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野村総合研究所のさらなる企業価値向上に向けて

大宮：   NRIの取締役会は時間運営が大変スムーズだと感じ
ます。まだ工夫が必要な点もありますが、資料の構成
や発表方法は簡潔であるため、私たちの理解の進み
も早まります。権限移譲も進んでおり、運営が大変適
切に行われていると理解しています。

  　他社でも社外取締役を務めていますが、そちらの
方がよりざっくばらんに発言する雰囲気があります。
予測不可能な発言も多く、社外取締役同士で対話が
始まり、そこへ社内の方が割り込んでくる、というよう

取締役会の雰囲気、実効性向上の取り組みについて 

深美：   NRIでは、取締役会の運営について、実効性評価を踏
まえて改善を行っています。2022年からは取締役会
とは別に取締役、監査役が意見交換を行う「取締役・
監査役意見交換会（以下、意見交換会）」の開催を始め
ました。本日は、取締役会自体の雰囲気や実効性向上
の取り組みを中心にお話ししたいと思います。

ガバナンス対談

ガバナンス

社外取締役

大宮 英明
取締役会議長

深美 泰男
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なことも起こっています。それに比べると、NRIの取締
役会は少々堅いように感じます。他社では、取締役会
以外の場でも交流する機会があり、それぞれの人とな
りや、注目しているポイント、理解レベルなどを把握す
る助けになっています。それぞれのキャラクターによ
るところもありますが、NRIでもそうした機会があると、
取締役会で多くの忌憚のない意見が出るのではない
でしょうか。そういった意味では、新しい取り組みであ
る「意見交換会」は、取締役会とは異なる雰囲気で議
論ができるため、今までとは異なった意見が出ており、
大変有意義なものだと感じています。もっと大胆に取
り組んだ方がいい、といった助言もできる気がします。

 

深美：   発表者が取締役会で簡潔に話すことは経営会議の段
階で既に訓練されています。また、経営会議と取締役
会の趣旨の違いを理解した上で臨んでいます。資料
についても、取締役会で判断ができるよう、背景を充
実させるなど改善を積み重ねています。

  　「意見交換会」は最近始めた取り組みですが、非常
に良い議論の場になっていると感じます。これからも
継続して開催していきたいと思います。

大宮：   一方で、製造業出身の者にとって、IT業界の事業内容
は複雑な印象があります。例えば、金融系で言えば、
金融機関の仕事がどう構成され、その中でSTARはど
の部分を担っているのか、といったことや、種類や数
も多い競合会社との関係性も複雑です。この案件を
獲得した場合は、このような横の広がりがあり、さらに
上流や下流に対してさらに自分たちの範囲を増やすこ
とができる、といった情報を示してもらえると、そこで
気が付くこともあると思います。取締役は、案件の先
に何があるか、という点に関心を持っています。NRIの
ビジネスはB to Bですので、お客様ごとに事情や要件
が異なることは理解していますが、案件に関わる、お
客様との過去、現在、未来の関係や状態を示した上で、
これだけの投資がしたい、という話があると良いでしょ
う。取締役としては、案件の上流下流や横への広がり
の可能性を頭に入れて、戦略、戦術に関するサジェス
チョンを行いたいと感じています。自分の知識や経験
の範囲を超えることは助言もできないと考えていま 

すので、プロジェクトの戦略上の位置付けを示しても
らえると、実効性を高めるような助言ができると思い
ます。

  　NRIのビジネスは大変洗練されている印象がありま
す。私自身も、NRIのビジネスについて理解を深める
努力をしながら、緊張感を持って取り組んでいます。

深美：   取締役会の場では、個別のお客様の説明をあまりして
いませんが、私たちはそれぞれのお客様のアカウント
プランを持ち、それを綿々と受け継いでいます。そう
いった点についても、もう少しご説明できるといいの
だろうと思います。

大宮：   私は、取締役会の実効性を高めるための要望やコメン
トを時々しますが、それに対して迅速に対処してくださ
るので、着実に良い方向に向かっていると感じます。
NRIには自律的に良化する仕組みや熱意があり、また
その意識も備わっているため、将来に対してあまり心
配はしていません。

次期長期経営ビジョン「Group Vision 2030」の 

検討について 

深美：  2021年の夏ごろから次期長期経営ビジョン「Group 

Vision 2030 （以下、V2030）」の検討を進めています。
今回、より広く、自由な検討を進めるため、検討中の
段階ではありましたが、「意見交換会」で皆様のご意見
を伺う機会を設けました。 

大宮：   戦略、特に長期経営ビジョンのようなものについては
萌芽期のまだあまりまとまっていない状態で議論をす
る方が、様々な意見が出ます。結果的に全体の進む
べき方向について全員の理解が深まり、計画そのも
のが納得感のあるものになると感じます。今回、完成
前の段階で次期長期経営ビジョン（V2030）について
議論ができたことは大変有効だったのではないでしょ
うか。長期経営ビジョンだけではなく、様々な経営 

課題について、これからも先出しで議論ができると、
実効性も高まると感じます。

  　こうした長期経営ビジョンの検討をチームで行うこ
とも、有益だと考えます。検討に携わった人が将来を
担っていくのでしょうから、早くからお互いの気心が知
れることは、チームの結束を高め、より強固なマネジメン
トチームを形成する助けになります。
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大宮：   NRIの強みは優秀な人材、風土、文化だと感じていま
す。NRIでは、プロジェクト事例を全社で共有するなど、
組織を超えて他者から学ぶ文化があると聞きました。
自らの学びを無償で展開することをいとわず、自らも
他者から学び、吸収するという姿勢に私は大変驚きま
した。システムインテグレーターとしての業務はセグ
メントを超えて共通する部分が多いことも影響してい
ると思いますが、こうした活動は組織としてのナレッジ
の蓄積、知恵の向上に大きく寄与していると感じます。 

深美：   NRIには、生産性向上を推進する組織が存在し、開発
技法やノウハウを提供していますが、自発的な活動の
方が、有効に機能しているかもしれません。プロジェ
クトが活況になると、社内の各所に人的な助けを求め
ることがあります。そうして、社内の異なる血を持った
人がプロジェクトに関わることで、組織の文化や雰囲
気が大きく変わることがあります。自然と組織が活性
化しながら、新しいナレッジを獲得する機会や文化を
醸成しているのかもしれません。助ける文化がうまく
機能していると言えるでしょう。 

大宮：   プロジェクトが長期ではなく、1、2年程度であることで、
学ぶ機会が頻繁にあることも特徴的だと感じます。そ
して、社内の様々な交流の中から、新しいアイデアが
注入され、それが有効であると判断すれば受け入れる
という柔軟な姿勢があることで、プロジェクトが進む
につれて、個人としても組織としても習熟度が上がっ
ていくのでしょう。

  　それだけに、プロジェクトが活況な現在は、人員の
不足や社員の労務環境などを心配しています。これ
が現在のNRIの課題ではないでしょうか。人材確保の
ため、積極的に新卒やキャリアの採用を行っています
が、それ以外の手段も考えていく必要があるでしょう。

深美：   開発リソースの強化策については、様々な観点から多
様化・高度化を進めていく必要があると感じています。
課題も強みも人ということになるでしょう。

グローバル事業について 

大宮：   グローバル戦略について、取締役の中には中期経営
計画で掲げている高い目標を下げた方がいい、と言う
人もいました。しかしながら、此本社長をはじめとする
執行側からはNRIにとって必要なことであり、絶対にや
る、という強い決意が感じられました。結果として、そ
の決断が今、花咲きつつあります。成長する会社を見
つけ、獲得し、うまく成果を上げているのではないでしょ
うか。現在、順調に進捗していることは大変評価でき
ます。

  　2021年にはCore BTSを買収し、北米に進出する橋
頭堡ができました。北米の競争環境は厳しいですが、
豪州と同様、北米での成長も期待しています。

深美：   豪州は2年前までは業績も低迷し、色々と苦労してい
ました。ようやく雰囲気が変わり、軌道に乗り始めた
のが、安心材料です。適切なタイミングで、適切な手
が打てたのではないでしょうか。豪州が順調に進捗し
ていなかったら、北米という話はできなかったでしょう。 

NRIの強みと課題

深美：   社外取締役からご覧になったNRIの強みと課題はどう
いったところでしょうか。 

取締役会の実効性の向上に向けて、

進化を続けていきます。

ガバナンス
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サステナビリティ経営 

深美：   NRIでは、ESGとCSVの両輪を回すことが企業活動と
してサステナブルと捉えており、サステナビリティ経
営を掲げています。特定したマテリアリティに取り組
みながら、いかに社会の価値を上げ、企業価値を上げ
ていくのか、というCSVの部分に特にフォーカスして
います。 

大宮：   NRIはシステムインテグレーターとコンサルティング
ファームが1988年に一緒になってできています。そ
の後、2001年に上場を果たし、現在までに3つの世代
が存在するのではないでしょうか。合併前を知る第一
世代がそろそろ定年を迎え、合併後に入社した第二世
代と、上場後に入社した第三世代の間には世代間の
ギャップがあるという話も聞きます。第一世代と同じ
考え方のみで組織を運営すると、会社は誤った方向に
向かいかねません。私は、問題の方向性を理解するた
めにも、生の情報に触れ、肌感覚を掴むことを大事に
しています。ESGの観点からも、現場にも目を配り、
社員の声を積極的に聴くことが求められていると思い
ます。

  　経営者は、それぞれの世代の考え方を尊重し、ワー
ク・ライフ・バランスを考慮しながら、適正に経営して
いく必要があります。

深美：  今回、V2030を骨子の段階で現場にも展開し、若手社
員からの意見も聞いています。第三世代にあたる若
手の社員は批判するだけではなく、自分たちならこう
実現する、という提案を持ってきますので、大変頼もし
く感じています。

大宮：   NRIは、DX3.0を含めて、サステナビリティ経営、価値
共創の方針を早くから掲げています。価値共創は社
員一人ひとりに浸透しつつあると思いますが、自分の
業務にまで結びつけられている人はまだ少ないので
はないでしょうか。しかしながら、経営の方針としてサ
ステナビリティ経営を掲げることは必要であり、大事
なことには違いありません。また、こうした会社の立
ち位置を示すことは、優秀な人材の獲得にもつながる
でしょう。

NRIへの期待と要望 

深美：   最後に、社外取締役の視点から見たNRIへの期待と要
望についてお聞かせください。 

大宮：   NRIは様々な業種の基幹システムを多数構築・運営し
ており、ハードウェアと同様に人々の生活のインフラ
を担っています。また、金融の領域では、国内で随一
と言える強さを誇っています。従って、そろそろNRIで
働く皆さんに国や日本経済に対する責任が芽生えて
もいいのではないでしょうか。

  　例えば、DX3.0で取り組むソーシャルDXは、国や日本
の人々、世界の人々の要望に応えるためのひとつの
方法論であると思います。NRIが業界の雄であるとす
れば、マイナンバー事業などは、ステークホルダーを
とりまとめ、業界全体が良くなる方向へ引っ張ること
ができる能力も実力も既に付いてきているのではな
いでしょうか。

  　社会的な影響のある事業に取り組むことは、今より
も高い視点を持てるチャンスです。一方で高い利益
を上げることへのジレンマを感じることがあるかもし
れません。結局、「会社は何なのか」ということに帰着
するのではないかと思います。

  　NRIには、日本経済を牽引する一翼を担っていると
いう気概を持って、利益とのバランスをとりながら事
業を運営していくことを大いに期待しています。

日本経済を牽引する⼀翼を担っている、

という気概を持って事業に取り組むことを

期待しています。
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ガバナンス

NRIのコーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

① ステークホルダーとの協働
NRIは、ステークホルダーの利益を尊重し、ステークホルダーと適切に協働する。特に株主に対しては、その権利が実質的に担
保されるよう適切な対応を行うと共に実質的な平等性を確保する。

② 情報開示とコミュニケーション
NRIは、法令および東京証券取引所の規則で定められている情報、並びにステークホルダーにNRIを正しく理解してもらうため
に有用な情報を、迅速、正確かつ公平に開示し透明性を確保すると共に、株主との間で建設的な対話を行う。

③ コーポレート・ガバナンス体制
NRIは、監査役会制度を基礎として、独立社外取締役・独立社外監査役を選任すると共に、構成員の過半数を独立社外取締役と
する取締役会の諮問機関を設置することにより、経営監督機能を強化する。

上場以降のコーポレート・ガバナンスの主な取り組み内容

2002年
 経営と執行の分離を進めるため、執行役員制度を導入
 取締役の員数を20名以内に減員し、社外取締役を選任
 社外監査役を1名から2名に増員

2003年   「NRIグループ倫理綱領（2010年「NRIグループ企業行動原則」に改訂）」および
　「NRIグループビジネス行動基準」を制定

2005年  取締役の報酬等について透明性の向上を図るため、社外の有識者で構成される報酬諮問委員会を設置

2006年  取締役の員数を15名以内に減員

2008年  「長期経営ビジョン」を初めて開示（Vision2015）
 株主の権利行使機会の拡大のため、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加

2010年  監督と執行の分離を図るため、取締役会の議長に、非業務執行取締役を選任

2012年  業務遂行上発生しうるリスクを適切に管理するため、統合リスク管理統括部署を新設

2015年

 独立社外取締役を2名から3名に増員
 独立社外取締役および独立社外監査役で構成する独立役員会議を設置
 「NRIコーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定
 「NRIグループ企業行動原則」の全面改訂

2016年  「中期経営計画」を初めて開示（2017年3月期～2019年3月期）
 取締役会の実効性評価を導入

2017年  独立社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会を新設
 報酬諮問委員会の主要な構成員を、社外の有識者から独立社外取締役に変更

2018年  ストックオプション制度を廃止
 中長期インセンティブとして「譲渡制限付株式報酬制度」を導入

2022年  取締役と執行役員の役割を明確化するため、取締役および執行役員の役位としていた社長等を執行役員の役位として一本化

NRIは、社会、お客様、社員、取引先、株主等のステークホルダーの皆様の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・的確な
意思決定を行うための仕組みがコーポレート・ガバナンスであるとの認識に立ち、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレート・
ガバナンスの充実に取り組んでいます。
　なお、NRIのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および取り組み方針を明らかにするため、「NRIコーポレート 

ガバナンス・ガイドライン」を公開しています。
NRIコーポレートガバナンス·ガイドライン
https://www.nri.com/jp/company/governance#guidelines
コーポレート・ガバナンス報告書
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/company/governance/NRI_CorporateGovernance20220629.pdf
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各委員会・会議体の役割と活動

機関の名称 目的および権限 機関の長

取締役会 全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と取締役の職務執行の監督を行う。 
取締役副会長 
深美 泰男 

監査役会 監査の方針その他監査に関する重要事項の協議・決定および監査意見の形成・表明を行う。 
監査役
坂田 太久仁

指名諮問委員会 
構成員の過半数を独立社外取締役とし、取締役、監査役および社長等の役員人事に関する事項について、 
客観的かつ公正な観点から審議する。 

取締役副会長
深美 泰男

報酬諮問委員会 
構成員の過半数を独立社外取締役とし、取締役の報酬等の体系、水準および各取締役の報酬等の内容等に 
ついて、客観的かつ公正な観点から審議する。 

取締役副会長
深美 泰男

経営会議 業務執行の意思統一のため、会社経営の全般的な重要事項を審議する。 
代表取締役会長 兼 社長
此本 臣吾

統合リスク管理会議 
社長の指示に基づき、システム障害、情報セキュリティ、事業継続等のリスク管理に関する 
重要事項を審議する。 

代表取締役 専務執行役員
安齋 豪格

コンプライアンス会議 
社長の指示に基づき、倫理・法令等の遵守体制の整備、再発防止等、倫理・コンプライアンス 
経営の推進に係る重要事項を審議する。 

代表取締役 専務執行役員
安齋 豪格

DX事業推進会議 
社長の指示に基づき、デジタルトランスフォーメーション（DX）事業の推進に関する重要事項を 
審議する。 

専務執行役員
増谷 洋

人材開発会議 社長の指示に基づき、社員の能力開発および育成に関する重要事項を審議する。 
代表取締役 専務執行役員
安齋 豪格

事業開発会議 
社長の指示に基づき、研究開発、企画事業、有価証券取得等の投資に関する重要事項を 
審議する。 

常務執行役員
須永 義彦

システム開発会議 
社長の指示に基づき、ITソリューションに係るシステム等の顧客への提案・見積り、 
開発およびリリースに関する重要事項を審議する。 

常務執行役員
西本 進

情報開示会議 社長の指示に基づき、有価証券報告書等の開示に関する重要事項を審議する。 
常務執行役員
須永 義彦

危機管理会議 
社長の指示に基づき、自然災害、感染症、システム障害、情報セキュリティ障害等、 
危機発生時における迅速な体制の整備と支援等を行う。 

代表取締役 専務執行役員
安齋 豪格

業務推進委員会 本社機構と事業部門の部門内管理部署が参加し、有効性・効率性の高い内部統制の定着を図る。 
常務執行役員
須永 義彦

株主総会

指名諮問委員会 取締役会（取締役）

社長

取締役の選任・解任 監査役の選任・解任

指導
サポート
管理

指導
サポート
管理

監査 会計監査

報告

選定・監督

会計監査人の選任・解任

監査役（監査役会） 会計監査人

報酬諮問委員会

経営会議
統合リスク管理会議 リスク管理担当役員

コンプライアンス担当役員コンプライアンス会議
DX事業推進会議

システム開発会議

人材開発会議

情報開示会議

事業開発会議

危機管理会議

子会社

内部監査室

コーポレート・ガバナンス体制
（2022年7月1日現在）

取締役会・監査役会の体制についてはP. 108–109参照
内部統制／倫理・コンプライアンスについてはP. 116–117参照

業務執行 非業務執行

主管部署

経営企画部 
統合リスク管理室

部・室
部
門
内
管
理
部
署

本社機構 事業部門

リスクごとに
主管部署を設置

リスク管理統括部署

業務推進委員会

指導
サポート
モニタリング

監査役室

役員

社外役員

* 独立役員

** * * **
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ガバナンス

取締役会および諮問委員会
取締役会は、業務執行の権限および責任を大幅に執行役員等に委譲し、専ら全社レベルの業務執行の基本となる意思決定と 

取締役の職務執行の監督を担当し、監査役・監査役会が取締役の職務執行を適切に監査します。
　取締役会の決議により選任された執行役員等は、取締役会が決定した方針に基づき業務を執行しています。事業活動の 

総合的な調整と業務執行の意思統一のため、社長および代表取締役を中心に執行役員等が参加する経営会議を週1回開催し、
経営全般の重要事項の審議を行っています。

取締役会の主な審議内容（2021年7月～2022年6月）

主な審議内容

経営・事業戦略  次期長期経営ビジョン  顧客提案案件  ソフトウェア投資・開発状況 
 事業計画（予算策定）  国内外における買収・出資 

役員人事（報酬含） 
社員人事

 役員人事  役員報酬関連 
 諮問委員会報告  人材戦略（制度・人材多様性）

ガバナンス・サステナビリティ  コーポレートガバナンス・コード改訂に伴う方針  取締役会実効性評価 
 サステナビリティ推進委員会の取り組み報告  価値共創推進委員会の取り組み報告

決算・財務方針  年次、四半期、月次決算状況  剰余金・配当方針 
 資金・財務状況（資金調達、資本政策）  有価証券報告書

リスクマネジメント・内部統制  リスク管理状況 
 国内外グループガバナンス方針

監査役、内部監査報告  監査役監査計画 
 内部監査室報告（社長直轄組織）

業務執行報告  四半期業務執行状況報告 
 経営会議（業務執行）の主な議題

その他  IRの状況 
 市場区分の選択 

取締役会の年間スケジュール

2021年 2022年
7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月

取締役会

経営・事業戦略

役員人事（報酬含）
社員人事

ガバナンス・サステナビリティ

決算・財務方針

リスクマネジメント・内部統制

監査役・内部監査報告

その他

  （独立役員会議） 2回 1回 2回 1回

野村総合研究所104



取締役会の年間スケジュール

2021年 2022年
7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月

取締役会

経営・事業戦略

役員人事（報酬含）
社員人事

ガバナンス・サステナビリティ

決算・財務方針

リスクマネジメント・内部統制

監査役・内部監査報告

その他

  （独立役員会議） 2回 1回 2回 1回

諮問委員会の状況

NRIでは、取締役会の機能の独立性、客観性、株主への説明力を担保するため独立社外取締役を過半数とする、指名諮問委員会、
報酬諮問委員会を設置しています。

指名諮問委員会 報酬諮問委員会

位置付け

  指名諮問委員会は、過半数の独立社外取締役から
構成され、取締役、監査役、社長その他執行役員、
経営役等の役員人事に関する取締役会の機能の 
独立性・客観性・説明力を担保するために設置して
います。

  報酬諮問委員会は、過半数の独立社外取締役から
構成され、役員報酬に関する取締役会の機能の 
独立性・客観性・説明力を担保するために設置して
います。

開催回数  3回  3回

主な審議内容

  取締役、監査役候補者、および社長、その他執行役
員、経営役等の役員の選任に関する審議

  CEO後継者計画に関する審議
  取締役会の構成に関する議論

  取締役、監査役、執行役員、経営役その他役員の 
基本報酬、賞与、株式関連報酬に関する審議
  取締役、監査役、執行役員、経営役その他役員の 
報酬体系（以下、役員報酬体系）および報酬水準に
関する議論
  役員報酬体系見直しに伴う報酬等の決定方針改定
と株主総会付議に関する議論
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ガバナンス

取締役会・監査役会の体制
NRIは、監査役会設置会社として監査役・監査役会の機能を有効に活用しつつ、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させる
ための体制を構築しています。

取締役会の体制

　業務執行取締役、非業務執行取締役および社外取締役でバランスよく構成します。
　取締役の3分の1以上を独立社外取締役とします。
　取締役は15名以内とし、取締役会全体として、中長期的な経営戦略に照らして備えるべき当社事業、企業経営、リスクマネジ
メント、財務・会計、海外事業等に関する経験のバランスやジェンダー、国際性、職歴・知見の蓄積等を考慮した構成としています。

取締役・監査役の構成

氏名
地位等

性別 

 ＝ 男性
 ＝ 女性

執行・社外・独立 在籍年数

戦略に関する知見発揮の期待

専門領域

専門領域に関する経験・資格

出席回数 選任理由
イノベーション グローバル 人材マネジメント 企業経営

事業・ 
コーポレート 
運営

資格

此本 臣吾
代表取締役会長 兼 社長

業務執行 7年 企業経営 当社CEO
取締役会
14/14回

2016年より代表取締役社長として当社グループの経営を担っており、当社の経営に関する豊富な経験と実績を有してい
る。また現中期経営計画（2020年3月期～2023年3月期）を着実に進捗させるなど、当社の企業価値の維持・向上に
大きく貢献している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断した。

深美 泰男
取締役副会長

非業務執行 3年 事業、コーポレート、品質 ITソリューション、 
コーポレート

取締役会 
14/14回

アジア・欧州地域におけるグローバル事業経験のほか、金融ITソリューション、産業ITソリューションの各事業分野およ
びコーポレート部門における幅広い業務執行経験と実績を有している。また現在は非業務執行取締役の立場で、取締役
会の議長として取締役会の適切な運営と活性化に努めているほか、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員長とし
て、後継者計画の策定・運用や取締役の指名・報酬決定等の客観性および公正性の確保に努めている。その経歴を通
じて培った経験と見識が当社の経営の監督に活かせるものと判断した。

赤塚 庸
取締役副会長

非業務執行 新任 金融、M＆A 証券会社役員 ―
野村ホールディングス㈱の執行役員および野村證券㈱の専務（執行役員）等を歴任し、当社の主要事業分野の一つで
ある証券業における長年にわたる経験を有している。また同社グループの海外現地法人であるノムラ・ホールディング
ス・アメリカ Inc.等の経営を担うなど、グローバル事業についても豊富な経験と実績を有している。その経歴を通じて
培った経験と見識が当社の経営の監督に活かせるものと判断した。

安齋 豪格
代表取締役
専務執行役員

業務執行 1年 事業、コーポレート、品質 ITソリューション、 
コーポレート

取締役会※ 
11/11回

金融ITソリューション、産業ITソリューション、IT基盤サービスの各事業分野およびコーポレート部門における幅広い業務
執行経験と実績を有している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断した。

江波戸 謙
代表取締役
専務執行役員

業務執行 1年 事業 ITソリューション 取締役会※ 
11/11回

金融ITソリューション、産業ITソリューションの各事業分野における幅広い業務執行経験と実績を有している。その経歴
を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断した。

舘野 修二
取締役

専務執行役員
業務執行 新任 事業 ITソリューション ―

コンサルティング、産業ITソリューションおよびIT基盤サービスの各事業分野における幅広い業務執行経験と実績を有し
ている。また、海外におけるM＆A等、産業ITソリューション事業分野を中心とするグローバル戦略の推進に貢献してい
る。その経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営の監督に活かせるものと判断した。

大宮 英明
取締役

非業務執行 
社外 
独立

4年 企業経営 上場企業CEO
取締役会 
13/14回

長年にわたり三菱重工業㈱の経営に携わられ、同社グループや産業界の発展に尽力してこられた。その経歴を通じて培
われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の取締役会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会において、経営全般に
関して幅広く意見を述べられるなど、当社の経営監督機能の強化に貢献してこられた。引き続きその豊富な経験と高い
見識を活かして、取締役会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会等を通じて客観的な立場から当社の経営を監督していた
だくため。

坂田 信以
取締役

非業務執行 
社外 
独立

2年 ESG、SDGs、 
人材多様性 上場企業役員 取締役会 

14/14回

化学業界において安全性などに関する研究者および責任者として、長年にわたり企業の技術戦略をサステナビリティの
視点で評価する活動に携わってこられた。その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の取締役
会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会において、サステナビリティ、ダイバーシティの確保や人材育成に関する議論を
深化させる等、当社の経営監督機能の強化に貢献してこられた。引き続きその豊富な経験と高い見識を活かして、取締
役会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会等を通じて客観的な立場から当社の経営を監督していただくため。

大橋 徹二
取締役

非業務執行 
社外 
独立

1年 企業経営 上場企業CEO
取締役会※ 
11/11回

長年にわたり㈱小松製作所の経営に携わられ、建設現場のデジタル化を進めるなど、同社のイノベーションによる成長
を推進してこられた。その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かして、取締役会や指名諮問委員会・報酬
諮問委員会において、経営全般に関して幅広く意見を述べられる等、当社の経営監督機能の強化に貢献してこられた。
引き続きその豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため。

坂田 太久仁
監査役（常勤）

ー 2年 ガバナンス・内部統制、事業 ITソリューション

監査役会 
17/17回 
取締役会 
14/14回

産業ITソリューション、IT基盤サービスの各事業分野および当社グループの人材育成部門における幅広い業務執行経験
と実績を有している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社取締役の職務執行の監査に活かせるものと判断した。

西村 元也
監査役（常勤）

ー 3年 ガバナンス・内部統制、事業 コンサルティング、 
ITソリューション

監査役会 
17/17回 
取締役会 
14/14回

コンサルティング、金融ITソリューションの各事業分野およびコーポレート部門における幅広い業務執行経験と実績を有
している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社取締役の職務執行の監査に活かせるものと判断した。

小酒井 健吉
監査役

社外 
独立 1年 企業経営 上場企業 

副社長・CFO

監査役会※ 
13/13回 
取締役会※ 
11/11回

長年にわたり㈱三菱ケミカルホールディングスをはじめとする同社グループ各社の経営に携わられ、経理財務部門の業
務経験および最高財務責任者としての経験をお持ちである。その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かし
て、客観的な立場から当社取締役の職務執行を監査していただくため。

南 成人
監査役

社外 
独立 新任 ガバナンス・内部統制、 

企業会計 公認会計士 ―
監査法人の理事長代表社員を務められ、監査法人の経営経験や公認会計士としての長年にわたる経験をお持ちである。
その経歴を通じて培われた財務・会計に関する豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社取締役の職務
執行を監査していただくため。

髙澤 靖子
監査役

社外 
独立 新任 ガバナンス・内部統制 上場企業役員 弁護士 ―

長年にわたる企業の法務部門における業務経験および弁護士としての経験をお持ちである。その経歴を通じて培われた
コーポレートガバナンスやリスク管理に関する豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社取締役の職務
執行を監査していただくため。
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監査役会の体制

　独立性確保のため半数以上を社外監査役とします。
　現在、監査役は5名で、うち社外監査役が3名です。独立社外監査役は2名以上を選任します。
　監査役には財務および会計に関する相当程度の知見を有する者を1名以上選任します。
　なお、監査役による監査が実効的に行われることを確保するため、監査職務を支援する監査役室を設置しています。

取締役・監査役の構成

氏名
地位等

性別 

 ＝ 男性
 ＝ 女性

執行・社外・独立 在籍年数

戦略に関する知見発揮の期待

専門領域

専門領域に関する経験・資格

出席回数 選任理由
イノベーション グローバル 人材マネジメント 企業経営

事業・ 
コーポレート 
運営

資格

此本 臣吾
代表取締役会長 兼 社長

業務執行 7年 企業経営 当社CEO
取締役会
14/14回

2016年より代表取締役社長として当社グループの経営を担っており、当社の経営に関する豊富な経験と実績を有してい
る。また現中期経営計画（2020年3月期～2023年3月期）を着実に進捗させるなど、当社の企業価値の維持・向上に
大きく貢献している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断した。

深美 泰男
取締役副会長

非業務執行 3年 事業、コーポレート、品質 ITソリューション、 
コーポレート

取締役会 
14/14回

アジア・欧州地域におけるグローバル事業経験のほか、金融ITソリューション、産業ITソリューションの各事業分野およ
びコーポレート部門における幅広い業務執行経験と実績を有している。また現在は非業務執行取締役の立場で、取締役
会の議長として取締役会の適切な運営と活性化に努めているほか、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員長とし
て、後継者計画の策定・運用や取締役の指名・報酬決定等の客観性および公正性の確保に努めている。その経歴を通
じて培った経験と見識が当社の経営の監督に活かせるものと判断した。

赤塚 庸
取締役副会長

非業務執行 新任 金融、M＆A 証券会社役員 ―
野村ホールディングス㈱の執行役員および野村證券㈱の専務（執行役員）等を歴任し、当社の主要事業分野の一つで
ある証券業における長年にわたる経験を有している。また同社グループの海外現地法人であるノムラ・ホールディング
ス・アメリカ Inc.等の経営を担うなど、グローバル事業についても豊富な経験と実績を有している。その経歴を通じて
培った経験と見識が当社の経営の監督に活かせるものと判断した。

安齋 豪格
代表取締役
専務執行役員

業務執行 1年 事業、コーポレート、品質 ITソリューション、 
コーポレート

取締役会※ 
11/11回

金融ITソリューション、産業ITソリューション、IT基盤サービスの各事業分野およびコーポレート部門における幅広い業務
執行経験と実績を有している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断した。

江波戸 謙
代表取締役
専務執行役員

業務執行 1年 事業 ITソリューション 取締役会※ 
11/11回

金融ITソリューション、産業ITソリューションの各事業分野における幅広い業務執行経験と実績を有している。その経歴
を通じて培った経験と見識が当社の経営に活かせるものと判断した。

舘野 修二
取締役

専務執行役員
業務執行 新任 事業 ITソリューション ―

コンサルティング、産業ITソリューションおよびIT基盤サービスの各事業分野における幅広い業務執行経験と実績を有し
ている。また、海外におけるM＆A等、産業ITソリューション事業分野を中心とするグローバル戦略の推進に貢献してい
る。その経歴を通じて培った経験と見識が当社の経営の監督に活かせるものと判断した。

大宮 英明
取締役

非業務執行 
社外 
独立

4年 企業経営 上場企業CEO
取締役会 
13/14回

長年にわたり三菱重工業㈱の経営に携わられ、同社グループや産業界の発展に尽力してこられた。その経歴を通じて培
われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の取締役会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会において、経営全般に
関して幅広く意見を述べられるなど、当社の経営監督機能の強化に貢献してこられた。引き続きその豊富な経験と高い
見識を活かして、取締役会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会等を通じて客観的な立場から当社の経営を監督していた
だくため。

坂田 信以
取締役

非業務執行 
社外 
独立

2年 ESG、SDGs、 
人材多様性 上場企業役員 取締役会 

14/14回

化学業界において安全性などに関する研究者および責任者として、長年にわたり企業の技術戦略をサステナビリティの
視点で評価する活動に携わってこられた。その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の取締役
会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会において、サステナビリティ、ダイバーシティの確保や人材育成に関する議論を
深化させる等、当社の経営監督機能の強化に貢献してこられた。引き続きその豊富な経験と高い見識を活かして、取締
役会や指名諮問委員会・報酬諮問委員会等を通じて客観的な立場から当社の経営を監督していただくため。

大橋 徹二
取締役

非業務執行 
社外 
独立

1年 企業経営 上場企業CEO
取締役会※ 
11/11回

長年にわたり㈱小松製作所の経営に携わられ、建設現場のデジタル化を進めるなど、同社のイノベーションによる成長
を推進してこられた。その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かして、取締役会や指名諮問委員会・報酬
諮問委員会において、経営全般に関して幅広く意見を述べられる等、当社の経営監督機能の強化に貢献してこられた。
引き続きその豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社の経営を監督していただくため。

坂田 太久仁
監査役（常勤）

ー 2年 ガバナンス・内部統制、事業 ITソリューション

監査役会 
17/17回 
取締役会 
14/14回

産業ITソリューション、IT基盤サービスの各事業分野および当社グループの人材育成部門における幅広い業務執行経験
と実績を有している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社取締役の職務執行の監査に活かせるものと判断した。

西村 元也
監査役（常勤）

ー 3年 ガバナンス・内部統制、事業 コンサルティング、 
ITソリューション

監査役会 
17/17回 
取締役会 
14/14回

コンサルティング、金融ITソリューションの各事業分野およびコーポレート部門における幅広い業務執行経験と実績を有
している。その経歴を通じて培った経験と見識が当社取締役の職務執行の監査に活かせるものと判断した。

小酒井 健吉
監査役

社外 
独立 1年 企業経営 上場企業 

副社長・CFO

監査役会※ 
13/13回 
取締役会※ 
11/11回

長年にわたり㈱三菱ケミカルホールディングスをはじめとする同社グループ各社の経営に携わられ、経理財務部門の業
務経験および最高財務責任者としての経験をお持ちである。その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を活かし
て、客観的な立場から当社取締役の職務執行を監査していただくため。

南 成人
監査役

社外 
独立 新任 ガバナンス・内部統制、 

企業会計 公認会計士 ―
監査法人の理事長代表社員を務められ、監査法人の経営経験や公認会計士としての長年にわたる経験をお持ちである。
その経歴を通じて培われた財務・会計に関する豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社取締役の職務
執行を監査していただくため。

髙澤 靖子
監査役

社外 
独立 新任 ガバナンス・内部統制 上場企業役員 弁護士 ―

長年にわたる企業の法務部門における業務経験および弁護士としての経験をお持ちである。その経歴を通じて培われた
コーポレートガバナンスやリスク管理に関する豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な立場から当社取締役の職務
執行を監査していただくため。

※ 2021年6月18日就任以降

スキル分類の考え方と構造　   P.108
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ガバナンス

スキル分類の考え方と構造

 経営戦略に照らし、特定した戦略に関する期待項目を「戦略に関する知見発揮の期待」として表記しています。
 その戦略推進に必要な「専門領域」とその「専門領域に関する経験・資格」を分類して表記しています。

各スキル分類の内容

戦略に関する知見発揮の期待 専門領域 専門領域に関する経験・資格

【イノベーション】（DX戦略）
【グローバル】（グローバル戦略）
【人材マネジメント】（人材・リソース戦略）

※ 中期経営計画に基づき項目を設定
※  専門領域の視点からの事業推進、リスク政策等
について多面的な知見の発揮を期待

【企業経営】 
特定領域にとどまらない事業、コーポレート、
品質、ガバナンス・内部統制に関する専門性
 【事業】 
事業部門のリーダーシップ
 【コーポレート】 
経営管理、ガバナンス・内部統制
 【品質】 
プロジェクト監理／リスク管理
 【金融】 
当社主要顧客が属する金融・証券業界に 
関する知見
 【M&A】【ESG】【SDGs】【人材多様性】 
【ガバナンス・内部統制】【企業会計】 
個別領域に関する知見

 【企業経営】 
上場会社CEOもしくは副社長経験
 【事業・コーポレート運営】 
事業部門の本部長クラス、コーポレート部門
の統括、他社役員の経験
 【資格】 
高度な公的資格の保有

「戦略に関する知見発揮の期待」に関する考え方
 企業経営経験者には、すべての戦略への知見発揮を期待
 イノベーション、グローバルについては経験の長さや内容等を踏まえ主に期待する戦略について「●」を記載
 人材マネジメントは当社の要であり全取締役、監査役に期待

経営管理全般に関する知見について
 上記のほか、全取締役・監査役に、それぞれの専門領域を活かした多面的な知見の発揮を期待

社外取締役のスキルの発揮
　社外取締役はNRIの様々な場面で自らのスキルを発揮しています。 

　2022年3月期には、ダイバーシティ＆インクルージョンにおける女性活躍推進の取り組みと
して毎年開催する選抜研修「女性リーダー養成塾」に坂田社外取締役が参加し、自らの知見に
基づいて、受講生と対話を行いました。
　社外取締役は、事業だけではなく、NRIの価値共創を支える仕組みの強化に対してもそのス
キルを発揮しています。
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　報酬の水準は、情報サービス産業におけるリーディングカンパニーたるべき水準を、市場水準および動向等を参考に決定し
ています。
　また、取締役の報酬等について透明性の向上を図ることを目的に、報酬等の体系および水準について客観的かつ公正な視点
から審議する取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しています。その諮
問結果を踏まえ、取締役会において、取締役の報酬等を決定しています。
　取締役の報酬等は、「基本報酬」「賞与」「株式関連報酬」の3項目から構成されています。
　なお、社外取締役には、「賞与」および「株式関連報酬」は支給しません。

取締役の報酬制度

・ 業績の一層の向上を図るため、業績連動性を重視した報酬制度としています。
・ 業績連動性の高い報酬制度とするために、賞与および株式関連報酬に重きを置いています。

取締役・監査役の報酬等

総報酬 20億円

【固定報酬】
基本報酬

【業績連動報酬】

【短期業績連動報酬】
賞与

【中長期業績連動報酬】
株式関連報酬（譲渡制限付株式報酬）

8億円※

役職位に応じた固定給（本人
給と役割給）です。

短期インセンティブ報酬として
位置付け、当年度の業績を反映
し、役職位の違いを加味して決
定します。

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
共に、株式保有を通じた株主との価値共有の促進という観点から、
株式関連報酬として譲渡制限付株式報酬（譲渡制限付株式取得
の出資財産とするための金銭報酬）を支給します。
割当てを受ける株式数は役職位に応じて決定します。取締役は「役
員自社株保有ガイドライン」に基づき役職位に応じた一定数以上
の当社株式を保有することとしています。

長期インセンティブ株式報酬

2.4億円※

中期インセンティブ株式報酬

5.6億円※

株式保有を通じた株主との価
値共有の促進や当社の企業価
値の持続的な向上に向けた長
期インセンティブの位置付け
です。
譲渡制限期間は割当日から当
社または当社子会社の役員等
を退任するまでです。

中期経営計画に代表される当
社の中期的な業績および株価
の上昇に向けた中期インセン
ティブの位置付けです。
譲渡制限期間は割当日から 

3～5年の間です。

※ 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権

総額の上限額
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　業績連動性の高い報酬制度とするために、賞与および株式関連報酬に重きを置いています。報酬要素の構成割合は、賞与が
単年度の連結業績、株式関連報酬が付与時点の株価に、それぞれ連動することとなり、2022年3月期の取締役等の報酬におけ
る構成要素のおおよその割合は、基本報酬を「1」とした場合、賞与は「0.9」、株式関連報酬は「1.6」となり、固定報酬「1」に対し
て業績連動報酬は「2.5」となります。

取締役報酬の構成比（2022年3月期）

【固定報酬】
基本報酬

1

【業績連動報酬】

2.5

【短期業績連動報酬】
賞与

0.9

【中長期業績連動報酬】
株式関連報酬

1.6
（注） 1. 2022年3月期の取締役（社外取締役、期中退任および期中就任取締役を除く）の平均値で計算しています。
　　 2. 株式関連報酬は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を使用しています。

クローバック制度等について

　過去3年以内に支給した賞与の算定の基礎とした財務諸表の数値に訂正等が生じた場合、当該賞与の全部または一部の返還
を請求することができる制度（クローバック制度）を導入しています。また、譲渡制限付株式報酬制度において、譲渡制限付株式
の付与対象者が、法令、社内規程に違反する等の非違行為を行ったまたは違反したと取締役会が認めた場合は、付与した株式
の全部を無償取得することができる条項（マルス条項）を、譲渡制限付株式割当契約書にて定めています。
　なお、クローバック制度の対象は、社外取締役を除く取締役、執行役員、経営役、研究理事です。

取締役の報酬等に関する株主総会決議

　2022年6月17日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬等の額を改定し、当社の取締役の報酬等の額を年額20

億円以内（うち、社外取締役分は年額3億円以内）とし、株式関連報酬制度に係る取締役の報酬等の額は当該年額20億円の範囲
内において、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、年額8億円以内（「長期イン
センティブ株式報酬」として年額2億4千万円以内、「中期インセンティブ株式報酬」として年額5億6千万円以内）とする旨、新た
に承認を受けました。
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役員区分ごとの報酬等の総額等

　2022年3月期における役員の報酬等の額は次の通りです。

役員区分
報酬等の総額 

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる 

役員の員数
（名）

固定報酬 業績連動報酬

その他
基本報酬 賞与

譲渡制限付 

株式報酬
計

取締役 738 264 205 265 471 2 12

（うち、社外取締役） 43 43 ̶ ̶ ̶ ̶ 4

監査役 181 111 51 16 68 1 6

（うち、社外監査役） 70 53 17 ̶ 17 0 4

（注） 1.  上記には、2021年6月18日開催の第56回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役3人（うち社外取締役1人）および監査役1人（うち社外監査役1人）を含んでいます。
 2.  「譲渡制限付株式報酬」は、譲渡制限付株式と引換えに現物出資させることとなる金銭報酬債権の総額を、譲渡制限付株式の割当日から譲渡制限解除日までの勤務期間に基づき均

等に費用化しており、2022年3月期において費用計上された金額を記載しています。なお、監査役の譲渡制限付株式報酬は、監査役就任前に付与されたものです。また、「譲渡制限付
株式報酬」の費用計上される金額が勤務期間に応じて均等化されるため、上記の各報酬要素別の割合は、P.110に記載した各報酬要素の割合と異なります。

 3.  「その他」には、確定拠出年金の掛金および傷害保険の保険料を記載しています。

監査役の報酬制度

　監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しています。
　監査役は独立した立場から取締役の職務執行を監査する役割ですが、当社の健全で持続的な成長の実現という点では取締
役と共通の目的を持っていることから、固定給である「基本報酬」に加え、常勤の監査役に対しては業績に応じた変動給である 

「賞与」を一部取り入れています。
　報酬等の水準は、良質なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすにふさわしい人材を確保するために
必要な水準としています。

監査役の報酬等の総額の上限： 年額2億5千万円

基本報酬 本人の経験・見識や役割等に応じた固定給

賞与 常勤の監査役を対象とし、当年度の業績を反映して決定

（注） 監査役に対して株式関連報酬は支給しません。

111統合レポート2022



ガバナンス

実効性評価プロセスおよび評価方法の見直し
取締役会の実効性評価

評価のプロセス
  当社は、①評価準備、②評価、③評価・分析、④報告・開示、⑤運営改善の一連のプロセスを経て、取締役会の実効性
評価を実施しています。②の評価においては、すべての取締役・監査役を対象に「自己評価アンケート」を実施すると
共に、より具体的な課題を把握するため、独立役員との意見交換をディスカッション形式および個別インタビュー形式
により実施しました。

2022年度の評価方法の見直し
  実施に先立ち、①の評価準備において、2022年3月に社外取締役、社外監査役にインタビューを行い、そこで出された
意見と2021年度の「自己評価アンケート」の回答結果を踏まえて、アンケート項目や構成を検討した結果、より広範な
課題を把握するため、自由記入欄を拡充したアンケート構成としました。回答結果を基に、独立役員会議で実効性に関
する議論を行うと共に、個々の独立役員とアンケートで示された意見についてさらに踏み込んだ意見交換を行いました。
それらの結果を踏まえて、取締役会で分析・評価を行うと共に各評価視点における課題を議論しました。

実効性評価において認識した課題への取り組み

2021年度に認識した課題への取り組み
  2021年度の実効性評価で認識した諸課題に対しては、以下のような取り組みを行いました。

　①   社外役員への情報提供機会の確保や方法の工夫による、さらなる議論の質の向上 

執行側の議論に関する情報を提供するため、経営会議資料・議事録の共有を開始しました。

　②  取締役会構成・多様性の在り方についての継続的な議論の推進 

2022年6月に任期満了を迎える役員のうち、監査役の後任に女性1名を選任しました。

　③  中期経営計画に基づく事業戦略であるDX・グローバルに関するさらなる議論の実施 

 事業領域拡大を加速するグローバル化の案件・推進状況等として、北米・豪州の地域戦略や具体的案件等について審議を重ね 

ました。

　④  グループガバナンスの在り方に関する議論の充実 

 グループ会社を戦略的位置付け、事業特性、リスクを踏まえてタイプ分けし、事業推進とガバナンス、内部統制のバランスを追求
していく方針を打ち出すと共に、ガバナンス実施要領の作成に着手しました。

　⑤  事業環境変化や戦略推進に伴う将来のリスクに関する議論の充実 

 次期長期経営ビジョンに関する審議の中で、会社を取り巻くリスクを含めた議論を行いました。

①評価準備 ②評価 ③評価・分析 ④報告・開示

⑤運営改善

 評価方法の検討
 アンケート設計

 アンケート回答
 意見交換・インタビュー

 課題抽出
 対応策検討

 取締役会報告
 開示
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2022年度の取締役会実効性評価の概要

評価結果の概要
  取締役会は、当社の取締役会の実効性は概ね確保されており、その運営は着実に改善されていると判断しました。 
評価結果の概要は以下の通りです。

 a. 取締役会の構成・運営状況

　·  社内の業務執行・非執行の取締役と独立社外取締役の構成や専門知識・経験の多様性がバランスよく確保され、適切な意思決定
と監督を担保する体制が整えられている。今後の事業の状況や経営戦略を踏まえ、取締役会構成・多様性の在り方については継続
的に議論していく必要性を認識した。

　·  社外役員からの活発な意見・助言をはじめとして、取締役会全体として建設的な議論・意見交換が行われている。今後も資料のさ
らなる論点明確化や社外役員への情報提供方法の工夫によって、議論の質の一層の向上が期待される。

b. 取締役への支援

　·  社外役員は、当社グループの経営戦略会議への参加をはじめ、適宜執行側から説明を受けることにより必要な情報を入手する機会
が設けられている。

　·  取締役会での議論のさらなる活性化のためには、社外役員の間や社外役員と執行役員の間で自由闊達に意見交換を行う場を設け
ることが望まれる。

c. 経営戦略

　·  中期経営計画の重点テーマであるDX・グローバルに関する議論や次期長期経営ビジョン・中期経営計画策定に向けた意見交換は、
継続的かつ適切に実施されている。

　·  人材マネジメントの強化や資源配分は成長の基盤であり、より一層議論の充実が望まれる。

 d. 内部統制・リスク管理・グループガバナンス

　·  グループガバナンスについての活発な議論・意見交換が行われ、全社的な取り組みの現状と課題が適切に共有された。グループ
会社の増加に伴い、ガバナンスの基本ルールを明確化すると共に、基本ルールを記した実施要領の運用状況と海外グループ会社
による取り組みの進捗状況を確認しつつ、ガバナンスの充実に向けての議論を継続することが重要であると認識された。

　·  内部統制・リスク管理については、適切な報告が行われ総じて実効的に機能している。グループ会社の整備状況をきめ細やかに点
検するなど一段の強化が望まれる。

　·  地政学的リスクの高まりに伴い、対応策に関する議論の充実が望まれる。

 e. 委員会

　· 「指名諮問委員会」・「報酬諮問委員会」について、社長の後継者計画、役員候補者の選定や育成プロセス、役員報酬の決定方法等に
関する議論・意見交換が適切に行われており、任意の委員会でありながら実効的に機能している。

当社は、この分析・評価を踏まえ、取締役会の実効性の向上を目指し、継続的に取り組んでいきます。
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役員一覧

此
このもと

本 臣
し ん ご

吾
1960年2月11日生
代表取締役会長 兼 社長 （240,306株）

1985年 4月 当社入社
2004年 4月 当社執行役員 コンサルティング第三事業本部長
2010年 4月 当社常務執行役員 コンサルティング事業本部長
2015年 4月  当社専務執行役員 ビジネス部門担当、 

コンサルティング事業担当
2015年 6月  当社代表取締役 専務執行役員  

ビジネス部門担当、コンサルティング事業担当
2016年 4月 当社代表取締役社長
2019年 6月 当社代表取締役会長兼社長
2022年 6月 当社代表取締役会長 兼 社長（現任）

坂
さ か た

田 信
し の い

以
1957年3月31日生
取締役（注1） （432株）

1979年 4月  住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
2011年 4月  住友化学株式会社理事
2013年 4月  同社執行役員
2016年 4月  同社顧問 

株式会社住化技術情報センター取締役副社長
2017年 6月  同社代表取締役社長
2018年 5月  一般社団法人日本化学工業協会常務理事
2020年 6月  当社取締役（現任）

業務執行

江
え　ば　と

波戸 謙
けん

 
1963年10月28日生
代表取締役 専務執行役員  
コンサルティング部門管掌、金融部門管掌、IT基盤部門管掌、 
証券・資産運用ソリューション事業担当 （145,189株）

1987年 4月 当社入社
2015年 4月 当社執行役員 証券ソリューション事業本部副本部長
2018年 4月 当社執行役員 証券ソリューション事業本部長
2019年 4月 当社常務執行役員 証券ソリューション事業本部長
2021年 4月  当社専務執行役員 金融ITソリューション事業担当、 

証券ソリューション事業本部長
2021年 6月  当社取締役 専務執行役員 金融ITソリューション事業担当、 

証券ソリューション事業本部長
2022年 4月  当社代表取締役 専務執行役員 コンサルティング部門管掌、金融部門

管掌、IT基盤部門管掌、証券・資産運用ソリューション事業担当（現任）

安
あんざい

齋 豪
ひでのり

格 
1964年11月9日生
代表取締役 専務執行役員　 
コーポレート部門管掌、本社機構担当、 
品質監理担当 （102,924株）

1989年 4月 当社入社
2014年 4月 当社執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長
2017年 4月 当社執行役員 基盤サービス本部長兼生産革新本部副本部長
2019年 4月  当社常務執行役員 本社機構担当、経営企画、事業戦略、統合リスク 

管理、人事、人材開発、法務・知的財産、情報システム、IR担当
2021年 4月  当社専務執行役員 コーポレート部門管掌、本社機構担当、品質監理

担当
2021年 6月  当社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌、 

本社機構担当、品質監理担当（現任）

非業務執行

非業務執行 社外 独立

深
ふ か み

美 泰
や す お

男
1960年8月12日生
取締役副会長 取締役会議長 （112,218株）

1983年 4月  当社入社
2011年 4月  当社執行役員 流通・情報通信ソリューション事業本部副本部長
2016年 4月  当社常務執行役員 流通・情報通信・産業ソリューション事業担当、 

流通・情報通信ソリューション事業本部長
2017年 4月  当社常務執行役員 本社機構担当、経営企画、統合リスク管理、 

人事、 人材開発、法務・知的財産、情報システム担当
2019年 4月  当社専務執行役員 コーポレート部門管掌
2019年 6月  当社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌
2021年 4月 当社取締役副会長 取締役会議長（現任）

取締役 

赤
あかつか

塚 庸
よう

1965年7月14日生
取締役副会長 （̶）

1990年 4月 野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
2014年 4月 野村ホールディングス株式会社執行役員
 野村證券株式会社執行役員
2016年 4月 野村ホールディングス株式会社執行役員
 野村證券株式会社常務（執行役員）
2020年 4月 野村ホールディングス株式会社執行役員
 ノムラ・ホールディング・アメリカInc. CEO
2022年 3月 野村證券株式会社専務（執行役員）
2022年 4月 同社顧問
2022年 6月 当社取締役副会長（現任）

舘
た て の

野 修
しゅうじ

二
1964年5月2日生
取締役 専務執行役員 産業部門管掌、 
グローバル管掌 （129,543株）

1987年 4月 当社入社
2014年 4月 当社執行役員 基盤サービス事業本部副本部長
2016年 4月  当社執行役員 システムコンサルティング事業本部長兼サービス・ 

産業ソリューション事業本部副本部長
2019年 4月 当社常務執行役員 サービス・産業ソリューション事業本部長
2021年 4月 当社専務執行役員 産業ITソリューション事業担当
2022年 4月 当社専務執行役員 産業部門管掌、グローバル管掌
2022年 6月 当社取締役 専務執行役員 産業部門管掌、グローバル管掌（現任）

大
おおみや

宮 英
ひであき

明
1946年7月25日生
取締役（注1） （3,889株）

1969年 6月  三菱重工業株式会社入社
2002年 6月  同社取締役
2005年 6月  同社代表取締役 常務執行役員
2008年 4月  同社代表取締役社長
2013年 4月  同社代表取締役会長
2014年 6月  同社取締役会長
2018年 6月  当社取締役（現任）
2019年 4月  三菱重工業株式会社取締役 相談役
2019年 6月  同社相談役（現任）
（重要な兼職の状況）
三菱重工業株式会社相談役
セイコーエプソン株式会社社外取締役

大
おおはし

橋 徹
て つ じ

二
1954年3月23日生
取締役（注1） （̶）

1977年 4月 株式会社小松製作所入社
2004年 1月 コマツアメリカ株式会社取締役社長兼COO
2007年 4月 株式会社小松製作所執行役員
2009年 6月 同社取締役 常務執行役員
2012年 4月 同社取締役 専務執行役員
2013年 4月 同社代表取締役社長兼CEO
2019年 4月 同社代表取締役会長
2021年 6月 当社取締役（現任）
2022年 4月 株式会社小松製作所取締役会長（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社小松製作所取締役会長
ヤマハ発動機株式会社社外取締役
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役

非業務執行 社外 独立

業務執行 非業務執行 社外 独立新任

業務執行

業務執行

非業務執行 社外 独立

非業務執行新任

業務執行新任
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南
みなみ

 成
なるひと

人
1963年1月15日生
監査役（注1） （̶）

1986年 8月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
1990年 3月 公認会計士登録
1993年 9月 東京赤坂監査法人（現 仰星監査法人）社員
1999年 1月 同法人代表社員
1999年10月 東京北斗監査法人（現 仰星監査法人）理事代表社員
2010年 7月 仰星監査法人副理事長代表社員 東京事務所長
2017年 7月 同法人理事長代表社員（現任）
2022年 6月 当社監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
仰星監査法人理事代表社員
株式会社ファンペップ社外監査役

坂
さ か た

田 太
た く ひ と

久仁
1961年11月20日生
監査役（常勤） （150,791株）

1984年 4月  当社入社
2010年 4月  当社執行役員 流通・情報通信システム事業本部副本部長
2011年 4月  当社執行役員 サービス・産業ソリューション第一事業本部 

副本部長兼関西支社長、中部支社長
2017年 4月  当社常務執行役員 データセンターサービス本部長 

兼クラウドサービス本部副本部長
2020年 4月  当社理事
2020年 6月  当社監査役（現任）

西
にしむら

村 元
も と や

也
1962年7月23日生
監査役（常勤） （70,546株）

1987年 4月  当社入社
2015年 4月  当社経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長
2015年 8月  当社経営役 システムコンサルティング事業本部副本部長 

兼保険ソリューション事業本部統括部長
2018年 4月  当社執行役員 システムコンサルティング事業本部 

副本部長
2019年 4月  当社理事
2019年 6月  当社監査役（現任）

髙
たかざわ

澤 靖
や す こ

子
1964年11月20日生
監査役（注1） （̶）

1987年 4月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社
2009年12月  弁護士登録 

曽我・瓜生・糸賀法律事務所入所
2010年10月 小島国際法律事務所入所
2014年 9月 三菱自動車工業株式会社法務部担当部長
2017年 4月 同社理事
2019年 4月 同社執行役員（現任）
2022年 6月 当社監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
三菱自動車工業株式会社執行役員

小
こ さ か い

酒井 健
けんきち

吉
1953年8月9日生
監査役（注1） （1,000株）

1976年 4月 三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）入社
2010年 6月 田辺三菱製薬株式会社取締役 常務執行役員
2014年 4月  株式会社三菱ケミカルホールディングス常務執行役員
2015年 4月 同社専務執行役員
2015年 6月 同社代表執行役専務 最高財務責任者
2017年 4月 同社代表執行役副社長 最高財務責任者
2017年 6月 同社取締役 代表執行役副社長 最高財務責任者
2019年 6月 同社顧問
2021年 6月 当社監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
ダイダン株式会社社外取締役

監査役 

執行役員等（取締役兼務は除く）

（注） 1.  取締役大宮英明、坂田信以、大橋徹二、監査役小酒井健吉、南成人、髙澤靖子を、
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

 2.  各取締役は、2022年6月17日開催の定時株主総会で選任されたものです。
 3.  監査役は、西村元也が2019年6月20日開催の定時株主総会で、坂田太久仁が

2020年6月18日開催の定時株主総会で、小酒井健吉が2021年6月18日開催の 
定時株主総会で、南成人および髙澤靖子が2022年6月17日開催の定時株主総会
で、それぞれ選任されたものです。

 4.  （　）内は所有するNRI株式数です。役員持株会における各自の持分を含めて、
2022年4月30日現在の所有状況を記載しています。

　当社は、取締役会の経営戦略意思決定と業務執行機能を区分し、業務執行の権限および責任を執行役員等に大幅に委譲し
ています。

専務執行役員

上田 肇
林 滋樹
増谷 洋

竹本 具城
立松 博史
嵯峨野 文彦

常務執行役員

稲田 陽一
横手 実
久保 並城
肥後 雄一
安丸 徹
野口 智彦
西本 進

須永 義彦
大野 庄一
松本 晃
渡辺 徹郎
大元 成和
中丸 泰樹

執行役員

村上 勝俊
小原 康司
川浪 宏之
北川 園子
小田島 潤
桧原 猛
山﨑 政明
清水 康次
小池 裕
森沢 伊智郎

小林 一央
小暮 典靖
柳澤 花芽
郡司 浩太郎
斉藤 英紀
森 克也
池谷 武文
武田 則幸
原 敏文
中山 浩之

経営役

清水 雅史
小林 敬幸
亀井 章弘
山口 隆夫

雨宮 正和
田原 亜希子
宮武 博史

研究理事

小粥 泰樹
桑津 浩太郎

神尾 文彦

理事

迫 尚宏 中島 久雄

フェロー

青嶋 稔

独立社外

独立社外新任

独立社外新任
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ガバナンス

内部統制システム

　NRIグループ全般にわたって内部統制システムを整備し、かつ継続的な改善を図るため、リスク管理担当役員を任命すると共に、
リスク管理統括部署を設置しています。
　また、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、統合リスク管理会議を開催して全社的な内部統制の状況を適宜点
検すると共に、各事業部門が出席する業務推進委員会を通じて内部統制システムの定着を図っています。

内部統制／倫理・コンプライアンス

内部統制システムの構築に関する基本方針
https://www.nri.com/jp/company/internal

リスク管理PDCAサイクル

Ⅰ 稼働システムの品質リスクに対する適切なマネジメントの継続
Ⅱ 情報セキュリティ管理態勢の高度化
Ⅲ プロジェクトリスクに対するマネジメントの徹底
Ⅳ NRIグループの内部統制システムの定着
Ⅴ 事業継続責任を果たすための適切な備え
Ⅵ 多様な働き方に適応した労働環境の質の向上

2023年3月期の 

リスク管理に関する 

重点テーマ

 NRIグループの業務遂行上発生しうるリスクを「経営戦略」「業
務活動」「法令遵守」等、13項目に分類し、さらに細分化したリス
ク項目に対して、年度ごとに、リスクごとの主管部署が、その重
要度や影響度を考慮の上で、リスク評価・リスク項目見直しを実
施します。

 リスク管理統括部署は、評価をとりまとめた上で、「統合リスク
管理会議」において議論を行い、管理すべきリスクを設定します。
また、特に重要度・影響度が高い「重点テーマ」を選定します。

 定期的に、統合リスク管理会
議を開催して、全社的な内部統
制の状況を適宜点検すると共に、
各事業部門が出席する業務推進
委員会を通じて内部統制システ
ムの定着や改善を行います。

 リスク管理統括部署は、リス
クごとの所管部署等と連携しな
がら管理体制を構築し、統合的
にリスク管理を行います。必要
に応じて専門性を持った会議で
審議し、主管部署が事業部門と
連携して適切な対応を講じます。

 社会的影響の大きい事業・
サービスについては、BCP（事
業継続計画）やDR（災害復旧）
の整備に取り組みます。

リスク設定

リスク対策
リスク

モニタリング・
改善

内部監査室による社内監査

　社長直属の組織である内部監査室（社員20名）が、リスク管理体制やコンプライアンス体制等の有効性、取締役の職務執行の効率性
を確保するための体制等について、NRIの監査を行っています。
　監査結果は社長等に報告され、是正・改善の必要がある場合には、リスク管理統括部署、主管部署および事業部門が適宜連携し、改善
に努めています。また、内部監査室は、会計監査人との間で内部監査の実施計画や結果に関して定期的に意見交換を行い、連携を図っ
ています。
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グローバル・ガバナンスの強化

　グローバル戦略を推進していく体制として、北米、アジア
および豪州において地域統括会社または持株会社を設置し、
主に買収子会社に対するガバナンス体制の強化を進めてい
ます。また、本社においては2019年4月に設置したグローバ
ル本社機構を中心にグローバル戦略の策定や執行を支援す
ると共に、買収子会社を含む海外子会社全般のガバナンス
の強化を進めています。

倫理・コンプライアンス体制

　倫理・コンプライアンス体制の実効性を確保するため、最高倫理責任者およびコンプライアンス担当役員を置き、コンプライ
アンス会議を設置するほか、「NRIグループ企業行動原則」で会社の行動原則を示すと共に、「NRIグループビジネス行動基準」
で社員の行動指針を明記しています。

NRIグループ企業行動原則
https://www.nri.com/jp/company/company_code

NRIグループビジネス行動基準
https://www.nri.com/jp/company/business_code

地域統括会社等を通じた経営管理
地域統括会社等 担当地域

NRI本体

NRI Australia
（シドニー） 豪州

NRI Holdings America
（ニューヨーク） アメリカ

NRI Asia Pacific
（シンガポール） アジア

NRI北京
（北京） 中国本土

国内・欧州

NRIグループ人権方針／NRIグループAI倫理ガイドライン／NRIグループの贈収賄禁止に関する方針／NRIグループの独占禁止法等遵守の方針／NRIグループ税務方針
https://www.nri.com/jp/sustainability/social/policies

　それらの原則や指針が遵守され、会社の経営が確実に正しい方向に向かっていることを確認するために、13項目からなる 

「重要なルール」を作成し、モニタリングしています。
　役員および社員に対し、コンプライアンス意識向上を目的とした定期的な研修や、個別の業務に必要な法律知識等の教育を
実施し、その中で、公務員への贈賄・ファシリテーション・ペイメントの禁止や独占禁止法の遵守の重要性などについても周知
徹底を図っています。

　NRIでは、公益通報者保護法に基づいて公益通報運用規程を定め、国内グループ社員がコンプライアンス関連の問題を相談
できる窓口として、社内・社外に「ホットライン」を設定しています。

・リスク顕在化監視
・リスク低減策実施
・重要ルールモニタリング実施

・総合的なリスク評価
・重要ルールモニタリング結果全体集計

統合リスク管理会議 コンプライアンス会議

懲戒審査会

本部長
部室長

社員 派遣社員

コンプライアンス担当役員
コンプライアンス・ 
ホットライン
（社内・社外）

社長
（最高倫理責任者）

リスク主管部

経営企画部
統合リスク管理室

本社機構
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
会
議
事
務
局

報告

通報

コンプライアンス情報伝達プロセス

RULE BOOKによる 

役職員への周知・徹底

　役員および社員が高い倫理観を持ち、
法令等を遵守するため、NRIにおける行動
指針等を冊子にまとめて解説した「RULE 

BOOK（役職員が守るべ
き重要なルール）」を作
成し、周知徹底すること
で、コンプライアンス体
制の基盤としています。
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