います。しか
しながら、ITやAIというのは手段であり、本質は別の
ところにあります。それは「ビジネス」と「業務」の
改革です。DX時代の当社の「ビジネス」の改革に加え、
各ビジネスを構成する店舗運営、商品構成など全ての

取締役会の実効性向上に向けて

当社取締役会に出席して感じていらっしゃる
当社取締役会の特徴について、お聞かせください。

ニトリグループの取締役会の特徴や、ニトリグループの持続的成長をテーマに、監査等委員以外の社外取締役で
ある榊原定征取締役、宮内義彦取締役、吉澤尚子取締役（新任）の3名による対談を実施しました（司会進行は、
執行役員法務室長の青谷賢一郎が担当いたしました）。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対談中はマスクを着用し、写真撮影時のみマスクを外しております。

吉澤：人生で初めて、上場企業の取締役会の構成員と
なりました。当社の取締役会に出席させていただいて、
私自身大変勉強になっています。これまで経験した国内
企業の取締役会では、多くの場合、事業戦略を議論す
る機会はあまりありませんでした。それに対して、海外
ベンチャーの取締役会は非常に戦略的で、取締役のス
キルに応じて、それぞれ専門的なプロの立場から議論を
展開しているという印象を持っています。参加する前は
正直、当社の取締役会も前者のような雰囲気なのかと
思っておりましたが、出席してみての印象はまさしく後
者です。しっかりと戦略を議論できる取締役会となって
おり、とても素晴らしいと感じています。

榊原：女性取締役が2名加わったことは、大きな改革だ
と捉えています。女性が加わることで、取締役会の雰囲
気はガラッと変わり、新たな視点の意見が出るなど、発
言の内容・質が全然違ってきます。また、当社の扱う商
品のような消費財の場合、購買の決定権は多くの場合女
性にありますから（笑）、女性目線の経営戦略は不可欠
ですね。また、ダイバーシティの意味合いでも、もう一
人ぐらい女性は加わってもいいのではないでしょうか。
多様性という意味では、今後、外国人の取締役が入っ
てもいいと思います。
宮内：私は「ダイバーシティ＝バラエティ」と考えてい
ます。女性だから、女性代表として発言する、男性だか
ら、男性代表として発言をするわけではないですよね。
ダイバーシティと言って、性別や国籍で区切って考える
のではなく、様々な背景やスキルを持った方々がバラエ
ティをもって議論をしていくことが、次のステップとし
て大事だと思っています。

榊原：先程も申し上げ
ましたが「株主目線」「社
会目線」で監督・発言
しています。社外取締
役には1.0世代、2.0世
代、3.0世代の3つの世
代があります。1.0世代
は、いわゆるお友達同
士の繋がりの延長線の

ご自身の取締役会における発言により、
審議の結果が変化したと感じたことや、
業務執行や取締役会運営が良くなったと感じたことは
ありますでしょうか。お聞かせください。

取締役会においてご自身がどのような観点から
ご指摘・ご意見しているかについて、お聞かせください。

当社の持続的な成長と企業価値向上に向けて

デジタルトランスフォーメーション（DX）を
中長期的に社内で推進していくための
注意点について、お聞かせください。

ニトリグループ社外取締役
榊原 定征

ニトリグループのESGG
社外取締役対談 （監査等委員以外の社外取締役）1

株主総会において女性の取締役が2名選任されました。
女性の視点が加わり、今後どのような変化を
期待しているか、お聞かせください。

実効性のあるコーポレート・ガバナンス
マテリアリティ 7
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「業務」の改革を行うも
のです。DXとは経営戦
略そのものと考え、社
内にDXの専門組織をつ
くり、ハード面の構築
だけではなく、どのよ
うに新しいニトリグ
ループを作っていくの
か、社外取締役の意見
も取り入れながら検討

していくべきだと思います。
宮内：当社の主要なビジネスモデルにDXをどう取り入
れていくのか、結び付けていくのかを考えるべきです。
DXをうまく利用することで業態をいい方向に変化させ
ていけるかもしれない。そのためには、その変化を見
極められる経営能力を持った人材が必要で、そのよう
な人材を育成すべきだと考えています。
吉澤：DXを推進するにあたり3つの壁があると考えて
います。1点目は「アイデアの壁」、2点目は「投資判
断の壁」、3点目は「実行の壁」です。私自身、企業に
対してDXの話をする機会が多いのですが、失敗する
原因の多くはアイデアの質が低いことです。DX推進
においては通常まずPOC（Proofof Concept：概念
実証）を実施しますが、これが約20％しか成功しませ
ん。もっと低いかもしれません。それを踏まえると、
少なくともPOCの段階で5倍の効果が出ないと意味の
ある投資にならないのが現実です。そう考えると最初
に質の高いアイデアをどれだけ出すのかが重要になっ
てきます。次の失敗パターンは、人を巻き込めないこ
とです。企業においては、人や部署ごとに、思ってい
ることや、やりたいことが違います。しかし、DX推
進にあたっては、全社が同じ理解のもとで推進してい
くことが重要になります。DXは顧客に付加価値を提
供するためのビジネス改革であり、そして、それを継
続できる組織や企業文化をつくることですので、全社
を巻き込むことが必要であると考えています。次の失
敗パターンは課題解決策の質の低さです。例えば、あ
る課題に対して最初に「AIを用いて解決したい」と手
段ありきで考えるなら、発想自体が間違っています。
AIは単なる手段であり、課題解決のためには他の要素
や選択肢が多くあります。そこを考えないことがダメ
なのです。これらの失敗をしないために重要なことは、
DXに対する経営のコミットメントと、従業員の共通
の理解です。そしてアイデアを出す際には外部の多様
な意見も入れるなどダイバーシティも重要です。内部
にいると当たり前じゃないことを当たり前に思ってし
まうためです。

榊原：ESG・SDGsというのはここ1～2年で経営の最
優先課題であると世界的に認識されるようになりまし
た。今までのように漠然とした考えのもとで取り組む
のではなく、会社の重要課題として取り組み、そのう
えで事業が成り立つという認識を持つべきです。2050
年の「ゼロカーボン」に向けた取り組みや、人権問題
への対応など、世界的な大きな流れの中で、企業とし
て方針、位置づけを示していかなくては生き残れませ
ん。まさに分岐点であり、会社としての指針が重要に
なってきます。
宮内：私も急速な変化を感じています。ESG評価機関
などの評価に関しては、当面は及第点を取ることを目
指すことでやむを得ないと思っていますが、将来的に
は実効性を伴う形で評価を上げていかなければなりま
せん。今後、企業活動に対して社会的にも、政治的に
も、ますます外部の圧力がかかってくるからです。将
来はESG・SDGsにおいてもリーディングカンパニーと
してトップ群を目指すべきです。避けては通れない途
だと思います。
吉澤：持続的成長の原資は株主の提供資金であること
を考えると、現在の機関投資家等の株主の最大の関心
事は環境問題であり、特に気候変動に対して厚く対応
していくことが重要だと思います。当社の統合報告書
を見てもわかりますが、環境課題に対する取り組みは
大変進歩しています。ただ、事業が拡大していくと、
例えば、物流拠点や店舗の数が増え、ルートの組合せ
が膨大になるために、物流のルートの効率化が今のシ
ステムでは対応できなくなる可能性があります。その
ために新しいテクノロジーを今から検討するなど、常
に一歩先を見据えた取り組みをしていくべきだと思い
ます。

榊原：当社のグローバ
ル展開の姿はまだまだ
十分でない認識です。
ロマン・ビジョンの達
成のためにはグローバ
ル事業の成長は必須で
あり、今のままのやり
方では間に合いません。

ては、市場をよく知る現地に任せることは重要ですが、
ニトリグループとしてグローバルに一つの方向性に持
っていく必要が生じた場合、非常に難しいポイントと
なります。具体的に言うと人事評価や管理会計をどう
展開していくのか、検討が必要です。現地の考え方を
踏まえた制度設計が重要になってきます。もう一つは
やはり人材です。海外でのマネジメントは早期から経
験を積んでいないと一朝一夕ではできません。当社が
人材育成に力を入れていることは十分理解しています
が、それぞれの国・地域にあったマネジメントができ
る人間をどう育てていくか、若いうちから取り組んで
いくことが重要です。

榊原：取締役会の重要な役割の一つは、次世代の経営
者を選ぶことです。極端に言えば、経営トップの交代
を主導するのも、私たち社外取締役の重要な役目で
す。当社は任意の指名・報酬委員会を設置しています
が、そこでどのような議論がなされているか、取締役
会の場できちんと共有すべきです。また、重要課題や
戦略に関しては、取締役会で議論するだけではなく、
別途、社外取締役のみで構成する意見交換会などがあ
ってもいいのではないでしょうか。
宮内：日本式の会社法の中で、日本式の優等生になる
のではなく、海外の先進的な企業を目指していくべき
だと思います。また、将来的には指名委員会等設置会
社への機関変更も視野に入れるべきではないでしょう
か。執行案件は業務執行取締役への委任が進んでいま
すが、報告事項についても、月次報告などは業務執行
取締役により一層権限委譲し、中長期的な議題に対し
てよりダイナミックに議論できるような体制にできれ
ば素晴らしいことだと考えています。

組織一つにしても、社内でグローバル展開に向けた専
任組織を作るべきです。海外戦略というのは高度なス
キルが要求される一種の専門分野であり、それに集中
して取り組む組織と海外拠点の整備が必要です。確か
に海外展開は困難を伴いますので、国内から海外事業
をコントロールしようとする考えではなく、現地で骨
を埋めるくらいの人材がいてやっと芽が出てくるもの
だと考えています。当社はグローバル展開のスタート
ラインに立ったばかりです。海外戦略を考えられる専
門人材を育成して、社外取締役との意見交換も含めて
もっと議論しながら、先行投資をしていくべきだと思
います。
宮内：10年先のビジョンをもとに会社全体が一つの方
向に向かっているのは大変素晴らしいことです。これ
までの当社のビジネスモデルを見てみると、新規の商
品・サービスには手を出さず、祖業の家具・ホーム
ファッションという商売に集中し、それで多店舗化を
して成功を収めてきました。そして、国内のリーディ
ングカンパニーになった現時点で、新規の業態やサー
ビスの市場への進出と、海外という新規の地域への進
出という、意欲的に難しいことを同時にやろうとして
います。この二つはどちらもノウハウが必要であり、
これを進めるにあたって当社に一番欠けているのは「人
材」だと考えています。中核となる人材をどう育てて
いくか真剣にかつ深刻に議論していくべきです。小売・
サービス業で他がやったことのない前代未聞のことを
やろうとしているわけです。日本で素晴らしい小売・
サービス業はたくさんありますが、海外での成功例は
あまりありません。そこに、ニトリ流で切り込んでい
くことは非常に楽しみであり、期待しています。その
ためにも、スピード感を持って議論を重ね、実行に移
していく必要があります。
吉澤：自身の経験から言うと、海外の拠点が大きくな
っていくと、そこに対してどうガバナンスを効かせて
いくかという問題が発生してきます。ある部分につい

ESG・SDGsとニトリグループの持続的成長を
どう結び付け、バランスをとっていくべきかについて、
お聞かせください。

グローバル化に向けた課題について、
お考えをお聞かせください。

当社のコーポレート・ガバナンスの
さらなる強化に向けて、
お考えをお聞かせください。

ニトリグループ社外取締役
吉澤 尚子（新任）

ニトリグループ社外取締役
宮内 義彦
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ニトリグループのサステナビリティ

ニトリグループのESGG 実効性のあるコーポレート・ガバナンス
マテリアリティ 7

安藤：業務執行取締役への委任の拡大と、中長期的な
戦略の議論へのシフトは段階的に進んでいる印象を持っ
ており、良い方向性だと感じています。ただし、注意点
として、店舗などの現場で起きているちょっとした変
化・課題が、中長期的な課題を先取りしている場合があ
るので、テーマを絞りすぎず、中長期的な戦略の議論の
中でも現場における変化・課題はテーマとして取り上げ
てほしいと感じています。また、そういう視点を忘れな
いでほしいですね。
鈴木：業務執行取締役への委任の拡大により、細かい
議論から中長期的な議論へシフトできていると感じて
います。
立岡：個々の出店などの案件を審議するマネジメント
スタイルから横断的な課題を議論するモニタリングス

タイルに着実に変わってきていると感じています。今
後、2032年の目標達成に向けては、家具とHFAのオー
ガニックな成長のみでは限界があるので、環境変化を
踏まえた中長期的な戦略の議論が必要と考えています。

安藤：アメリカや中国ではオンライン・オフラインの融
合が日本よりはるかに進んでおり、日本国内においても
他業界・業種への進出の垣根が低くなっています。また、
色々な業態に挑戦する企業も出現し、競合するところが
増えています。このような中、取締役会の中で、国内外
の先進的な小売業の最新動向を紹介し、対抗策を打た
ない場合には当社にどのようなリスクが生じるのか、
テーマとして議論すべきではないでしょうか。また、当
社グループの一員となった㈱島忠に関しては、中長期的
にどのように融合しシナジーを出していくのか、議論に
取り入れていくべきです。
鈴木：当社のロマンとビジョンを達成するためにどのよ
うな方向性で事業展開していくのか、議論が必要です。
既存の業態はもちろんのこと、Nプラスのようなアパレ
ル業界や、ニトリダイニングのような飲食業といった新

に近い世代）の視点が取締役会に加わったことで、議
論が活性化することを期待しています。新任の安孫子
取締役（社内）は、人材育成・研修・コーディネート
に関して、吉澤取締役（社外）は、DX・ITに関して高
い知見と感性を持っているので、女性視点だけではな
く、それぞれのお方の持つ専門的なスキルの発揮にも
期待しています。

安藤：1点目は「消費者」の視点です。多くのお客様
に住まいの豊かさを感じられるものを提供できている
かという視点は常に持っています。絶えず新しい魅力
のある商品を提供し続けているかをチェックポイント
にしており、時間があれば競合他社の店舗を見て新し
い業態はどうなっているかを参考にしています。2点
目は「当社がこれからもずっと成長し続けていけるか」
という視点で、当社がこれまでの成功体験に寄りかか
りすぎて改革を躊躇していないかを見ています。3点
目は「危機管理」の視点です。不祥事発生時等におけ
る危機管理の視点はもちろんのこと、会社経営全般の
リスクを絶えず考え、将来を見据え、表面化していな
い問題点からリスク発生を予防する観点から発言して
います。
鈴木：当社には多様な取締役が揃っていると考えてお
り、議論も活発で取締役会の実効性は高く評価してい
ます。それぞれの取締役からは、自身の経験や視点に
基づき客観的な意見が出ていますが、私自身は、コン
プライアンスやガバナンスの観点から意見を述べたい
と思っています。当社は創業会社であり、似鳥会長の
カリスマ性で成長をし続けてきた会社であるが故に、
社内取締役からは反対意見を自由に述べづらい環境に
あるのではないかと考えています。こういった環境で
は社外取締役が自由に発言できることが非常に重要で
あり、私自身も実践しています。実際、似鳥会長にも
きっちりと意見が言える環境となっており、まさに、
実効性のある取締役会だと感じています。
立岡：自らの取締役会の中での特色は、経済官庁での
職務経験なので、日本経済・産業の構造変化や企業統
治改革、エネルギー・環境の問題、中国政策などに関
わった経験を背景に議論に参加しています。同時に、
取締役の最も大きなミッションである「企業価値の持
続的な向上」を実現するためには、サステナビリティ
（持続可能性）が鍵であると考えています。サステナビ
リティを自分なりに言い換えると「外部環境が激しく
変化していく中でも、常に消費者に必要とされ続ける

取締役会の実効性向上に向けて

当社では取締役会の実効性評価において、
執行案件の決定を業務執行取締役に
委任する範囲を拡大し、
取締役会においては中長期的な戦略の議論に
シフトするという目標に取り組んできました。
その成果を感じているか、また、取り上げるべき議案の
テーマは適切と感じているかお聞かせください。

業態への進出に関する議論や、海外への事業展開、特
に中国・ASEAN諸国などアジアに対する展開について
は方向性を議論する必要性があると感じています。
立岡：大きな枠組みで今後議論すべきことが4点あると
考えています。まず1点目は「海外戦略」です。中国に
ついては、意図的に出店スピードを落として立ち止ま
っていた現状から次のステップに進みつつありますが、
他地域についても中国での学習を踏まえて、今後の戦
略について議論すべきです。2点目は「従来型の業態の
強化と事業領域の拡大」で、当社の強みを活かしつつ、
㈱島忠のホームセンター事業やNプラスのアパレル事業
といった新たな事業領域へのアプローチの仕方について
も議論すべきです。3点目は「デジタルトランスフォー
メーション（DX）」です。O2Oをよりシームレスに推
進していくことは必須の流れであり、CRM（Customer
RelationshipManagement：顧客関係管理）をしっか
りやり、顧客満足度を高めるために、どのような施策を
講じていくのか議論すべきです。4点目は「財務戦略」で、
M＆Aや大型投資をする中で、中長期的なキャッシュフ
ローの在り方についての議論が必要だと思います。

安藤：当社の顧客層は女性が多いからこそ、経営に女
性の視点が加わり取締役会の議論の中で意見をいただ
けることは、良い効果があると期待しています。また、
社内の女性取締役（安孫子取締役）が誕生したことで、
多くの女性社員の励みになると感じています。
鈴木：社内取締役として女性のプロパー従業員を選
任したことは非常に大きいですね。当社で働く女性
社員のモチベーションに繋がると思います。また、
当社の商品は家具を含めて家庭商品が多いので、や
はり女性視点での意見が取締役会に反映されるとい
い効果があるのではないでしょうか。単に多様性を

高めるだけではなく、
当社の業態戦略にも寄
与する適切な選任であ
ったと考えています。
立岡：女性購買層の視
点というお二人のご指
摘に加えて、アフター
コロナの変化を見据え
て、消費者嗜好の変化
に対する感度の高い若
い世代（当社の購買層

今後取り上げるべき（拡大すべき）と考える
議案のテーマについて、お聞かせください。

株主総会において女性の取締役が2名選任されました。
女性の視点が加わり、取締役会が
どう変化するかについて、お聞かせください。

取締役会においてご自身がどのような観点から
ご指摘・ご意見しているかについて、お聞かせください。

社外取締役対談 （監査等委員である社外取締役）2

ニトリグループ社外取締役
監査等委員
安藤 隆春

ニトリグループの取締役会の実効性評価や、ニトリグループの持続的成長をテーマに、監査等委員である社外取
締役の安藤隆春取締役、鈴木和宏取締役、立岡恒良取締役の3名による対談を実施しました（司会進行は、執
行役員法務室長の青谷賢一郎が担当いたしました）。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対談中はマスクを着用し、写真撮影時のみマスクを外しております。
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存在であること」と捉
えており、この視点は
常に意識するようにし
ています。また、議論
に際しては「理解と緊
張感」を心掛けており、
当社の企業文化やユ
ニークなビジネスモデ
ルである“製造物流IT
小売業”の実態を深く理
解すると同時に、案件

や事象に対して、自分の常識に照らして感じる違和感
を大事にしています。当社に対する理解を深めること
と、経営に対して一定の緊張感を保つことのバランス
が大事だという心構えで臨んでいます。

安藤：グローバル進出は黒字化まで時間がかかる上、
過去の投資額がもったいなく感じて撤退しづらくなる
企業が多いです。そうならないように、撤退または一
度立ち止まるといった方針を見直すタイミングを予め
決めておいたほうが良いかと思います。また、今後の
進出予定に合わせて、戦略的にグローバルに通用する
人材の育成を準備しておくべきです。更に重要なこと
は、事前に、徹底的に現地のマーケティングをするこ
とですね。
鈴木：当社の国内における成長余地はまだあるもの
の、今後の海外進出は不可避であり、特に中国並び
にASEAN諸国への進出は重要であると考えていま
す。中国や台湾は出店経験がありノウハウが蓄積さ
れているものの、ASEAN諸国や欧州などの出店した
ことのない新しい地域に関しては、進出国の国内事
情・政治経済・生活状況・対日感情などを十分把握
しつつ対策を立てることが重要であり、物流網やIT
の構築なども含めて総合的に進出計画を立てるべき
です。例えば、中国の出店を加速させるときには、
中堅幹部の人材育成が鍵を握りますし、欧州・
ASEAN諸国に出店する際には、まずは必要なスキル
の把握や現地従業員の育成など、人材教育のシステ
ムを確立しないと十分な成果を得ることは難しくな
ってきます。現地サプライヤーとの取引も、SDGsの
観点を鑑みながら、各国・地域の情勢の情報収集を
していく必要があると感じています。

立岡：海外展開に当たって、どの地域を攻めるのかと
いう方針の検討と同時に、当社のブランドイメージや
コーポレートアイデンティティーをどう構築していく
のかを考える必要があります。アジアに留まっている
限りは今の延長線でもいいかもしれませんが、価値観
が大きく違う欧米への進出の際には議論が必要になる
と思います。また、商品の標準化・共通化は効率化に
つながりますが、地域によってテイストやマーケット
の違いがあるためローカライズが必要な部分もあり、
標準化・共通化とローカライズのバランスを試行錯誤
していく必要があります。皆さんが指摘されるように、
最大の課題は「人材」です。特に中国での経験で学習
したように、高速出店のフェーズに入る際に、人材の
能力と出店計画のミスマッチを起こさない仕組みが必
要だと考えます。また、新たな地域へ展開する際には、
標準化されたITインフラ・業務インフラなどの業務基
盤があることが重要ですので、出店と並行してしっか
りと戦略を立てていく必要があります。各地域におけ
るサプライチェーンの構築については、各国・地域の
リスクを踏まえて、チェーンの強靭さ（レジリエンス）
を確保することが重要です。地政学リスクや情勢に対
する感度を、システマティックに、常態的に把握する
体制を構築すべきです。

安藤：働きがいのある職場環境づくりについては、
ハードの側面でいえば、DXを推進してテレワークを
拡大したり、サテライトオフィスが利用できる環境の
整備が必要だと思いますが、本質的には、ソフトの
面、すなわち、「人」が大切です。幹部の教育をさら
に充実させて、部下の士気を高められる人望のある幹
部を養成することが、物理的な環境を整えるよりも働
きがいに繋がると考えています。
鈴木：ESG・SDGsの取
り組みは、当初は内在
的なものではなく、欧
米からの一種の外圧的
な側面が色濃かったよ
うに感じています。しか
し最近では、企業とし
てESG・SDGsは当たり
前にやらないといけな
いという考え方が広ま
っています。当社におい

安藤：当社の取締役会は他社と比べても非常に活発に
議論がなされており、評価しています。その上でさら
なる強化に向けては、より取締役会の資料のレベルア
ップを図っていただきたいです。部署による資料作成
レベルのバラツキをなくし、問題の所在・背景・対
処・効果などを簡潔にまとめていただけると議論の活
性化にもつながります。更に、重要な議題については、
取締役会案件の事前審議機関である「社内役員会」に
おいて意見が分かれた案件について、論点を取締役会
に明示していただけると、取締役会上程に至るまでの
意思決定プロセスが理解しやすくなります。また、リ
スク管理の観点からは、発生した事案の報告のみなら
ず、中長期的な会社の経営全般に関するリスクやその
予兆があるときには、その時点で取締役会へ報告いた
だければ、さまざまな分野で経験豊富な社外取締役の
有益な意見・指摘を受けることで、リスクを未然に防
ぐことが可能になると考えています。
鈴木：取締役会の資料については過不足がなく、改善
されていますが、なお一層努力してほしいですね。安
藤取締役も述べたとおり「社内役員会」で意見が割れ
た論点など、社内の意思形成の過程についても共有が
必要でしょうし、「監査等委員会」で議論された内容も、
毎回である必要はないが、取締役会にて報告すべきで
はないでしょうか。
立岡：取締役のスキル・視点が多様化することはプラ
スになる一方で、数年前に比して員数が増えたことで、
議論が拡散しないよう、今後の審議方法の検証も必要
と考えます。複雑な案件に関しては、事前説明を充実
させ、議案の説明時間を極力減らし、実質的な議論を
するための時間をより多く確保することが望まれます。
多様化したことによるメリットを最大化するためには、
従来の延長線上での運営ではなく、更なる改革が必要
だと考えています。

ても、社会的な役割を果たして貢献をしていくため、新
たな部署として「SDGs推進室」を設置するなど、ESG・
SDGsへの意識が育ってきています。一方で、経営者の
みならず、従業員全体がESG・SDGsの考え方を持って
いないと効果は出ないと思っています。働きがいのある
職場という観点では、当社はパートタイム従業員が非常
に多い職場なので、処遇を考えしっかり整えていく必要
があります。パートタイム従業員が本当に働きがいを感
じているのか、きちんと意識調査をした上で、問題点を
洗い出し解決していくことが大切だと考えます。
立岡：当社の最大のアセットは「人」に尽きると思い
ます。私が当社の企業文化の中で感銘を受けているこ
とは「高めだと思う目標でも、そこからバックキャス
トして挑戦すること」が、言葉だけでなく、従業員の
隅々にまで浸透していることです。それと同時に会社
側も、アメリカ研修など相当な人的投資をしているこ
とから、人材を大事にしている会社だと感じます。働
きがいのある環境に関しては「職場での自己実現、自
分が成長している実感」「会社の業績・成長に繋がっ
ている実感」「世界の人々に豊かな暮らしを提供する
ことで社会貢献に繋がっているという実感」の3つの
実感が同時に達成されることが、モチベーションを保
ち、いきいきと働けることに繋がると考えています。
ベースとなる企業文化や研修を含めたインフラは既に
整っていますので、更に進めていくべきだと思いま
す。ダイバーシティに関しては、性別や国籍といった
形式的な枠組みでの議論ではなく「色々なタイプの人
間が接触することにより化学反応を起こしていく」過
程が、現状を変えたり、イノベーションにつながるの
ではないかと思います。「三人寄れば文殊の知恵」と
同じで、色々な属性・背景を持った人が接触する中で
反応し合うことが大事です。撹拌反応を絶えず起こし、
自分の考え方をぶつけ合うことが許容される企業文化
の基礎は既に存在していると思いますので、今後更に
磨いていくべきです。

ESG、SDGsの観点から、
働きがいのある職場環境づくりとダイバーシティの
推進について、お考えをお聞かせください。

当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に向けて、
お考えをお聞かせください。

当社の持続的な成長と企業価値向上に向けて

グローバル化を推進、海外へ進出していくにあたっての
リスクについて、お考えをお聞かせください。

ニトリグループ社外取締役
監査等委員
鈴木 和宏

ニトリグループ社外取締役
監査等委員
立岡 恒良
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ニトリグループのサステナビリティ

取締役一覧

新任役員の抱負

スキルマトリクス

執行役員副社長 上席執行役員

常務執行役員

執行役員
須藤文弘／松元史明 武井直／中村学／永井弘／

橋本和之／荒井功／岡村毅／
吉間淳一大木満

五十嵐明生／小林秀利／工藤正／小田聡一／英利アブライティ／
村林廣樹／高橋邦彦／佐藤昌久／富井伸行／松島俊直／杉浦栄／
沢井晴美／櫛田晃裕／青谷賢一郎／櫛田茂幸／大島浩一郎／
細川忠祐／折本和也

似鳥 昭雄
（にとり あきお）

代表取締役会長
兼最高経営責任者（CEO）

（2021年5月13日時点）

取締役

独立社外取締役

執行役員

須藤 文弘
（すどう ふみひろ）

武田 政則
（たけだ まさのり）

岡野 恭明
（おかの たかあき）

白井 俊之
（しらい としゆき）

松元 史明
（まつもと ふみあき）

安孫子 尋美
（あびこ ひろみ）

取締役（執行役員副社長）

取締役
グローバル商品本部本部長
兼グローバル販売事業推進室室長
海外販売事業　管掌

取締役

代表取締役社長
兼最高執行責任者（COO）

取締役（執行役員副社長） 取締役
人材教育部ゼネラルマネジャー

安孫子 尋美
（あびこひろみ）

取締役
人材教育部
ゼネラルマネジャー

久保 隆男
（くぼ たかお）

取締役

監査等委員（常勤）

宮内 義彦
（みやうち よしひこ）

榊原 定征
（さかきばら さだゆき）

吉澤 尚子
（よしざわ なおこ）

安藤 隆春
（あんどう たかはる）

鈴木 和宏
（すずき かずひろ）

立岡 恒良
（たつおか つねよし）

取締役
※独立社外取締役

取締役
※独立社外取締役

取締役
※独立社外取締役

取締役
※独立社外取締役

取締役
※独立社外取締役

取締役
※独立社外取締役

監査等委員 監査等委員 監査等委員

このたび取締役に就任いたしました安孫子
です。これまで、30年以上にわたり、コー
ディネート商品開発とコーディネート教育
のしくみづくり、さらにチェーンストア理論
の社内研修のしくみづくりに携わって参り
ました。また、この5年ほどは、コーディ
ネート商品開発の分野で「商品ブランディ
ング」を担当し、商品部プランニンググルー
プMGRを務めさせていただいておりまし
た。そして、今年、ニトリ大学学長兼人
材教育部GMを拝命し、これまでの知見と
経験をもとに、人材育成の分野で、社員の
なりたい姿に導く教育を推進していくとと
もに、ニトリの良い社風（ニトリウエイ）を
言語化し、教育につなげていくことで、企
業価値を持続的に向上していけるよう、取
締役会の一員として力を尽くしたいと思っ
ています。どうぞよろしくお願いいたします。

吉澤 尚子
（よしざわなおこ）

取締役
※独立社外取締役

このたび社外取締役に就任いたしまし
た吉澤です。30年以上に渡り、データ
ベースや携帯電話・スマートフォンの
開発、AI事業等のエリアで国内外の
ITベンダとのプロジェクトを担当し、
特にここ数年は、海外での新規IT事
業の立ち上げや国内ベンチャーへのア
ドバイザリーサービスの提供等を通し
て視野を広げるチャレンジをして参り
ました。これまでの知見と経験をもと
に、ニトリグループのDXの具現化へ
貢献し、企業価値を持続的に向上して
いけるよう、取締役会の一員として力
を尽くしたいと思っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

岡野 恭明
（おかのたかあき）

取締役

このたび取締役に就任いたしました岡
野です。これまで、18年にわたり、家
具及びホームセンターの小売りに携わ
ってきました。また、この7年ほどは株
式会社島忠の取締役として人事部、
総務部といった管理部門を担当すると
ともに、営業本部長を経て代表取締
役を務めさせていただいておりました。
これまでの知見と経験をもとに、ホー
ムセンター分野を含むニトリグループ
における総合的な住まいの提案を推進
していくことで、企業価値を持続的に
向上していけるよう、取締役会の一員
として力を尽くしたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

各取締役が保有するスキル等のうち、主なもの最大7つに●印をつけています。

氏　名 役　職 独立
役員

指名
報酬
委員会

当社が取締役に期待する知見・経験
企業経営
経営戦略

商品開発
コーディネート

製造
品質管理

物流・貿易
調達

DX推進
IT・情報通信

営業企画
出店政策

マクロ経済
国際情勢

海外事業
戦略

現状否定
変化・挑戦

組織・人事
人材開発

法務
リスクマネジメント

財務会計
税務

内部統制
ガバナンス

サステナビリティ
SDGs

似
にとり
鳥 昭

あきお
雄 代表取締役会長 ●

（委員長） ● ● ● ● ● ● ●

白
しらい
井 俊

としゆき
之 代表取締役社長 ● ● ● ● ● ● ● ●

須
すどう
藤 文

ふみひろ
弘 取締役

執行役員副社長 ● ● ● ● ● ●

松
まつもと
元 史

ふみあき
明 取締役

執行役員副社長 ● ● ● ● ● ●

武
たけだ
田 政

まさのり
則 取締役 ● ● ● ● ● ● ●

安
あ び こ
孫子 尋

ひろみ
美 取締役 ● ● ● ● ●

岡
おかの
野 恭

たかあき
明 取締役 ● ● ●

榊
さかきばら
原 定

さだゆき
征 社外取締役 ● ● ● ● ● ● ● ●

宮
みやうち
内 義

よしひこ
彦 社外取締役 ● ● ● ● ● ● ● ●

吉
よしざわ
澤 尚

なおこ
子 社外取締役 ● ● ● ●

久
く ぼ
保 隆

たかお
男 取締役

常勤監査等委員 ● ● ● ● ●

安
あんどう
藤 隆

たかはる
春 社外取締役

監査等委員（委員長） ● ● ● ● ● ● ●

鈴
すずき
木 和

かずひろ
宏 社外取締役

監査等委員 ● ● ● ● ● ●

立
たつおか
岡 恒

つねよし
良 社外取締役

監査等委員 ● ● ● ● ● ● ● ●

ニトリグループのESGG 実効性のあるコーポレート・ガバナンス
マテリアリティ 7
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国内事業所でのCO2排出量 2018年度 2019年度 2020年度

スコープ1（t-CO2e） 合　計 50,605 50,192 57,567 

店　舗 49,341 48,807 56,294 

本社その他 665 757 676 

物流拠点 599 628 597 

スコープ2（t-CO2e）※1 合　計 107,651 101,858 110,336 

店　舗 93,581 87,854 95,432 

本社その他 3,232 3,241 3,144 

物流拠点 10,838 10,763 11,760 

エネルギー使用にともなうCO2排出量合計※2 158,256 152,051 167,903 

国内売上高1億円あたりCO2排出量 34.5 29.6 29.4 

ニトリグループのサステナビリティ サステナビリティデータブック

役員報酬制度

業績連動型株式報酬制度

パフォーマンス・シェア・ユニット 株式交付後の譲渡制限 クローバック条項

中長期2事業年度毎の対象期間 +更に3年間の継続保有期間

①数値目標を設定

目標達成に向けて努力

株価（企業価値）の向上に向けて
更なる努力を促す

②普通株式を交付

目標通り
100%

達成
最大200%

未達
最小0%

★

2事業年度毎の対象期間中の連結当期純利
益等の会社業績目標に対する達成率等に応
じて算出。業務執行取締役ごとに決定され
る基準交付株式数の0%～200%の範囲内
で変動します。

各事業年度毎の連結営業利益等の会社業
績目標に対する達成率等に応じて算出。業
務執行取締役ごとに決定される標準額の
0%～150%の範囲内で変動します。

非業務執行取締役の報酬は、原則として、定額の基本
報酬で構成します。短期及び中長期インセンティブと
しての業績連動型報酬の支給はいたしません。

上記比率は、基本報酬75%、短期イ
ンセンティブ報酬25%を基準額とし、
中長期インセンティブ報酬を当該単
事業年度報酬の2事業年度累計額の
10%を基準額としております。

※

業績連動型株式報酬
（中長期インセンティブ報酬）

基本報酬

業績連動型金銭報酬
（短期インセンティブ報酬）

業績連動型報酬
31.8%

基本報酬
68.2%※

※

マテリアリティ 1　「お、ねだん以上。」の商品・サービス提供による豊かな暮らしへの貢献

マテリアリティ 2　品質管理の徹底による製品安全・安心の提供

マテリアリティ 3　環境に配慮した事業推進

ニトリグループは、お客様の「不平・不満・不便」の解決を最優先に考え、常にお客様の立場に立って、何が有益かを追求し続け
ています。一気通貫のビジネスモデル“製造物流IT小売業”を活かし、安さと適正な品質の維持に加え、誰もがコーディネートを楽
しむことができる、「お、ねだん以上。」の商品・サービスを提供します。そして、それらの商品・サービスを通じて、お客様の利便
性や快適な暮らしへ寄与すると同時に、環境・社会課題の解決にも繋がるような、これまでにない“新しい価値”を創造、提供する
ことで、お客様の豊かな暮らしにより一層貢献していきたいと考えています。

ニトリグループは、常に、商品をお使いいただくお客様の立場に立ち、品質が維持された商品を、お求め易い価格でご提供する事
は勿論の事、安全、安心な暮らしに貢献するという社会的責任を認識しています。ニトリグループの商品を安全に、安心してお使い
いただける様、常に品質向上と安全確保に向けて取り組んでいます。

ニトリグループは、自社のみならずサプライヤーも含むサプライチェーン全体において、事業拡大が環境負荷拡大に繋がらないよう、
常に省資源・省エネなどへの取り組みによる環境配慮に努めます。加えて、事業を通じて環境保全・改善に寄与できるような取り組
みを推進し、良好な環境づくりに貢献したいと考えています。

気候変動への対応
気候変動の影響による様々なリスクを認識し、独自のビジネスモ
デルを活かすことでサプライチェーン全体のあらゆる段階におい
て全体最適でものごとを考え、効率化・最適化に取り組むことに
より、CO2排出量を削減し、気候変動への影響緩和に寄与します。

サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインに基づき、国内事業所における温室効果ガス排出量を算出
国内事業所：店舗（ニトリ・デコホーム）、本社（札幌本社（麻生店含む）・東京本部（赤羽店含む））、物流拠点（DC・営業所）

ニトリグループの国内事業所におけるCO2排出量

今後は、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に沿った
開示に向けて取り組んでいきます。

資源の有効利用
大型家具から、寝具・カーテンなどのファブリック商品、金属やプラス
チック等を使用したハード商品、食器など小物雑貨に至るまで幅広い商
品を製造・販売する私たちにとって、木材を中心とした資源の有限性を
認識し、その持続可能性に対してアプローチすることは、企業の責任で
あり、重要な使命です。ムダのない、余すことのない資源の有効活用と、
再生素材の有効利用による資源循環促進に取り組むことで、製品ライフ
サイクルにおける資源使用量および廃棄処分量の削減に努めています。

エネルギー使用
事業活動に必要不可欠なエネルギーの有限性を認識し、独自の
ビジネスモデルを活かすことでサプライチェーン全体におけるエ
ネルギー使用の効率化および使用量の削減に取り組みます。また、
環境配慮型機能性商品の開発・販売により、お客様の日常生活
におけるエネルギー使用量削減にも貢献します。

大気・水の汚染防止
自社工場のみならずサプライヤーにおいても、商品製造工程における徹
底した品質管理と同時に、大気や水の汚染防止と低減、化学物質の管
理徹底により、環境保護に取り組みます。

※1スコープ2は、温対法に基づき、他社から購入した電気によるCO2排出量を、電気事業者別排出係数（調整後排出係数）を使用して算出
※2エネルギー使用にともなうCO2排出量は、スコープ1・2の合計
※32020年度：新型コロナウイルスへの対応により店内換気＋快適な室温維持のため、夏季冬季のエネルギー使用量が一時的に増加

単位：t‐CO2e

ガス・灯油・ガソリン軽油の使用による直接排出
「エネルギー（ガス・灯油・ガソリン）使用量」
×「エネルギーごとCO2排出原単位」

「電気使用量（kWh）」×「電力事業者別排出係数」
電気使用による間接排出

ニトリグループのESGG

当社は、中長期的な企業価値向上との連
動性を強化した報酬構成とするため、中
長期の業績目標に対する達成率に応じ報
酬を支給する業績連動型報酬制度（パフ
ォーマンス・シェア・ユニット）を採用して
おります。

当社は、中長期的に株主と利益共有を進
めるという観点から、業績連動型株式報酬
で交付を受けた株式について、交付後3年
間の譲渡制限を課す旨を当社株式保有ガ
イドラインにおいて規定しております。

不正行為または違法行為等に起因する財
務報告の重大な違反が発生した場合、当
社は、当該対象取締役に対して、　インセ
ンティブ報酬の返還(クローバック)を要求
することができる旨を当社株式保有ガイド
ラインにおいて規定しております。

実効性のあるコーポレート・ガバナンス
マテリアリティ 7

※3

59 60


