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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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