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【別紙１－２】（下線部は、虚偽の記載に関する部分） 

（１） 第 116期（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日）に係る有価証券報告書 

有価証券報告書に記載すべき内容 有価証券報告書に記載された内容 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞           （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

取締役 

（社外取締役を除

く） 

3,230 2,772 176 282 

退任取締役 58 ― ― 58 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額１億円以上で

ある者＞                       （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

カルロス ゴーン 2,213 2,213 ― ― 

西川 廣人 158 140 15 3 

志賀 俊之 123 70 ― 53 

グレッグ ケリー 231 231 ― ― 

山下 光彦 154 49 ― 105 

今津 英敏 151 30 ― 121 
 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞     （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

取締役 

（社外取締役を除く） 
1,635 1,459 176 

 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額

１億円以上である者＞                       （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

カルロス ゴーン 1,035 1,035 ― 

西川 廣人 155 140 15 
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（２） 第 117期（平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日）に係る有価証券報告書 

有価証券報告書に記載すべき内容 有価証券報告書に記載された内容 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞           （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

取締役 

（社外取締役を除

く） 

3,117 2,963 108 46 

退任取締役 286 ― ― 286 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額１億円以上で

ある者＞                       （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

カルロス ゴーン 2,282 2,282 ― ― 

西川 廣人 215 177 23 15 

グレッグ ケリー 142 142 ― ― 

山下 光彦 169 181 ― ▲12 

コリン ドッジ 257 ― ― 257 
 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞     （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

取締役 

（社外取締役を除く） 
1,643 1,535 108 

 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額

１億円以上である者＞                       （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

カルロス ゴーン 1,071 1,071 ― 

西川 廣人 200 177 23 
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（３） 第 118期（平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日）に係る有価証券報告書 

有価証券報告書に記載すべき内容 有価証券報告書に記載された内容 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞           （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

取締役 

（社外取締役を除

く） 

3,282 3,171 112 ― 

 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額１億円以上で

ある者＞                       （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

カルロス ゴーン 2,402 2,402 ― ― 

グレッグ ケリー 131 131 ― ― 

西川 廣人 396 368 28 ― 

中村 公泰 110 89 21 ― 

坂本 秀行 102 81 21 ― 
 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞     （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

取締役 

（社外取締役を除く） 
1,948 1,836 112 

 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額

１億円以上である者＞                      （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

カルロス ゴーン 1,098 1,098 ― 

西川 廣人 396 368 28 

中村 公泰 110 89 21 

坂本 秀行 102 81 21 
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（４） 第 119期（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日）に係る有価証券報告書 

有価証券報告書に記載すべき内容 有価証券報告書に記載された内容 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞           （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

取締役 

（社外取締役を除

く） 

3,741 3,310 ― 431 

 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額１億円以上で

ある者＞                       （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 

株価連動型 

インセンティブ受

領権（行使可能数確

定時の公正価値） 

株価連動型 

インセンティブ受領権

（行使分について、過

去の開示額との差額） 

カルロス ゴーン 2,869 2,491 ― 378 

西川 廣人 499 499 ― ― 
 

＜役員区分ごとの報酬等の総額等＞     （単位：百万円） 

区分 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

取締役 

（社外取締役を除く） 
1,654 1,564 90 

 

＜役員ごとの連結報酬等の総額等 但し、連結報酬等の総額

１億円以上である者＞                      （単位：百万円） 

氏名 総報酬 金銭報酬 
株価連動型 

インセンティブ受領権 

カルロス ゴーン 735 735 ― 

西川 廣人 499 499 ― 
 

 

 


