
G  ガ バ ナ ン ス
コ ー ポ レ ー ト・ガ バ ナ ン ス

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と位置付け、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の信頼に
応えるとともに、公正で効率的な企業経営を行うため、当社グループ全体としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス体制（2021年7月30日現在） 社外社内
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・   独立社外取締役の間で、情報交換および認識共有を図り、その活動を通じて、 
当社グループの適切な経営体制を構築するため、独立社外取締役会議を設置し
ています。

・  独立社外取締役会議は全独立社外取締役で構成されており、経営陣との連絡・
調整や監査役または監査役会との連携等を行う筆頭独立社外取締役を選定し
ています。

独立社外取締役会議
・  社外取締役および監査役間での情報交換や専門分野の相互補完を通じて、情報

収集の強化および業務執行の監督の質的向上を図るため、社外取締役/監査役
連携会議を設置しています。

社外取締役/監査役連携会議

会計監査人
（監査法人）

取締役会
（社内取締役5名、社外取締役4名）

監査役会
（社内監査役1名、社外監査役3名）

  報酬委員会
・  取締役の報酬の客観性や透明性を確保するため、取締役会の下

に、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役とする任意
の報酬委員会を設置しています。

・  取締役の報酬は固定の基本報酬、賞与および業績連動型株式報
酬からなり、企業業績および中長期的な企業価値の向上に対する
動機付けや優秀な人材の確保、株主との価値共有に配慮した体
系としています。

・  報酬委員会は、取締役の報酬等に係る
基本方針、報酬等の総額、個人別の報
酬等の内容を決定するとともに、取締
役会が株主総会に提出する取締役の
報酬等に関する事項について、取締役
会からの諮問を受け、当該事項に対す
る意見を取締役会に答申します。 社外取締役 社内取締役

委員長

社外取締役が委員長
かつ過半数

報酬委員会

・  取締役および監査役の人事の客観性や透明性を確保するため、
取締役会の下に、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取
締役とする任意の指名委員会を設置しています。

・  取締役および監査役候補の指名においては、それぞれの職務を
適切に遂行することが可能な能力・見識を有し、人格に優れた人
物を選定します。

・  経営陣幹部の職務執行に重大な法令違反、重大な不祥事、適格
性の著しい欠如等があった場合は、解任について決議することと
しています。

・  指名委員会は、上記の選解任に関する事項について、取締役会から
の諮問を受け、当該事項に対する意見を取締役会に答申します。

・  取締役会は、指名委員会の答申を踏ま
え、監査役については監査役会の同意
を得たうえで、上記選解任に係る株主
総会の議案の内容を決定します。

・  当社は、経営陣幹部の選解任、取締役
および監査役候補の指名を行う際の
個々の選解任・指名理由を開示します。

  指名委員会

社外取締役 社内取締役

委員長

社外取締役が委員長
かつ過半数

指名委員会

・  監査役会は、社外監査役3名を含む監査役4名で構成しています。
・  監査役会は、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や

監査報酬に係る権限の行使等の役割・責務を果たすに当たって、
株主に対する受託者責任を認識し、独立した客観的な立場におい
て適切な判断を行っています。

・  監査役会は、取締役会における協議を通じて社外取締役との連
携を確保しているほか、「社外取締役/監査役連携会議」を開催し
ています。

・  監査役会は、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立
性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会
計監査人を適切に選定しています。

・  監査役会は、質の高い会計監査人の監査を確保するため、会計監
査人の監査計画における監査時間が適切なものとなるよう監査
しています。

  監査役会  取締役会
・  取締役会は、社外取締役4名を含む取締役9名で構成しています。
・  取締役会の主要な役割は、経営理念等を確立し、戦略的な方向付

けを行うことであり、取締役会は経営計画や経営戦略の策定や見
直しについて建設的な議論を行い、その方向性に基づき、重要な
業務執行の決定を行い、その監督を行っています。

・  取締役会は、法令に規定する事項および取締役会規則に規定す
る事項（中長期経営計画の策定、重要な財産の処分等）を決議し、 
その他の業務執行については業務執行取締役および執行役員に
委任しています。

’11～ 報酬委員会設置

’21～ 独立社外取締役会議設置

’20～ 社外取締役/監査役連携会議設置

’20～ サステナビリティ委員会設置

’15～ 指名委員会設置

’21～ 従業員向け
 株式給付信託導入

’19～業績連動型株式報酬（中長期インセンティブ）導入

’19～ 取締役の任期短縮（2年→1年）

’07～ 買収防衛策の導入

’18～ 指名・報酬委員会の委員長および委員の 
 過半数を社外取締役とする規則改正

’15～ コーポレートガバナンス・ガイドライン制定

’15～ 独立役員の独立性判断基準制定

’16～ 取締役会の実効性評価導入

廃止

関連するSDGs目標
サステナビリティ／ESG
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役員報酬

監査役の報酬は月額報酬のみであり、株主総会の決議により報酬限度額を決定し、社内・社外、常勤・非常勤ごとの基本報酬を監査役会で 
決定します。 

  監査役の報酬等

  取締役および執行役員の報酬等（以下「役員報酬」という。）

項目 固定報酬 賞与 業績連動型株式報酬

位置付け 基本報酬 短期インセンティブ 中長期インセンティブ

総報酬に対する割合（目安） 55％～65％ 20％～30％ 10％～20％

役員報酬の構成 
・  種類別の報酬割合については、同業他社等の報酬水準等を踏まえ、報酬委員会の答申に従って取締役会で決定することとし、目標業績達

成時において、概ね以下の割合を目安とする。

・  個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の
内容は、各取締役等の個人別の基本報酬の額および賞与の額とする。

・  取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が作成した原案を社外取締役を中心として構成
される報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければなら
ないこととする。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項

  取締役会、監査役会、委員会出席メンバー（2021年7月30日現在）

（注）社外取締役および社外監査役の独立性・中立性を確保するため、「独立役員の独立性判断基準」を定めています。

区分 氏名 独立
役員 選任理由

社外取締役

増井 喜一郎 ○

金融・証券界における豊富な経験と高い見識を有しており、経営への助言や業務執行に対する監督等において適切な 
役割を果たしていただいております。
また、指名委員会委員長として、当該委員会において当社の役員人事等に関し、客観的・中立的立場から意見を述べて 
いただいております。
今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、社外取締役として選任しております。

太田 順司 ○

経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営への助言や業務執行に対する監督等において適切な役割を
果たしていただいております。
また、指名委員会および報酬委員会の委員として、これらの委員会において当社の役員人事等および役員報酬等に 
関し、客観的・中立的立場から意見を述べていただいております。
今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、社外取締役として選任しております。

森口 宏 ○

金融・証券に関する幅広い知見、国際的な業務経験、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営への助言
や業務執行に対する監督等において適切な役割を果たしていただいております。
また、指名委員会委員および報酬委員会委員長として、これらの委員会において当社の役員人事等および役員報酬等に
関し、客観的・中立的立場から意見を述べていただいております。
今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、社外取締役として選任しております。

宇都宮 純子 ○
弁護士としての高い専門性を備え、企業法務の分野における豊富な経験と高い見識を有しており、経営への助言や業務
執行に対する監督等において適切な役割を果たしていただいております。
今後も当社の企業価値向上に資することができる人物であると判断したため、社外取締役として選任しております。

社外監査役

下村 昌作 ○
財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、監査を通じて得た専門的な知識、経験等を、独立した客観的な立場に
より当社の監査体制に活かすことができる人物であると判断したことから、社外監査役として選任しております。

（2021年6月就任）

椿 愼美 ○ 公認会計士としての専門的な知識、経験等を、独立した客観的な立場により当社の監査体制に活かすことができる人物
であると判断したことから、社外監査役として選任しております。

関根 淳 ○ 日本銀行において培われた深い知識と証券会社における会社経営の経験等を、独立した客観的な立場により当社の 
監査体制に活かすことができる人物であると判断したことから、社外監査役として選任しております。

  社外役員の選任理由

（注） 1. 水田廣樹氏、中尾友治氏、森口 宏氏および宇都宮純子氏は、2020年６月24日開催の第100回定時株主総会において選任されているため、就任以降の出席状況を記載
しています。

 2.下村昌作氏は2021年6月24日開催の第101回定時株主総会において選任されています。

区分 氏名 在任期間 取締役会 監査役会 指名委員会 報酬委員会
2020年度出席状況

取締役会 監査役会

取締役

土本 清幸 4年 ◎ ― 〇 〇 10回/10回
（100％） ―

岩崎 範郎 6年 ○ ― 10回/10回
（100％） ―

山田 和雄 10年 ○ ― 10回/10回
（100％） ―

水田 廣樹 1年 ○ ― ９回/９回
（100％） ―

中尾 友治 1年 ○ ― ９回/９回
（100％） ―

増井 喜一郎 社外・独立 4年 ○ ― ◎ 10回/10回
（100％） ―

太田 順司 社外・独立 3年 ○ ― 〇 10回/10回
（100％） ―

森口 宏 社外・独立 1年 ○ ― 〇 ◎ ９回/９回
（100％） ―

宇都宮 純子 社外・独立 1年 ○ ― 〇 ８回/９回
（88.9％） ―

監査役

加藤 尚人 6年 ○ ◎ ― ― 10回/10回
（100％）

11回/11回
（100％）

下村 昌作 社外・独立 ― ○ 〇 ― ― ― ―

椿 愼美 社外・独立 7年 ○ 〇 ― ― 10回/10回
（100％）

11回/11回
（100％）

関根 淳 社外・独立 3年 ○ 〇 ― ― 10回/10回
（100％）

11回/11回
（100％）

①中長期的な企業価値および企業業績の向上に対する動機付けを行う
②株主との価値共有を図る

・  役員報酬は、基本報酬としての固定報酬、短期インセンティブとしての賞与、中長期インセンティブとしての業績連動型株式報酬で構成す
る。ただし、社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。

基本方針
③優秀な人材の確保に資する水準・体系とする
④客観性・透明性が十分に担保された決定プロセスとする

◎は議長・委員長、〇は出席メンバーを示しています。

・  基本報酬は、役位ごとの役割の大きさおよび責任範囲に基づき役
員報酬の体系を基に業績等を考慮し、総合的に勘案して決定す
る。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑
み、基本報酬のみとする。

・ 基本報酬は、月例の固定報酬とする。

基本報酬

・  短期インセンティブは、事業年度ごとの業績向上に対する意識を
高めるため、賞与を毎年６月に現金報酬として支給する。

・  賞与は、役位に応じた基準額に親会社株主に帰属する当期純利
益の実績に応じた係数を乗じ、さらに役位別の月額固定報酬に
個人評価（ESG評価含む）に応じた係数を乗じた額を加算して算
出する。親会社株主に帰属する当期純利益に係る係数は0％から
150％の範囲で、個人評価（ESG評価含む）に係る係数は0％から
100％の範囲で、それぞれ変動させて決定する。

・  取締役の賞与の総額については、株主還元とのバランスを考慮
し、当該決算期に係る配当総額の５％を上限とする。

・  執行役員の賞与については、取締役の賞与に準じて決定する。

賞与

・  中長期インセンティブは、固定部分と業績連動部分から構成する
業績連動型株式報酬とする。

・  固定部分は役位に応じて決定され、業績連動部分は業績条件の
達成度や株価水準等に応じて決定される。

・  固定部分は株主との価値共有の強化を、業績連動部分は企業業
績および中長期的な企業価値の向上に対する動機付け、ならびに
企業業績と報酬の連動性強化を目的とする。

・  株式の給付は、株式給付信託を利用し、原則として対象となる取
締役および執行役員の退任時にこれを行うものとする。

業績連動型株式報酬

【業績連動型株式報酬算定の基準】
・  業績連動部分の評価指標は、中長期的な業績向上の観点から、本

業の稼ぐ力を端的に示す連結営業利益、および企業価値向上の結
果として株主が享受するリターンを示すTSR（Total  Shareholder 
Return）とする。

・  業績連動部分の株式報酬は、連結営業利益の業績目標に対する達
成度に応じて、またTSRの株価指数との相対評価に応じて、それぞれ
0％から150％の範囲で変動させて決定する。

・  詳細は、取締役会決議により定める株式給付規程に定めるものとする。

サステナビリティ／ESG
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株主・投資家への取り組み

ディスクロージャーポリシーに基づき、株主・投資家の皆様の投資
判断に資する公平かつ適時、適切な情報開示を目指しています。情
報開示に当たっては、関係法令等を遵守するとともに当社の事業活
動をご理解いただくために、経営戦略や財務情報等を積極的に開示
していきます。適時開示規則や関係法令等に該当しない情報につい
ても、投資判断に資すると判断される情報については、当社ホーム
ページ等を通じて速やかに開示しています。

  情報開示方針

当社ホームページでは、当社の様々な取り組みに関する情報を公
開しています。2020年度は日興アイ・アール株式会社の2020年度全
上場企業ホームページ充実度ランキングで「総合ランキング 優秀サ
イト」、Gómez IRサイトランキン
グで「IRサイト総合ランキング 銀
賞」を受賞しました。

  IR活動の外部評価

取締役・監査役トレーニング
当社は、社外取締役および社外監査役の就任時に、当社の業務に関する理解の向上を目的として、経営戦略や事業の内容・状況について説
明を行うほか、就任後も要望に応じて実施しています。　
当社は、取締役および監査役に対し、それぞれが求められる役割と責務に関する理解の向上を目的として、経営者や監査役としての素養や必
要な知識を習得するための外部研修を適宜受講できるよう、費用面も含めて支援する体制としています。

政策保有株式
当社は、中長期的な事業展開上有益であると考えられる、取引関係の強化、財務活動の円滑化、事業提携の強化等を目的として、株式の政策
保有を行っています。
当社は、毎年、取締役会において、中長期的な事業展開上有益であると考えられる、取引関係の強化、財務活動の円滑化、事業提携の強化等
の保有目的に沿っているか、および個別の政策保有株式について、保有に伴う便益や資本コスト等を総合的に勘案し、保有の適否を検証しま
す。かかる検証の結果、保有の妥当性が認められないと判断された場合には、株価や市場動向等を考慮して売却することにより縮減していき
ます。　
当社は、政策保有株式の議決権行使について、反社会的行為を行っていないか、重大な不祥事を起こしていないか、コーポレート・ガバナンス
上の重大な懸念事項が生じていないかどうかを確認し、発行会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上ひいては株主価値の増大の
観点から、議案ごとに判断を行います。
また、特に企業価値や株主価値に影響を与える可能性のある議案については、その理由、目的等を十分に調査して賛否を判断しています。

※株主総会終了後に期末配当通知と一緒にお送りしています。

株主優待制度について

毎年3月末現在、当社株式を100株（1単元）以上保有さ
れている株主様に1,000円分のオリジナルQUOカードを
贈呈いたします。また、長期保有に該当する株主様には
3,000円分のオリジナルQUOカードを贈呈いたします。

QUOカードでは当社が現
在推進しております日本
橋兜町・茅場町再活性化
プロジェクトをより知って
いただくために、日本橋兜
町・茅場町の文化・史跡・
名所をオリジナルデザイ
ンでご紹介しています。

割当基準日 3月末日 贈呈時期 6月下旬※

第9回 日本橋兜町と渋沢栄一

今回

取締役会の実効性評価
当社は、毎年、取締役会の自己評価を実施し、その評価結果をもとに、改善のための議論を取締役会で行い、取締役会の実効性強化を図ります。

当社は、取締役および監査役を対象に2020年度における取締役会の実効性に関する自己評価を行い、取締役会事務局が評価結果を集
計したうえで、取締役会において取締役会全体の実効性の分析・評価を実施しました。
その結果、2020年度における取締役会は、引き続きフリーディスカッション等を効果的に活用し、幅広い議論を行う等、審議のより一層の
向上が図られていることや、コロナ対策の観点からも、取締役会のリモート開催を行う等、安定的な運営がなされていることから、全体と
して、十分な実効性が確保されているものと判断しました。
本評価を踏まえ、今後も継続して取締役会の実効性向上を図っていきます。

≪2020年度における取締役会の実効性に関する評価結果の概要≫

再開発事業やビルディング事業をはじめとする長期的な事業を安
定的に展開し、株主価値を向上させるために必要な内部留保の確
保を前提とした上で、株主還元を実施しています。資本コストおよび
資本効率を意識しつつ、事業投資リターン水準を踏まえ、2020年度
から2023年度においては連結総還元性向70%程度を目標に利益
還元することを基本方針としています。

  株主還元の基本方針

2020年度は株主還元の強化および資本効率向上のため、62.5万
株、19.9億円の自己株式取得を実施しました。
2021年4月30日の取締役会において上限60万株、上限20億円の自
己株式取得の実施を決議しています。
1株当たり年間配当金は、2020年度は77円（連結配当性向40.6％）、
2021年度予想は82円（連結配当性向予想41.4％）となります。

  株主還元の強化

2017 2018 2019 2020 2021（予想） （年度）
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90

1 株当たり年間配当金（円） 連結配当性向（％）

0
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25
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（%）（円）

連結総還元性向（％）

0

3737

4848

60

5656

7777

41.4 41.4 40.6 40.6 

30.3 30.3 30.2 30.2 
27.9 

82

72.1

57.8
68.568.5 68.868.8

※2017年度は創立70周年記念配当4円を含む。

  1株当たり年間配当金・連結配当性向・連結総還元性向の推移  自己株式の取得実績（2020年度）

取得対象株式の種類 普通株式 普通株式
取得総数 34.9万株 27.6万株

株式の取得価格の総額 9.9億円 9.9億円

取得期間 2020年5月1日～
2020年9月4日

2021年2月1日～
2021年3月2日

  自己株式の取得に係る決議内容（2021年4月30日付）

取得対象株式の種類 普通株式
取得総数 60万株（上限）

株式の取得価格の総額 20億円（上限）
取得期間 2021年5月20日～2021年12月31日

  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数（2020年度）

（注） 1.上記には、2020年６月24日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名（うち社外取締役２名）を含んでいます。
 2. 取締役の報酬等の額は、2008年6月24日開催の第88回定時株主総会決議により社外取締役を除く取締役については年額2億50百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）、2018年

6月26日開催の第98回定時株主総会決議により社外取締役については年額40百万円以内となっています。
 3. 上記（注）2.記載の取締役の報酬等の額とは別枠で、2019年6月26日開催の第99回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役および国内非居住者を除きます。以下本項において同じ。）および執

行役員（国内非居住者を除きます。以下本項において同じ。）に対する業績連動型株式報酬制度を導入しています。取締役および執行役員への当社株式等の給付を行うための当社株式の取得資金とし
て信託へ拠出する資金の上限を、3事業年度を対象に1億50百万円と決議いただいています。

 4.監査役の報酬等の額は、2018年6月26日開催の第98回定時株主総会決議により年額70百万円以内となっています。

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）基本報酬 業績連動報酬等 業績連動型株式報酬

取締役
（うち社外取締役）

261　
（28）

173
（28） 68　 19　 12　

（6）

監査役
（うち社外監査役）

56　
（35）

56　
（35） - - ４　

（3）

合計
（うち社外役員）

317　
（64）

229　
（64） - - 16　

（9）

主にアナリスト・機関投資家の皆様を対象とした決算説明会を年2回
（第2四半期、期末）実施しています。また、個人投資家向けのIRフェ
アやセミナー等に参加し、より多くの方々に当社を知っていただく機
会を設けています。

  機関投資家、個人投資家向け説明会の実施

サステナビリティ／ESG
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コ ン プ ラ イ ア ン ス・リ ス ク マ ネ ジ メ ント

コンプライアンス基本方針
平和不動産グループが社会から信頼され、持続的発展を遂げるため、「企業行動憲章」および「平和不動産グループ行動規範」に基づき､常にコンプラ
イアンスを意識し、業務を遂行していきます。また、不正行為の根絶を図り、コンプライアンスの更なる強化を図るべく、2019年12月に「不正の根絶及び
コンプライアンス強化宣言」を制定し、取り組みを進めています。

当社の役職員は、ステークホルダーからの信頼が成長の基礎であり、原動力であることを改めて
自覚し、その信頼を回復するために意識改革を徹底します。

1. 信頼なくして成長なし

当社の役職員は、個人の利害と会社の利害を厳格に峻別した上で、高い倫理観と良識をもって職
務に臨み、不正行為をしない・させないことを誓い、これを根絶します。

2. 不正行為の根絶

当社の役職員は、「企業行動憲章」や「平和不動産グループ行動規範」等の遵守を徹底し、コンプ
ライアンスを最優先課題として認識します。

3. コンプライアンスの更なる強化

≪不正の根絶及びコンプライアンス強化宣言≫ 2019年12月制定

コンプライアンスおよび事業リスクの共有、協議を行う「リスク管理委員
会」を設置し、グループのコンプライアンスおよび事業リスクの統括を
行っています。
コンプライアンスの重大な違反およびリスクが顕在化した重大な事項に
関しては、当社の取締役会に報告され、対応を行っています。また、事務
局である企画総務部は、グループ各社との連携を担い、グループ全体で
のコンプライアンス・リスク管理機能の向上を推進しています。

  コンプライアンス体制

「企業行動憲章」および「平和不動産グループ行動規範」を制定し、その社
会的責任の重さを自覚し、あらゆる法令やルールを厳格に遵守すること
はもとより、高い倫理観をもって社会から信頼され続ける企業を目指すと
ともに、社会規範に反することなく誠実かつ公正に行動するにあたって
遵守すべき事項をまとめています。
グループ行動規範の中では、政治や行政との関係について社会から癒
着が疑われる行動を厳に慎み、社会通念を逸脱した接待や贈答等を
禁止する等、賄賂だけに留まらず腐敗行動全般に対する防止策を具体
的に定めています。この内容はイントラネット上に公開されており、従業
員はいつでも見ることができます。

  腐敗防止・贈収賄防止

内部通報規程に基づき、組織的または個人的な法令違反行為、不正行
為等に会社として速やかに認識し、必要な措置を講ずるとともに、当社
グループ会社の倫理および法令の遵守を推進するため、「コンプライア
ンス・ホットライン」を設置しています。
通報案件ごとに内部窓口と外部窓口が選択可能であり、当該利用者は、
コンプライアンス・ホットラインの利用を理由としたいかなる不利益も受
けないものとするなど、利用者の保護を図っています。
また、法人などのお取引先様との公正な取引を進めるため、「外部通報
窓口」を設置し、当社グループの役職員によるコンプライアンス違反やそ
のおそれのある行為について通報できる環境を整備しています。

  コンプライアンス・ホットライン

  コンプライアンス研修
役職員のコンプライアンス意識の向上を目的としたコンプライアンス研
修を定期的に実施しています。また、コンプライアンス・情報セキュリティ
等の全社一斉点検の実施、関連諸規程の内容を適宜周知することによ
り、コンプライアンス意識の浸透を図っています。

  反社会的勢力への対応
「企業行動憲章」、「平和不動産グループ行動規範」、「内部統制システム

構築の基本方針」、「反社会的勢力排除規程」等の社内規程を定め、反
社会的勢力には毅然とした態度で対応する方針を明確にするとともに、
これを全役職員に周知徹底しています。

リスク管理基本方針
当社グループでは、潜在するリスクを認識し、これを管理することでその顕在化を防ぐとともに、顕在化した場合には適切な対応をとることにより、円
滑な業務遂行と経営資源毀損の極小化を図るため、リスク管理規程および体制を整備し、リスク管理の徹底を図っています。

  リスク管理体制
当社グループにおけるリスク全般を把握するとともに、リスク顕在化時
の対応を適切に行うため、代表取締役社長を委員長とし、委員を執行役
員および各部署の所属長により構成するリスク管理委員会を四半期ご
とに開催し、「リスク管理規程」に基づき当社グループ内の顕在化したリ
スクの把握、それに対する再発防止策等の審議を行っています。

  投資リスク等検討ワーキングの開催
物件の取得・売却に関して、取締役会における審議に先立ち「投資リス
ク等検討ワーキング」を開催し、取得・売却のリスク分析等を行い、その
結果を執行役員会に報告しています。

  事業継続計画（BCP）
「事業継続計画（BCP）」およびこれに基づく対応マニュアルを作成し、定

  情報セキュリティ
情報の適切なリスク管理を会社の重要な情報戦略の一つとして位置付
け、情報セキュリティ管理体制を確立し、保有するすべての情報資産の
保護および適切な管理に努めています。社内規程を整備し、情報セキュ
リティの確保に必要な教育等を継続的に実施し、全役職員に対して情
報リテラシーの向上を図っています。
また、不正アクセス、破壊、情報漏えい、改ざん、紛失、盗難などの脅威か
ら情報資産を確保し、安全性を確保するために、適切な対策の実施に努
めており、万が一情報資産にセキュリティ上の問題が発生した場合は、
その被害を最小限に止めるとともに、その原因を迅速に究明し、再発防
止に努めます。

期的に点検することにより、緊急時における企業危機のリスク軽減に努
めています。

ダイバーシティの推進や街づくりへの貢献による、
平和不動産グループのさらなる価値創造を支えていきます。

社外取締役メッセージ

社外取締役が責務を果たすための環境づくりが 
丁寧に実行される

平和不動産の取締役会は、コーポレート・ガバナンスを強く意識

して運営されている印象です。取締役会資料の事前配布はもち

ろん、執行役員会の資料についても共有いただいているほか、特

に重要な事項については事前説明や審議が実施されることもあ

り、社外取締役の積極的な発言を促す環境づくりが丁寧に行わ

れていると感じます。私は弁護士として、法務的な視点を中心と

して経営を監督することが期待されているものと思っています

が、議案の内容によっては十分に読み込まないとコメントできな

い場合もありますので、こうした運営側の取り組みによって、安心

して自分の責務を果たせることは大変有難いと思っています。

取締役会は、社内の執行陣が十分に検討を重ねてきた議案に対

して、社外取締役が各々の知見に基づく意見を忌憚なくぶつけ、

活発に議論がされる場になっていると思います。また、社外取締

役からの意見や質問、情報提供についての要望についても真摯

に検討や対応をいただいていると感じており、その場で回答や対

応がいただけない場合は、後日情報を整理の上ご報告いただい

たり、社外役員からの意見を踏まえた上で改めて議論された結

果をお示しいただくなど、しっかり対応いただいています。

社会的な影響力を持つ企業として 
ダイバーシティ推進を図る

取締役会に出席するにあたり、意識していることはいくつか

ありますが、長年企業法務に携わってきた弁護士として、特に

「経営に法務的な取りこぼしがないかをチェックする」ことを

意識して臨んでいます。同時に、コーポレート・ガバナンスの強

化を担う者として、株主・投資家目線を常に意識し、株主・投

資家から見ても合理性のある判断であるという十分な説明が

できているかという観点から質問や発言するよう心がけてい

ます。さらに、これまでいくつかの成長企業で社外取締役や社

外監査役を務めてきた中での経験や、弁護士として依頼者の

経営陣の皆様と経営課題等について議論する中で、企業の抱

える様々な課題や問題意識をより自身の体験に近い形で感じ

ることが増えていますので、言うまでもなく守秘義務に反しな

い範囲にはなりますが、そのような知見も積極的に活かして、

平和不動産の企業価値向上に貢献できればと思っています。

そして、これからの平和不動産に求めていきたいのが、ダイ

バーシティのさらなる推進です。急激にダイバーシティについ

ての意識が高まっている中で、平和不動産でも女性幹部の登

用は課題の一つだと思いますが、それにとどまらず、様々な人

がその人らしく活躍できる企業となっていくことを期待してい

ます。このような取り組みを強化することで、結果的に様々な

考えを持った人が定着し、強い組織ができあがっていくと思い

ますので、私自身も積極的にサポートをしていくつもりです。

また、平和不動産の「街づくりへの貢献」についても期待して

います。平和不動産が推進している「日本橋兜町・茅場町再活

性化プロジェクト」では、創業から70年以上、証券・金融の街

といわれる日本橋兜町・茅場町に軸足を置き、街の移ろいを

見てきたからこそ、エリアの特性を活かした街づくりが可能で

あり、歴史的建造物のリノベートなどは、まさに世界全体の課

題であるサステナブルな社会の実現にもつながる取り組みで

す。建物は様々な人や企業が利用するものですので、その開発

を通じて社会に対して大きな影響を与えうると思っており、私

も平和不動産の一員として、このような社会に役立つ街づくり

ができると思うと非常にワクワクします。

社外取締役に就任して2年目を迎えますが、社内取締役や従

業員の皆さんとのコミュニケーションをより深めて「街づくり

への貢献」をはじめとする平和不動産グループの価値創造を

支えていきます。

社外取締役　　宇都宮 純子

サステナビリティ／ESG
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