
ニトリグループのサステナビリティ

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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