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ガバナンス

当社グループでは、リスクマネジメントやコンプライアンスの実践と徹底に重きを置き、経営の健全性・透明性を高めています。

コーポレートガバナンスにおいては、より迅速かつ果断に意思決定を行えるよう、継続的な強化に努めています。

取締役会議長メッセージ

　当社グループは、2021年5月に発表した長期ビ

ジョン「GROUP VISION 2030」において、価値

創造への取り組みテーマ（マテリアリティ）のひとつに

「成長を加速するガバナンスをつくる」を掲げ、あわ

せて策定した長期経営方針でも、ガバナンスを「サス

テナブルな成長を支える基盤」として重視し、取り組

んでいくものとしています。これらのビジョン・方針

に基づき、改訂版コーポレートガバナンス・コードや

東京証券取引所の市場再編なども見据えながら、ガ

バナンス体制の整備を着実に進めています。

　2021年度は、取締役会における独立社外取締役

の構成比率を40％に高めるとともに、女性の取締役

を増員。また、取締役会の諮問機関である指名・報

酬委員会では委員の過半数を独立社外取締役とする

など、多様性の確保や監督機能の強化に努めました。

　取締役会の実効性を高めるための取り組みとして

は、取締役のスキルマトリクスを見直しました。スキ

ルマトリクスは、取締役会全体としての知識・経験・

能力のバランスおよび多様性を確保する観点で整備

しているもので、今回の長期経営方針に沿って当社

取締役会が必要とするスキル項目をアップデートし、

体制強化に活用しています。   P.80参照

　さらに、実効性評価にあたっては、以前から行って

いた顧問関係のない弁護士による第三者評価に加

え、2020年度から外部コンサルタントの活用も開始

し、評価の結果を実効性の向上に活かしています。

　今後も、こうした体制整備を進めるとともに、社長

をはじめ担当役員、担当部門が株主・投資家の皆さ

まと建設的な対話を重ね、いただいたご意見・ご指

摘も参考にしながら、さらなる経営の健全性・透明

性の向上に真摯に取り組みます。そうした積み重ね

が、「サステナブルな成長を支える基盤」としてのガ

バナンスの確立、ひいては当社グループのありたい姿

「価値を創造し続ける企業グループ」の実現につな

がっていくものと考えています。
東急不動産ホールディングス株式会社

取締役会長 取締役会議長

金指 潔
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コーポレートガバナンス強化の歩み

● 当社設立

● 社内取締役13名で発足 ● 独立社外取締役の独立性基準を策定（監査役にも準用）

● 政策保有株式に関する方針を明確化

● 初の社外取締役を選任 ● 社外取締役を2名増員

● 指名・報酬委員会を設置 ●「東急不動産ホールディングスグループ  
　 コーポレートガバナンスガイドライン」を制定

● 取締役会の実効性評価を開始

● 中期経営計画においてコーポレートガバナンスのKPIを設定

● 取締役および委任型執行役員に対する株式報酬制度を導入

●  初の女性社外取締役1名を選任

●  取締役会の実効性評価に第三者評価を導入

●  実効性評価に外部コンサルタントを活用

●  取締役のスキルマトリクスを開示

●  ESG取り組みを勘案した役員報酬評価を実施

●  女性社外取締役を　
2名に増員

●  指名・報酬委員会
の構成見直し 
（過半数を社外取
締役に）

2013年度 2016年度 2019年度2014年度 2017年度 2020年度 2021年度2015年度 2018年度

● 中長期経営計画「Value  Frontier 2020 価値を創造し続ける企業グループへ」策定 ●  長期ビジョン
「GROUP VISION 
2030」策定

社外取締役
0名（0%）

社外取締役
1名（11.1%）

社外取締役
3名（23.1%）

社外取締役
4名（30.8%）

社外取締役
6名（40.0%）
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基本的な考え方
当社は、お客さまや従業員、ビジネスパートナー、地域社会、株主・投資家など当社グループを取り巻く

ステークホルダーに対する責任を果たすため、事業活動を通じた社会課題への取り組みにより、企業の

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ります。その実現に向けて、経営の健全性・透明性を

確保するとともに、意思決定の迅速化に資するガバナンス体制の構築に取り組みます。

コーポレートガバナンスガイドライン
当社では、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や体制を「東急不動産ホールディングスグ

ループコーポレートガバナンスガイドライン」に定め、ガバナンスに対する取り組みや、株主・投資家と

の建設的な対話を円滑に実施するうえでの指針としています。2018年2月の策定以来、法令の改正やガ

バナンスに対する社会的要請を踏まえて、適宜、見直しを続けています。  コーポレートガバナンスサイトへ 

主な組織の役割
取締役会　法令、定款などの定めに基づき、会社の
経営方針および業務執行上の重要事項を決議し、取
締役の職務の執行を監督する機関です。

監査役会　法令、定款などの定めに基づき、取締役
の職務執行の適法性や会計処理の適正性など、日々
の会社の活動について、各監査役が監査しています。

指名・報酬委員会　取締役候補者および執行役員の指
名、取締役および執行役員の報酬など、取締役会など
からの諮問事項について審議する任意の委員会です。 

グループ経営会議　経営に関する重要事項全般、事業
会社の重要な投資や事業戦略などについて、グループ
観点からの審議、協議、報告ならびに業務執行の全般
的統制を行います。 

リスクマネジメント委員会　グループ各社が担うリス
クマネジメントを統括的に管理、支援し、リスクの測
定やモニタリング、啓発活動などを行います。

サステナビリティ委員会　当社グループのサステナビ
リティに関する基本方針の策定や推進体制の構築、
進捗のモニタリングや報告などを行います。 

体制図

当社
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事
業
会
社
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長

社
長

副
会
長

グループ経営会議

リスクマネジメント
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指名・報酬委員会
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https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/about/governance/
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取締役会

取締役会の位置づけ

取締役会は、株主総会に次ぐ当社経営上の最高意思決定機関であり、原則月1回開

催するほか、必要に応じて臨時で開催します。「取締役会規程」「職務権限規程」など

の規程に基づき、法令または定款に定める事項のほか、経営方針や事業計画、大規

模な投資計画をはじめ、グループ経営における重要事項の意思決定を行います。

取締役会に付議する事項以外の業務執行については、グループ経営会議などの下位

会議体および当該業務の担当役員らに権限を委譲し、取締役会がそれらの職務執行

を監督します。

取締役会の構成

当社では、取締役会が、ジェンダーや国際性などを含む多様性にも配慮しながら、長

期経営方針の推進に必要なスキルを備えた体制となるよう努めています。その構築に

向けて、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を確保する

観点からスキルマトリクスを整備しています。   P.80参照

取締役候補者については、社内出身者からは知見や判断力のある人材を選定。社外

取締役としては、良識的かつ客観的な観点を持ちながら、経営、法務、財務、会計を

はじめ、出身分野における豊富な経験を有し、独立した立場から成長戦略やガバナン

スの充実に関する問題提起や議論ができる人材を選定しています。なお、社外取締役

候補者の選定にあたっては、当社のほかに5社を超える上場会社の取締役、監査役ま

たは執行役を兼任しないことを前提としています。

取締役会における独立社外取締役の構成比率は3分の1以上が適切と考えており、現

在の比率は40％となっています。

取締役会の実効性評価

当社取締役会は、経営の健全性・透明性を確保するため、毎年、各取締役・監査役

からの意見などを踏まえ、その実効性を評価するとともに、そこから見出された課題

を取締役会で共有し、継続的な改善に活用しています。2020年度は取締役・監査役

に対するアンケート調査を実施。その際、客観性あるアンケートの設計および集計の

ため、外部コンサルタントを活用するとともに、顧問関係のない弁護士による第三者

評価を得ました。その結果、「実効性が確保できており、より良いガバナンスに向けて

意欲的である」との結果を得ました。引き続き、さらなる実効性向上に努めます。

指名・報酬委員会

「取締役候補者および執行役員の指名に関する事項」や「取締役および執行役員の報

酬等に関する事項」などについて、手続きの公正性・透明性を高めることを目的に、

取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しています。2020年度は2回

開催し、委員の出席率は100%でした。

これらの事項は同委員会に諮問のうえで、取締役会で決議します。委員長は独立社外

取締役が務め、また委員の過半数は独立社外取締役としています。2021年度の体制

は、次のページの通りです。
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● 委員長　貝阿彌 誠（独立社外取締役）

● 委員　　三浦　 惺（独立社外取締役）　　● 委員　星野 次彦（独立社外取締役）

● 委員　　金指　 潔（取締役会長）　　　　● 委員　西川 弘典（取締役社長）

サクセッションプラン

取締役候補者の選定は、取締役としてふさわしい人格・識見を備え、健康であること

を前提として行います。

2つ以上のセグメントにおける責任者としての経験を通じて経営指標の達成状況など

を評価し、知見や判断力、そしてマネジメント力が備わっているかを見極めるととも

に、その適性について第三者による客観的な評価を受けています。そのうえで、代表

取締役社長が次年度の経営陣幹部の選任案を作成し、指名・報酬委員会に諮問し

た後、取締役会で決定しています。

取締役報酬

取締役の個人別の報酬などの内容に係る決定方針は、指名・報酬委員会への諮問

を経て、取締役会で決定しています。

現在、取締役の金銭報酬限度額は、年額600百万円以内（ただし使用人兼務取締役

の使用人分給与は含まない）と定めています。また、金銭報酬とは別枠で、原則とし

て退任時に当社株式を交付する株式報酬制度を導入しています。当社が設定する株

式交付信託に基づき、取締役（社外取締役および非業務執行取締役を除く）および委

任契約を締結している執行役員（取締役会により定めた者に限る）に対して、合計で1

年あたり13万ポイント（1ポイント＝1株）を上限としています。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

報酬の決定にあたっては、以下の2点を基本方針としています。

1． 優秀な人材の獲得・維持、職務執行の動機づけが図れる水準とすること

2． 中長期的な企業価値向上および株主価値増大への貢献意識を高める制度・構成

とすること

業務執行取締役の報酬体系は、以下の3つの要素から構成しています。

1． 日々の業務執行の対価としての月例報酬（毎月支給の基本報酬）

2． 単年度実績および経営計画の達成度、ESGへの取り組みなどを総合的に勘案し支

給する賞与（業績連動報酬等）

3． 株価変動によるメリットとリスクを株主と共有し、中長期的な業績と企業価値向上

への貢献意識を高める株式報酬（非金銭報酬等）

社外取締役の独立性の判断基準
当社は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の

基準のいずれにも該当しない場合には、当該独立社外取締役に独立性があると判断します。

（1） 当社の連結売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

（2） 当社が売上の2%以上を占める取引先の業務執行者

（3） 当社の連結総資産の2%以上を占める借入先の業務執行者

（4） 出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者

（5） 当社から役員報酬以外に年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家また

は法律専門家

（6） 当社および連結子会社の取締役などの配偶者または2親等以内の親族
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固定報酬および変動報酬の支払割合の目安については、次の表の通りです。

報酬の水準は、代表取締役の報酬水準をベースに、外部調査機関の客観的な調査

データなどを参考にしながら、一定の役位格差に基づき定めています。また、基準と

なる代表取締役社長の報酬水準は、原則として前年度の連結営業利益の0.1%を総

額の目安に、特別利益・特別損失の額や同業他社の報酬などを勘案し、決定します。

非業務執行取締役の報酬は、独立した客観的な立場からの当社経営の監督という役

割に鑑み、毎月支給の基本報酬（固定報酬）のみにより支給します。報酬の水準は、

外部調査機関の客観的な調査データなどを参考に、当社が求める人材の招聘に必要

な水準に設定しています。

監査役報酬

監査役の報酬は、報酬総額（年120百万円）の範囲内で、監査役間の協議により決定

しています。

監査と内部統制

監査役会

当社は監査役制度を採用しています。監査役は、取締役会をはじめとした重要な会

議体に出席し、取締役などから報告を受けるとともに、決裁書類の閲覧、子会社から

の報告聴取、内部監査部門や会計監査人との連携などを通じて、当社および子会社

の業務執行状況を監査しています。

監査役会は、常勤監査役を中心とした現場の往査などに基づく的確な情報把握によ

り、公正な監査意見を形成し、監査役制度の機動性・柔軟性を活かして、株主の負

託を受けた独立した機関として取締役の職務執行を有効に監査します。

業務執行取締役の報酬体系

項目
固定報酬 変動報酬

月例報酬 賞与 株式報酬

支給時期 毎月 年 1 回 退任時

位置づけ 基本報酬 短期インセンティブ 
報酬

中長期インセンティブ
報酬

総報酬に占める比率目安 60% 30% 10%

変動の考え方

―

業績評価により変動

株価連動

標準額からの変動幅 60 〜 140%

2020年度の役員報酬等の総額※

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
（人）

月例報酬
（固定報酬） 賞与 株式報酬

取締役 296 212 67 16 14

（うち、社外取締役） 43 43 ー ー 4

監査役 66 66 ー ー 4

（うち、社外監査役） 9 9 ー ー 2

※ 員数および報酬等の額には、2020年6月25日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名が含まれます。また、2020年度の株式報酬は、2017年6月28日開催の第4回定時株主総会決議に基づく制度によるものです
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リスクマネジメント

リスク管理方針

当社は、グループ各社の経営目標達成を阻害する事象として、7つの個別リスク（投資

リスク、財務資本リスク、人事労務リスク、法務コンプライアンスリスク、IT戦略リスク・

デジタル戦略リスク、情報セキュリティリスク、危機管理対応）を定め、加えて、気候変

動リスクを重要性の高い新たなリスクとして認識しています。

これらリスクを適切に管理するために、「リスク管理の基本方針」を策定し、この方針

に基づくリスク管理体制を整備・運用しています。また、長期ビジョンで定めた6つ

の取り組みテーマ（マテリアリティ）について、機会およびリスクと、関連する重要リス

クを特定、管理しています。

監査体制

監査役（会）、会計監査人、内部監査部門が、それぞれの監査計画や監査実施状況を

相互に共有するほか、適宜情報交換を行い自らの監査活動に役立てるなど、緊密に

連携を取っています。

監査役会では、会計監査人からビジネスリスクや重点監査ポイント、四半期レビュー

および本決算の監査結果について報告を受けるほか、会計監査人とKAM※に関する

協議を行っています。また、常勤監査役は、事業上の個別事象や各期決算上の留意事

項について、適宜、会計監査人と意見交換を行います。

内部監査部門は、四半期ごとに監査結果を常勤監査役に報告するほか、会計監査人

と連携して財務報告に関わる内部統制評価を実施し、期末日時点の評価結果を監査

役会に報告しています。また、内部監査部門の統括部長が監査役会に出席し、監査

役監査の状況を把握するほか、適宜、常勤監査役と意思疎通を図り、意見交換を行っ

ています。

内部統制

当社グループでは、持続的発展と企業価値向上を図るためにコンプライアンス経営

を徹底しています。業務の適正を確保しながら効率性・有効性を高め、経営課題の

達成、適切な情報開示の実践を行っていくため、すべてのグループ構成員が内部統

制システムの整備・運用に取り組むこととしています。また、監査役は内部統制シス

テムの整備・運用状況を監視し、検証しています。

リスク管理の基本方針

当社は、経営目的の達成を阻害する損失の危険を統括的に管理するため、全社の重大リスクを把

握し、対策の実施などを優先度に応じて計画的かつ継続的に行う。

重要性の高いリスク
● 投資リスク

● 財務資本リスク

● 人事労務リスク

● 気候変動リスク

その他のリスク
● 法務コンプライアンスリスク

● IT戦略リスク・デジタル戦略リスク

● 情報セキュリティリスク

● 危機管理対応

※ Key Audit Matters（監査上の主要な検討事項）
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リスクマネジメント委員会

役  割

①  グループのリスクマネジメント体制およびグ
ループのリスクマネジメント活動方針の決定

②  重要インシデント※1の内容および再発防止策
と、グループ横断的に管理すべきリスクに関す
る情報共有

③  各社・各ユニットなど※2の重要リスク改善活
動の態勢に関するモニタリング

④  グループのリスクマネジメント体制の有効性
の評価・改善（適宜）

⑤  グループ全体のリスク意識の醸成・啓発活動
に資する支援の実施（適宜）

管理するリスク

コンプライアンス、業務管理（人事・労務管理、品
質安全、情報管理、お客さま対応、取引先管理など）、
クライシスマネジメントに関するリスク

グループ経営会議

役  割
経営に関する全般的重要事項の協

議、事業会社の重要な投資案件お

よび事業戦略などのグループ観点

からの審議、協議、報告ならびに

業務執行の全般的統制
※  経営上、特に重要なインシデント対応を

含む

管理するリスク

事業戦略、投資、財務資本、マー

ケティング、グループ経営資源（人

財・顧客・情報など）活用に関す

るリスク

投資・財務資本に
関係するリスクの

審議を指示

管理対象とした
重要リスクに対する
改善活動の概要・
頻度などを報告

グループ横断的にリスク情報の報告 経営・事業戦略上の重要案件の報告
（インシデントを含む）

役  割     
● 経営・事業活動の実施 ● 重要リスク改善活動の実施（PDCA）● インシデントの対応・再発防止の策定

各社・各ユニットなど

リスク管理体制

リスク管理はグループ経営会議、取締役会を通じて運

用するとともに、グループ各社が担うリスクマネジメン

トをリスクマネジメント委員会で統括的に管理します。

社内で個別リスクを主管する部署が、グループにおけ

るリスク管理体制および運用状況を把握。評価・分析

しています。

また、内部監査を通じて管理体制および管理業務の

十分性を確認するとともに、重大リスクに関する監査

を優先度に応じて計画的に実施しています。緊急か

つ重大な損失の危険に対しては、「緊急時対応基本規

程」に基づいて情報伝達および意思決定を行い、被

害を最小限にとどめる対応を行います。

※1.  インシデント：発生した、または発生しかねない状況にある事件・事故・災害のこと

※2.  東急不動産ホールディングス、東急不動産の各ユニット（都市、住宅、戦略、ウェルネス）、東急コミュニティー、東急リバブル、東急ハンズ、東急住宅リース、学生情報センター、石勝エクステリアが含まれます
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情報セキュリティの強化

当社グループでは、「情報管理基本方針」と「情報管理基本規程」を定め、情報管理

に関する責任の明確化や、管理の基本的要件、原則などを規定しています。また、グ

ループ情報セキュリティ委員会において、各社から活動報告を受けるなどのPDCAサ

イクルを構築、運用しています。

コンプライアンス

当社グループでは、コンプライアンス経営によるリスク管理の実践がグループの経営

基盤であるとの認識のもと、役員・従業員一人ひとりが、法令などの遵守はもとより、

行動規範である「東急不動産ホールディングスグループ行動基準」に従って判断、行

動するよう啓発しています。

また、より具体的なマニュアルとして「東急不動産ホールディングスグループコンプラ

イアンスマニュアル」を整備し、定期的な研修を通じて周知・徹底を図っています。

コンプライアンス違反に関する相談・通報として、当社およびグループ各社にコンプ

ライアンス・ヘルプライン窓口を設置しており、従業員（契約社員、派遣社員、アル

バイトなども含む）が共通で利用できる体制としています。また、匿名の通報が可能

な内部通報窓口、顧問ではない弁護士が受け付ける外部通報窓口を整備し、違反行

為の早期発見と是正を図っています。
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第8回定時株主総会が開催されて間もない7月12日、社外取締役の貝阿彌誠と代表取締役社長である西川弘典の対談を行いました。

長期ビジョンの意義と実践、社外取締役の専門性の多様さ、そして社会課題の解決をめざして攻めのガバナンスを展開する重要性について、意見を交わしました。

スローガンに込めた環境経営への決意

西川　先日の株主総会では、ありがとうございました。

貝阿彌　今回の総会ではオンライン配信や株主からの

事前質問受け付けなど、新しい取り組みが行われてい

ましたね。事前質問の反応はどうでしたか？

西川　意見や質問は約400件に上りました。特に取締

多彩な社外取締役とともに
攻めのガバナンスで
社会課題の解決をめざす

役会の体制、株主還元、そして、アフターコロナにおけ

る今後の経営についてご意見を多くいただきました。

貝阿彌　直接声を聞く良い機会になりましたね。

西川　とりわけ個人株主の皆さまがどのように考え

ているかを理解でき、私たちの事業の方向性を決め

ていくうえでの示唆をいただいたと感じています。

貝阿彌　今後の総会でも、ぜひ継続していきましょう。

西川 弘典
東急不動産ホールディングス株式会社

代表取締役社長

貝阿彌 誠
社外取締役（独立役員）
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東急不動産ホールディングス株式会社 代表取締役社長

西川 弘典

西川　私もそう思います。ところで当社グループは5月

に長期ビジョンを発表しました。内容検討のプロセス

では社外取締役からも数多く意見をいただきました。

草案は社内の議論を重ねて内容を充実させていきまし

たが、それだけではどうしても視野が狭くなります。だ

からこそ、社外取締役のフラットな目線の意見を踏ま

えて案をブラッシュアップできたことが貴重でした。

貝阿彌　特に印象的だったのは、スローガンにつな

がった議論です。10年後にありたい姿の議論は煮詰

まってきたけれど、「感覚的に分かりにくい」「グルー

プがどう変わりたいかを、すべてのステークホルダー

に理解してもらうための端的なメッセージが必要では

ないか」という声が社外取締役から相次ぎました。

西川　そこから生まれたのが「WE ARE GREEN」です。

貝阿彌　新鮮なスローガンでした。グループを挙げて

環境への取り組みを進める意思を真っ先に感じました

が、他にも色々な意味を込めているそうですね。

西川 当社のコーポレートカラーは緑色なので、

「GREEN」は私たち自身です。同時に、長期ビジョン

でDXとともに全社方針として掲げる環境経営を実践

し、環境先進企業をめざす決意を表しています。さらに、

「WE ARE」では最後までやり遂げる意思を、グラデー

ションでは人財や事業の多様性を表現しました。

貝阿彌　これからグループの全従業員に「WE ARE 

GREEN」を浸透させていくことが重要ですね。経営で

は、どのように長期ビジョンを実現していきますか？

西川　現在、2022年5月の発表に向け、2025年までの

中期経営計画の草案を議論しています。数値目標も含

めた具体的な計画を立て、部門ごとに長期ビジョンとそ

の実現に向けた戦略を有機的にリンクさせていきます。

貝阿彌　計画の策定においては役員だけでなく、より

多くの従業員が関わることが望ましいですね。ぜひ、

未来を担う若い人たちの意見も取り入れてください。

西川　各部門で幅広い従業員の意見を出し合って 

5年後の姿を描いていけるよう進めていきます。

貝阿彌　「WE ARE GREEN」の実践に期待しています。

素朴な質問が本質に気づかせてくれる

西川　今回の総会で、新任の社外取締役が3名選任さ

れました。取締役会のスキルマトリクスを強く意識して

候補者を探し、指名・報酬委員会に諮問しました。

貝阿彌　DX推進では、NTTなど民間企業での経営経

験が豊富な三浦惺さんの存在が大きいと感じています。

また、金融庁設立を経験し、国税庁長官を務めた星野

次彦さん、厚生労働省で働き方改革や女性活躍を推進

した定塚由美子さんを迎え、専門性が広がりました。

西川　総務省で通信行政に携わり、総務事務次官まで

務められた小笠原倫明さんや、CFOとしての実務経験

が豊富な新井佐恵子さんにも、それぞれの領域での

高い見識に引き続き期待しています。
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社外取締役（独立役員）

貝阿彌 誠

貝阿彌　実に多彩で幅広い視点を持ったメンバーがバ

ランスよくそろい、取締役会での議論が楽しみです。

西川　社外取締役との議論は有意義です。私は経営者

として多角的な視点で判断しているつもりですが、社外

取締役との議論で気づかされることが多々あります。

修正が利く段階で、自分の考えを見直す良い機会です。

貝阿彌　私は、「この意見は一般人すぎる視点かもし

れない」と感じながらも、思い切って発言しています。

西川　貝阿彌取締役から「こんな素朴なことを聞いて

申し訳ないけれど、なぜこれをやるの？」と質問される

とき、本当にどきっとします。なかには、つい過去の慣

習に従って進めてしまっている議題もあり、そういうと

きに「なぜ？」と事の本質を問われるのです。社外取締

役からステークホルダーの目線で意見をいただくこと

は、私たちにはとてもよい刺激になります。

仁義道徳の精神に立ち、攻めの経営を

貝阿彌　西川社長は「仁義道徳」を大切にしている

と昨年の統合報告書のトップメッセージで知りました。 

仁義道徳は渋沢栄一の言葉だそうですね。

西川　はい。私たちの原点を作った人物ですので、そ

の哲学に触れる機会は多くあります。「富をなす根源は

何かといえば、仁義道徳」という言葉を残しました。

貝阿彌　なぜ仁義道徳の大切さに気づいたのですか？

西川　新入社員時代に土地の買収をするとき、「お願

いです、売ってください」だけでは売ってもらえなかっ

た。「地域全体にとって、こういう良いことをするので、

ぜひ協力してください」と、腹の底から本音で言えるよ

うになったら、皆さんに協力してもらえるようになりま

した。「三方よし」を実感しているからこそ、社会性の

ない事業は絶対上手くいかないと思っているのです。

貝阿彌　当社グループの良いところは、事業活動を通

じて社会課題の解決を追求していることです。企業だ

から利益を上げないといけない。しかし、利益だけを

追求している会社はいずれ衰退します。仁義道徳の精

神で社会に貢献しながら利益を上げるのが理想的です。

西川　今回の長期ビジョンで、環境経営を打ち出してい

ます。私たちのノウハウを活かした事業を通じて、喫緊

の社会課題である環境に貢献できると考えたからです

が、加えて、全社的に環境意識が高まれば、自ずとその

周辺にある社会的な道徳観も従業員一人ひとりに広がっ

ていくのでは、という副次的な効果にも期待しています。

貝阿彌　社会課題の解決、社会と向き合う使命感を大

切に、攻めのガバナンスで事業を進めてほしい。暴走

になっていないかは、社外取締役が監督していきます。

西川　ぜひ、攻めていきたい。暴走した場合だけでな

く、攻めが足りないと思ったときも指摘してください。

社外取締役からの指摘があれば、私たちも軌道修正し

やすい。これからも、よろしくお願いいたします。

貝阿彌　未来志向で、新しい価値創造を続けましょう。
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取締役

取締役

岡田 正志
東急不動産（株） 代表取締役社長

取締役

太田 陽一
東急リバブル（株） 代表取締役社長

取締役

野本 弘文
東急（株） 代表取締役会長

（株）東急レクリエーション 取締役

東映（株） 社外取締役

（株）三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役

取締役

木村 昌平

代表取締役社長

西川 弘典
東急不動産（株） 取締役会長

取締役副会長

大隈 郁仁
代表取締役

植村 仁
取締役

雜賀 克
（株）東急コミュニティー 代表取締役社長

取締役会長

金指 潔
東急（株） 取締役

（株）東急レクリエーション 取締役

（公財）東急財団 理事長

（一社）生涯健康社会推進機構 代表理事

マネジメント体制
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選任の理由、期待する役割

公認会計士としての財務・会計

に関する豊富な知見に加え、企

業においてCFOや海外現地法

人の代表を務めるなどの経営

経験を活かし、当社の経営に対

する監督に当たっていただくと

ともに、知見に基づく業務執行

への助言や、ステークホルダー

の視点に立った意見などを期待

し、社外取締役として選任をお

願いしました。

選任の理由、期待する役割

財務省および国税庁における

業務や、在職中に取り組まれた

金融庁の設立などを通じて培っ

た、会計・財務、法務・リスク

マネジメントに関する知見を活

かし、当社の経営に対する監督

に当たっていただくとともに、

知見に基づく業務執行への助言

や、ステークホルダーの視点に

立った意見などを期待し、社外

取締役として選任をお願いしま

した。

選任の理由、期待する役割

総務省における業務や、在職中

に取り組まれた情報通信行政を

通じて培った、法務・コンプライ

アンス・リスクマネジメントおよ

びIT・DXに関する知見を活か

し、当社の経営に対する監督に

当たっていただくとともに、知見

に基づく業務執行への助言や、

ステークホルダーの視点に立っ

た意見などを期待し、社外取締

役として選任をお願いしました。

選任の理由、期待する役割

厚生労働省における業務や在職

中に取り組まれた働き方改革、

女性活躍推進などを通じて培っ

た、法務・コンプライアンス・リ

スクマネジメント、人事・労務

およびESG・サステナビリティ

に関する知見を活かし、当社の

経営に対する監督に当たってい

ただくとともに、知見に基づく

業務執行への助言や、ステーク

ホルダーの視点に立った意見な

どを期待し、社外取締役として

選任をお願いしました。

選任の理由、期待する役割

裁判官および弁護士として培っ

た 企 業 法 務 ・コンプライアン

ス・リスクマネジメントに関する

知見を活かし、当社の経営に対

する監督に当たっていただくと

ともに、知見に基づく業務執行

への助言や、ステークホルダー

の視点に立った意見などを期待

し、社外取締役として選任をお

願いしました。

選任の理由、期待する役割

公益性の高い通信事業を担う

NTTグループにおいて要職を歴

任され、長期的かつ持続的な視

点に立った持株会社の経営、ま

た海外事業、人事・労務、IT・

DXなどに豊富な経験と幅広い見

識を有しています。その知見を活

かし、当社の経営に対する監督

に当たっていただくとともに、知

見に基づく業務執行への助言や、

ステークホルダーの視点に立っ

た意見などを期待し、社外取締

役として選任をお願いしました。

社外取締役（独立役員）

新井 佐恵子
（有）アキュレイ 代表 

大日本住友製薬（株） 社外取締役

社外取締役（独立役員）

星野 次彦

社外取締役（独立役員）

小笠原 倫明
（一財）マルチメディア振興センター  

理事長

（株）大和証券グループ本社 社外取締役

（株）コーエーテクモホールディングス  

社外取締役

社外取締役（独立役員）

定塚 由美子
清水建設（株） 社外取締役

社外取締役（独立役員）

貝阿彌 誠
セーレン（株） 社外監査役

日本郵政（株） 社外取締役

社外取締役（独立役員）

三浦 惺
日本生命保険（相） 社外取締役

（株）ひろぎんホールディングス  

社外取締役（監査等委員）

取締役
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取締役 専門性と経験 委員会メンバー

氏名 社内外 性別 企業経営
ESG・ 

サステナビリティ
会計・財務

法務・
コンプライアンス・
リスクマネジメント

海外事業 人事・労務 IT・DX
指名・

報酬委員会
リスクマネジメント

委員会
サステナビリティ

委員会

金指 　潔 社内 男性 ● ● ●

大隈 郁仁 社内 男性 ● ● ●

西川 弘典 社内 男性 ● ● ● ● ● ● ◎委員長 ◎委員長

植村 　仁 社内 男性 ● ● ● ● ●

雜賀 克 社内 男性 ● ● ● ● ● ●

岡田 正志 社内 男性 ● ● ● ●

木村 昌平 社内 男性 ● ● ● ● ● ● ●

太田 陽一 社内 男性 ● ● ● ●

野本 弘文 社内 男性 ● ●

貝阿彌 誠 社外（独立） 男性 ● ◎委員長

新井 佐恵子 社外（独立） 女性 ● ● ●

小笠原 倫明 社外（独立） 男性 ● ●

三浦 　惺 社外（独立） 男性 ● ● ● ● ● ●

星野 次彦 社外（独立） 男性 ● ● ●

定塚 由美子 社外（独立） 女性 ● ● ●

取締役のスキルマトリクス
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常勤監査役

持田 一夫
東急不動産（株） 常勤監査役

東急リバブル（株） 監査役

東急住宅リース（株） 監査役

（株）学生情報センター 監査役

常勤監査役

橋詰 雅彦
東急不動産（株） 常勤監査役

（株）東急コミュニティー 監査役

（株）東急ハンズ 監査役

社外監査役（独立役員）

武智 克典
武智総合法律事務所 代表

社外監査役（独立役員）

仲澤 孝宏
仲澤公認会計士事務所 所長

花王（株） 社外監査役

会社における地位 氏名 管掌・担当

社長執行役員 西川 弘典 グループ内部監査部担当

副社長執行役員 植村 　仁
グループ経営企画部、グループ企画戦略部、グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部、

グループソリューション推進部管掌、グループ海外事業、グループ海外企画部担当

執行役員 雜賀 克 東急コミュニティー担当（（株）東急コミュニティー 代表取締役社長）

執行役員 岡田 正志 東急不動産担当（東急不動産（株）代表取締役社長）

執行役員 木村 昌平 コーポレートコミュニケーション部、グループ財務部、グループIT戦略部、グループDX推進部管掌

執行役員 太田 陽一 東急リバブル 担当（東急リバブル（株）代表取締役社長）

執行役員 三木 克志 東急住宅リース担当（東急住宅リース（株）代表取締役社長）

執行役員 吉浦 勝博 学生情報センター担当（（株）学生情報センター 代表取締役社長）

執行役員 木村 成一 東急ハンズ担当（（株）東急ハンズ 代表取締役社長）

執行役員 星野 浩明
一般管理、グループ経営企画部、グループIT戦略部、グループDX推進部、 

グループソリューション推進部担当

執行役員 西村 和浩
コーポレートコミュニケーション部、グループ企画戦略部、グループ財務部担当、 

コーポレートコミュニケーション部統括部長

執行役員 小玉 　潤 グループ総務部、グループ法務部、グループ人事部担当

監査役 執行役員
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