
役です。また、執行役を兼務しない取締役を取締役会の
議長としています。多角的な視点から活発な議論を行うこ
とができるよう、国籍・性別・経歴などの多様性と、財務、
企業経営などの専門性を備えた人員で構成されています。　当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な

企業価値の最大化を図ることを目的とし、主たる役割を
経営の監督としています。取締役会は、経営の公正性・
透明性を確保するとともに、「経営の基本方針」を決定し、
当該方針を踏まえたグループCEOその他の会社を経営
する執行役の選任および当社の重要な業務執行の決定
を行っています。
　当社の取締役会は、その監督機能を適切に発揮するため、
10名の取締役で構成され、そのうち6名は独立社外取締

　当社の指名委員会は、その活動を通じて、野村グルー
プの適切な経営体制の構築に資することを目的としてい
ます。株主総会に提出する取締役の選任および解任に
関する議案内容の決定を、人格、識見、倫理観、自らの
専門分野についての深い知見と経験などを踏まえて行い
ます。社外取締役の独立性については、当グループに
対する独立性を保つため、「独立性基準」を指名委員会に
おいて定めています。また、社外取締役の兼任については、

　当社の監査委員会は、その活動を通じて、適法、妥当
かつ効率的な野村グループの業務の運営に資することを
目的としています。法令に定める権限を行使し、会計監査
人および社内の組織を利用して、取締役および執行役の
職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を
行い、監査報告書を作成します。会計監査人については、
独立性と専門性に関する評価基準に基づき、会計監査人
の選解任および会計監査人を再任しないことに関する

　当社の報酬委員会は、その活動を通じて、野村グループ
がグローバルな競争力を備えた金融サービス・グループ
として確固たる地位を築くため、最大の財産となる人材の
確保、維持、動機付けに資することを目的としています。
「野村グループの報酬の基本方針」および「取締役および
執行役にかかる報酬の方針」を定め、これらに基づき取締
役および執行役の個別報酬を決定します。取締役・執行
役の報酬決定にあたっては、「Pay for performance（業

コーポレート・ガバナンス体制

株 主 総 会

監督

取締役

選任・解任 議案の策定 報酬決定

選任・解任
業務執行

執行役の報酬決定

社内取締役社外取締役

当社の社外取締役の「独立性基準」の詳細について
https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/data/criteria.pdf

監査

インターナル・オーディット（IA）

統合リスク
管理会議

内部統制委員会
監査

■監督
■業務執行の
決定権限の委譲

GCEO

取締役会について

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

■取締役会の過半数を独立社外取締役で構成
■取締役会の多様性を重視し、多角的な視点で監督

その役割を果たすために十分な時間が確保できる数に
とどまっていることを確認します。特に上場会社の取締
役または執行役の兼務について、社外取締役は当社の
ほかに3社までを原則としています。
　当社の指名委員会は、執行役を兼務しない3名の取締
役で構成され、そのうち2名が独立社外取締役です。

議案の内容を決定し、会計監査人の報酬などの決定に
ついて同意権を行使します。また、監査委員会は適正な
監査の確保に向けて、会計監査人や内部監査部門との
連携を図ります。
　当社の監査委員会は、執行役を兼務しない3名の取締
役で構成され、そのうち2名が独立社外取締役です。すべ
ての委員は、米国企業改革法で定める独立性の要件を
満たしており、また、1名は同法に基づく財務専門家です。

績に応じた支払い）」の原則のもと、外部評価機関による
分析なども踏まえて客観性・透明性の向上を図ります。
また、一定の受給資格確定期間を設けた株式関連報酬
などの繰延報酬の活用により、株主との利益の一致と、
長期的なインセンティブの向上を図ります。
　当社の報酬委員会は、執行役を兼務しない3名の取締
役で構成され、そのうち2名が独立社外取締役です。

取締役の構成 （2018年7月1日現在）

企業経営者、
企業会計に精通

10%

金融関連の
法制度に精通
10%

証券業に精通 20% 会計士 20%

執行役兼務 20% 企業経営者 20%

指名委員会 監査委員会 報酬委員会

アドバイザリー・
ボードコーポレート部門

4部門と地域の
マトリックス経営

グループCEO 経営会議

社外有識者

（常勤監査委員）

取締役会

コーポレート・ガバナンス

野村ホールディングスは、「社会からの信頼および株主、お客様をはじめとしたステークホルダーの満
足度の向上を通じて企業価値を高める」という経営目標を達成する上で、コーポレート・ガバナンス
の強化を最重要課題の一つと認識しています。指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執
行の分離による監督機能の強化、取締役会から執行役への業務執行権限の委任による意思決定の
迅速化を図っています。
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進め、取締役会の過半数を社外取締役としました。
　2015年、当社はコーポレート・ガバナンス強化のため
の仕組みを「野村ホールディングス コーポレート・ガバ
ナンス・ガイドライン」として定めました。
　また、取締役会とは別に、社外取締役が当社の事業およ
びコーポレート・ガバナンスに関する事項などについて
定期的に議論する「社外取締役会議」を設置し、さらにアド
バイザリー・ボードにアジアの有識者を迎え、「アジアに
立脚したグローバル金融サービス・グループ」に向けて
ガバナンスを進化させています。
　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の
最大化のため、当社のガバナンス体制の一層の強化に向け
て取り組みを進めています。

　当社は、2001年の持株会社体制への移行とニューヨー
ク証券取引所（NYSE）への上場を契機として、社外取
締役を導入し、任意の機関設計として、報酬委員会、内部
統制委員会、そして社外の有識者が多様な観点からグルー
プ経営について定期的に議論する「アドバイザリー・ボード」
を設置しました。
　2003年には、監督と業務執行の分離のさらなる明確化
および透明性の向上を目的に、指名・報酬・監査の3委
員会を持つ「委員会等設置会社」（現在の指名委員会等
設置会社）へ移行しました。
　また、野村グループの役員・社員一人ひとりが遵守すべ
き行動規範として「野村グループ倫理規程」を2004年に
制定し、株主のみならず、あらゆるステークホルダーに
対する責任を果たすべく努めております。
　2010年には、取締役会に2名の外国人社外取締役（うち
1名は女性社外取締役）を迎え、取締役の属性の多様化を

ガバナンス体制の強化

■指名委員会等設置会社への移行
■透明・公正かつ果断な意思決定を行うための継続的な
仕組み作り

野村ホールディングス コーポレート・ガバナンス・ガイドライン
https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/data/cg_guideline.pdf

コーポレート・ガバナンスに関する報告書
https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/data/cg_report.pdf

　当社は、監査委員会および取締役の職務を補助する
取締役会室を設置しています。社外取締役に対しては、
取締役会の議題を事前に説明するだけでなく、当社の事業
内容、事業計画、財務状況、内部統制などのガバナンス
体制等、重要な事項を継続的に説明しています。
　社外取締役は、必要と考える場合には、執行役および
従業員に対して説明もしくは報告または資料の提出を
求めることができ、当社の費用において、法務、会計その
他の外部専門家を利用できることとしています。
　また、社外取締役は、当社の事業およびコーポレート・
ガバナンスに関する事項などについて社外取締役会議等
で議論を重ねながら、以下のようなさまざまな取り組みを
行っております。

社外取締役へのサポート体制と知見の活用

■取締役の職務を支援し、監督の実効性を高める体制の
構築

　野村グループは、政策保有株式の保有の意義について、
継続的な検討を行っています。
　株式の保有に伴うリスクやコストに留意しつつ、株式
保有先企業との取引拡大や事業上の連携などによる当社
ビジネスの収益拡大の機会などの事業戦略的な観点を
考慮した上で、株式の保有が野村グループの企業価値の
維持・向上に資する場合のみ、同株式を保有します。
　検討の結果、売却することが合理的と判断される株式
については、市場への影響やその他考慮すべき事情も
配慮しつつ売却を進めます。
　なお、「株式の政策保有に関する基本方針」等につい
ては、コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第25条
および第26条に記載しています。

投資有価証券の保有方針

ガバナンスの取り組み
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

機関構成 監査役設置会社 委員会等設置会社 委員会設置会社                     （会社法施行による名称変更） 指名委員会等設置会社
（会社法改正による名称変更） 2003年

「委員会等設置会社」へ移行
（現在の指名委員会等設置会社）

̶
2004年

野村グループの役員・社員一
人ひとりが遵守すべき行動規
範として「野村グループ倫

理規程」制定
̶

2010年
取締役会の過半数が
社外取締役に

̶
2015年

野村ホールディングス
コーポレート・ガバナンス・

ガイドラインを策定

「社外取締役会議」を開催
（取締役会とは別に社外取締役が
当社の事業およびコーポレート・
ガバナンスに関する事項などに

ついて議論）

「アドバイザリー・ボード」に
アジアの有識者を招聘

～「アジアに立脚したグローバル
金融サービス・グループ」に向けて
助言をいただける体制に

取締役 取締役12名
（監査役4名）

取締役11名
（監査役4名） 11名 11名 11名 11名 11名 11名 12名 12名 14名 11名 11名 11名 12名 11名 10名 10名

うち、社外取締役 社外取締役2名
（社外監査役2名）

社外取締役2名
（社外監査役2名） 4名 4名 4名 4名 4名 5名 6名 7名 8名 7名 6名 6名 7名 6名 6名 6名

社外取締役比率 17% 18% 36% 36% 36% 36% 36% 45% 50% 58% 57% 64% 55% 55% 58% 55% 60% 60%

外国人比率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 29% 27% 27% 27% 25% 27% 10% 20%

女性比率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 7% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 20%

取締役会内の委員会

取締役会の
実効性強化のための
施策

その他の
諮問機関、委員会

規程、
ガイドラインなど

子会社の
ガバナンス強化

2001年  報酬委員会（任意）

2001年  経営会議への諮問機関として、アドバイザリー・ボードを設置
2001年  経営管理委員会の設置

1998年  内部通報制度「コンプライアンス・ホットライン」の設置

2004年  野村グループ倫理規程制定

2003年  報酬委員会

2003年  監査業務室を設置※1 2016年  取締役会室に変更※2

2015年  社外取締役会議の定期開催

2015年  アドバイザリー・ボードにアジアの有識者を招聘

2015年
2013年  社外取締役の独立性基準の公表

2012年  野村證券に野村ホールディングスと兼務しない社外取締役を導入
2015年

2015年

野村アセットマネジメントにグループ外から社外取締役を導入

8月3日を「野村『創業理念と企業倫理』の日」として制定
野村ホールディングス コーポレート・ガバナンス・ガイドラインを制定

2015年  取締役会評価（年1回実施）

2006年  グループ監査業務室に変更

2003年  監査委員会
2003年  指名委員会

※1 監査委員会、監査委員の監査業務を補佐する組織
※2 監査委員会、社外取締役を含めた取締役の職務を補佐する組織

■執行役・執行役員会議に社外取締役を含む取締役が参加し、2020年以降の野村のあるべき姿について、2日間にわたり議論。
■監査委員会メンバーが海外拠点（ロンドン、ニューヨーク、香港等）、国内支店（京都、大阪等）のオフィスを訪問。現場での経営状況、経営
ビジョン、戦略の浸透状況を確認。

■投資家向け事業説明会「インベスター・デー」にて、監査委員長も務める社外取締役からコーポレート・ガバナンス体制と実効性および監査委
員会の取り組みについて説明。投資家と社外取締役の対話を実施。

取り組み事例

監査役室

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

2008年  内部統制委 員会に変更 企
業
情
報
／
デ
ー
タ

価
値
創
造
を
支
え
る
力

価
値
創
造
の
た
め
の
戦
略

野
村
に
つ
い
て

コーポレート・ガバナンス

53 54

N
o
m

u
ra レ

ポ
ー
ト

  2018



評価項目

■取締役会の構成・運営
■取締役会への情報提供
■経営目標や経営戦略への取締役会の
かかわり

■取締役会の経営監督機能

■指名・監査・報酬の三委員会の
構成・運営

■ステークホルダーとの対話状況の
モニタリング

■社外取締役会議の運営　　　　など

結果を受けた対応

■投資家やアナリストなどのステークホルダーとの
対話状況を取締役会へ適宜報告

■社外取締役会議などを通じた当社の事業および
コーポレート・ガバナンスに関する事項について
の議論

　当社は、2016年3月期以来、取締役会の実効性に
関する評価を実施しています。取締役会の運営方法や
情報提供の質・量、取締役会における議論の状況など
について、各取締役が各項目を評価し、その結果を踏ま
えて取締役会で議論を行います。また、評価結果を受け
てさらなる監督機能の強化にも取り組んでいます。
　これらの取り組みも踏まえ、取締役会の実効性は概ね
高い水準にあるものと評価しております。指名委員会等
設置会社として執行の機動性を確保しつつ、取締役会内外
において各取締役がその知見を活用する機会の充実に
努め、もって取締役会による監督機能のさらなる高度化
を図ってまいります。

　指名委員会等設置会社である当社では、報酬委員会が
「野村グループの報酬の基本方針」および「取締役および
執行役にかかる報酬の方針」を定めております。これらの
方針に基づき、報酬制度と事業戦略との一致を図って
おります。

　当社は、これまで発行してきた新株予約権（ストック・
オプション）等の繰延報酬プログラムに代わり、2018年
3月期より、当社および当社の子会社の取締役、執行役、
および使用人等向けの自社株式による繰延報酬制度と
して、譲渡制限株式ユニット（Restricted Stock Unit、
以下「RSU」）を導入いたしました。
　RSUとは、原則として付与から1～3年後（各国におけ
る金融機関の報酬規制等の対象となる場合は最大7年
後）に、対象者に対し、自己都合によって退職しない等の
一定の要件を満たすことを条件に、主に自己株式処分に
より当社の普通株式等を交付するというものです。RSU

の付与から株式の交付までに一定の期間を要する繰延
報酬です。
　RSUの導入により、当グループにおける繰延報酬プロ
グラムを原則として一本化し、報酬制度と事業戦略、なら
びに、株主との中長期的な利益とのさらなる一致を図っ
ています。

　当社は、経営の透明性・効率性の確保、法令・諸規
則の遵守、リスク管理、事業・財務報告の信頼性の確保
および適時・適切な情報開示の促進といった観点から、
グループ全体にわたる企業行動の適正化を促進するため、
内部統制システムの強化・充実に努めています。①営業
やトレーディング業務等を行う部署におけるリスク管理、
②リスク・マネジメント等の管理部署による管理枠組み
の策定と促進および確認・牽制、③業務執行から独立
した内部監査部門による内部監査を実施しています（いわ

取締役会の実効性評価 取締役および執行役の報酬

譲渡制限株式ユニットの導入内部統制システム

1 2

4 3

取締役会は、各取締役の評価
を基に取締役会全体の実効性
について分析・評価を実施

執行として対応できることを
協議、取締役会への提示

各取締役が、自己の職務執行
状況と取締役会全体の実効性
について評価

対応の報告を含めて評価の
結果について議論

ゆる三つの防衛線　⇒詳細はP67-68）。
　内部監査の実施状況は、グループCEOを議長とし、
監査委員も出席する「内部統制委員会」に報告され、内部
統制委員会の内容は取締役会に対して報告されています。
また、監査委員会は、内部監査部門と直接連携し、監査
委員会から取締役会へ報告されています。
　内部監査部門の業務執行からの独立性を強化する
ため、内部監査の実施計画や予算策定、責任者の選解任
については監査委員会の同意を必要としております。

取締役会の実効性に関するPDCAサイクル

内部統制システムの構造

取締役および執行役ごとの報酬等の総額（2018年3月期）

取締役会室

営業、
トレーディング業務等を

行う部署

注：内部統制委員会　野村グループの業務運営体制に係る内部統制の整備と評価、企業行動の適正化に関する事項の審議・決定を行う。監査委
員会の同意を受けた上で、内部監査計画、予算の承認、内部監査部門責任者の選解任を行う。グループCEO、グループCEOが指名する者、監査
委員会が選定する監査委員および取締役会が選定する取締役から構成される。

第一の防衛線 第二の防衛線 第三の防衛線

会計監査

監視・
検証

監査委員会および
取締役の職務の補助報告

報告
報告

業務執行報告
選定・解職

出席

報告
内部
監査管理

リスク・マネジメント等の
管理部署

指名委員会

報酬委員会

取締役会

インターナル・オーディット
（IA）

監査
監査委員会グループCEO

会計監査人

経営会議 内部統制委員会

野村グループの報酬の基本方針

　当グループの持続的な成長と株主価値の長期的な
向上、お客様への付加価値の提供ならびにグローバル
な競争力と評価の向上などに資するため、以下の内容
からなる方針を定めております。

取締役および執行役にかかる報酬の方針

　取締役および執行役の報酬は、ベースサラリー、
年次賞与、長期インセンティブプランで構成され、本
方針に基づき報酬委員会で決定されています。
　報酬については、一部の支払を将来に繰り延べたり、
株式関連報酬の形で支払うことがあります。
　株式関連報酬については、一定の受給資格確定期
間を置くことによって、株主との中長期的な利益の一致
を図っています。

1
当社が重視する価値および戦略との合致

2
会社、部門、個人の業績の反映

3
リスクを重視した適切な業績測定

4
株主との利益の一致

5
適切な報酬体系

6
ガバナンスとコントロール

区　分 取締役（うち、社外） 執行役 合　計

　人　数※1 9名（6名） 7名 16名

基本報酬等※2,3

（百万円） 264（124） 522 786

賞　与
（百万円） 89（－） 415 504

2018年3月期以前の
繰延報酬※4

（百万円）
84（－） 511 595

合　計
（百万円） 437（124） 1,448 1,885

※1 上記人数には、2017年6月に退任した取締役1名を含んでおります。期末日現在の人員
は、取締役8名、執行役7名です。なお、取締役と執行役の兼任者については、上表では
執行役の欄に人数と報酬を記入しております。

※2 基本報酬等の額786百万円には、その他の報酬（通勤定期券代等）として支給された報
酬107万円が含まれております。

※3 基本報酬等のほかに、社宅関連費用（社宅課税額および課税調整額等）として24百万
円を支給しております。

※4 当事業年度以前に付与された繰延報酬（ストック・オプション等）のうち、当事業年度に
おいて会計上の費用として計上された金額をここに示しております。

※5 上記のほか、当事業年度において社外取締役に対し、当社の子会社の役員としての報酬
等を当該子会社が合計49百万円支給しております。

※6 当社は2001年に退職慰労金制度を廃止しております。

役員報酬について
https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/compensation.html
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