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取 締 役
取 締 役
取 締 役
常勤監査役
常勤監査役
監 査 役
監 査 役

小 松 　 章
糀 谷 利 雄
高 美 浩 一
渡 辺 光 宏
岡 﨑 俊 一
加 藤 久 子
武 田 晴 信

13回／13回
10回／10回
9回／10回
13回／13回
10回／10回
13回／13回
9回／10回

100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
100.0%
100.0%
90.0%

－
－
－

17回／17回
11回／11回
17回／17回
10回／11回

－
－
－

100.0%
100.0%
100.0%
90.9%

出席回数地位 氏名
取締役会 監査役会

出席率 出席回数 出席率

（注）
1.糀谷利雄氏および高美浩一氏は、2015年6月23日付で取締役に就任いたしましたので、出席回数について
は、就任後に開催された取締役会の数を記載しております。
2.岡﨑俊一氏および武田晴信氏は、2015年6月23日付で監査役に就任いたしましたので、出席回数について
は、就任後に開催された取締役会および監査役会の数を記載しております。

当社は、コーポレートスローガン「誠実に、革新的に‒街を、心を、つないでいく‒」

に基づき、株主の皆さま、お客様、取引先、地域社会などさまざまな利害関係者

から高い信頼を得ながら、オフィス、住宅、商業をはじめとした不動産サービスで

の事業展開による持続的な発展をめざしております。

コーポレート・ガバナンスについては、経営の健全性・透明性を確保し、適時適

切な情報開示や株主・投資家の皆さまとの建設的な対話によりアカウンタビリ

ティ（説明責任）を充実させ、企業倫理・コンプライアンスの徹底にも配意しつつ、

企業価値を向上させていくことを基本的な考え方としております。

経営の透明性確保のため、複数の独立役員（独立社外取締役および独立社外

監査役）が取締役会・監査役会において監督・監査を行うとともに、経営陣と独立

役員との意見交換の機会を設け、適切な助言を得ることなどにより緊張感のあ

る事業運営・経営判断を行っております。

アカウンタビリティ（説明責任）の充実については、「ディスクロージャーポリ

シー」に基づき経営・財務情報、環境やＣＳＲなどの非財務情報も含めた適時適切

な情報開示に努め、また、IR・SR活動を通じ、持続的な企業価値の向上に向け、投

資家の皆さまとの建設的な対話を行っております。

当期における社外役員の取締役会および監査役会への出席状況

株主

監査役会

監査連携 監督

コントロール・
モニタリング

コントロール・モニタリング

コーポレート・
ガバナンス

リスク管理・
内部統制

適法性の
確認

会計監査

監督 開示・説明

会計監査人 取締役会

経営会議 企業倫理
推進委員会

リスクマネジメント
委員会

投資検討会

子会社

弁護士

監査役室

内部監査
部門

（考査室）
取締役

経営管理・リスクマネジメント
Plan Do Check Action

Plan Do Check Action
業務の遂行・リスクマネジメント本社・支店の

各組織
グループ会社

管理部門

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しており

ます。（詳細については、当社IRサイト（https://www.nttud.co.jp/ir/index.html）

掲載の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご覧ください。）

当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株

主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。これは社外

監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判

断し、監査役設置会社形態を採用したものです。

また、取締役社長が決定する事項のうち経営上の重要事項を審議する機関と

して、常勤取締役、支店長および事業部長並びにスタッフ部門等の長で構成さ

れる経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めておりま

す。当会議には、意思決定の透明性を高めるため常勤監査役が出席しておりま

す。さらに、投資案件については、経営会議に先立ち、社内横断的なメンバーで

構成される投資検討会において投資リスク等を慎重に検討し、リスク管理を行っ

ております。

2015年度末における取締役会は、取締役14名（うち社外取締役3名。男性14

名）で構成され、当社の経営および業務執行の基本方針又は重要事項を決定し、

取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会は毎月1回の定期開催

を原則としており、さらに必要に応じて臨時開催するなど、迅速な意思決定に努

めており、2015年度において13回開催いたしました。

また、監査役会は、監査役4名（うち社外監査役4名。男性3名、女性1名）で構

成され、原則毎月１回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、2015年

度において17回開催いたしました。各監査役は監査役会で策定された監査計

画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の職務執行

状況を監査し、業務および財産の状況を調査しております。

なお、2016年6月22日現在の取締役会は取締役14名（うち社外取締役2名。

男性14名）、監査役会は監査役4名（うち社外監査役3名。男性3名、女性1名）で

それぞれ構成されております。

なお、取締役会の実行性を高め企業価値を向上させることを目的として、外

部コンサルタントの支援を得ながら、すべての取締役・監査役に対し、取締役会

の構成、取締役の活動状況および取締役会の運営状況など取締役会の実行性

評価に関するアンケートを実施しております。評価・分析については、このアン

ケート回答をふまえて実施し、取締役会において審議しております。その結果と

して、取締役会の実効性においては十分に確保されていると評価しております。

ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンスの基本方針

コーポレート・ガバナンスの特長
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取 締 役
取 締 役
取 締 役
常勤監査役
常勤監査役
監 査 役
監 査 役

小 松 　 章
糀 谷 利 雄
高 美 浩 一
渡 辺 光 宏
岡 﨑 俊 一
加 藤 久 子
武 田 晴 信

13回／13回
10回／10回
9回／10回
13回／13回
10回／10回
13回／13回
9回／10回

100.0%
100.0%
90.0%
100.0%
100.0%
100.0%
90.0%

－
－
－

17回／17回
11回／11回
17回／17回
10回／11回

－
－
－

100.0%
100.0%
100.0%
90.9%

出席回数地位 氏名
取締役会 監査役会

出席率 出席回数 出席率

（注）
1.糀谷利雄氏および高美浩一氏は、2015年6月23日付で取締役に就任いたしましたので、出席回数について
は、就任後に開催された取締役会の数を記載しております。
2.岡﨑俊一氏および武田晴信氏は、2015年6月23日付で監査役に就任いたしましたので、出席回数について
は、就任後に開催された取締役会および監査役会の数を記載しております。

当社は、コーポレートスローガン「誠実に、革新的に‒街を、心を、つないでいく‒」

に基づき、株主の皆さま、お客様、取引先、地域社会などさまざまな利害関係者

から高い信頼を得ながら、オフィス、住宅、商業をはじめとした不動産サービスで

の事業展開による持続的な発展をめざしております。

コーポレート・ガバナンスについては、経営の健全性・透明性を確保し、適時適

切な情報開示や株主・投資家の皆さまとの建設的な対話によりアカウンタビリ

ティ（説明責任）を充実させ、企業倫理・コンプライアンスの徹底にも配意しつつ、

企業価値を向上させていくことを基本的な考え方としております。

経営の透明性確保のため、複数の独立役員（独立社外取締役および独立社外

監査役）が取締役会・監査役会において監督・監査を行うとともに、経営陣と独立

役員との意見交換の機会を設け、適切な助言を得ることなどにより緊張感のあ

る事業運営・経営判断を行っております。

アカウンタビリティ（説明責任）の充実については、「ディスクロージャーポリ

シー」に基づき経営・財務情報、環境やＣＳＲなどの非財務情報も含めた適時適切

な情報開示に努め、また、IR・SR活動を通じ、持続的な企業価値の向上に向け、投

資家の皆さまとの建設的な対話を行っております。

当期における社外役員の取締役会および監査役会への出席状況

株主

監査役会

監査連携 監督

コントロール・
モニタリング

コントロール・モニタリング

コーポレート・
ガバナンス

リスク管理・
内部統制

適法性の
確認

会計監査

監督 開示・説明

会計監査人 取締役会

経営会議 企業倫理
推進委員会

リスクマネジメント
委員会

投資検討会

子会社

弁護士

監査役室

内部監査
部門

（考査室）
取締役

経営管理・リスクマネジメント
Plan Do Check Action

Plan Do Check Action
業務の遂行・リスクマネジメント本社・支店の

各組織
グループ会社

管理部門

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しており

ます。（詳細については、当社IRサイト（https://www.nttud.co.jp/ir/index.html）

掲載の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご覧ください。）

当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に定められる株

主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。これは社外

監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判

断し、監査役設置会社形態を採用したものです。

また、取締役社長が決定する事項のうち経営上の重要事項を審議する機関と

して、常勤取締役、支店長および事業部長並びにスタッフ部門等の長で構成さ

れる経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めておりま

す。当会議には、意思決定の透明性を高めるため常勤監査役が出席しておりま

す。さらに、投資案件については、経営会議に先立ち、社内横断的なメンバーで

構成される投資検討会において投資リスク等を慎重に検討し、リスク管理を行っ

ております。

2015年度末における取締役会は、取締役14名（うち社外取締役3名。男性14

名）で構成され、当社の経営および業務執行の基本方針又は重要事項を決定し、

取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会は毎月1回の定期開催

を原則としており、さらに必要に応じて臨時開催するなど、迅速な意思決定に努

めており、2015年度において13回開催いたしました。

また、監査役会は、監査役4名（うち社外監査役4名。男性3名、女性1名）で構

成され、原則毎月１回の定期開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、2015年

度において17回開催いたしました。各監査役は監査役会で策定された監査計

画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の職務執行

状況を監査し、業務および財産の状況を調査しております。

なお、2016年6月22日現在の取締役会は取締役14名（うち社外取締役2名。

男性14名）、監査役会は監査役4名（うち社外監査役3名。男性3名、女性1名）で

それぞれ構成されております。

なお、取締役会の実行性を高め企業価値を向上させることを目的として、外

部コンサルタントの支援を得ながら、すべての取締役・監査役に対し、取締役会

の構成、取締役の活動状況および取締役会の運営状況など取締役会の実行性

評価に関するアンケートを実施しております。評価・分析については、このアン

ケート回答をふまえて実施し、取締役会において審議しております。その結果と

して、取締役会の実効性においては十分に確保されていると評価しております。
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内部統制システムの整備の状況

当社では、取締役会の監督、監査役会の監査のもと、取締役社長が内部統制

システムを構築および整備して、職務を執行しております。2013年3月には、リス

クの洗い出し・評価プロセスの一層の明確化およびリスク管理の基本方針の策

定のため、リスクマネジメント委員会を設置しました。

また、当社においては、考査室が他の業務執行から独立した立場で本社各

組織、支店およびグループ会社の事業遂行状況を客観的に検証·評価し、内部監

査結果については経営会議に年2回、内部統制システムについては経営会議・取

締役会に年1回フィードバックを行うことで、継続して内部統制の有効性の検証・

改善を図っております。

リスク管理体制の整備の状況

当社では、内部統制システムの要ともなるリスクマネジメントに関しては、企業

の価値を維持・増大させていくため、事業に関連する内外のさまざまなリスクを

把握し適切な対策を実施することにより、より適切で大胆な経営判断を行うこと

ができるものと考えております。

リスクマネジメント委員会を設置するとともに、「リスク管理規程」の適切な

運用を図ることにより、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して的確な管理

および実践を通じ、事業の継続と安定的発展を確保することとしております。

リスクマネジメントの徹底については、例えば、開発案件の投資判断にあたっ

ては、賃料下落リスクや工期遅れのリスク、近隣対応へのリスク、土壌汚染等の

環境リスクおよび海外リスク等について、環境の変化や新規事業への取り組み

状況に応じて、考えられるリスクを幅広く洗い出して判断を行うように努めて

おります。

また、当社では、大規模地震などの発生に備え、BCP（事業継続計画）を推進して

おります。2008年に災害対策推進室を発足し、組織体制の整備、指針やマニュ

アルの作成、建物の耐震·水防対策、防災訓練などの対策を実施しております。

企業倫理・コンプライアンス

当社における企業倫理・コンプライアンスについては、企業倫理推進委員会

で方針等を審議するとともに、企業倫理・コンプライアンスに関する研修を実施

し、社員等からの窓口としての企業倫理・コンプライアンス・ヘルプラインの社内

周知と適切な運用を徹底するなど、企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた

取り組みを継続して実施しております。

内部統制に対する取り組み

※株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
※2016年11月30日時点

取締役

監査役

渡辺 光宏

常勤監査役
（社外）

岡﨑 俊一※

常勤監査役
（社外・独立）

加藤 久子※

監査役
（社外・独立）

武田 晴信

監査役15 16 17 18

楠本 正幸

常務取締役
商業事業本部長
チーフデザインオフィサー（CDO）

3

くすもと　まさゆき
北村 明義

常務取締役
住宅事業本部長

4

きたむら　あきよし
塩川 完也

常務取締役
関西支店長

5

しおかわ　かん や
香月 重人

取締役
経営企画部長
ITイノベーション部/財務部

6

か  つき  しげひと

高美 浩一

取締役14

たか み　 こういち

吉条 良仁

取締役
総務部長

7

きちじょう よしひと

山澤 秀行

取締役
グローバル事業部長

8

やまさわ　ひでゆき
坂上 智之

取締役
住宅事業本部副本部長
デザイン戦略室長

11

さかうえ　ともゆき
小松 章※

取締役
（社外・独立）

12

こ  まつ あきら
糀谷 利雄※

取締役
（社外・独立）

13

こうじたに　とし お

なかがわ ひろし
中川 裕

代表取締役副社長2

福井 伸之

取締役
ビル事業本部長

10

ふく い　のぶゆき

まき　さだ お
牧 貞夫

代表取締役社長1

篠原 宏年

取締役
プロジェクト推進部長
青山開発部担当

9

しのはら　ひろ とし
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内部統制システムの整備の状況

当社では、取締役会の監督、監査役会の監査のもと、取締役社長が内部統制

システムを構築および整備して、職務を執行しております。2013年3月には、リス

クの洗い出し・評価プロセスの一層の明確化およびリスク管理の基本方針の策

定のため、リスクマネジメント委員会を設置しました。

また、当社においては、考査室が他の業務執行から独立した立場で本社各

組織、支店およびグループ会社の事業遂行状況を客観的に検証·評価し、内部監

査結果については経営会議に年2回、内部統制システムについては経営会議・取

締役会に年1回フィードバックを行うことで、継続して内部統制の有効性の検証・

改善を図っております。

リスク管理体制の整備の状況

当社では、内部統制システムの要ともなるリスクマネジメントに関しては、企業

の価値を維持・増大させていくため、事業に関連する内外のさまざまなリスクを

把握し適切な対策を実施することにより、より適切で大胆な経営判断を行うこと

ができるものと考えております。

リスクマネジメント委員会を設置するとともに、「リスク管理規程」の適切な

運用を図ることにより、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して的確な管理

および実践を通じ、事業の継続と安定的発展を確保することとしております。

リスクマネジメントの徹底については、例えば、開発案件の投資判断にあたっ

ては、賃料下落リスクや工期遅れのリスク、近隣対応へのリスク、土壌汚染等の

環境リスクおよび海外リスク等について、環境の変化や新規事業への取り組み

状況に応じて、考えられるリスクを幅広く洗い出して判断を行うように努めて

おります。

また、当社では、大規模地震などの発生に備え、BCP（事業継続計画）を推進して

おります。2008年に災害対策推進室を発足し、組織体制の整備、指針やマニュ

アルの作成、建物の耐震·水防対策、防災訓練などの対策を実施しております。

企業倫理・コンプライアンス

当社における企業倫理・コンプライアンスについては、企業倫理推進委員会

で方針等を審議するとともに、企業倫理・コンプライアンスに関する研修を実施

し、社員等からの窓口としての企業倫理・コンプライアンス・ヘルプラインの社内

周知と適切な運用を徹底するなど、企業倫理・コンプライアンスの確立に向けた

取り組みを継続して実施しております。

内部統制に対する取り組み

※株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
※2016年11月30日時点
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住宅事業本部長

4

きたむら　あきよし
塩川 完也

常務取締役
関西支店長

5

しおかわ　かん や
香月 重人

取締役
経営企画部長
ITイノベーション部/財務部

6

か  つき  しげひと

高美 浩一

取締役14

たか み　 こういち

吉条 良仁

取締役
総務部長

7

きちじょう よしひと

山澤 秀行

取締役
グローバル事業部長

8

やまさわ　ひでゆき
坂上 智之

取締役
住宅事業本部副本部長
デザイン戦略室長

11

さかうえ　ともゆき
小松 章※

取締役
（社外・独立）
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こ  まつ あきら
糀谷 利雄※

取締役
（社外・独立）

13

こうじたに　とし お

なかがわ ひろし
中川 裕

代表取締役副社長2

福井 伸之

取締役
ビル事業本部長

10

ふく い　のぶゆき

まき　さだ お
牧 貞夫

代表取締役社長1

篠原 宏年

取締役
プロジェクト推進部長
青山開発部担当
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近年、日本企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。人口の少子高齢化は

否応なく進み、地震災害などへの対応も強化していかねばなりません。英国の

EU離脱決定や領海をめぐる日中関係などに見られる不透明性を帯びた国際情

勢の成り行きも、日本企業全体の経営リスクを高める一因となっています。その

ような状況下で、不動産業界の一翼を担う当社の果たすべき役割と責任は、ま

すます大きくなっていると感じていますが、当社は目下、グローバル化を積極的

に推進するとともに、1兆円を超える総資産の運用効率化に努め、着実に成果を

上げつつあります。

将来の日本に目を向ければ、当面は2020年東京オリンピック・パラリンピック

を成功させることが対外的な課題の1つとなっていますが、経済面ではむしろ、

ポスト東京オリンピック・パラリンピックこそが正念場となるでしょう。当社がこれ

からも永く株主の皆様をはじめ社会の期待に応え、社会から信頼される会社で

あり続けるためには、長期的に先を見据え、率先して社会に貢献していく姿勢が

何よりも大切だと考えています。私も微力ながら、当社の持続的躍進のお手伝

いができるよう、社外取締役としての職責をしっかり果たしていく所存です。

社外取締役の使命は、自己の持つ経験と能力を活かして、企業経営の方向に

良い影響を及ぼすことだと考えています。当社はこれまで比較的安定した国内

市場を基盤に事業を行ってきましたが、少子高齢化による人口減や消費経済の

低迷などを考えれば、国内市場だけではさらなる成長、発展は困難であり、グ

ローバル化の促進が必要不可欠と考えます。経済のグローバル化に対応して成

長する事業モデルの開発は、多くの企業にとっての課題です。経済のグローバル

化は都市の国際化を促進しますので、そこに当社の成長機会があるはずです。

企業の競争とは、より正確な未来を予測する能力の競争です。正確な未来を

知ることができれば、誰でも大きな利益を得る事業モデルを創ることができます。

当社の持続的成長と収益逓増のための事業モデル開発には、より正確な都市の

未来の予測と、それに対応した事業遂行能力が求められます。未来の予測能力と

は情報の分析力と創造力です。正確な未来を予測することは困難ですが、予測の

精度を高めることは可能です。事業モデルの開発に必要なのは“スローガン”では

なく“行動”です。従業員の創造的行動こそが当社の繁栄に、ひいては株主の繁栄

につながります。このことに微力ながら貢献できるよう、努力していく所存です。

社外監査役に就任して1年以上が経ちました。就任直前に改正会社法が施行

されるとともにコーポレートガバナンス・コードが適用され、実効的なコーポレー

ト・ガバナンスの実現が社会的な要請となるなか、取締役会の監督機能の強化

や監査の実効性確保だけでなく、能動的・積極的な行動として、経営層との有意

義な意見交換や社外取締役との連携の強化などに努めてきました。

当社は現在、「中期ビジョン2018」に基づき、オフィスビルの長期保有を目的と

した従来型の開発から、販売を目的とした開発にシフトするとともに、ホテル事業

や商業・住宅などの複合開発、既存オフィスビルの住宅用途へのコンバー

ジョン、グローバル事業の拡大など、新たな事業分野に取り組み始めています。

監査役としては、新たな事業分野への進出にあたり、持続的な成長に向けて、経

営判断におけるリスク管理が十分行われているかを注視していく必要があると

考えています。

今後も社外監査役として、より株主の皆様の目線に近い独立的な立場で、会

社の健全な発展と企業価値の向上、社会的信頼に応える良質な企業統治体制

の確立に貢献すべく、職責を果たしていく所存です。

当社監査役は、株主の皆様の負託を受けた独立機関として、取締役の職務執

行を監査するとともに、会社の健全な発展と企業価値の向上を図り、社会的信

頼に応える良質な企業統治体制を確立することを基本方針としています。

この方針のもと、私たち社外監査役は、当社がめざす「未来が見えるまちづく

り」や「お客様や地域社会の人々が満足し、笑顔になっていただくこと」が実現に

向けて進んでいるか、開発の現場や現地に赴きながら、独立の社外監査役とし

ての客観的立場でモニタリングを行ってきました。

また、監査役の役割として、積極的に権限を行使し、意見を述べることが求め

られており、モニタリングなどによって知り得た点なども含めて、取締役会や

代表取締役との意見交換の場において、株主の皆様と同じ立場で、忌憚のない

意見を述べてきました。幸いにも、当社の経営層は私たちの発言に耳を傾けて

おり、この点については、コーポレート・ガバナンスは効いているものと考えて

おります。

これからも、公認会計士および税理士としての専門的な知識を活かし、会計監

査人などともコミュニケーションを密にしながら、職責を果たしていきます。

社会の将来を見据えながら、
積極的に社会貢献を果たしていく
姿勢を重視しています。

社外取締役　小松 章
1948年生。埼玉大学や一橋大学などで教授を歴任し、現在は武蔵
野大学経済学部経営学科教授を務める。2013年6月から当社社
外取締役として、豊富な知識を活かして業務執行を監督している。

都市の未来を予測する精度と、
それに対応できる事業遂行能力の
向上に寄与していきたい。

社外取締役　糀谷 利雄
1944年生。日揮（株）においてプリンシパル・アーキテクトとして
国内外で多数のプロジェクトに参画し、ソフト・ハード両面で豊富
な知見を培う。2015年6月に当社社外取締役に就任。

会社の健全な発展と企業価値の向上、
社会的信頼に応える良質な企業統治
体制の確立に貢献していきます。

社外監査役　岡﨑 俊一
1958年生。郵政省（現総務省）入省後、内閣官房、内閣法制局などで豊
富な行政実務経験を積むほか、千葉大学・東京大学などで教鞭をとるこ
とを通じて、幅広い見識を培う。2015年6月に当社社外監査役に就任。

株主の皆様と同じ視点で、
忌憚のない意見を発信することで
当社の健全な発展に寄与していきます。

社外監査役　加藤 久子
1948年生。国内外の監査法人、税理士法人で経験を積み、現在は税
務会計事務所の代表を務める。2014年6月から当社社外監査役とし
て、公認会計士および税理士としての専門性を活かした助言を行う。
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近年、日本企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。人口の少子高齢化は

否応なく進み、地震災害などへの対応も強化していかねばなりません。英国の

EU離脱決定や領海をめぐる日中関係などに見られる不透明性を帯びた国際情

勢の成り行きも、日本企業全体の経営リスクを高める一因となっています。その

ような状況下で、不動産業界の一翼を担う当社の果たすべき役割と責任は、ま

すます大きくなっていると感じていますが、当社は目下、グローバル化を積極的

に推進するとともに、1兆円を超える総資産の運用効率化に努め、着実に成果を

上げつつあります。

将来の日本に目を向ければ、当面は2020年東京オリンピック・パラリンピック

を成功させることが対外的な課題の1つとなっていますが、経済面ではむしろ、

ポスト東京オリンピック・パラリンピックこそが正念場となるでしょう。当社がこれ

からも永く株主の皆様をはじめ社会の期待に応え、社会から信頼される会社で

あり続けるためには、長期的に先を見据え、率先して社会に貢献していく姿勢が

何よりも大切だと考えています。私も微力ながら、当社の持続的躍進のお手伝

いができるよう、社外取締役としての職責をしっかり果たしていく所存です。

社外取締役の使命は、自己の持つ経験と能力を活かして、企業経営の方向に

良い影響を及ぼすことだと考えています。当社はこれまで比較的安定した国内

市場を基盤に事業を行ってきましたが、少子高齢化による人口減や消費経済の

低迷などを考えれば、国内市場だけではさらなる成長、発展は困難であり、グ

ローバル化の促進が必要不可欠と考えます。経済のグローバル化に対応して成

長する事業モデルの開発は、多くの企業にとっての課題です。経済のグローバル

化は都市の国際化を促進しますので、そこに当社の成長機会があるはずです。

企業の競争とは、より正確な未来を予測する能力の競争です。正確な未来を
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私たちは、NTTグループの一員として良質な不動産サービスの提供を
通じて、お客様や地域社会の人々が満足し、笑顔になっていただける街
づくりを推進し、より暮らしやすい持続可能な社会の実現に貢献します。

ステークホルダーとのコミュニケーション
お客様や地域社会の皆様をはじめ、街づくりに関わる全ての企業や人々が、私た
ちの大切なパートナーです。私たちは、パートナーとの真摯なコミュニケーション
を通じて、よりよい街づくりを推進します。

快適な空間と賑わいの創出
私たちは、誰もが安心して安全に過ごせる心地のよい居住空間、機能的で便利な
ビジネス空間を創造し、魅力的で賑わいにあふれる街づくりを推進します。

自然環境保全・配慮の推進
私たちは、街づくりに伴う環境負荷軽減はもとより、人々が身近に自然を感じるこ
とのできる快適な空間の創造、工夫を凝らした街づくりを推進します。

多様性を尊重した職場づくり
私たちは、全社員一人ひとりの個の成長と多様性の尊重に努め、生き生きとした
職場づくりを推進します。

健全な事業活動
私たちは、常に感謝の気持ちを忘れず、高い倫理観と人権意識を持って、より責任
ある事業活動を行い、豊かな社会づくりに貢献します。

当社グループは、CSRに関する基本的な考え方や方向性を「NTT都市開発グ

ループCSR基本方針」としてまとめ、社内外に開示しています。この方針は、不動

産サービスを提供するうえで念頭に置くべき、5つのCSRテーマを掲げ、その実

践を通じて、より暮らしやすい持続可能な社会の実現に貢献していく意志を示し

たものです。

この方針のもとに、CS※活動や災害対策、環境活動、さらには企業倫理および

社会貢献活動を含めたCSR活動を推進していくため、研修などを通じたグルー

プ全社員への啓発に努めています。

また、代表取締役副社長を委員長とするCSR委員会を定期的に開催し、CSR

活動のあり方を討議しています。同委員会での決定に基づき、本社のCSR推進

室が各部門・支店やグループ会社と連携しながら、さまざまな活動を推進すると

ともに、NTTグループ全体で推進する取り組みにも参画しています。
※Customer Satisfaction：お客様満足度

近年、当社グループが大規模再開発にあたって注
力しているのが、地域の環境や価値を維持・向上させ
るため、地域住民や地権者の方々とともに主体的に
取り組む「エリアマネジメント活動」です。

例えば2015年5月にオープンした「品川シーズン
テラス」では、周辺の企業に勤務する方々も含め、地
域の方々が気軽に参加できるイベントを季節ごとに
実施するほか、健康やスポーツに関する講座を定期
的に開催しています。近隣の技術系企業の協力を
得て、2016年の5月に開催した最新テクノロジーと
遊びを融合したユーザー参加型イベント「品テクマ
ルシェ」では、2日間で6,500人が来場されるなど、地
域の方々からもご好評をいただきました。

2016年2月に竣工した「アーバンネット銀座一丁
目ビル」では、環境保全や防災をはじめ、近年の社会
的な課題に配慮し、様々な対策を講じています。

例えば環境面では、LED照明やBEMSなど先進的
な取り組みを採用、防災面では優れた耐震性能と72
時間対応の非常用電源を備えるなど事業継続性に
配慮しました。さらに、開放的な屋上テラスを設け、新
しいワークスタイルの具現化に寄与しています。

これらの結果、日本政策投資銀行の「DBJ Green 
Building認証」において、「国内トップクラスの卓越した

『環境･社会への配慮』がなされたビル」として、最高
ランクにあたる「five stars」の認証を取得しました。
※Building Energy Management System：
　ビルエネルギー管理システム

2017年2月に竣工予定の分譲マンション「ウエリ
ス豊中桃山台」では、地域の植生を生かしたまちづくり
を進めています。外構の一部として整備される「こも
れびテラス」は、この地域に特有の植物を植栽に盛り
込むなど、生物多様性の維持・改善に向けた管理計
画を立案しています。

こうした取り組みが評価され、（公財）日本生態系
協会が実施する「JHEP認証」において、最高ランクと
なる「AAA」を、分譲マンション単独開発としては日本
で初めて取得しました。

SRIインデックスへの組み入れ
当社の環境活動や社会貢献活動などが評価され、世界の
上場企業を対象とした社会的責任投資（SRI）の代表的なイ
ンデックスであるFTSE4Good構成銘柄に、2008年から
継続して選定されています。

NTT都市開発グループCSR基本方針（2014年9月改定）

地域の価値向上をめざして
コミュニティを育成

（品川シーズンテラス）

DBJ Green Building認証を取得
（アーバンネット銀座一丁目ビル）

地域の植生を育み、自然との
共生をめざす

（ウエリス豊中桃山台）

CSRメッセージ

CSRテーマ

方針と体制

Topics
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