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5月

6月 8月 9月

■「第二次中期経営計画 Challenge 

2010」（2008年度～2010年度）を策
定、メインテーマは「利益体質の強化」
と「将来に向けた収益源の育成」

■大和ハウスリート投資法人の
上場を延期

■住宅メーカー9社で既存の優良
ストック住宅流通の活性化と適
切な市場形成を目指した「優良ス
トック住宅推進協議会」を設立

■準耐火3階建賃貸住宅商品「セ
ジュールオッツ リミテッド」を
発売

■人支援サイバニクス※技術に
おける世界最先端企業である
CYBERDYNE（株）とロボットスーツ
事業に関する総代理店契約を締結
※　サイバニクス：人・機械・情報系の融
合複合技術。

■上場子会社であるエネサーブ
を株式公開買付けにより完全子会
社化
グループ内における相乗効果をさら
に高いレベルで追求するとともに、
エネサーブの経営のスピードと効
率を向上させ、従来以上に一体性の
ある総合的な事業戦略を展開してい
ます。

7月

■環境共生住宅の2007年度建設
実績総合1位を達成
個別供給型において大規模な複合
用途の建物として初の認定となり、
かつ当社初の集合住宅での認定と
なる分譲マンション「D’グラフォー
ト千里中央」（大阪府豊中市）が加わ
りました。総合1位達成は2004年
度、2005度と合わせて3回目となり
ます。

■「家族みんなが建築家」をテー
マとする「xevo C」を発売し、戸建
住宅の商品ラインアップを拡充

■ 中期環境行動計画「Endless

Green Program 2010」を策定、
目標は「環境と共生し人が心豊か
に生きる社会の実現」

大和ハウスグループの年間ダイジェスト

The Year in Review

■当社の商品カタログ・名刺・社
封筒に使用する紙を独自基準によ
る「森林育成紙」に変更し、森林資
源の持続的な発展に貢献

2008

4月



10月

■北関東最大級となる自社運営の大型
複合商業施設「イーアスつくば」をオー
プン
「イーアスつくば」は、つくばエクスプレ
ス「研究学園駅」（茨城県つくば市）前に立
地し、核テナント10店舗、モール専門店
211店舗の計221店舗を組み合わせた大
型複合商業施設です。医療機関、銀行、カ
ルチャー教室、結婚式場なども出店し、
1つの街としての機能を備えています。

■装着型自立支援ロボットスーツ
「HALTM」福祉用のリース販売を開始
CYBERDYNE（株）は2008年10月、装着
型自立支援ロボットスーツ「HALTM」の
研究開発・生産拠点となる新社屋（茨城
県つくば市）を竣工し、販売用商品の第
1弾として「HALTM」福祉用の生産を開始
しました。これに伴い、総代理店であ
る当社はリース販売を開始しました。

11月

■自社運営の大型複合商業施設
「イーアス札幌」と「フォレオ大津
一里山」をオープン

12月

■TOTO（株）と共同開発した在宅
健康チェックシステム「インテリ
ジェンストイレⅡ」を発売

■ビ・ライフ投資法人の資産運用
会社であるモリモト・アセットマ
ネジメント（2009年2月：大和ハ
ウス・モリモト・アセットマネジメ
ントに商号変更）を子会社化

1月

■2階建モダンデザイン重
層長屋タイプ賃貸住宅商品
「セジュールモダンコート J」
を発売

提供　産経新聞

2月

■日本の風土が生んだ家「xevo WW」
を発売し、木造戸建住宅商品のライン
アップを拡充

■「自然と調和した街づくり～街区ま
るごとCO2削減～」の取り組みなどが
第18回地球環境大賞を受賞
当社は、フジサンケイグループが主催す
る「第18回地球環境大賞」において、越谷
レイクタウンの「自然と調和した街づくり
～街区まるごとCO2削減～」や住宅建設に
関連する総合的な環境への取り組みが高
く評価され、「大賞」を受賞しました。

4月

■重複事業の再編効率化の一環
として、大和リースの集合住宅の
賃貸管理事業を大和リビングに
移管

■消費電力・CO2排出量を大幅に
削減する商業施設向け白色LED照
明システム「グレース ルミノ」の
販売を開始
当社と（株）ナベショーは、京セラ（株）
と共同で、消費電力・CO2排出量を大
幅に削減できる白色LED照明システ
ム「グレース ルミノ」を開発し、商業
施設・ホテル・オフィス向けに販売を
開始しました。当社と取引のあるコ
ンビニエンスストアを皮切りに、新
築・改修工事での採用を提案してい
ます。

2009



営業利益 735億円
 17.4% down m

当期純利益 41億円
 68.1% down m

ROE 0.7%
 1.3ポイント down m

総資産 1兆8,105億円
 1.1% up k

本アニュアルレポートにおいては、より詳細な事業活動を説明するため、5つの会計セグメントに加えて、
事業ドメイン別の8セグメントの活動状況を加えています。

環境共生住宅供給戸数

1,992戸
財団法人建築環境・省エネルギー機構が認定する、「地球環境を
保全する」などの考え方に基づいた住宅。

商品・サービスによるCO2削減貢献量 

108.7万t-CO2

当社グループが提供した、環境に配慮した住宅・商業施設など
が、その使用期間中に削減貢献が可能なCO2の総量。

会計
セグメント別

事業
ドメイン別

2009年3月31日現在

売上高 1兆6,909億円
 1.1% down m

■住宅事業 56.6%
■商業建築事業 31.3%
■リゾート・ 
　スポーツ施設事業 3.6%
■ホームセンター事業 3.7%
■その他事業 4.8%  

■戸建住宅 19.9%
■マンション 6.6%
■住宅ストック 1.9%
■賃貸住宅 25.1%
■商業施設 17.0%
■事業施設 13.6%
■健康余暇 3.4%
■その他 12.4%

Key Data for 2009
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ハート。

それは、すべてのはじまり。
だれかを深く想えば、人を幸せにできる。
なにかを強く望めば、未来さえも創りだせる。

気づいていますか？

あなたや、あなたのまわりにあるハートから、
なにかがはじまり、
なにかが変わろうとしていることに。
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住まいの側で…ビジネスの場で…暮らしの中で…。
ハートの数だけ、私たちには、ハートをつなぐ仕事があります。
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You
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大和ハウスグループは、「心を、つなごう」を経営ビジョンに、

事業を通じて、新たな価値を創り、

お客さま一人ひとりとの絆を育みます。

そして、「エンドレスハート」をグループシンボルに、

共創共生の精神で、人が心豊かに生きる社会の実現を目指します。

Creating 
Dreams,
Building 
Hearts

+
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時代を先取る商品開発力を
ベースに、全国各地で、個々の
お客さまのニーズにお応えする
「請負住宅」と、街づくりを含め
た快適な住環境をご提供する
「分譲住宅」を展開しています。

安全・安心で快適性に富んだマ
ンションを開発・分譲・管理し、
資産価値維持のための独自のサ
ポートシステムを完備。グルー
プの総合力でより信頼性の高い
事業に取り組んでいます。

年月の変化とともに住まいを暮
らしやすくする「住宅リフォー
ム」と、安心な優良中古住宅の
取得をサポートする「仲介」によ
り、社会資産である住宅ストッ
クの継承を進めています。

多彩な商品展開をもとに、都市
圏・郊外などその土地特性に応
じた賃貸住宅づくりを推進。入
居者には心地良い暮らしを、土
地オーナーさまには安定経営を
多角的にサポートしています。

戸建住宅 マンション 住宅ストック 賃貸住宅

Housing

大和ハウスグループは「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、

〈ハウジング〉〈ビジネス〉〈ライフ〉の3つの領域で、

幅広い事業を展開し、社会の新しい価値を創り出しています。
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住宅事業の建築実績

入居世帯数

リゾートホテル年間利用者数

大和ハウスグループの運営施設

商業建築事業の建築実績

土地オーナーさまとテナント
企業を結び、ショッピングセン
ターや各種専門店の開発・建築
から、管理・運営事業を展開。
都市・地域の活性化を促す、土
地の有効活用に努めています。

産業界のパートナーとして、豊
富な土地情報と専門的な業界
知識を強みに、「物流施設」「医
療介護施設」「法人施設」の開
発・建築など、総合プロデュー
ス力を発揮しています。

人々が自然とふれあい、レ
ジャーやスポーツで余暇を楽し
めるよう、リゾートホテルやゴ
ルフ場、スポーツクラブを日本
全国に展開。健康的で豊かな長
寿社会づくりに貢献しています。

ホームセンターをはじめ建設支
援、クレジットカード、都市型ホ
テルなど、幅広い分野でグルー
プ力を活かし多彩な事業を展
開。お客さまと共に描く暮らし
の夢を、さらに広げています。

商業施設 事業施設 健康余暇 その他

Life

約 1,330,000 戸

大和ハウスグループが建築した戸建住宅、
集合住宅、マンションの累計。
マンションは総分譲数。

約 1,070,000 世帯

大和ハウスグループが建築した戸建住宅、
集合住宅、分譲マンションにお住まいの
お客さまの累計。

約 3,610,000人

大和ハウスグループが運営するリゾートホテルを
利用されたお客さま数（会議・婚礼などを含む）。

157 ケ所

大和ハウスグループが運営するリゾートホテル、
ゴルフ場、都市型ホテル、ホームセンター、
フィットネスクラブの数。

約 30,000 件

大和ハウスグループが建築した商業施設、
医療介護施設、物流施設の累計。

Business

大和ハウスグループの顧客基盤
2009年3月31日現在
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編集方針

大和ハウスグループは、本アニュアルレポートをステークホルダーのみなさまとの重要なコミュニケーション手段の1つと位置づけており、グループの経営
方針ならびに事業・CSR活動などについて、より深くご理解いただくためのさまざまなコンテンツを掲載しています。「心を、つなごう」の経営ビジョンのも
と、「エンドレスハート」をグループシンボルとする複合事業体として、「人・街・暮らしの価値共創グループ」を目指す私たちの取り組みをわかりやすく伝え
る編集を心がけました。

なお、本アニュアルレポートにおいては、より詳細な事業活動を説明するため、5つの会計セグメントに加えて、事業ドメイン別の8セグメントの活動状況を
掲載しています。

また、財務数値およびグラフの表示に関しては、　

　1. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。

　2.  グラフ中の年表示は特に注記のない限り、各年3月期を表します。暦年の場合はグラフ末尾に（年）を表示しています。

　3.  セグメント別の売上高、営業利益および売上高営業利益率は、セグメント間の内部取引額を含んだ数値です。セグメント別の売上高比率は、外部顧客に
対する数値です。

将来予測記述に関する特記
　 本アニュアルレポートには当社および当社グループの見通し、目標、計画、戦略などの将来に関する記述が含まれています。これらの記述は過去の事実ではなく、現在入手可能な情報
から得られた判断に基づいています。実際の業績等はさまざまな要因により、これら見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
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大和ハウス工業株式会社
会長／CEO

樋口　武男（左）
社長／COO

村上　健治（中央）
副社長／CFO

小川　哲司（右）
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Building 
a New Era 
with Heart

20

Dear Stakeholders
ステークホルダーのみなさまへ



私たち大和ハウスグループは、グループシンボル「エンドレスハート」のもと「共に創る。共に生きる。」を基本姿

勢に、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として業容拡大に努めてまいりました。2008年4月より、新たな成長

に向け2つの課題（①利益体質の強化②将来に向けた収益源の育成）を経営テーマに3カ年計画「第二次中期経営計

画 Challenge 2010」を策定し、グループ経営をスタートさせました。しかし、ご承知の通り、世界同時不況は日

本の景気にも大きな打撃を与え、2008年度末の日経平均株価が前年度比で35.3%低下したのをはじめ、日本経済

はGDPマイナス成長の向かい風を受け、内需を中心とする私たちの事業領域も、非常に厳しく試練の年となりま

した。

2008年度は、計画していた大和ハウスリート投資法人の上場延期を決断したこと、住宅着工戸数が景気後退に

伴う先行き不安や雇用・所得環境の悪化による買い控えで低調に推移したことなどが起因し、売上高は、前年度比

1.1%減の1兆6,909億5千6百万円、営業利益は735億8千万円（前年度比17.4%減）となりました。また経常利益は、

営業外費用に退職給付数理差異償却損などを計上し398億5千5百万円（前年度比35.0%減）に、当期純利益は、固

定資産の減損損失などの計上から41億7千万円（前年度比68.1%減）に、ROEは0.7%（目標9.0%）の結果となりま

した。世界的な株価低迷の中での厳しい決算とはなりましたが、年間配当は計画通り1株につき24円とさせてい

ただきました。

激動の時代にあって私たちは、常に新たな時代の価値を創出し、建築革命・住宅革命・生活革命を実現すること

で、市場を切り拓いてきました。私たちは自らの〈強さ〉をいま一度奮い立たせ、今日の反省を明日のグループ経営

に活かしてまいりたいと存じます。

大きく変わる日本経済の行く先をいま一度見渡し、私たちグループの2つの課題を確実に実行すべく、2009年

度は、2020年には7～9兆円市場への拡大がそれぞれ予測されるリフォーム事業・環境エネルギー事業に対し、本

格的に営業体制を整え、新たな市場での売上拡大を図ってまいります。さらに、今日の不況から学んだコスト削減

の知恵を大きく発展させ、市場の変化に動じない利益体質の強化にも努めてまいります。

100周年を迎える2055年、売上高10兆円を達成する。この大きな〈夢〉を、私たち大和ハウスグループは再確認

し、変化し続ける社会に、グループ一体となって果敢に〈挑戦〉してまいりたいと存じます。

 代表取締役会長／CEO
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売上高 営業利益 当期純利益

1兆6,909億円 735億円 41億円

05 06 07 08 09

1,6901,7091,6181,5281,36510億円

05 06 07 08 09

738985806710億円

05 06 07 08 09

41346454010億円

連結財務ハイライト
大和ハウス工業株式会社及び連結子会社
3月31日に終了した1年間

（百万円） 増減

2009 2008 2007 2009/2008

売上高 1,690,956 1,709,254 1,618,450 △1.1%

営業利益 73,580 89,120 85,678 △17.4%

経常利益 39,855 61,290 89,356 △35.0%

当期純利益 4,170 13,079 46,393 △68.1%

総資産 1,810,573 1,791,052 1,630,022 1.1%

純資産 607,427 649,440 661,145 △6.5%

1株当たり当期純利益（円） 7.20 22.46 81.15 △67.9%

1株当たり純資産（円） 1,047.50 1,092.04 1,122.88 △4.1%

1株当たり配当金（円） 24.00 24.00 20.00 0.0%

配当性向（%） 333.4 106.8 24.6 226.6ポイント

ROE（自己資本当期純利益率）（%） 0.7 2.0 7.5 △1.3ポイント

ROA（総資産当期純利益率）（%） 0.2 0.8 3.0 △0.6ポイント

自己資本比率（%） 33.5 35.3 40.4 △1.8ポイント
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大和ハウスグループ業績ハイライト
2009年3月31日現在

Group Performance



In JAPAN 

ROE 1株当たり当期純利益 1株当たり純資産

0.7% 7.20円 1,047.50円

05 06 07 08 09

0.72.07.58.27.9%

05 06 07 08 09

7.222.581.281.973.3円

05 06 07 08 09

1,047.51,092.01,122.91,053.4959.1円

2008年度の下降要因

2008年度の上昇要因

•  国内総生産（GDP）は実質が前年度比3.2%減、名目が
同3.5%減と、いずれも戦後最大の減少率となり、実質
は7年ぶり、名目は6年ぶりにマイナス成長に転じま
した。

•  世界的な景気後退や急速な円高進行により、輸出が
7年ぶりに減少しました。自動車、半導体等電子部品な
どが減少し、前年度比16.4%減となりました。

•  地価は全国平均で前年比3.5%下落し、3年ぶりに前年
を下回りました。全用途で下落しており、住宅地は同
3.2%低下、商業地は同4.7%低下となりました。

•  新設住宅着工戸数は、改正建築基準法の影響で大幅に
落ち込んだ前年度と比べ0.3%増の103万9,180戸と
なったものの、前年度を除くと41年ぶりの低水準とな
りました。

•  政府は景気悪化への対応策として、物価高や原油高へ
の対応を柱とする第1次補正予算（総合経済対策）、定
額給付金を柱とする第2次補正予算（生活対策）を相次
いで編成しました。

ROE  1.3ポイント down
営業利益の減少に加え、投資有価証券評価損、固定資産の減損
損失、災害による損失など総額271億円の特別損失を計上した
結果、当期純利益が前年度比68.1%の減益となりました。

売上高  1.1% down
商業建築事業が前年度比6.3%の増収となる一方、住宅事業が雇
用・所得環境の悪化による買い控えの影響で同4.5%の減収と
なった結果、小幅ながら6期ぶりの減収となりました。

営業利益  17.4% down
商業建築事業は前年度比31.0%の増益を達成したものの、住宅
事業が戸建住宅や分譲マンションの販売低迷で同46.9%の大幅
減益となった結果、6期ぶりの減益となりました。

総資産  195億円 up
物流施設を中心とした開発用不動産の土地取得、ならびに自社
運営の大型複合商業施設3ケ所が竣工したことに伴い、有形固
定資産が前年度末比1.1%増加しました。
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9591,004965

■■ 売上高（10億円）

07 08 09

28.5

3.0

53.753.1

5.5
5.4

■■ 営業利益（10億円）　■ 売上高営業利益率（%）

07 08 09

545512477

■■ 売上高（10億円）

07 08 09

66.1

12.1

50.546.9

9.8 9.9

■■ 営業利益（10億円）　■ 売上高営業利益率（%）

07 08 09

住宅事業 商業建築事業

当社グループのコア事業で、戸建住宅、マ
ンション、賃貸住宅の建築・分譲からリ
フォーム、不動産仲介・管理まで「住」に
関わる総合的な事業を展開しています。
2008年度は、急激な景気悪化に伴う消費
低迷などの影響が大きく、売上高構成比は
56.6%、売上高は前年度比4.5%減の9,590

億円、営業利益は同46.9%減の285億円と
大幅減となり、売上高営業利益率も前年度
を2.4ポイント下回り3.0%となりました。

※1　 リゾート・スポーツ施設事業の営業損失
（△11億円）を除く、4事業セグメントの
合計金額に対する割合を示しています。

※2　 全社部門の従業員数、臨時雇用者数は除
いています。

当社グループの第2の主要事業で、商業施
設部門と、物流・医療介護・法人施設部門
で構成しています。2008年度は、不動産
ファンド等への物件売却増加などにより、
売上高構成比では、31.3%を占め、売上高
は前年度比6.3%増の5,451億円、営業利
益は同31.0%増の661億円と大幅増となり
ました。売上高営業利益率も前年度を2.2

ポイント上回り12.1%となりました。

売上高

営業利益（損失）／売上高営業利益率

セグメント別構成比

売上高
（%）

56.6
31.3

3.6
3.7

4.8

従業員※2

（%）
51.6

24.1

9.4

2.0

12.9

営業利益※1

（%）

29.0

67.3

2.51.2

■ 住宅事業
■ 商業建築事業
■ リゾート・スポーツ施設事業
■ ホームセンター事業
■ その他事業
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636262

■■ 売上高（10億円）

07 08 09

1.1

1.8

1.81.7

2.8 2.9

■■ 営業利益（10億円）　■ 売上高営業利益率（%）

07 08 09

606367

07 08 09

■■ 売上高（10億円）

▲1.1

▲1.9

0.041.0

1.5

0.06

■■ 営業利益（損失）（10億円）　■ 売上高営業利益率（%）

07 08 09

143143124

■■ 売上高（10億円）

07 08 09

2.5

1.7

4.54.3

3.5
3.2

■■ 営業利益（10億円）　■ 売上高営業利益率（%）

07 08 09

リゾート・スポーツ施設事業 ホームセンター事業 その他事業

当事業では、リゾートホテル、ゴルフ場、
スポーツ関連施設を日本全国で展開し、余
暇を楽しみ、健康的で充実した人生を過ご
す提案を行っています。2008年度は、急
激な円高により海外からの旅行者が激減し
たことや、スポーツ施設の新規出店に伴う
費用の増大により、売上高構成比は3.6%、
売上高は前年度比5.6%減の601億円とな
り、営業損失は11億円（前年度は営業利益
4千万円）となりました。

当事業では、「ロイヤルホームセンター」を
全国展開し、住宅に関わる商品を中心に高
品質の品揃えを進め、一般消費者から専
門業者まで幅広いお客さまのニーズに応
えています。当事業の2008年度の売上高
構成比は3.7%となっており、売上高は前
年度比1.4%増の635億円、営業利益は同
36.2%減の11億円となりました。売上高
営業利益率も前年度を1.1ポイント下回り
1.8%となりました。

当事業では、住設機器の製造・販売、物流、
自動車のリース、クレジットカード、都市型
ホテルなど、幅広く多彩な事業を展開し、
当社グループの総合力を拡大・深化させ
ています。2008年度の売上高構成比は
4.8%となりました。また、売上高は前年
度比0.4%増の1,439億円、営業利益は同
45.1%減の25億円となり、売上高営業利
益率は前年度を1.5ポイント下回り1.7%と
なりました。
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資本金
1,101億2千万円

株式の状況
発行可能株式総数 1,900,000,000株
発行済株式の総数 599,921,851株
株主数 35,998名

決算期
　毎年3月31日

定時株主総会
　毎年決算期の翌日から3ケ月以内

株主名簿管理人
　中央三井信託銀行株式会社
　東京都港区芝3-33-1

上場証券取引所
　東京･大阪

証券コード
　1925

配当金と配当性向

大株主の状況

株式分布状況

所有者別株式分布状況※2 外国人投資家の持株比率

株主名 持株数 出資比率※1

（千株） （%）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 36,977 6.2

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 34,663 5.8

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 29,457 4.9

モックスレイ・アンド・カンパニー 18,935 3.2

株式会社三菱東京UFJ銀行 15,470 2.6

日本生命保険相互会社 14,930 2.5

株式会社三井住友銀行 12,117 2.0

第一生命保険相互会社 11,501 1.9

株式会社みずほコーポレート銀行 11,261 1.9

中央三井信託銀行株式会社 9,521 1.6

※1　発行済株式の総数に占める割合を表示しています。

株式数 %

■ 10,000,000株以上 216,646,242 36.1

■ 1,000,000株以上 232,856,299 38.8

■ 100,000株以上 85,973,364 14.3

■ 10,000株以上 25,994,385 4.3

■ 1,000株以上 34,774,562 5.8

■ 1,000株未満 3,676,999 0.6

■ 大和ハウス工業（%） 　■ 上場企業全体（%）
05 06 07 08 09

27.1

32.8

23.7
26.7

28.0 27.6

23.6

33.2
30.632.2

■ 金融機関 46.2% 

■ 金融商品取引業者 0.9% 

■ その他の法人 10.6% 

■ 外国法人等 27.3% 

■ 個人その他 15.0% 

※2　 全株式数から単元未満の株式数を引いて算出し
ています。

ヨーロッパ
45.0%

アメリカ・
カナダ
42.6%

アジア
（日本除く）

8.2%

オセアニア・
その他
4.2%

05 06 07 08 09

2424

23.2 24.4
24.6

106.8

333.4

202017

■■ 1株当たり配当金（円）
  ■ 配当性向（%）
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PER PBR 株価キャッシュフロー倍率

大和ハウス工業の株価・売買高と東証株価指数の推移

2008年度の株価の動き

05 06 07 08 09

16.82 24.91 23.82 43.94 110.01倍

05 06 07 08 09

1.28 1.94 1.72 0.90 0.76倍

05 06 07 08 09

11.31 15.49 14.55 11.80 10.55倍

2008年度の日本の株式市場は、年度初は堅調な米国市場や円安進行が好感され、TOPIX（東証株価指数）は6月に前年度末比
236.18ポイント高の1,449.14ポイントまで上昇しました。この間、大和ハウス工業の株価は同343円高の1,330円まで上昇し
ました。
しかし、夏以降は、米国サブプライム・ローン問題による世界的な金融市場の混乱を受けて軟調な推移となり、9月の米大手

投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに下げ幅を拡大する展開となりました。TOPIXは10月に2003年12月以来の
1,000ポイント割れを記録した後、世界的な景気後退の拡大や急激な円高進行が嫌気され、2009年3月にバブル後最安値となる
698.46ポイントまで下落、2008年度末は前年度末比439.30ポイント安の773.66ポイントで取引を終えました。大和ハウス工
業の2008年度末の株価は同195円安の792円となりました。

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
最高値（円） 2,055 2,260 2,055 1,330

最安値（円） 1,141 1,601 881 603

期末終値（円） 2,040 1,933 987 792

売買高（年合計）（千株） 467,867 564,518 899,185 814,713

90,000

120,000

売買高
（千株）

0

30,000

60,000

1,000

2,500

500

1,500

2,000

500

2,000

0

1,000

1,500

大和ハウス工業の株価
（円）

TOPIX
（ポイント）■ 大和ハウス工業の売買高　　■ 大和ハウス工業の株価　　■ 東証株価指数（TOPIX、終値）
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Heart Makes 
All the 
Difference
ステークホルダーのみなさま、お元気でしょうか。

世界経済の同時不況、地球環境の保全問題など、世界は今、岐路に直面しています。日本社会は、人口減少、

少子・高齢化など、社会構造の変化が加速し始め、新たな生き方が求められる時代を迎えています。

社会と共に、人と共に、心の絆をつなぎ、未来を切り拓く ― 私たちはこの「共創共生」の精神を、グループ

シンボル「エンドレスハート」に込めて、常に社会に正面から向き合ってまいりました。いつの時代にも、社会に

とって「ハート」のあり方が大切です。誠実な心、そして助け合う心こそが社会を豊かに育て、希望に満ちた明

日を築いていくことは、時代を超えて変わらない真理です。社会を真に再建するのは「人」であり、社会を良い

ものにしたいと願う「ハート」です。私たちには夢があります。創業時から受け継いだ「ハート」を大きく抱き、

建築革命、住宅革命、生活革命を通して培った精神で、人の心が豊かとなる新しい社会の実現に向け、精一杯

努力してまいりたいと存じます。
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「人」を主役に、「社会」のために

金融至上主義の破綻や保護主義の台頭は、「金融」や「モノ」を中心とする経済優先の価値観を大きく揺るがせています。

その影響は日本経済にも波及し、雇用環境の悪化や個人消費の冷え込みをもたらしています。消費購買力の幹ともなる

新設住宅着工戸数は、少子・高齢社会への転換と重なり、いずれ現在の年間100万戸を切って80万戸時代に突入すると考

えています。加えて、成熟期を迎えた日本社会は、2005年から人口減少に突入し、世界で最も高齢化が進んでいきます。

今、日本社会は、かつて世界のどの国も経験したことのない大きな変化を迎えているのです。世界同時不況をきっかけ

に、金融工学や限りある地球資源に頼った資本主義社会の経済成長は、いずれ破綻することも学びました。私たちは、「金

融」や「モノ」ではなく、新しい価値観を創出し、この閉塞した時期を乗り越え、新しい時代に向かわなければなりません。

ロシア

アフリカ

ユーロ圏

5.8

3.5

9.9

+
London

08

0.8
09

-4.8

10（年）

-0.3

08

5.2
09

1.8

10（年）

4.1

08
5.6

09

-6.5

10（年）

1.5

世界の主な出来事  2007～2009

世界の株価変動率  2008／2009

 2007
10月　サブプライム・ローン問題で米国経済が失速

 2008
 6月　 食糧危機を受け、初の「食糧サミット」開催、

約150ケ国の代表が参加

 7月　 NY原油、最高値1バーレル＝147.27ドルを記録
  北海道洞爺湖サミット、温室効果ガス排出量

半減の長期目標を明記

 9月　 米証券大手リーマン・ブラザーズが破綻、金融危
機が世界に波及

 2009
１月　バラク・オバマ氏が米大統領に就任

大和ハウス工業 19.8% Down

　 TOPIX 36.2% Down

　 NYダウ 38.0% Down

　 FTSE 27.0% Down

　 DAX 30.4% Down

　 CAC 40 44.0% Down

　 上海総合 30.9% Down
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私たち大和ハウスグループは、「建築の工業化」を理念に、今ではグループ70社（2009年8月1日現在）、連結売上高1兆

7,000億円規模のグループへと成長してまいりました。建築を通じて「社会」と共にあること、生活のサービスを通じて

暮らす「人」と共にあること ― この「共創共生」の精神は、かつて日本を襲ったオイルショックやバブル景気の崩壊から、

私たち大和ハウスグループを切り抜けさせた、成長の原点です。同時に、この精神こそ経済優先の価値観から社会優先の

価値観へ舵を切る羅針盤になると確信しています。日本が大きな転換期を迎えた今、「共創共生」の原点に立ち戻り、「人」

を主役に、「社会」のために、新しい価値を創造する企業グループとして、私たちの真の強みを発揮したいと存じます。

アメリカ

CO2排出量比率（%） 経済成長率（%）

日本

中国

ブラジル

22.0

4.7

19.0

1.2

アメリリカカ

22.0 +
San Diego

08
1.1

09

-2.6

10（年）

0.8

08

9.0
09

7.5

10（年）

8.5

+
Osaka

08

-0.7

09

-6.0

10 （年）
1.7

ラジルル

1.2

08

5.1
09

-1.3

10（年）

2.5

+
New York

世界の経済成長率の予測と国・地域別CO2排出量

注1：　経済成長率は対前年比、2009年、2010年は見通し。国際通貨基金（IMF）2009年7月公表の世界経済見通し（改訂見通し）より作成。
注2：　国・地域別CO2排出量は、2005年における全世界のCO2排出量に占める割合。環境省資料より作成。
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Housing
住まいは全ての生活の基本であり、私たちのビジネスの基盤です。わが国に大量生産可能な工業化住宅「プレハブ住

宅」を創出し、産業として育て上げた私たちの事業は、社会的な使命であるとともに、今もなおグループの中核を担って

います。しかし、人口減少や少子・高齢化に伴う新設住宅着工戸数の減少により、日本の住宅のフロー市場は年間80万戸

へと今後ますます縮小していきます。一方で、現在、全国でおよそ5,759万戸あるストック市場は、滅失までの平均築後

年数が30年といわれる現状を欧米並み（米国44年／英国75年）にまで改善すべく、量から質への転換を促す施策が打ち

出されています。2009年には「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、良質なストック社会の構築が住宅

政策の基本となりました。私たちは住宅の長寿命化を支える技術開発を進めるとともに、将来的なストック市場の拡大

に備えて、成長市場開拓の先導事業としてリフォーム事業に取り組む体制を整え、高品質な中古住宅の流通市場整備や

長期リレーションによるお客さまのサポートなど、その仕組みづくりを進めています。新築から住まいの維持管理、再利

用まで、フロー市場とストック市場をつなぐ新たなビジネスモデルの開発を進め、「人」の将来を支える住産業へと改革

をリードしていきたいと考えております。

Business
ビジネス領域における私たちの事業は、住宅事業とともに経営戦略の大きな柱の1つです。創業時の「パイプハウス」か

ら始まり、わが国初の「鋼管構造」の一般建築への採用など独創的な事業で、確固たるポジションを確立してきたその姿

勢は現在にも受け継がれています。商業施設や企業の物流戦略を担う物流施設、当社の研究機関であるシルバーエイジ

研究所を中心とした高齢者向けの施設開発など、豊かな経験と高いコンサルティング力でクライアント企業の事業の成

長を支えています。中でも商業建築物のグループ賃貸実績は360万m2を超え、稼働率は98%と、商業施設デベロッパー

としては他の追随を許しません。また、自社運営の大型ショッピングセンターや物流センターの開発を手がけ、一般的な

建築業や不動産業と一線を画す事業活動を展開しています。私たちはグループが一体となり、今後ますます複合化・多様

化・専門化する市場ニーズに応えるソリューションから施設の運営管理に至るまで、「人」とビジネスを結ぶ一連のアセッ

トマネジメントを構築し、さらなる地位の向上を目指してまいります。

Life
私たちのライフ領域での事業は、日本において時代に先駆けて行った会員制リゾートホテル事業から始まり、これから

のグループ成長戦略の中でも重要な事業領域にまで発展しています。リゾートホテルやゴルフ場、スポーツクラブ運営

などの健康余暇事業、地域に密着したホームセンター事業では、さらなるサービスの向上で収益力の強化を進めます。ま

た、都市型ホテル事業では積極的に市場ニーズを開拓して新規出店を進め、新しい収益源に育てていきたいと考えていま

す。さらに、住生活に関わる保険事業、クレジットカードを中心とした金融サービス事業など、人の生活の全てをサポー

トできる複合事業体として、ハウジング領域、ビジネス領域の各事業と密接に連携を図り、事業と事業をつなぐ新たな市

場価値を創出し、全ての「人」のライフタイムバリューに力強く対応できるグループに成長していきたいと考えています。
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創業
1955 1960 1970

オイルショック

1980 1990 2000 2009 2020

Housing

Business

Life

プラザ合意

1957　「本格的鋼管構造建築」着工

1959　「ミゼットハウス」発売

1955　「パイプハウス」発売

バブル崩壊 世界同時不況 オバマ宣言

住宅ストック
約133万戸

日本のプレハブ住宅
累計着工戸数※1

（万戸）

商業建築実績
約3万件

リゾートホテル
客室数約 7,600室
ロイヤルホーム
センター店舗面積
約23万m2

人口※2（万人）
（年）

新設住宅着工戸数※1（万戸）

連結売上高

15

314

655

1兆6,909億円

103

12,777

住宅革命

生活革命建築革命
1980　「ホームセンター事業」進出
1978　「リゾートホテル事業」進出

※1　国土交通省「建築着工統計調査」、財団法人 建設経済研究所「建設投資等の中長期予測～2010年度及び2020年度の見通し」より作成。
※2　総務省「日本の統計2009」より作成。
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創業100周年
2055

社会価値革命

共創共生の時代

真に豊かな社会は「挑戦」から生まれます

戦後の復興期に大和ハウス工業が創業して以来、日本社会は70年代のオイルショック、80年代のプラザ合意、90年代

のバブル崩壊、そして2000年代の世界同時不況と、常に困難な壁が前に立ちはだかってきました。激変する時代の中、

私たち大和ハウスグループはいかなる理由で、今日の発展を成し遂げられたのでしょうか。その原動力は、いつの時代も

社会にとって新しい価値を創造しようと挑戦する改革精神にほかなりません。1955年、「パイプハウス」を開発し、日本

の建築の工業化を果たしました。1959年、後のプレハブ住宅の原型となる「ミゼットハウス」で、住宅の大量生産への道

筋をつけました。1978年、会員制リゾートホテルを立ち上げ、日本におけるリゾート事業の先駆けとなりました。私た

ちの3つの改革は、日本の人々の生活をより豊かなものへと成長させる牽引力となりました。

かつて「ミゼットハウス」を世に送り出すきっかけとなったベビーブーム世代は、まもなく65才以上の高齢者になろう

としています。2013年には、4人に1人が高齢者という超高齢社会に突入します。世界的な経済の停滞、前例のない少子・

高齢社会……日本が再び壁にぶつかった2009年の今、私たちは次なる改革の実行を推し進めていきます。これまでの経

済社会がもたらした課題を見直し、真に豊かな社会を創るために。私たちは今行っている事業改革だけではなく、新たな

技術で新たな市場を創出する「社会価値創造」に挑戦してまいります。

書　樋口 武男
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新たな取り組みの1つであるロボット技術分野では、私たちがCYBERDYNE（株）と協働で普及を進めるロボットスーツ

「HALTM」により、高齢社会が陥っている危機的な介護者不足の改善に貢献していきます。環境エネルギー技術の分野で

は、これまで取り組んできた建物の省エネルギー化や自然を活用した創エネルギー技術を発展させ、蓄電技術の実用化

やエネルギーマネジメントを事業として育成し、社会的利益の最大化を図っていきます。また、食料自給率が40%を下

回る（2007年度）日本の農業構造を転換すべく、「農業の工業化」に向けた研究もスタートさせています。

経済や生活の変化を先読みし、時代の求める価値を創出する。この精神こそ、私たち大和ハウスグループが半世紀をか

けて成長してきた大きな原動力です。建築という資産を通じて日本に新しい価値を提供してきた私たちは、ロボットや

環境エネルギー、農業での新技術など世界が切望する新たな価値を創出し、これからの未来に向かって果敢にチャレン

ジしてまいります。

未来の基盤となる人を育てます

創業者・石橋信夫は、社会に貢献できる事業を開拓する夢を生涯持ち続けました。そして「事業を通じて、人を育てる」

を企業理念に、社会に生きる「人」の要請に応え、社会的責任を果たせる人財の育成に力を注いできました。

半世紀を経て、私たちは自らの歩んできた道を振り返り、そこに未来への希望を見いだします。「人」のためになる企業

でありたいと願い、「人」の生活に密着したフィールドに事業の根を張り、「人」の未来の資産となる人財を育てていく。創

業者から受け継いだこの夢こそ、私たち大和ハウスグループの過去の誇りであり、現在の発展であり、未来の基盤となる

ものです。私たちはこれからも、人の心をつなぎ、豊かな社会を創るために、事業を通じて新しい価値を生み出し続けて

まいります。「共創共生」の精神で、人・街・暮らしの価値をつなぐ大和ハウスグループの夢に向かい、みなさまと共に前

進し続けてまいります。

 代表取締役会長／CEO

 樋口　武男
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Let’s Move 
Hearts!

2008年度は、米国経済の減速から始まった世界同時不況の大きな荒波の中、原油・原材料の高騰や日本株

の大幅な下落などの厳しい現実に耐え、最大限の経営努力を重ねてきました。しかしその結果は、私たちに

とって、大きな試練の年度となりました。

新3カ年計画「第二次中期経営計画 Challenge 2010」は、人口減少、少子・高齢化へ向かう日本社会の大き

な変化を見据えた、私たちグループの経営計画であります。この計画の軸となる2つの経営テーマ〈利益体質

の強化〉と〈将来に向けた収益源の育成〉は、この激動の時代にあって、まさに本質を的確に捉えたものとなり

ました。今こそ、将来の大きな成長に向け、自己変革を加速する最大のチャンスです。

2009年度は、続く荒波を最大限プラスに転換すべく、新たな重点施策を3つ掲げます。私はこの施策のリー

ダーシップをとり、グループ経営基盤の再構築を図っていく年にしたいと考えます。

では、重点施策1、2、3について、お話をさせていただきます。

1
3

2
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2009年度　重点施策

戸建住宅、マンションの〈事業生産性〉の向上

リフォーム、環境エネルギーの〈新・成長事業〉へ本格参入

不動産投資の計画修正と、コスト・経費の全社的な改革

市場成長率（%）

売上高成長率（%）

市場優位性の
判定ライン

-20

-10

10

20

-20 -10 -5 100

住宅ストック
2009

賃貸住宅
2009

商業施設
2009

2009

健康余暇
2009

2008
2008

2008

2008

2008

2008

マンション
2009

戸建住宅
2009

事業施設

大和ハウスグループの事業ポートフォリオ 2009

「第二次中期経営計画 Challenge 2010」

重要な経営テーマ
利益体質の強化
将来に向けた収益源の育成

基本方針
● グループ連携によるさらなる成長の実現
● 将来に向けた新たな収益源の育成
●  ストック・超高齢社会に向けた研究開発と地
球温暖化防止への取り組み

● 経営基盤の強化

各ポートフォリオの売上高成長率は年平均成長率（CAGR）、
円の大きさは売上高規模を示しています。
2008：2005～2007年度
2009：2006～2008年度
市場成長率は当社独自の算出によります。

1

2

3
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マンション
2009

2008

2008

戸建住宅
2009

戸建住宅、マンションの〈事業生産性〉の向上

日本経済は、世界同時不況の影響から、企業の業績悪化（上場企業倒産件数／戦後最多の45件）、株価の低迷（日経平均

株価／前年比35.3%減）により、経済全体が短期間に悪循環に陥り、住宅市場においては、新築住宅購入マインドの低下も

顕著になりました。また、人口の減少（2025年／1億1,000万人台へ減少）、少子・高齢化（2013年／高齢者比率25%へ拡

大）などの社会変化が進むと予測され、新設住宅着工戸数は、過去最大から比較し、45%ダウンの103万戸となりました。

この市場環境のもと、私たちが住産業のリーダーとして、これまでに国へ働きかけてきた2つの住宅取得促進策が制度

化されました。1つは「住宅ローン減税の規模拡大（最大160万円から最大500万円へ拡大）」、もう1つは「長期優良住宅

への税制優遇措置（固定資産税率軽減など）」です。この制度は新築フロー市場の活性化への新たな好要因となり、購入マ

インドの喚起につながることが期待できます。

これらを踏まえ、戸建住宅・マンションの〈事業生産性〉の向上を、以下の通り実施していきます。

戸建住宅の事業生産性向上の柱は、「コスト改革」です。日本の新築住宅の平均的な価格は、年間平均所得の5倍以上と

高額であり、「住宅価格革命」は、工業化住宅を日本に普及させた私たちの使命でもあります。2009年度より、これまでの

常識・あり方の全てを原点から見つめ直し、資材の海外調達、材料の共同輸送、広域施工体制の構築など構造改革を進め

るとともに、販売経費10%ダウンの目標を掲げ、新しい市場期待価格に応える〈事業生産性〉の向上を図ってまいります。

マンションの事業生産性向上の軸は、「業務効率化」です。日本の人口の動きは、まだまだ3大都市圏ならびに札幌、仙

台、福岡など大型地方都市へ集中が続いています。私たちはこれまで、日本全国を対象に事業展開し、人的・物的・資金

的な経営資源を分配していましたが、それを改め、市場ニーズ最優先の「集中・特化体制」を構築します。重点エリアへ経

営資源を集中させ、市場資産価値の高い大型開発物件に特化し、2011年度には大型物件化率75%以上を目指します。市

場の姿によって全てを定める、フレキシブルかつ機動的な体制へと効率化を図り、収益性の高い〈事業生産性〉の実現に

努めてまいります。

戸建住宅、マンションの事業生産性の向上

重点施策

1

1
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リフォーム、環境エネルギーの〈新・成長事業〉へ本格参入

大きく変化する日本の成熟市場の中で、私たちに大きなアドバンテージが見えてきた新たな成長市場が2つあります。

1つは、2020年7.4兆円の市場規模となる「リフォーム事業」、もう1つは、同じく9.4兆円への市場成長が期待される「環

境エネルギー事業」です。

ご承知の通り、私たちグループの顧客資産は、戸建住宅、賃貸住宅、マンションで約130万戸、商業建築で約3万件と、

創業から半世紀にわたり、大きな実績を積み上げてきました。2つの成長市場への本格的な参入にあたり、新たな市場価

値創出が必要となる事業だけに、多くの顧客資産を持ち、たくさんの顧客ニーズを知っている私たちには、市場開拓の

リーダーシップが期待できます。「リフォーム事業」は住宅ストック市場開拓の先導事業と位置づけ、「環境エネルギー事

業」は「建築の環境化」をテーマに、商業建築の省エネ化・省CO2化を高いレベルで実現する建築価値創造事業と位置づけ

て、私たちの〈新・成長事業〉としてグループの収益を支えるコア事業に力強く育ててまいりたいと存じます。

住宅リフォーム市場規模※1と新設住宅着工戸数※2の推移

重点施策

2007 2008 2009

住宅リフォーム市場規模
20% up

7.4兆円

81万戸新設住宅着工戸数
22% down

2020 （年）

6.2兆円

103万戸

戸建住宅
528,000戸

マンション
68,000戸

賃貸住宅
738,000戸

顧客資産

※1　（株）矢野経済研究所「住宅リフォーム市場に関する調査結果2008」より作成。
※2　国土交通省「建築着工統計調査」、財団法人 建設経済研究所「建設投資等の中長期予測～2010年度及び2020年度の見通し」より作成。

2

Daiwa House Group Annual Report 200940



リフォーム事業
では、リフォーム事業を〈新・成長事業〉とする戦略についてお話します。

日本の住宅市場の主役は、新築フロー市場からストック市場へと転換しつつあります。既存住宅流通率の国際比較に

よると、アメリカの77.6%に対し、日本はわずか13.1%と、まだまだ未開拓の市場であります。また、前述の通り、「長期

優良住宅」への法律・制度も整い、新築時の長寿命化技術とともに、維持・管理から再生まで長く住み続けられる新しい

仕組みづくりが、時代の要請となり、地球環境保護の視点からも、資源の再利用、循環型社会の実現に向け、既存住宅ス

トックの活用が大きく求められています。

このような市場環境の追い風と、顧客資産の大きなアドバンテージの双方を活かし、「リフォーム事業」を〈新・成長事

業〉とすべく、2009年度はグループの経営資源を本格的に投入すべき時と判断しました。私たちの「強み」の1つは、戸建

住宅、賃貸住宅、マンションなど、あらゆる住宅の顧客資産を日本全国に持っていることです。これにより、住まいの形

態に左右されず、リフォーム事業のエリア密着展開が可能になります。もう1つは、所有、賃貸、転貸、住み替えなど、い

かなる入居形態であっても、その入居者の住まいの要求すべてにリフォーム事業が応えられることです。私たちは、この

2つの「強み」を武器に、リフォーム事業を「住まいの生涯価値創造事業」と位置づけ、将来の豊かなストック社会の形成に

向け、〈新・成長市場〉の開拓にチャレンジしてまいります。

既存住宅流通率の国際比較※3

フランス　66.4%

日本　　　13.1%

アメリカ　77.6%

イギリス　88.8%

日本　　　28.7%

ドイツ　　51.0%

フランス　56.0%
イギリス　61.4%

アメリカ　22.9%

-20 -10 -5 0 10

-20

-10

20売上高成長率（%）

市場優位性の
判定ライン

市場成長率（%）

住宅ストック 2009

戸建住宅
2009

マンション
2009

2008

2008

2008
2008

賃貸住宅
2009

10

新・成長市場へ本格参入  リフォーム事業2

住宅投資に占めるリフォーム割合の国際比較※3

※3　国土交通省「社会資本整備審議会 既存住宅・リフォーム部会」資料より作成。
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不動産投資の計画修正と、コスト・経費の全社的な改革

日本での不動産開発は、大規模開発での成長が続き、私たち大和ハウスグループは、得意とする3つの分野、大型商業

施設、物流施設、高層賃貸住宅へ、大型の不動産開発投資を計画的に進めてきました。私たちの不動産開発事業は、土地

情報ネットワーク力、アセットマネジメント力と、工業化建築の技術力をもって、最も市場競争力の高い事業として、一

般的なゼネコン、建設会社とは一線を画し、独創的なポジションで市場の評価を拡大してきました。しかし、世界同時不

況が引き起こした不動産市況の停滞は想像以上に厳しく、〈無借金経営〉を創業時から尊ぶ私たちは、「第二次中期経営計

環境エネルギー事業
つぎは、環境エネルギー事業を〈新・成長事業〉とする戦略です。

今、世界では米国の「グリーンニューディール政策」に代表されるように、化石燃料社会から新たな環境エネルギー社

会への転換が始まっています。日本においても、自動車業界ではハイブリッドカーなど、新しい技術の開発・普及がすで

に進み、新エネルギーの有効活用への集中投資を盛り込んだ、「日本版グリーンニューディール」が発表されるなど、社会

的な意識が高まっています。さらに、改正省エネ法の施行により、企業にも、家庭にも、さらなるCO2排出量削減への取

り組みが求められています。

これまで私たちは、住宅を中心に断熱技術の開発・太陽光発電システムの搭載、また商用ニーズを対象に、大型風力発

電・リチウムイオン電池・LED照明の開発など、各会社単位、各事業単位で、個々のニーズに対して個別の取り組みを重

ねてまいりました。しかし今年からは、世界的に環境市場が大きく加速します。今こそ、その個々の技術とノウハウを集

約し、「建築の環境化」をポリシーに「環境エネルギー事業」として本格的な事業化を決意し、経営資源を投入します。私た

ちの得意とする建築業界に新たな環境価値を創出し、世界の市場をも見据え、〈次代を築く事業〉へと成長させてまいり

たいと存じます。

日本の環境ビジネス市場規模予測※

顧客資産

重点施策

2010 2020 （年）

■環境負荷低減および省資源型製品

58.3

9.4

47.2

6.2

■省エネルギーおよびエネルギー管理　
　（燃料電池／新エネ売電システムなど）

■再生可能エネルギー施設　
　（太陽光発電／風力発電など）

■環境汚染防止関連、他

兆円

■環境負荷低減および省資源型技術、プロセス

住宅ストック
1,330,000戸

商業建築実績
30,000件

※　環境省「わが国の環境ビジネスの市場規模及び雇用規模の現状と将来予測についての推計」より作成。

3
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画」の不動産投資計画の見直しを行いました。その結果、キャッシュ・フロー経営の健全性を最優先すべく、投資回収に重

点を置くこと、今年度の有利子負債の増加を抑制することから、投資案件の内容をいま一度精査し、計画当初の4,600億

円から3,400億円への縮小を決断しました。一方で、中国など、依然として堅調な市場への不動産開発投資については、

大連での日本企業最大規模となる複合施設の開発を含め、計画通りに進めてまいります。

コスト・経費の全社的な改革は、企業経営の不変のテーマであります。今の苦しい経営環境だからこそ、全てをゼロ

ベースで見直し、①原価の低減②制度の変更③機能の集約などを力強く実行しながら、今期は全体で200億円のコスト

削減を実現してまいります。市場の荒波に動じない収益構造への転換を図るべく、強い経営財務を再構築し、全ての事業

が市場に挑んでいけるグループ経営基盤を強化してまいります。

絆を強めて、限りない成長へ

3つの重点施策は、いかがでしたでしょうか？

2008年度からスタートした新3カ年計画「第二次中期経営計画 Challenge 2010」では、基本方針の1つとして、グルー

プの連携強化によるさらなる成長の実現を掲げています。計画2年目となる2009年度は、3つの重点施策「戸建住宅、マ

ンションの事業生産性向上」「リフォーム、環境エネルギー事業への本格参入」「不動産開発の計画修正とコスト改革」に取

り組んでおりますが、これは私たち大和ハウスグループが複合事業体として築き、育成してきた顧客基盤や市場競争力

があってこそ、より着実に、よりスピードを上げて成し遂げられることだと考えています。

私たち大和ハウスグループは、危機の時代こそ成長のチャンスと捉え、日本の未来を大きく俯瞰して、人々を豊かにす

る社会的利益を追い求めてきました。今、再び私たちのグループ各社および各事業のシナジー効果を発揮して、社会に新

たな価値を提供する時が訪れました。未来に向けての布石は、すでに打ちました。これからは「人・街・暮らしの価値共創

グループ」として、全てのみなさまと心をつなぎ、絆を強め、社会の限りない成長を目指してまいります。

 代表取締役社長／COO

 村上　健治
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Our 
Sources of 
Strength
　第二次中期経営計画の初年度となった2008年度の経営成績は、下期からの国内景気の急激な悪化が大きく

影響し、6期ぶりの減収減益となる厳しい結果となりました。財務面においては、不動産市況の急速な悪化な

どにより、投資回収計画の達成が難しくなったことに対応し、約1,300億円の長期借入れを実行しました。こ

れにより、中期経営計画の基本方針の1つである「将来に向けた新たな収益源の育成」を推進するための必要資

金を確保すると同時に、資金繰りの安定化を図りました。

Daiwa House Group Annual Report 200944

最高財務責任者からの報告

Message from the CFO



+

45

最高財務責任者からの報告



2008年度の経営成績

たな卸資産の圧縮でD/Eレシオの大幅な上昇を抑制
2008年度末の有利子負債残高は、約1,300億円の長期借入れを実行したことにより、前年度比50.9%増の3,445億円

となりました。この結果、D/Eレシオは前年度の0.36倍から0.57倍に上昇し、第二次中期経営計画の目標値に掲げる0.50

倍を上回りました。しかしながら、当社グループは中期経営計画において、不動産開発事業への投資を新たな成長の柱と

 不動産価格の下落や収益性の悪化による固定資産の減損損
失148億円、保有株式の時価が著しく下落したことに伴う投
資有価証券評価損75億円など、合計271億円を特別損失に計
上しました。

 戸建住宅、マンション（土地および建物）などの売却によるた
な卸資産の圧縮により、営業キャッシュ・フローは2期ぶり
に1,000億円を超える収入となりました。

 有形固定資産の増加は、高層賃貸住宅や商業施設の取得を進
めたことによるもので、その資金は主に、長期借入金やたな
卸資産の売却などで調達しました。

 金融市場の悪化に対応する安定資金と不動産開発事業への
投資資金の確保を目的として、長期借入れによる資金調達を
実施した結果、有利子負債合計は1,161億円増加しました。

2008年度の資金フローの状況
連結損益計算書の要旨 （単位：億円） 増減

売上高 16,909 △ 182

売上原価 13,578 △ 25

売上総利益 3,331 △ 157

販売費及び一般管理費 2,595 △ 2

営業利益 735 △ 155

営業外収益 126 24

営業外費用 463 83

特別利益 10 △ 6

特別損失 271 △ 109

当期純利益 41 △ 89

連結貸借対照表の要旨 （単位：億円） 増減

資産合計 18,105 195

　流動資産 6,611 △ 1,006

　固定資産 11,493 1,202

　　有形固定資産 7,289 861

　　無形固定資産 131 7

　投資その他の資産 4,072 333

負債合計 12,031 615

　流動負債 3,726 △ 1,116

　固定負債 8,305 1,732

純資産合計 6,074 △ 420

　株主資本 6,876 △ 112

負債純資産合計 18,105 195

特別損失 （単位：億円） 増減

減損損失  148

　ホテル 48

　ゴルフ場 34

　賃貸事業用資産 53

　スポーツ施設  6

　事務所・工場  3

　その他  1

投資有価証券評価損  75

災害による損失  20

その他  27

特別損失　計 271 △ 109

たな卸資産 （単位：億円） 増減

未成工事支出金 574 △ 151

販売用土地 2,376 △ 704

　内、戸建 1,004 △ 199

　内、マンション 963 △ 315

販売用建物 765 △ 111

　内、戸建 150 △ 14

　内、マンション 570 △ 98

その他 248 △ 24

たな卸資産　計 3,964 △ 991

有形固定資産 （単位：億円） 増減

建物及び構築物 3,156 782

土地 3,560 145

その他 572 △ 66

有形固定資産　計 7,289 861

有利子負債 （単位：億円） 増減

短期借入金 164 44

1年内返済予定の長期借入金 56 40

コマーシャル・ペーパー ― △ 200

リース債務（流動） 4 4

長期借入金 3,199 1,265

リース債務（固定） 21 21

その他 ― △ 15

有利子負債　計 3,445 1,161

1

2

3

4

4

3

2

1
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位置づけています。従いまして、一時的に0.50倍を超えることは想定の範囲内であり、大和ハウスリート投資法人の上

場延期によって、有利子負債の増加のピーク時期が当初見込みよりも少し早まったものと見ています。

むしろ、不動産市況の悪化を先取りし、投資回収を最優先とする物件売却に取り組み、たな卸資産を約1,000億円圧縮

する一方、回収資金を再投資に回すことで借入金を圧縮する対応策を講じたことにより、D/Eレシオの大幅な上昇を抑

制することができたと認識しています。

1.0

0.0

0.5

2.0

1.5

2.5

－ A + － AA +格付け

目標上限

不動産B社

建設業A社

建設業B社

建設業C社

住宅B社

大和ハウス

住宅A社

不動産A社

住宅C社

0.570.003 0.04 0.04 0.09 0.36

04 05 06 07 08 09 10 11

大和ハウス工業

D/Eレシオ(倍)

たな卸資産

2008

2009

1,255

売上債権

減損損失

未成工事受入金

退職給付引当金

開発事業損失

仕入債務

法人税等の支払額

税金等調整前当期純利益

その他

0

1,098

△88

△111

△115

△169

△245

△157

59

66

132

137

1,590

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨 （単位：億円） 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,098 1,255

　税金等調整前当期純利益 137 △ 111

　減価償却費 393 36

　退職給付引当金の増減額 360 59

　減損損失 148 132

　投資有価証券評価損益 75 △ 3

　開発事業損失 ― △ 245

　たな卸資産の増減額 716 1,590

　未成工事受入金の増減額 24 66

　仕入債務の増減額 △ 655 △ 169

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,996 △ 763

　 有形及び無形固定資産の
取得による支出 △ 1,537 △ 606

　投資有価証券の取得による支出 △ 267 △ 84

　子会社株式の取得による支出 △ 124 △ 120

財務活動によるキャッシュ・フロー 965 △ 392

　短期借入金の純増減額 37 27

　コマーシャル・ペーパーの増減額 △ 200 △ 400

　長期借入れによる収入 1,328 △ 208

現金及び現金同等物の期末残高 1,053 64

4

2

3

1

■ 目標エリア　　  2008　  2009

営業活動によるキャッシュ・フローの増減要因 （単位：億円）
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2009年度の経営方針と中期経営計画の見直し

通期業績予想は堅実な計画を策定
2009年度の通期業績予想は厳しい経営環境を踏まえ、売上高、営業利益、当期純利益のいずれも堅実な計画を組ませ

ていただきました。施策面では、「コア事業の構造改革」「成長市場への経営資源のシフト」「投資基準の厳格化とコスト削

減」を優先課題とし、収益力の向上と財務の健全性維持に取り組みます。

また、環境悪化に対応する収益力強化策の一環として、機能集約や原価低減、業務の効率化などをベースに1年間で総

額200億円の削減を目標としています。

2012年度に有利子負債残高ゼロを目指す
中期経営計画の目標値に掲げるD/Eレシオの0.50倍は、不動産業界では極めて低い水準にありますが、財務の健全性

を維持していくうえで、これからも0.50倍を大きく超えてまで不動産開発投資を拡大する意向はありません。今後は、

保有物件の売却あるいは流動化によって回収した資金を前提に投資計画を策定していく方針です。また、キャッシュ・フ

ロー経営を徹底し、2012年度をメドに有利子負債残高をゼロにすることを目指します。

一方、資金調達に関しては、2008年度に実行した長期借入れによって当面の安定資金を確保しているものの、機動的

な資金調達を可能とする体制整備の一環として、引き続き資金調達手段の多様化を検討しています。

不動産開発関連の投資枠を圧縮し、有利子負債の増加を抑制
投資計画については、当初、中期経営計画の3年間累計で総額5,800億円を計画していましたが、不動産市況の悪化や

有利子負債の増加を踏まえ、総額4,700億円まで圧縮する方向で見直しました。

不動産開発投資に関しては、当初の4,600億円から3,400億円に減額する計画としており、今後は投資回収を重視し、

2012年度中の回収を想定できる案件を中心に厳選します。仕掛中の案件についても、収益性の低いもの、回収の見込め

ないものは中止を含めて計画を見直します。また、収益性については、NOI利回りで7.0%以上、IRRで8.5%以上の社内

基準を満たすことを条件とし、投資基準を厳格化する一方、原則として借入を増やさない範囲で開発を進めていきます。

一方、M&A、アライアンスなどに関連する投資に関しては、2008年度にキャッシュ・フローベースで約200億円を投

資した実績を踏まえ、当初計画の300億円から400億円に増額しました。

当初計画

修正計画

設備投資
900

不動産開発 4,600

▲1,200

M&A、アライアンス等 300

400 900

総額5,800

総額4,700不動産開発 3,400

投資計画（単位：億円）
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リート戦略

物流施設、居住施設、商業施設を専門とする3本のJ-REIT上場を計画
大和ハウスリート投資法人の上場は延期しましたが、J-REIT市場は不動産市場において不可欠な社会的インフラであ

り、引き続き上場を目指していく方針に変わりはありません。現在、物流施設、居住施設、商業施設を専門とする3本の

J-REIT上場を計画しています。

当社グループでは、大和ハウスリート投資法人が取得を予定していた15物件中、10物件を保有し、残り5物件を売却

しました。このうち、物流施設の売却先として、私募ファンドを組成しました。2009年度においても、物流施設を対象

とする私募ファンドの組成を検討しており、将来的にはこれら物件をベースに、物流施設専門のJ-REIT上場を計画してい

ます。また、2008年度に従来から協力関係にあったビ・ライフ投資法人との関係強化を目的として、資産運用会社のモリ

モト・アセットマネジメント（2009年2月1日より大和ハウス・モリモト・アセットマネジメントへ商号変更）を子会社化

しました。これは、大和ハウスリート投資法人の上場延期に伴う代替手段ではなく、居住施設を中心とした物件に投資す

るJ-REITとして運営していきます。さらに、商業施設を専門とするJ-REITについては、商業施設を保有・運営する他社と

の連携、あるいは既上場J-REITの買収や合併などを模索することにより、上場を目指していきます。

グループ企業価値の最大化に向けて

聖域を設けない徹底した事業の選択と集中を実行
当社グループは、創業以来、住宅産業を中心に、商業施設、ホテル、ホームセンター、物流へと事業を広げ、今では連結

売上高で1兆7,000億円規模を誇る複合事業体への成長を遂げました。しかしながら、グループ全体で見ると、重複部門

をはじめ非効率的な業務フローが数多く残されており、さらなる構造改革は大きな経営課題です。

当社グループを取り巻く事業環境は、当面厳しい状況が続くと予想されますが、コスト削減などを通じて環境悪化に

対応する一方、少子・高齢化や地球環境問題への適応を重視する新しい時代の要請を1つの基準に、聖域を設けない徹底

した事業の選択と集中に取り組みます。そして、一切の無駄のない筋肉質な経営基盤を確立するとともに、集中した事業

を大きく伸ばし、グループ企業価値の最大化を図ってまいります。

 代表取締役副社長／CFO

 小川　哲司
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大和ハウス工業（株） 大和ハウス工業（株）

（株）ダイワサービス
100%

日本住宅流通（株）
100%

大和ハウス工業（株）

ダイワサービス（株）
100%

日本住宅流通（株）
100%

ダイワハウス・リニュー（株）
100%

大和ハウス工業（株）

大和リビング（株）
100%

日本住宅流通（株）
100%

大和エステート（株）
100%

ダイワマンスリー（株）
100%

大和ハウス工業（株）

大和リース（株）
100%

（株）ダイワサービス
100%

大和情報サービス（株）
100%

ダイワロイヤル（株）
100%

戸建住宅 マンション 住宅
ストック 賃貸住宅 商業施設

上段…関係会社名
下段…当社グループ出資比率
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2009年7月1日現在
大和ハウスグループ

Group Companies



大和ハウス工業（株）

大和リース（株）
100%

（株）東富士
75%

大和リゾート（株）
100%

ダイワロイヤルゴルフ（株）
100%

（株）寿恵会
100%

日本体育施設運営（株）
99.6%

（株）伸和エージェンシー
100%

大和ハウス工業（株）

大和リース（株）
100%

ダイワラクダ工業（株）
100%

大和物流（株）
100%

（株）ダイワサービス
100%

ダイワロイヤル（株）
100%

ロイヤルホームセンター（株）
100%

大和エネルギー（株）
100%

大和ランテック東日本（株）
100%

大和ランテック西日本（株）
100%

（株）大阪マルビル
95.3%

大和ハウス・リート・
マネジメント（株）

100%

大和ハウス・モリモト・
アセットマネジメント（株）

73.5%

大和ハウスフィナンシャル（株）
60%

大和ハウス
インシュアランス（株）

100%

（株）シンクローラー
100%

（株）伸和エージェンシー
100%

（株）メディアテック
100%

エネサーブ（株）
100%

大和小田急建設（株）
33%

事業施設 健康余暇 その他

創業から半世紀、大和ハウスグループは幅広い分野へ事業を広げ、
多くの人と関わり、多くの実績を積んできました。
それは私たちの大きな財産となって経営の基盤を支えています。
これからもグループ各社および各事業のシナジー効果を最大限に発揮させ、
グループの限りない発展を目指していきます。

+
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大和リビング（株）
賃貸住宅の管理・運営

ダイワラクダ工業（株）
住設機器／スペースシステム／

リース

大和リース（株）
建物・自動車リース／土地活用

大和物流（株）
運輸／倉庫・保管

（株）ダイワサービス
ビル・マンション管理／
人材派遣／引越

基幹事業である建物・自動車
リースでは環境変化に対応
する一方、新しいソリュー
ション・リースのビジネスモ
デルを開発し、将来の成長
事業を育成します。創業50

周年を迎えた当社は、次の
50年もリースを通じて社会
に貢献していきます。

1955年生／1979年 大和工商
リース（株）（現 大和リース（株））
入社／2008年 大和リース（株）
代表取締役社長に就任（現）

1948年生／1967年 大和ハウス
工業（株）入社／2006年 ダイワ
ラクダ工業（株）代表取締役社長
に就任（現）

1946年生／1969年 大和ハウス
工業（株）入社／2001年 大和物流
（株）代表取締役社長に就任（現）

1952年生／1976年 大和ハウ
ス工業（株）入社／2006年 大和
リビング（株）、大和エステート
（株）代表取締役社長に就任（現）

1955年生／1989年 大和トータ
ルサービス（株）入社／2005年
（株）ダイワサービス 代表取締役
社長に就任（現）

インテリア事業をコア事業
とする当社は、強みである
企画力・デザイン力・技術力
のさらなる強化を図り、住
居・オフィス・商業施設に
おける空間デザインのプロ
フェッショナル集団として、
快適な生活環境づくりに貢
献します。

住宅物流、建築・建材物流の
エキスパートとして、創業
来の50年間で培った豊富な
ノウハウと実績を基盤に、
高付加価値なロジスティク
スサービスを創造し、事業
の成長を物流面から支える
戦略的ロジスティクス･パー
トナーを目指します。

当社は、入居者さまへの「安
心・安全・快適住環境」の提
供、ならびにオーナーさま
への長期安定賃貸住宅事業
経営のサポートを通じて、
ストックビジネスの中核を
担い、グループ事業の推進・
業容拡大に貢献します。

マンション、ビル、商業施設
などの維持管理を通じ、価
値ある資産を次世代に伝え
るとともに、新たに環境配
慮型の改修・修繕事業を拡
大して、100年後の未来か
ら「ありがとう」と言われる
企業を目指します。

森田　俊作 増村　勝實 舘野　克好 金久保　篤司 山根　弘美
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2009年7月1日現在
主要グループ会社 社長

Presidents of Principal Subsidiaries



日本住宅流通（株）
仲介・管理・代理／鑑定／

リフォーム

ダイワロイヤル（株）
商業施設賃貸／

ダイワロイネットホテル

大和情報サービス（株）
土地活用／商業施設管理・運営

大和エネルギー（株）
ESCO・環境機器・設備工事

ダイワハウス・リニュー（株）
リフォーム工事

商業施設を中心とした賃貸
事業や大型SCの運営管理を
通じて社会に貢献します。
創業25周年を機に、社会的
責任や地球環境に配慮でき
る企業を目指し、「品質向上
は “人”質向上から」のスロー
ガンのもと施設やサービス
の開発・提供に努めます。

1946年生／1973年 大和ハウス
工業（株）入社／2008年 大和情
報サービス（株）代表取締役社長
に就任（現）

1948年生／1967年 大和ハウス
工業（株）入社／2004年 日本住
宅流通（株）代表取締役社長に就
任（現）

1945年生／1969年 大和ハウス
工業（株）入社／2003年 ダイワ
ロイヤル（株）代表取締役社長に
就任（現）

1950年生／1973年 大和ハウス
工業（株）入社／2006年 ダイワ
ハウス・リニュー（株）代表取締役
社長に就任（現）

1949年生／1973年 大和ハウス
工業（株）入社／2003年 大和エ
ネルギー（株）代表取締役社長に
就任（現）

コア事業である不動産売買
仲介・賃貸管理・不動産鑑定
に加え、中古不動産買取販
売にも積極的に取り組むと
ともに、今後もお客さまに
「安心・信頼・価値評価」をお
届けする総合不動産会社を
目指します。

商業施設および都市型ホテ
ルの開発と、その運営・管理
をコア事業とし、地域の活
性化に貢献します。お客さ
まに喜んでいただけるよう、
これまでのノウハウを活か
し、人と自然にやさしい賑
わいのある施設の開発・運
営を進めていきます。

リフォーム工事の設計・施
工管理・建物点検などの技
術を通して、お客さまにご
満足いただける住まいと暮
らしを提供します。また、環
境に配慮したリフォームに
積極的に取り組み、社会の
ニーズに応えていきます。

幅広い事業領域（ESCO・風
力発電・リニューアル・環境
機器・設備商品）で培ったノ
ウハウを活かし、お客さま
の3つの「S」、省エネルギー・
省資源・省コスト実現をサ
ポートする高付加価値商品
とサービスを提供します。

福島　長男 藤田　実 越智　壯 杉浦　純一 松嶋　秀和

+
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大和ハウス・リート・マネジメント（株）
資産運用

大和ランテック東日本（株）
地盤調査／地盤改良工事

ダイワマンスリー（株）
不動産賃貸・管理

大和ランテック西日本（株）
地盤調査／地盤改良工事

大和ハウスインシュアランス（株）
損害保険代理業

当社は、東京・大阪を中心
に、新しい都市生活スタイ
ルをプロデュースする「家具
家電付賃貸マンション」を運
営しブランドを確立してき
ました。今後も高付加価値
賃貸住宅の供給を通じて、
新たなトレンドを発信し、
ニーズを喚起していきます。

私たちは技術の会社である
限り、お客さまから「任せ
た！」と言われる信頼と、「お
付き合いして良かった！」と
の評価をいただける企業を
目指しています。また、事業
では常に王道を歩み、隠し
ごとのない明るい職場づく
りを進めていきます。

地盤事業、外構事業をはじ
めとした技術のプロ集団と
して、常に付加価値のある
提案ができるように心がけ
ています。また、時代のニー
ズに応えるべく、環境にや
さしい商品の開発にも力を
入れ、社会に信頼される企
業を目指します。

当社は、大和ハウスグルー
プとの協同体制を最大限活
用することにより、大和ハ
ウスリート投資法人におけ
るより安定的な収益基盤の
構築を目指して運用してい
きます。

保険のプロ集団として、グ
ループ各社のリスク対策や
従業員の福利厚生制度を増
進する提案活動はもちろん
のこと、グループに関係す
るお客さまに対しても、ニー
ズに合った保険提案活動を
通じ、社会に貢献できる優
良な代理店を目指します。

坪島　正昭 飯田　勝昭 滝本　收 松竹　健二郎 笹下　茂
1946年生／1970年 大和ハウス
工業（株）入社／2006年 ダイワ
マンスリー（株）代表取締役社長
に就任（現）

1944年生／1963年 大和ハウス
工業（株）入社／2001年 （株）ダイ
ワハウス関東（現 大和ランテッ
ク東日本（株））代表取締役社長に
就任（現）

1948年生／1967年 大和ハウス
工業（株）入社／2008年 大和ラ
ンテック西日本（株）代表取締役
社長に就任（現）

1959年生／1983年 大和ハウス
工業（株）入社／2009年 大和ハ
ウス・リート・マネジメント（株）
代表取締役社長に就任（現）

1954年生／1976年 大和ハウス
工業（株）入社／2008年 大和ハ
ウスインシュアランス（株）代表
取締役社長に就任（現）

+
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大和リゾート（株）
（ダイワロイヤルホテルズ）

リゾートホテル

ダイワロイヤルゴルフ（株）
ゴルフ場運営

ロイヤルホームセンター（株）
DIY／ガーデニング／インテリア

（株）大阪マルビル
ホテル／商業施設賃貸

（株）寿恵会
（ネオサミット湯河原）

老人ホーム運営

大和ハウスグループの豊富
なノウハウと経験を活かし、
ホームインプルーブメント・
ホームソリューション情報
を提供していきます。また、
「お客さま第一主義」を経営
理念に、業界における「オン
リーワン」「No.1」を実現し
ます。

おもてなしのプロフェッ
ショナルとして、お客さま
との一期一会を大切にし、
お一人おひとりに目を向け
て、熱意と感性を持って満
足を超える「感動」を提供し、
より多くのお客さまに何度
も足を運んでいただけるホ
テルを目指します。

「来場されたお客さまに心
から楽しんでいただけるゴ
ルフ場づくり」を目指し、お
客さまにご満足いただける
サービス、すなわち行き届
いたコース管理、丁寧なフ
ロント・キャディサービス、
おいしい食事の提供に努め
ます。

老人福祉分野の担い手とし
て、超高齢化時代のニーズ
を満たす高齢者事業を推進
し、社会的使命に応えていき
ます。また、運営面では、経
営理念である「入居者満足度
の向上」を図るべく、高品質
のサービス提供に努めます。

大阪マルビルは、大阪駅前
の円形高層ビルでランド
マークとして広く親しまれ
ています。当社は「大阪第一
ホテル」の経営を通じて、お
客さま満足度向上やビルの
省エネルギー化へ積極的に
取り組んでいます。

芳森　新誠 串田　誠治 馬岡　清周 稲口　利典 吉本　晴之
1947年生／1972年 大和ハウス
工業（株）入社／2007年 ロイヤル
ホームセンター（株）代表取締役
社長に就任（現）

1949年生／1972年 大和ハウス
工業（株）入社／2009年 大和リ
ゾート（株）代表取締役社長に就
任（現）

1949年生／1973年 大和団地
（株）入社／2007年 ダイワロイ
ヤルゴルフ（株）代表取締役社長
に就任（現）

1948年生／1972年 大和団地
（株）入社／2004年 （株）寿恵会
代表取締役社長に就任（現）

1949年生／1978年 （株）大阪マ
ルビル 入社／1998年 （株）大阪
マルビル 代表取締役社長に就任
（現）

+
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（株）伸和エージェンシー
広告・旅行代理店

大和ハウスフィナンシャル（株）
クレジットカード事業

（株）シンクローラー
住宅部材製造

日本体育施設運営（株）
（スポーツクラブNAS）

スポーツクラブ

大和ハウス・モリモト・
アセットマネジメント（株）

資産運用

「パラダイムシフト」をモッ
トーに、従来からのスポー
ツクラブの概念にとらわれ
ず、体だけでなく心まで元
気を与えられる「日本一質の
高いスポーツクラブ」を全社
スタッフが一丸となって提
供していきます。

居住施設と商業施設を投資
対象とするビ・ライフ投資
法人の資産運用業務を受託
しています。大和ハウスグ
ループの不動産開発・運営
ノウハウを最大限に活用し、
ビ・ライフ投資法人の成長と
J-REIT市場の発展に全力で
チャレンジします。

当社は、クレジットカード
事業・ファイナンス事業を担
うグループ初の金融子会社
として、ハートワンカード
を通じて社会に貢献すると
ともに、お客さまとグルー
プの絆をつなぐ役割を担い、
事業の拡大と新しい時代の
ニーズに応えていきます。

工場での生産活動を通じて
人材育成に努めるとともに、
これまでのモノづくりの枠
に促われることなく、新技
術の進化に対応した部材・
部品の製造および供給に積
極的に取り組み、お客さま
のニーズに応えていきます。

広告・旅行事業の基本は「生
活者の視点」です。企業や商
品を伝えるために、素敵な
出会いとより大きな感動を
創造するために、私たちは
常に生活者としての視点を
大切にし、新たな可能性を
求める方々のお手伝いをし
ていきます。

柴山　良成 藤田　剛 西川　修己 泉岡　優 有友　美智男
1960年生／1984年 大和団地
（株）入社／2009年 日本体育施設
運営（株）代表取締役社長に就任
（現）

1963年生／1986年 三井信託銀
行（現 中央三井信託銀行）入社／
2008年 モリモト・アセットマネ
ジメント（株）（現 大和ハウス・モ
リモト・アセットマネジメント
（株））代表取締役社長に就任（現）

1945年生／1971年 大和ハウス
工業（株）入社／2006年 大和ハ
ウスフィナンシャル（株）代表取
締役社長に就任（現）

1949年生／1967年 大和ハウス
工業（株）入社／2007年 （株）シ
ンクローラー代表取締役社長に
就任（現）

1946年生／1965年 大和ハウス
工業（株）入社／2005年 （株）伸
和エージェンシー 代表取締役社
長に就任（現）

+
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エネサーブ（株）
総合エネルギーサービス

（株）東富士
不動産開発事業／
事業用不動産販売

大和小田急建設（株）
総合建設業／不動産事業

電気設備の安全保障、エネ
ルギーコスト低減、そして
地球環境保全への貢献を基
本に、提案型の総合エネル
ギーサービスを提供する「企
業の心臓を守る電力のドク
ター」として、広く社会に貢
献していきます。

地域活性化事業には、住宅、
商業施設、医療施設、流通・
産業施設まで幅広く対応で
きる技術力と、細かなニー
ズを吸い上げる営業力が不
可欠です。グループの総合
力を活かした事業を展開し、
地域の人々に信頼される企
業を目指します。

「大和」「小田急」両グループ
のブランド力を高めるため、
自ら開発・提案する攻めの総
合建設業に変革し、企業価
値の向上に努めます。設立
70周年を迎え、今後も人々
がいつでも心豊かに暮らせ
る社会の実現を目指します。

木下　賀夫 岩見　正文 髙村　義明
1944年生／1999年 エネサーブ
（株）入社／2007年 エネサーブ
（株）代表取締役社長に就任（現）

1948年生／1970年 大和ハウス
工業（株）入社／2007年 （株）東
富士 代表取締役社長に就任（現）

1942年生／1965年 大和団地
（株）入社／2008年 小田急建設
（株）（現 大和小田急建設（株））代
表取締役社長に就任（現）

+

+
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地元で育った“生産者の顔の見える食材”を使い、

調理担当者が食材に感謝して調理し、

サービス担当者がおもてなしの心で

お客さまに料理を給仕します。

でき上がった一皿には、

たくさんの関わった人たちの「ハート」が

込められています。

この「ハート」を大切にしながら、

これからもお客さまに感動していただける

料理をつくり続けます。

リゾートホテル　料理長

遠山　嘉明

One+One
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「HALTM」を装着して、動かなかった脚が動いた瞬間、

患者ご本人やご家族、施設のスタッフみんなが目を合わせ、

心から喜び合います。

それは、新しい未来への可能性が広がった瞬間です。

身体に装着するデリケートな商品ですから、

商品とそれを扱う私自身が信頼されるよう

自らの「ハート」を磨き、この感動を

1人でも多くの方に伝えていきたいと思っています。

営業スタッフ

仙谷　幸法

One+One
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Robot Suit HAL®福祉用
開発・製造 CYBERDYNE株式会社
（総）代理店 大和ハウス工業株式会社+
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Business 
Overview

人・街・暮らしの価値共創グループ

大和ハウスグループの事業は5つの会計セグメントで構成されていますが、「第二次中期経営計
画 Challenge 2010」では8つの事業ドメインを設けて計画の遂行に取り組んでいます。
このBusiness Overviewでは、当社グループの事業戦略、ならびに中期経営計画の進捗状況を
より詳しくご理解いただくため、8つの事業ドメイン別にご説明します。
意思決定をより早く、専門性をより深め、競争力を強化し、大和ハウスグループは来たるべき
新しい時代に挑みます。
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2008 2009

89.1

-3.7

-15.3 -0.8
-4.9

4.2

15.3

-1.1
-5.5

-3.8
73.5

連結消去等

2008 2009

1,709.2

-25.6

-37.9
0.6

21.9

-7.6

42.2

-3.6

13.3

-21.6
1,690.9

連結消去等

戸建住宅 マンション 住宅
ストック 賃貸住宅 商業施設 事業施設 健康余暇 その他

売上高（10億円）

会計セグメント

8つの事業ドメイン

営業利益（10億円）

●●●●●● 利益成長の柱となる事業ドメイン

●●●●●● 利益率の改善を目指す事業ドメイン

●●●●　 　 売上高の拡大を目指す事業ドメイン

住宅事業 商業建築事業 リゾート・スポーツ施設事業 ホームセンター事業 その他事業
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主力商品である「xevo（ジーヴォ）」シリーズのラインアップ
を拡充するとともに、CO2削減と省エネルギー効果の高い
外張り断熱通気外壁の特性を前面に打ち出した販促キャン
ペーンを展開しました。また、長期優良住宅への取り組みや
コスト削減などを強化したものの、新設住宅着工戸数の減少
をはじめとした環境悪化の影響は大きく、請負住宅、分譲住
宅ともに受注が伸び悩み、減収減益となりました。

CO2 20%削減の環境共生型マンション「D’グラフォート レ
イクタウン」をはじめ、マンション敷地内に緑化を行うなど、
地域環境に調和した分譲マンションの提供に努めました。ま
た、当社の強みであるマンション資産価値の維持をはじめ、
購入後の「安心・安全」を訴求する取り組みを強化しました。
しかしながら、マンション市況の悪化で販売戸数は伸び悩
み、大幅な減収を余儀なくされました。

阪南スカイタウン D’グラフォート 千里中央

戸建住宅 マンション
P68 P70

売上高

3,561億円
売上高

1,187億円
営業利益

30億円
営業利益（損失）

-101億円

08 09 10
（計画）

356381 31810億円

08 09 10
（計画）

118156 9710億円

08 09 10
（計画）

3.06.7 0.310億円

08 09 10
（計画）

-10.15.2 -10.510億円

-10 -5 0 5

-10

-5

5

市場成長率（%）

売上高成長率（%）

2008

2009

市場成長率（%）

売上高成長率（%）

-20 -15 -10 -5 0 5

-20

-15

-10

-5

5

2008

2009

再生 再生
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住宅リフォームではダイワハウス・リニューの機能拡充などに
よって設計・施工体制を整備。建物価値の向上や環境に対応
したリフォーム提案力を強化し、受注・売上を伸ばしました。
また、仲介では当社施工のスムストック住宅の取り扱い体制
の整備とマンションの取り扱いを拡大しました。
これらの結果、住宅ストック領域全体の売上は微増となりま
した。しかし、販売管理費の増加などが影響し、営業利益は
減益となりました。

市街地における営業活動を一層強化し、より生活利便性の高
い好立地において、「セジュールオッツ」を中心とする3階建
賃貸住宅商品の拡販に注力しました。また、期間限定商品と
して発売した「セジュールグランモアZⅡ」が好調で、売上の
拡大を牽引しました。この結果、賃貸住宅ニーズが低迷する
環境下で増収を達成したものの、大型賃貸物件の売却を見
送ったことに伴う売却益の減少により、減益となりました。

リビングゲートシティ上尾

住宅ストック 賃貸住宅
P72 P74

売上高

348億円
売上高

4,496億円
営業利益

7億円
営業利益

341億円

08 09 10
（計画）

3434 4110億円

08 09 10
（計画）

449427 45310億円

08 09 10
（計画）

0.71.5 0.310億円

08 09 10
（計画）

34.139.0 32.010億円

市場成長率（%）

売上高成長率（%）

-5 0 5

-5

5

10

15

20

25

2009

2008 市場成長率（%）

売上高成長率（%）

-10 -5 0 5

-5

5

10

15

2009

2008

育成 拡大
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大型複合商業施設の開発に注力し、「イーアスつくば」「イー
アス札幌」「フォレオ大津一里山」の自社運営3施設などを
オープンさせたほか、ロードサイド店舗を中心とした企画提
案型営業を推進し、ほぼ前年度並みの売上を確保しました。
また、一部保有物件を不動産ファンドへ売却したことに伴う
売却益の計上により、前年度を約14%上回る増益を達成す
ることができました。

物流施設では大規模センターや食品物流施設などの建築、
医療介護施設では医療法人を中心に住宅型有料老人ホーム
などに関する提案、法人施設では全国展開する法人企業の
ショールームや事務所などの建築を推進しました。医療介護
施設が伸び悩んだものの、不動産ファンドへの物件売却が進
捗した物流施設の業績拡大が牽引役となり、大幅な増収増益
を達成しました。

イーアスつくば 宇美プロジェクト「福岡南センター」

商業施設 事業施設
P76 P78

売上高

3,039億円
売上高

2,435億円
営業利益

339億円
営業利益

333億円

08 09 10
（計画）

303311 28410億円

08 09 10
（計画）

243201 16810億円

08 09 10
（計画）

33.929.7 31.010億円

08 09 10
（計画）

33.318.0 9.010億円

市場成長率（%）

売上高成長率（%）

-10 -5 0 5 10

-5

5

10

15

2009

2008

市場成長率（%）

売上高成長率（%）

-10 -5 0 5 10

-5

5

10

15

2009

2008

拡大 拡大
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景気悪化で個人や企業の節約志向が強まる中、リゾートホテ
ルでは「安心・安全・おもてなし」を第一に掲げたホテル運営
でリピーター獲得に努めました。また、スポーツ施設では新
規出店や既存店の活性化策によって会員獲得に取り組みま
した。しかしながら、円高で海外からの旅行者が激減したこ
とや、スポーツ施設の新規出店に伴う費用が増大した影響は
大きく、減収減益となるとともに、営業損益は赤字に転じま
した。

ホームセンター事業において、前年度に事業譲渡を受けた
5店舗の売上が寄与したことや、都市型ホテル、物流セン
ターなどの新規開業効果により、売上高は増収となりまし
た。その一方、ホームセンター事業が減益となったことに加
え、新規事業における販売管理費の増加などにより、その他
事業全体でも大幅な減益となりました。

紀州南部ロイヤルホテル ダイワロイネットホテルつくば

健康余暇 その他
P80 P82

売上高

612億円
売上高

2,223億円
営業利益（損失）

-10億円
営業利益

49億円

08 09 10
（計画）

6164 6210億円

08 09 10
（計画）

222209 22510億円

08 09 10
（計画）

-1.00.1 0.010億円

08 09 10
（計画）

4.910.4 4.610億円

市場成長率（%）

売上高成長率（%）

-5 0 5 10

-10

-5

5

2009

2008

再生 育成

各ポートフォリオの売上高成長率は年平均成長率（CAGR）、
円の大きさは売上高規模を示しています。
2008：2005～2007年度
2009：2006～2008年度
市場成長率は当社独自の算出によります。
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「超長期住宅先導的モデル事業」などを継続推進

2008年度の国土交通省「第1回超長期住宅先導的モデル

事業」に採択された「xevo（ジーヴォ）」のオープンハウス「ま

ちなかジーヴォ」「分譲モデル棟」を全国で展開し、“住み継

ぎ”をテーマに、竣工図や住宅履歴、省エネ状況などの “見

える化” を図り、長く住み継ぎ資産として活用できること

をアピールしました。同年度第2回事業では、“時を愉しむ”

をテーマに、展示場住宅を半年ごとに改修するシミュレー

ションを実施し、時間経過に対応した住宅のあり方を紹介

します。そして、2009年度第1回事業では、“時を育む”を

テーマに、メンテナンスやリフォーム費用を計画的に積み

立てる新発想の提案が採択に至るなど、長期優良住宅の普

及に向けた取り組みを積極的に推進しました。

また、環境共生都市として話題を集める「越谷レイクタウ

ン」で手がけた戸建住宅街区に続き、環境省「街区まるごと

CO2 20%削減事業」認定の街づくりに向け、複数の分譲地で

計画の策定に着手しました。

コスト構造改革を徹底し、高利益体制を構築

厳しい市況を踏まえ、購買先の集約、資材の海外調達、工

場集約、不採算展示場の撤去などによる抜本的なコスト構

造改革を実施する一方、「xevo」ブランドのさらなる強化、

「まちなかジーヴォ」の継続展開によるエリア強化に注力し、

受注拡大を目指します。

また、今後3ケ年の重点課題として、以下の施策を推進し

ます。その1つは、ストック重視の循環型モデルを構築する

ための新商品「新ストックモデル工法」の開発です。これは、

解体や増改築が簡易にできる部材を使用した住宅を核とし

て、住み替え時の部材買取を保証する一方、買取部材を再利

用・再販売する新しいプロジェクトとなります。

2つめは、高齢化や経年劣化が進む当社の大型分譲地「ネ

オポリス」の再生です。リフォームや空地・空家の資産活用

などのソリューション提案を行うとともに、太陽光発電な

どの環境エネルギー技術を活かした特徴のある街づくりを

進めていきます。

このほか、完全規格型のWeb専用商品やリニューアル用

「xevo」商品の開発などにも取り組みます。

Beyond 2010

日本の戸建住宅市場
（2008年度）

■ 大和ハウス工業個別 2.5%

■ 大手住宅メーカー上位7社計 17.3%

■ その他 82.7%

417,283戸

■ 東北・北海道地区： 634戸

■ 関東地区： 2,920戸

■ 中部地区： 2,627戸

■ 近畿地区： 1,731戸

■ 中国・四国・九州地区： 2,403戸

xevo E ’09

戸建住宅の建築実績

Year 2009

注： 全体は国土交通省、当社および上位
7社は当社推計
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05 06 07 08 09

528517506495484

11,585
12,470

■■ ストック戸数（千戸）
  ■ 販売戸数（戸）　

10,315
10,75511,264

05 06 07 08 09

2928282726

144142

■■ 1戸当たりの平均売上金額（百万円）
  ■ 1戸当たりの平均売上面積（m2）

135
138139

05 06 07 08 09

2423232222

124126

■■ 1戸当たりの平均売上金額（百万円）
  ■ 1戸当たりの平均売上面積（m2）

121
123124

戸建住宅ストック数と販売戸数
（大和ハウス工業個別）

1戸当たりの平均売上金額・売上面積
（請負）

1戸当たりの平均売上金額・売上面積
（分譲）

マイホームはお客さまの夢です。

そこで、まずお客さまのご要望を詳細にお聞きするように心がけています。

さらに、お客さまの予算に合わせたコストパフォーマンスも考慮して、

お客さまに驚き、喜んでいただけるご提案を目指しています。

戸建住宅　営業スタッフ

野田　早織

One+

戸建住宅
Business Overview
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エリア内を訪問する「攻めの営業」で潜在顧客を開拓

マンション市況の急激な冷え込みから買い控えが強まる

中で、全国一斉キャンペーンやネット営業の強化を実施す

るとともに、モデルルーム中心の「待ちの営業」からエリア

内を訪問する「攻めの営業」に重点を置き、潜在顧客の開拓

に努めました。また、相次ぐ不動産会社の倒産でマンショ

ン販売業者への不信感が広がっている中、当社グループの

財務基盤の健全性や物件の優良性などを丁寧に説明するこ

とで、購入後の「安心・安全」を訴える営業を展開しました。

その結果、下期後半より持ち直しの兆しも現れていますが、

年間売上戸数（大和ハウス工業個別）は前年度比17.4%減の

3,511戸にとどまりました。

また、環境省の「街区まるごとCO2 20%削減事業」第1号

案件に認定された日本で最大規模の太陽熱利用システムを

取り入れた「D’グラフォート レイクタウン」をはじめ、「D’グ

ラフォート 千里中央」が「第2回おおさか優良緑化賞」を受賞

するなど、環境配慮の取り組みを行いました。

大都市圏における大型開発物件の事業化に注力

利益体質の強化に向けた構造改革を加速するため、東京、

名古屋、大阪、福岡の大都市圏を中心に、再開発や複合施

設、共同開発など大型開発案件に対する取り組みを強化す

る一方、広域エリア制の導入による人材配置の最適化と業

務効率の向上により、固定費の圧縮を図ります。

また、2009年度下期からプロジェクト損益をより重視す

る体制にシフトし、利益の拡大とキャッシュ・フローの正常

化を目指します。

今後の用地仕入れに関しては、基本的に駅徒歩5分圏内の

好立地に限定することに加え、大型の再開発や共同開発な

どのさらなる拡大を行っていきます。

05 06 07 08 09

6864605550

3,727

■■ ストック戸数（千戸）
  ■ 売上戸数（戸）　

3,511

4,2534,981
4,391

マンションストック戸数と売上戸数
（大和ハウス工業個別）

分譲マンションの地域別戸数

■ 首都圏　　■ 中京圏　　
■ 近畿圏　　■ 地方圏

大和ハウス工業（個別）の
地域別戸数の割合（%）
（2008年度の供給戸数）

日本のマンションの
地域別割合（%）
（2008年度の全国統計）

大和ハウス工業（個別）の
地域別供給戸数（戸）

30.8

36.4

12.3

20.6

540

807

953

321

19.8

18.3

8.1

53.8

D’グラフォート長崎

Beyond 2010Year 2009
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One+

完成した住戸をお引き渡しする前に、

お客さまと一緒に品質の確認を行います。

事前にお客さまの話を聞いて何を知りたいのかを察知し、

その情報を準備しておきます。

そうすることでお客さま一人ひとりに丁寧な対応ができると考え、

実行しています。

マンション　技術スタッフ

渕原　良平

71
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05 06 07 08 09

23.621.021.220.224.9

■■ リフォーム件数（千件）

ダイワハウス・リニューの機能拡大で
リフォーム事業を強化

住宅リフォーム部門では、今後の成長が期待されるリ

フォーム市場における事業基盤の強化を目的として、グ

ループ会社のダイワハウス・リニューにおける、設計・施工・

施工管理を請負う機能の拡大を図りました。また、他部門か

らリフォーム事業部門への人員補強を行うとともに、お客

さまとのリレーションを担当するリニューふれあいアドバ

イザーを増強し、省エネ・環境対応リフォームを中心に受注

の拡大に努めました。

仲介部門では、当社施工のスムストック住宅やマンション

においてはD’s Bridge※の取り扱い拡大に取り組みました。

スムストックは、2008年度よりスタートした優良ストック

住宅推進協議会（当社を含めた住宅メーカー大手9社で構成）

が認定する優良ストック住宅のブランド名です。現在、当社

商品の専門知識を熟知したスムストック住宅販売士の育成

を強化し、スムストック事業の拡大に取り組んでいます。

※　 D’s Bridge：大和ハウス工業、ダイワサービス、日本住宅流通のグループ会社で
開発した資産価値サポートシステム。

中長期定期点検・メンテナンスの事業範囲を
賃貸住宅に拡大

住宅リフォーム部門では、さらなる人員増強を図る一方、

これまで戸建住宅を対象としてきた中長期定期点検・メン

テナンスの事業範囲を賃貸住宅に拡大します。賃貸住宅リ

フォームに関しては、定期施設診断や一般施設診断の実施、

管理会社との連携強化によって入居者や建物オーナーさま

とのリレーションを強化し、早期の収益化を目指します。ま

た、省エネ・環境対応ニーズの拡大に対応し、太陽光発電の

装置やオール電化リフォームを推進するほか、戸建住宅では

中期・長期点検に重点を置いたリレーション活動により、受

注の拡大に取り組みます。さらに、将来的には分譲マンショ

ンや他社ストックを含めた一般市場にも進出し、早期に総人

員1,600人強、売上1,000億円の体制確立を目指します。

仲介部門では、引き続き当社施工のスムストック住宅や

D’s Bridgeの取り扱いを中心として、全てのストック住宅の

取引件数の拡大に注力します。

Beyond 2010Year 2009

リフォーム件数
（大和ハウス工業個別）
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One+

現場の職人との打ち合わせ時には、

プライベートなことも話題に取り上げ、

メンタルなフォローを大事にしています。

職人に気持ち良く仕事をしてもらえれば、

絶対に良いものができ上がると信じているからです。

リフォーム　工事スタッフ

楠田　啓

73

住宅ストック
Business Overview



ロイヤルパークス荻窪

市街地における3階建賃貸住宅商品などの販売を強化 

首都圏、近畿圏、中部圏の市街地を中心に、「セジュール

オッツ」などの3階建賃貸住宅商品に加え、重層・メゾネット

タイプ商品や賃貸併用住宅「アバンウェル ディッツォ」など

の販売を強化しました。都市部で展開する中高層物件も好

調で、立地条件の厳選と廉価な商品投入によって、販売拡大

に取り組みました。

また、当社が独自開発した、資産継承の具体策を立案する

PDB（パーソナル・データ・ベース）システムを用いて、オー

ナーさまの将来を見据えたコンサルティング営業にも注力

しました。PDBシステムでは、相続税の対象となる財産全体

の状況を分析したうえで、税理士による総合資産対策の立

案・実行、その効果の確認に至るまで、きめ細やかな総合策

を提案しています。

商品戦略においては、既存商品を含め、仕入れの見直しや

発注の集中回避による工事価格の調整などにより、徹底し

た原価低減を図りました。新商品として、2階建重層長屋タ

イプ「セジュールモダンコートJ」を2009年2月に発売しまし

たが、戸建感覚の外観と維持管理コスト低減による高い経

営効率が好評を博し、年間販売目標を上回るペースで受注

しています。

オーナーさまとのリレーションと適地管理を一層強化

3大都市圏における営業力を拡充する一方、PDB会員との

リレーションと適地管理を一層強化し、引き続き都市部の

中高層物件、市街地における3階建賃貸住宅商品や重層・メ

ゾネットタイプ商品の拡販に注力します。同時に、さらなる

原価低減を推進するほか、長屋型3階建商品や環境配慮型商

品の開発などにも取り組みます。

また、賃貸住宅リフォームの専門チームを構成し、これま

でリレーションが取れていなかったオーナーさまに対する

きめ細やかなフォローを通じて、建替・増改築や紹介受注情

報を取得することにより、潜在的な需要の獲得に努めます。

このほか、大和リースの管理物件を大和リビングに移管

して賃貸住宅管理を一元化することに加え、入居者の自社

募集の強化や協力仲介不動産業者のネットワーク化などに

よってリーシング力を強化します。さらに、賃貸募集Web

サイトの統一やグループCM展開などによるブランド力の向

上を図り、オーナーさまに対するアフターサービスを強化

し、受注の拡大につなげていきます。

05 06 07 08 09

26

■■ ストック戸数（千戸）
  ■ 販売戸数（千戸）　

29
28 29

27

738709680651624

賃貸住宅ストック戸数と販売戸数
（大和ハウス工業個別）

日本の賃貸住宅市場（2008年度）

■ 大和ハウス工業個別 6.6%

■ 大手住宅メーカー上位4社計 40.1%

■ その他 59.9%

444,747戸

Beyond 2010Year 2009

注： 全体は国土交通省、当社および上位
4社は当社推計
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One+
賃貸住宅　管理スタッフ

矢田　隆恒 

私たちは20年、30年の長期にわたり、

オーナーさまとそのご家族と共に

協力し、歩んでいきます。

オーナーさまと私たちの日々の交流を通じて

賃貸住宅の安定経営という

同じ目的に向かって進んでいることを

理解していただけるよう努めています。

75
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05 06 07 08 09

3,6703,3493,0142,5992,288

■■ （1,000m2）

05 06 07 08 09

4972394334

■■ （10億円）
■ 首都圏　34.9%　　■ 中京圏　12.4%

■ 近畿圏　19.6%　　■ 地方圏　33.1%

商業建築物の賃貸実績大型商業施設※1受注高
（大和ハウス工業個別）

地域別売上高構成比
（大和ハウス工業個別）

イーアスつくば

「SC事業部」を新設し、運営管理事業に参入

「イーアスつくば」「イーアス札幌」「フォレオ大津一里山」

のオープンに伴う自社運営施設の増加に対応し、施設運営

管理の専門組織「SC事業部」を新設しました。施設の運営

管理に関しては、自社で行うことによってノウハウを蓄積

し、グループ全体の競争力の向上と運営の効率化を図り、ス

トック事業としての継続的な利益確保を目指します。

また、リ・ストア&リ・ビルドシステムの環境対応型店舗「ダ

イワフレスト」の普及を推進しました。「ダイワフレスト」は、

建物の構成部材の大半を移設・再利用することで、移設時の

資材廃棄量を大幅に削減できることに加え、短工期・短期償

却も可能にします。本格普及に向けてコスト改善を実現し、

全国に多店舗展開する企業をターゲットに販売を強化しま

した。

出店増加が予想される近隣型商業施設を強化

引き続き複合施設の開発においては、「改正まちづくり三

法（1万m2以上の大型商業施設の出店を制限）」により、出

店機会の増加が予想される1万m2未満の近隣型商業施設

（NSC）を強化します。地域優良スーパーとドラッグストア

などの複合出店や、人気ブランドによる複合施設展開など

を推進し、受注拡大を目指します。また、郊外における店舗

飽和エリアが拡大する中で、大都市圏・市街地への出店意欲

を高めるテナント企業のニーズに対しても、豊富な土地情

報や土地オーナーさまとの信頼関係を基に、積極的に応え

ていきます。

一方、約3万件の建築実績を誇る当事業では、毎年、約

800件の物件が賃貸借契約の満了を迎えます。契約満了予定

物件に対する継続フォローと再提案により、増改築やコン

バージョンの受注に注力するほか、環境エネルギー事業部

との連携により、白色LEDシステムの導入プランを開発し、

照明や空調などの附帯設備を含めた総合的な受注にも取り

組みます。

Beyond 2010Year 2009

※1　 テナントが単独の店舗で建築工事高が5億円以
上、あるいは、複数のテナントが入居する商業
施設で建築工事高が3億円以上。
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One+

商業施設は、

テナントと来店するお客さまがあって初めて成り立ちます。

テナントが「出店したい」と思う

賑わいのある商業施設にするために、

お客さまのご要望をできるだけ多く取り入れています。

そして、お客さまに楽しんでいただける

地域一番店、日本一番店を目指しています。

商業施設　テナントリーシングスタッフ

川島　奈々惠
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Dプロジェクト八王子

顧客ニーズに合わせた提案力を強化

物流施設部門では、地方における施設集約の活発化が見

込まれることに対応し、地方の優良テナント企業の開拓に

注力しました。また、不況下でも成長を続けるプライベー

ト・ブランド商品を開発する流通業界や通販業界などの荷主

企業の情報収集を強化したほか、物流コンサルティング企

業との業務提携などを通じ、新規テナント企業の開拓を推

進しました。

医療介護施設部門では、医療経営の再編に伴い、高齢者住

宅事業への参入拡大が予想される医療法人を対象に、住宅

型有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅などに関する提案

を強化しました。

法人施設部門では、急成長する環境エネルギー関連企業

を担当する専任部門を新設しました。環境エネルギー業界

のニーズに対応するノウハウを早急に蓄積し、法人施設の

受注拡大を目指します。また、全国拠点展開企業68社、合併

企業155社にターゲットを絞り、拠点施設合理化の提案活動

を展開したほか、3D映像によるプレゼンなどを導入し、提

案力の強化・差別化にも取り組みました。

環境対応型プランの開発・受注を目指す

物流施設部門では、太陽光発電やLED照明などを備えた環

境対応型物流センターを開発し、環境対応型プランの提案

を強化します。投資型物件については、大都市圏に集中する

一方、出口戦略としては従来のファンド売却に加え、テナン

ト企業や荷主企業への売却も視野に展開します。中核都市

圏においては、環境関連の地方優良企業からの請負を基本

に市場の開拓を進めていきます。

医療介護施設部門では、2009年4月よりスタートした第

4期介護保険事業計画に基づくグループホームや有料老人

ホームの公募に積極的に応募し、受注の拡大を目指します。

また、都市部では医療介護施設および高齢者住宅の複合施

設、地方では高齢者住宅の販売を強化します。

法人施設部門では、企業情報の迅速かつ的確な収集・分析

を継続し、全国拠点展開企業の老朽化、賃貸借契約の満了、

郊外への移転などに伴う拠点の見直しや、合併企業の拠点

統廃合計画などをターゲットとしていきます。

主な物流関連事業の開発敷地面積
（現在企画中のものを含む、大和ハウス工業個別）

（2009年7月末現在）

■ 東北・北海道地区： 約100,000m2

■ 関東地区： 約1,000,000m2

■ 中部地区： 約400,000m2

■ 近畿地区： 約180,000m2

■ 中国・四国・九州地区： 約160,000m2

Beyond 2010Year 2009
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1,899件

■ グループホーム、
　　デイ・ケア、デイサービス、
　　小規模多機能施設 44.1%

■ 病院、診療所 28.3%

■ 老人保健施設、
　　特別養護老人ホーム、
　　ケアハウス 5.9%

■ 有料老人ホーム、
　　高齢者専用賃貸住宅 6.7%

■ その他 15.0%

シルバーエイジ研究所の実績内訳

One+

お客さまや設計事務所の人が工事現場にいつ来ても、

気持ち良く見学していただけるように、

安全面・環境面に特に配慮し、現場管理を行っています。

協力業者も含めた関係者全員で元気良くご挨拶して

お客さまをお迎えしています。

事業施設　工事スタッフ

礒田　千秋

05 06 07 08 09

19.5

■■ 棟数
  ■ 売上額（10億円）　

17.3
17.5 17.8

25.0

126217187226179

事務所棟数と売上額
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スポーツクラブNAS伊勢志摩カントリークラブ

「安心・安全・おもてなし」のホテル経営で
リピーターを獲得

リゾート部門では、急激な景気悪化に伴う個人や企業の

節約志向により、稼働率や客室単価が下落していますが、

「安心・安全・おもてなし」を第一に掲げたホテル経営により、

リピーターの獲得に努めました。また、「ホテル改善提案委

員会」による業績不振ホテルの巡回に加え、ホテル単位の

「ホテルマネジメント教育」の実施などにより、収益性の改

善を目指した経営改革を推進しました。

スポーツ施設部門では、既存店舗の「NASサンマルシェ」

（愛知県）の建替や「NAS新潟」（新潟県）、「NAS Wellness & 

Spa CLUB芝浦アイランド」（東京都）、「NAS東札幌」（北海

道）、「NAS大津一里山」（滋賀県）などの出店を行いました。

既存店においては、「手ぶら会員」「女性向けのレディファー

スト会員」「大人の短期スクール」など、特定の需要に絞った

コース設定による会員の獲得に取り組みました。この結果、

スポーツクラブNASは前年度末比4店舗増の53店舗となり、

期末会員数は同3,653人増の9万6,687人となりました。

ホテル運営構造を抜本的に改革

リゾート部門では、集客状況や稼働率に見合った営業形

態への見直しを図り、人員体制の効率化をはじめとする運

営構造の抜本的な改革に取り組みます。また、国の指針とし

て「1泊型リゾートから連泊型リゾートへの転換」が推進され

る中、すでに12のダイワロイヤルホテルズが観光圏整備法

の対象待機となっており、今後、地域と連携した施策の展開

に注力します。さらに、「地産地消メニュー」を取り入れた朝

食改善の全店実施、旅行代理店を中心とした営業戦略の直

販重視への切り替え、ネット予約の強化、老朽化ホテルのリ

ニューアルなどを推進し、ホテル評価の向上とリピーター

の獲得を目指します。

スポーツ施設部門では、不採算店舗の閉鎖や経費削減を

進め、利益改善を図ります。また、大人向け有料スクールの

新たな展開により、売上全体の9割を占める会員収入以外

の収入を拡大させる収益構造改革に取り組むほか、街づく

りをサポートする住宅付加価値としてのスポーツクラブ開

発により、会員の安定的な確保につなげていきます。なお、

2009年度は3店舗を出店します。

Beyond 2010Year 2009

30 hotels

10 golf courses 53 sports clubs

56.6
49.0

50.354.656.1
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296
2,644

405
2,695

347
2,939

336
2,773

283
2,754

■■ 外国人宿泊数（千人）　■■ 日本人宿泊数（千人）
  ■ 客室稼働率（%）

ダイワロイヤルホテルズ／
宿泊者数と客室稼働率

（2009年7月末現在） （2009年7月末現在）
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One+

フロントはホテルの顔。

常に最高の笑顔でお客さまをお迎えし、

お客さまにも笑顔で出発していただけるよう、

チェックイン・チェックアウトの時間を

大切にしたいと思っています。

非日常の時間や空間に期待をもっていらっしゃる

お客さまにどれだけ感動を与えられるか、

お客さまの立場で考え行動するよう取り組んでいます。

リゾートホテル　フロントスタッフ

大城　あゆみ
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金物に特化したプロ向け新業態の1号店をオープン

ホームセンター事業では、消耗品のESLP※1化や幅広い分

野でのプライベート・ブランド商品の開発を強化し、価格と

質の両面で消費者ニーズに対応しました。また、新たな差別

化戦略として、金物に特化したプロ向け新業態「ロイヤル金

物」の1号店をオープンしました。

建設支援事業では、建築部材の製造販売部門において、

（株）カッシーナ・イクスシーと合弁で、沖縄に高級家具販売

「D&C」を設立しました。物流部門では、「アセット型3PL」※2

事業の拡大に向けて、新たに3センターをオープンしたほ

か、建設資材の共同配送センターを関東エリアと北陸エリ

アの2ケ所に設置しました。

クレジットカード事業では、2009年3月末現在、ホーム

センター事業などとの連携効果により、「ハートワンカード」

の発行枚数が30万枚を上回りました。

都市型ホテル事業では、名古屋駅前や新横浜など4ケ所で

「ダイワロイネットホテル」をオープンしました。この結果、

運営ホテル数は、第一ホテル、ロイトン札幌を加えて、合計

16ケ所となりました。

※1　ESLP：Everyday Same Low Price。毎日お買い得価格で提供すること。
※2　 アセット型3PL（サード・パーティ・ロジスティックス）：自社で倉庫や運送車両

などの物流資産を保有し、荷主の物流業務全般（運送・保管・流通加工・情報管
理等）を包括的に受託するサービス。

商品開発力を強化し、プライベート・ブランド商品を拡充

ホームセンター事業では、プロ向け新業態「ロイヤル金

物」のチェーン展開を推進するほか、プライベート・ブラン

ド商品の売上構成比を全体の15%まで引き上げることを目

標に、商品開発力を強化します。同時に、商品取り付けや電

球交換などのサービス業務を充実することに加え、ポイン

トの付かない現金割引カードを新たに発行し、顧客満足の

向上と集客の拡大を図ります。さらに、躯体工事を伴うリ

フォーム案件をリフォーム事業部に紹介する連携強化によ

り、グループシナジーを追求します。

建設支援事業では、LED照明システムを活用したESCO事

業※3などを推進し、エコビジネスを強化します。

クレジットカード事業では、さらなるカード会員の獲得

に注力するとともに、ポイント特典の提供などによる利用

促進策を展開します。

都市型ホテル事業では、2010年までに運営ホテル数を22

ホテルに拡大し、以降も拡張路線を継続していきます。

※3　 ESCO事業：Energy Service Company の略。省エネのための提案、施設の提供、
維持・管理など包括的なサービスを行う事業のこと。

Beyond 2010Year 2009

05 06 07 08 09

2524242524

■■ 購入客数（百万人）

05 06 07 08 09

2,194

■ 客単価（RHC）（リフォームを除く）（円）
■ 客単価（業界全体）（円）

2,332
2,333

2,393
2,298

2,028

2,157

2,042 2,0852,055

ロイヤルホームセンター／
購入客数

ロイヤルホームセンター／
客単価

大和物流 ダイワロイネットホテル 新横浜
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ホームセンター事業
建設支援事業
クレジットカード事業
都市型ホテル事業

その他



49 home centers

19 business and city hotels

One+

笑顔と丁寧さを忘れず、

お客さま一人ひとりと商品に愛情をもって接すること。

これが私のモットーです。

お客さまが何を求め、何を伝えようとしているのかを

しっかり理解し、ご満足いただけるインテリアを

ご提案できるよう日々勉強しています。

インテリア販売　コーディネーター

宮良　ゆかり

● ダイワロイネットホテル
● ロイトン札幌
● 大阪マルビル（大阪第一ホテル）

● ロイヤルホームセンター
● ロイヤル金物

（2009年7月末現在）

（2009年7月末現在）

ハートワンカードロイヤルホームセンター（京都 横王子）

その他
Business Overview
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事業領域に密着したロボット事業を推進

日本は、総人口・労働力人口の減少や高齢化、要介護者な

どの増加といった社会構造が大きく変わろうとしています。

こうした状況のもと、ロボット技術による課題解決への期

待は高まっており、今後、介護や福祉、警備やメンテナンス

などさまざまな分野での補助・支援や日常生活の自立支援、

生活の質の向上など貢献の場を広げていくことが予想され

ます。

当社グループには、医療介護施設づくりを主導するシル

バーエイジ研究所のノウハウや、約130万戸におよぶ戸建住

宅やマンションなどの建築実績、2,400棟を超える医療介護

施設の建設実績があります。こうした事業活動で得られる

お客さまのニーズを的確に把握し、今後も、家事支援や省エ

ネ、健康管理など、暮らしの中で活躍するロボット技術の開

発を目指し、当社グループの既存事業と連携したロボット

事業の拡大を図っていきます。

ロボットスーツ「HALTM」福祉用を販売開始

当社は、2007年2月にロボットスーツにおける世界最先

端企業であるCYBERDYNE（株）と業務提携し、2008年7月

には、装着型自立支援ロボットスーツ「HALTM」福祉用の総代

理店契約※1を締結しました。建築事業推進部の医療介護施

設部門が営業を担当し、2009年4月から日本全国でのリー

ス販売を開始しました。現在、受注拡大に向けて病院や介護

施設でのデモンストレーションを展開しています。

「HALTM」福祉用は、体に装着することで、身体機能を拡

張・増幅できる世界初のサイボーグ型ロボットです。現在販

売中の下肢タイプ福祉用は、障がい者や高齢者の自立動作

をサポートします。今後は介護・福祉にとどまらず、災害救

助や重作業、エンターテインメントなど幅広い分野への適

用が期待されています。

※1　 装着型自立支援ロボットスーツ「HALTM」福祉用を一括して買い受け、国内で独
占的にリースを行う。

当社グループは、「将来に向けた新たな収益源の育成」に向け、
ロボット事業および海外事業で大きな一歩を踏み出しています。

ロボット事業

CYBERDYNE（株）  本社・研究開発センター

ロボットスーツ「HALTM」福祉用のアシスト例

立ち
上がる

昇る

歩く

降りる
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Japan

China

India

Vietnam

Osaka
Tokyo

Hanoi

DalianTianjin

Beijing

Suzhou
Shanghai

中国で当社初の分譲マンションが竣工

当社グループは、1983年中国に向けた住宅の輸出と建築

に着手し、1985年からは上海において外国人（主に日本人）

向け賃貸住宅の建設と運営を開始するなど中国の発展とと

もに事業を成長させてきました。現在では、大連と蘇州の2

拠点に不動産開発を目的とした現地法人を新たに設立し、

不動産開発事業に取り組んでいます。

2009年6月、中国においては当社初となる分譲マンショ

ン「イワシャンゼリゼ」（中国・大連）が竣工を迎えました。こ

れは現地ゼネコンとの共同開発によるもので、敷地面積6.3

万m2、28棟975戸の住宅および商業店舗を販売しています。

中国政府による住宅取得における規制緩和、税制面での優遇

政策や、回復傾向が窺える経済情勢を背景に、販売戸数を伸

ばしています。また、同年7月には分譲マンション「蘇州工業

園区プロジェクト」が着工しました。これは、中国における

日系企業初の独資※1による分譲マンション開発となります。

※1　当社の100%出資の子会社。

独資プロジェクトを通じてブランド価値向上へ

「蘇州工業園区プロジェクト」は、敷地面積7.6万m2、総戸

数902戸の大規模プロジェクトで、中国人高所得者層を顧客

ターゲットとした高品質分譲マンションです。中国におい

て、独資※1で分譲マンションを開発するメリットは、ノウハ

ウ取得はもちろんのこと、何よりも当社が永年日本で培っ

てきた住環境づくりの知識や技術を存分に活かせることに

あります。例えば、外張り断熱工法を用いて省エネ対策を施

すなど、安全性に優れ、環境に配慮した、日系企業の建材や

設備を可能な限り使用し、より高品質な施工を提供します。

これを実績として、当社グループのブランド価値向上につ

なげたいと考えています。そのほか、大連市では現地ゼネコ

ンとの共同開発で、敷地面積15.6万m2を超える大型案件「大

連医科大跡地総合開発プロジェクト」が、2009年7月着工。

今後も、上海を中心として不動産情報の収集を進めるとと

もに、マンション開発事業を進めます。さらに、世界的な不

況の回復状況を見定めながら、ベトナムやインドなど新興

国への進出も検討しています。

海外事業

海外拠点

イワシャンゼリゼ 蘇州工業園区プロジェクト 大連医科大跡地総合開発プロジェクト

蘇州工業園区プロジェクト起工式
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「外張り断熱通気外壁」で高度な省エネ高耐久を実現

「xevo」は、25年ぶりに工法を一新し、2006年9月より発

売した戸建住宅商品の新ブランドです。耐久性と省エネル

ギー性に優れた当社独自の外壁システム「外張り断熱通気外

壁」を標準装備し、高度な省エネと高い耐久性を実現してい

ます。また、長期間美観を維持する外壁塗装「XEコート」や、

省エネ効果の高い「太陽光発電システム」などを使用し、建

築後の住まいにかかる費用「ライフサイクルコスト」を低減

します。

2009年6月より「長期優良住宅」を対象とした減税政策が

施行されていますが、「xevo」はこの認定基準を標準仕様で

満たしています。

自然と調和した街づくりの先進モデルを開発

当社グループは、2008年3月に街開きした「越谷レイクタ

ウン」（埼玉県越谷市）において、戸建住宅132戸と分譲マン

ション500戸の一体開発を行いました。この街区は、当社が

進める「自然と調和した街づくり」の先進モデルの1つです。

風・太陽・水といった自然を活用する工夫を取り入れている

ことに加え、マンションの給湯・暖房用に集合住宅としては

日本最大規模の太陽熱利用システムを導入しており、環境

省のモデル事業である2006年度「街区まるごとCO2 20%削

減事業」の第1号に分譲マンション「D’グラフォート レイク

タウン」が採択されました。また、2008年度には「レイクタ

ウン美環の杜（みわのもり）」が戸建住宅街区として初めて採

択されました。

世界では、米国の「グリーン・ニューディール」政策に代表されるよう、地球環境保全に向けた取り組みが加速して
います。日本でも、2009年4月に日本版グリーン・ニューディール構想「緑の経済と社会の変革」が発表され、各産
業分野で環境保全をテーマとする新技術・新商品の開発が本格化してきました。
当社グループは、こうした世界的な環境意識の高まりをいち早く捉え、各事業分野において、環境ソリューション
を積極的に展開しています。環境と社会の共存は、「共創共生」社会の実現を目指す当社グループの最大の目標で
す。これからも事業を通じ、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の複合的な実現に貢献していきます。

戸建住宅  「xevo（ジーヴォ）」 環境共生都市  「越谷レイクタウン」

越谷レイクタウン

環境ソリューション

Environmental Solutions

XEコート外張り断熱
通気外壁

太陽光発電
システム
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グループの総合力で新たな事業を展開

改正省エネ法※1の施行により、企業はさらなるCO2排出量

の削減を求められています。当社はこうした状況を踏まえ、

環境エネルギー事業に取り組むグループ各社の特性を総合

力として発揮するため、2009年4月に環境エネルギー事業

部を新設しました。商品・サービスの事業企画と開発設計を

担う環境エネルギー事業統括部を本部として、大都市圏を

中心とする全国25ケ所に環境エネルギー営業所を展開して

います。本部には大和エネルギーやエネサーブをはじめと

する当社グループから人員が参加し、グループが展開する

既存事業との相乗効果を発揮。省エネ照明や大型リチウム

イオン電池などグループ各社の特性を1つにまとめて、エネ

ルギーを創り・蓄え・節約する商品・サービスを提供してい

ます。また、グループ全体で膨大な既存顧客や建築ストック

を擁していることも、当社グループの強みです。コンビニエ

ンスストアや小規模店舗、事務所、工場・倉庫など企業単位

でエネルギー管理が求められる企業をターゲットとして、

そのお客さまに最適な商品・サービスを総合的にコンサル

ティングすることで、他社との差別化を図っています。

これらの取り組みを通じて、初年度の売上500億円達成を

目指すとともに、既存事業に関わる新たな市場を開拓し、次

世代の柱となる収益源として育成していきます。

※1　 改正省エネ法：これまで一定規模以上の大規模な工場に課せられていたエネル
ギー管理の義務を事業者単位にまで拡大。2009年4月施行。

環境共生住宅認定※2

●  2007年度・建設実績1位
（2008年8月）

●  2008年度・建設実績1位
（2009年8月）

地球環境大賞※3

「自然と調和した街づくり～街区
まるごとCO2削減～」の取り組み
が「第18回地球環境大賞」を受賞
（2009年2月）

CASBEE-まちづくり※4

越谷レイクタウン内で一体開発
した街区「レイクタウン美環の杜」
「D’グラフォート レイクタウン」
がSランク評価認証の第1号を獲
得（2009年7月）

環境エネルギー事業
環境エネルギー事業の商品・サービス

太陽光発電システム販売・施工
LED・高効率照明販売・施工
リチウムイオン電池販売・施工

風力発電
電力小売
一括受電
グリーン電力証書販売

エネルギードクターサービス
エネルギー監視・情報サービス
電力設備保守管理

●ESCO／設備販売関連

●省エネサービス・　セキュリティ関係

●売電・環境関連

「コンビニエンスストア向け次世代省CO2モデル事業」が、国
土交通省実施の「第1回住宅・建築物省CO2推進モデル事業」
に採択されました。同モデルは、太陽光発電システム、白色
LED照明システム、蓄電池に加え、各店舗でのエネルギー使
用実態を一元管理できるエネルギーマネジメントシステムを
採用することで、店舗運営で発生するCO2を最大で約17%削
減することが可能です。

当社グループの
環境関連受賞歴

※2　（財）建築環境・省エネルギー機構による認定制度。
※3　（財）世界自然保護基金（WWF）ジャパンの特別協力を得て、1992年に創設。フジサンケイグループ主催。
※4　（財）建築環境・省エネルギー機構によって開発された「建築物総合環境性能評価システム」。
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4つの重点領域の着実な進捗

当社グループは、中期経営計画の基本方針として「環境・

エネルギー技術」「ストック社会対応技術」「超高齢化社会対

応技術」とそれらを実現する「ICT・IRT技術※」を先行技術開

発の重点4領域に定め、経営資源を積極的に投入していま

す。2008年度の主な成果として、「環境・エネルギー技術」で

は、当社と（株）ナベショーは、京セラ（株）と共同で、消費電

力・CO2排出量を大幅に削減できる白色LED照明システム

※　ICT：情報通信技術（Information and Communication Technology）
　　IRT：情報ロボット技術（Information Robot Technology）

「グレース ルミノ」を開発し、「ストック社会対応技術」では、

国土交通省主導の「長期優良住宅先導的モデル事業」に「住み

継ぎ」をコンセプトにした戸建住宅「xevo（ジーヴォ）」が採択

されました。また、「超高齢化社会対応技術」では、TOTO（株）

と共同で、在宅健康管理を提案する「インテリジェンストイ

レⅡ」を開発・販売するなど、蓄積した技術を高付加価値の

商品として結実させています。

人・街・暮らしの価値共創グループとして、
少子・高齢化社会や地球環境と共生する循環型社会に向けた技術開発を推進し、
豊かな未来を創る技術を追求しています。

重点技術領域の研究テーマと取り組み

環境・
エネルギー
技術

ストック社会
対応技術

超高齢化社会
対応技術

ICT・IRT
技術

重点領域

研究テーマ 開発技術 開発事例

地球環境の保護 CO2排出量削減技術
資源保護技術

● 白色LED照明システム「グレース ルミノ」
● リサイクルプラスチック材による地盤補強「D-TEC ECO＋工法」
● 「大型リチウムイオン電池」を利用した「電力貯蔵システム」の開発

都市と街の再生 資産価値維持・
向上技術

● 住宅の断熱性や耐久性を高める「外張り断熱通気外壁」
● 建物を移設再利用する「リ・ストア&リ・ビルドシステム」
● 住宅「床下点検ロボット」の開発

住生活の向上 サービスロボット
活用技術

● 介護・福祉用自立支援ロボットスーツ「HALTM」

ICT・IRT技術に
よる上記3領域の
価値の最大化

次世代ホームネット
ワーク

● 在宅健康チェックシステム「インテリジェンストイレⅡ」
● 住まいの情報窓口「次世代ホームネットワーク」
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柔軟な研究開発体制を構築

総合技術研究所は、2008年4月に研究開発の方向性と機

能を明確化した4つのセンターに組織を再編しました。さら

に2009年4月からは、各センターを横断的につなぐ取り組

みをスタートさせ、将来に向けた中長期的な研究を推進し

ています。また、総合技術研究所を主軸として、商品開発・

デザイン部門や事業部門、シルバーエイジ研究所、異業種企

業、公的研究機関などとも連携。多面的な視点を活かした研

究開発を促進しています。

高い専門性を有する多様な人財を育成

グループ連携による事業領域の拡大や、環境・エネルギー

など次世代事業への取り組み強化に伴い、総合技術研究所

では、建築技術だけにとどまらない高い専門性を有する多様

な人財を採用、育成しています。今後も、社会の変化やニー

ズに幅広く応えられる「人・街・暮らしの価値共創グループ」

として、豊かな未来を創る技術を創出していきます。

総合技術研究所の体制と役割

05 06 07 08 09

254

■■ 研究開発費（百万円）
  ■ 研究部門人員数（人）　

334

308 311
276

7,7537,8707,2226,1905,712

05 06 07 08 09

146

■■ 特許登録件数
  ■ 特許公開件数

135

203

123

261

9294454132

研究開発費と研究部門人員数

特許登録件数と特許公開件数

総合技術研究所

技術開発センター

既存の技術力強化を目指す
技術開発

フロンティア技術センター

新規技術・事業につながる
先行技術研究

信頼性センター

技術的性能の検証・技術基準
の設定

研究支援センター

各研究グループのサポート

総合技術研究所
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Corporate 
Citizenship
社会的課題に対し、事業を通じて答えを出していくこと̶̶大和ハウスグループは、これを責任
ある企業市民としてのあり方だと考え、さまざまな活動に取り組んでいます。こうした活動の
先に、さらなる事業の成長があると信じ、社会が求める新たな価値の創造に挑戦していきます。

CSR自己評価指標

ステークホルダーに対する取り組みの成果

を定量的に測定するため、2006年度より自

己評価指標を策定しています。ステークホル

ダー別に具体的な指標を定め、バランスの取

れた事業活動ができているかどうかを測り、

社会的課題解決への成果を自己評価する内容

になっています。この指標は、「満点評価」に

固執するのではなく、結果を受けて、現状把

握、課題抽出、改善に活用することを目的と

しています。

※　各分野の満点を100とした場合の得点比率

お取引先

社員

株主・投資家

地域社会

環境 お客さま

● 2008年度実績
● 2009年度目標

25

50

75

100

CSR自己評価指標の分野別得点比率※



社会的課題解決への取り組み

コーポレート・
ガバナンス 内部統制 コンプライアンス リスク

マネジメント

社員

株主・投資家

地域社会 お取引先

環境 お客さま

大和ハウス
グループ

経営の質と透明性を高める取り組み
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分野別の得点結果と目標数値

社会的課題 具体的指標　（★は重点実施指標） 配点 2008年度実績 2009年度目標
販売戸数※1（住宅・アパート・マンション）★
（前年度増減率） 100点 △1.8%（40点） △8.4%（20点）

住まいの質的充足 オーナーさま（入居者）満足度★
（アンケート評価による満足率） 100点 95.6%（96点） 100%（100点）

オーナーさま（入居者）からの紹介販売率（住宅・アパート）
（前年度増減率） 60点 ＋4.3%（40点） ＋4.2%（40点）

住まいの安全・安心 耐震性能（住宅）※2

（最高等級取得率） 60点 90.4%（54点） 95.0%（57点）

住まいの長寿命化 リフォーム事業の受注高
（前年度増減率） 60点 ＋2.2%（40点） ＋57.9%（60点）

※1　販売戸数については当社の販売している主力商品が耐震仕様などの性能を備えていることから質的充足に分類しています。
※2　【耐震性能（最高等級取得率）】お客さまの住まいに対するご要望や建設場所・積雪条件によって、最高等級に対応できない場合があります。

社会的課題 具体的指標　（★は重点実施指標） 配点 2008年度実績 2009年度目標

サプライチェーン
（労働安全衛生の充実）

労災件数（施工現場）★
（前年度増減率） 100点 △12.1%（40点） △20%（80点）

労災件数（工場）★
（前年度増減率） 100点 △58.1%（80点） △20%（80点）

サプライチェーン
（環境への取り組み） 環境マネジメントシステム導入工場率 60点 100%（60点） 100%（60点）

公正な取引の実施 お取引先通報窓口「パートナーズ・ホットライン」への
通報対応※1　（解決率） 60点 2009年度より実施

（36点） 80%以上（60点）

有事の際の事業継続 BCM（事業継続管理）への取り組み※1

（安否確認システム報告率） 60点 2009年度より実施
（36点） 100%（60点）

事業活動の客観的評価の確保 当社社員の行動に関するお取引先アンケート調査★
（調査結果を点数化）※2 100点 ①42.0% ②62.5%

（40点）
①50% ②70%
（65点）

※1　2009年度より新規実施のため、2008年度実績（得点）は満点の60%をベースに設定（配点）しています。
※2　①回答率②「問題ない」の回答が全体に占める比率の合計にて算出しています。

社会的課題 具体的指標　（★は重点実施指標） 配点 2008年度実績 2009年度目標

ダイバーシティの推進 障がい者雇用率※1★ 100点 1.84%（20点） 1.80%（20点）

人財の育成
従業員人権研修受講者率 60点 96.3%（58点） 100.0%（60点）

有資格者数★
（一級建築士、一級建築施工管理技士、宅建主任者）※2 100点 ①1,820名 ②2,245名

③4,584名 （85点）
①1,900名 ②2,300名
③4,700名 （85点）

ワークライフバランスの推進 有給休暇取得率★ 100点 34.3%（60点） 38.0%（80点）

福利厚生制度の充実
（従業員の持家取得推進） 30歳以上の従業員持家取得率 60点 55.4%（50点） 56.0%（60点）

事業活動の客観的評価の確保 職場の総合満足度調査※3 60点 78.8%（50点） 80.0%（60点）

※1　障がい者雇用率は、法定雇用率1.80%を最低基準として設定。
※2　①一級建築士 ②一級建築施工管理技士 ③宅地建物取引主任者の有資格者をそれぞれ30点満点に換算。①②③とも満点であれば10点加算し100点とする。
※3　社内CSR意識調査実施時に調査。

社員 P94

お客さま P96

お取引先 P97
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社会的課題 具体的指標　（★は重点実施指標） 配点 2008年度実績 2009年度目標

財務の収益性 収益性★
（営業利益率より計算したものを点数化） 100点 60点（60点） 70点（70点）

財務の成長性 成長性★
（売上高、営業キャッシュ・フローの成長率を点数化） 100点 45点（45点） 55点（55点）

財務の安全性 安全性★
（金利負担能力を点数化） 100点 60点（60点） 65点（65点）

財務の健全性・効率性 ROE※★

（自己資本利益率） 100点 0.7%（10点） 9.0%（100点）

事業活動の客観的評価の確保 外部機関による調査得点を点数化 60点 72.0点／100点
（43点）

73.0点／100点
（44点）

※　ROE9.0%は、「大和ハウスグループ第二次中期経営計画」最終年度（2010年度）の目標数値。

社会的課題 具体的指標　（★は重点実施指標） 配点 2008年度実績 2009年度目標

地球温暖化防止 CO2削減貢献度★ 100点 117.1%（100点） 100%（100点）

廃棄物削減 建設系廃棄物排出量★ 100点 349.9%（100点） 100%（100点）

有害化学物質削減 PRTR対象有害化学物質使用量 60点 284.3%（60点） 100%（60点）

自然環境との調和 環境共生住宅認定率（分譲住宅） 60点 92.7%（56点） 100%（60点）

環境活動の輪の拡大 グリーン購入比率（主要6品目） 60点 100.7%（60点） 100%（60点）

社会的課題 具体的指標　（★は重点実施指標） 配点 2008年度実績 2009年度目標

地域社会・国際社会への貢献

社会貢献活動、NPO・NGOとの協働活動、社会貢献活動費用※1★ 100点
①本社37件 事業所79.2%
②本社13件 事業所3.1%

③1.3%（93点）

①本社40件 事業所80%
②本社15件 事業所5%
③1.0%（96点）

ボランティア休暇取得率 60点 16.2%（45点） 17%（45点）

寄付、募金活動
（従業員参加率） 60点 37.2%（30点） 50%（60点）

情報セキュリティ
（個人情報の保護） 個人情報の盗難・紛失事故件数の前年度増減率★ 100点 △40.7%（80点） △25%以上（80点）

リスクへの対応 企業倫理ヘルプラインへの通報対応
（解決率） 60点 80%以上（60点） 80%以上（60点）

情報発信・対話機会の充実 ステークホルダーミーティング
（参加者満足度）※2 60点 ①66.7% ②83.3%

（45点）
①70% ②85%
（47点）

※1　 ①社会貢献活動：本社活動件数・事業所実施割合、②NPO・NGOとの協働活動：本社活動件数・事業所実施割合、③社会貢献活動費用：社会貢献活動費用が経常利益（前年度ま
での過去5年間の平均）に対して占める比率の合計にて算出。

※2　参加者へのアンケート結果で、①ディスカッションにおいて「発言しやすい雰囲気であった」が全体に占める比率、②当社の説明内容が「分かりやすい」が全体に占める比率。

株主・投資家 P98

地域社会 P99

環境 P100
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CSR自己評価指標の基本的な設定方法
指標の内容や測定方法は、さまざまな要因で常に変化する社会からの要請※に伴い、適宜改定しています。基本的な設定方法としては、次の
4つを定めています。1. 各分野（ステークホルダー）にとって代表的な指標であること　2. 結果が毎年定期的に公開されるか、または把握でき
ること　3. 会社の努力で数値を上昇させることができること　4. 社会・環境面だけでなく経済性（業績）も含む指標であること
なお、配点については、1指標の配点を60点に統一したうえで重要視する指標の配点を100点に設定しました。

※　 2008年度は、社会からの要請を客観的に捉えるため、ステークホルダーミーティングのテーマの1つに取り上げるなど、社外有識者を含むステークホルダーのご意見をヒア
リングし、社内関連部署と協議を行って大幅に見直しました。



社員一人ひとりの個性を尊重するためのさまざまな仕組みづくりに注力しています。

従業員数内訳※

■  正社員
■  有期契約社員

■  男性正社員
■  女性正社員

88%

84%

65% 35%

16%

12%

■  男性有期契約社員
■  女性有期契約社員

人権啓発研修の実施状況人財育成プログラム
3つのテーマ 対象 主なプログラム

経営機能の強化 経営者
マネージャー

・大和ハウス塾
・マネジメント能力開発研修
・新任責任者研修

専門能力の強化 中堅社員 ・チームリーダー研修
・Di-Q検定（営業）

企業理念の徹底 新入社員 ・新入社員研修

研修名 対象者 回数 のべ
受講人数

事業所別研修 全社員 423回 25,424名

階層別・目的別 管理職・主任・係長・
新入社員 28回 1,211名

推進リーダー育成 推進員 8回 344名

グループ会社（支援） グループ会社社員 16回 595名

将来を担う人財育成に注力

少子・高齢化で国内の労働人口が減少する中、組織の労働

生産性を高め、社員一人ひとりのキャリア・デザインをバッ

クアップできるように、当社は人財育成やワークライフバ

ランスの推進を目標として設定しました。

人財育成では「企業理念の徹底」「専門能力の強化」「経営

機能の強化」をテーマに、3段階の教育プログラムを運用し

ています。第1段階は新入社員を対象に研修による「企業理

念の徹底」を図り、第2段階では中堅社員を対象に「専門能力

の強化」研修を実施しています。第3段階では「経営機能の強

化」を目的にマネージャーと将来の経営者を育成。2008年

から始まった次世代経営者育成プログラム「大和ハウス塾」

には、当社グループから初年度58名、2009年度24名が推薦

を受けて参加し、戦略立案の研究・討議・提案を通じて、将

来の経営者に必要な資質と能力を磨いています。すでに、第

一期生からは、新規事業部長、グループ会社役員などを輩出

し、優れた人財を即戦力として配置しています。

このほかにも、意欲のある社員に応えるさまざまな人財

育成制度を設けています。管理職を育成するプログラムは

「マネジメント能力開発研修」に加えて「新任責任者研修」を

新設。さらに、自主選択型の「チームリーダー研修」、若手

社員の実務能力認定制度「Di-Q検定」など、社員が自らモチ

ベーションを高めて成長できる制度を充実させています。

※　2009年4月1日現在

社員と共に
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ワークライフバランスの推進

当社の「Waveはあと推進室」が中心となって2007年に導

入したワークライフバランス支援の各種制度は、男性の育

児休暇や看護休暇など全ての制度利用人数が増加しました。

2009年4月からは職種・部門別に勤務時間帯を見直すこと

で所定労働時間の有効活用を促進し、総労働時間の短縮に

も着手しています。また、多様な人財を積極的に活かすダイ

バーシティの実施策として、2005年度より女性社員が少な

かった営業・設計・工事職に女性の配属を増やすと同時に、

女性が働きやすい環境整備を進めています。これらの取り組

みの結果、2008年度の育児休業制度の利用者数は前年度比

36名増の153名に達し、結婚や出産を理由に退職する女性

社員が減少しました。さらに、ホームホリデーやボランティ

ア休暇など、育児や看護以外でも多くの社員がワークライフ

バランスを実現できる制度設計を目指しています。

より働きやすい職場づくりのために

従業員に対する「CSR意識調査※3」や「View Research 

100※4」により、従業員の意識や職場の現状を定期的に調査

し、働きやすい職場環境づくりの推進を図っています。ま

た、人権啓発室や、内部通報窓口に寄せられた意見・要望も、

制度の改善に活かしています。

※3　人権意識、法令遵守など48の設問項目で構成した社内アンケート。毎年実施。
※4　 職場環境、人事制度、労務問題など100の設問項目で構成した社内アンケート。

4年ごとに実施。

Waveはあと推進室
2007年5月人事部に女性活躍の推進組織として設置。女性社員の採用拡大と職域拡
大を図るほか、次世代育成、ワークライフバランス支援のために必要な制度づくりに
努めています。

大和ハウス塾
2008年5月開講した経営者育成プログラム。戦略思考・マーケティング・財務など経
営力の基礎講座から、自社分析を通じて、将来に向けた戦略提案のための研究・討議
を行います。

2.36

3.84

3.36

2.96

06 07 08 09

254216181137

■■ 人　■ （%）

ワークライフバランス支援制度の利用状況

女性が活躍するための3本柱

制度 2008年度実績 前年度比

育児休業制度 153名 +36名

出産・育児短時間勤務制度 115名 +26名

家族の看護休暇 555名 +70名

ハローパパ休暇※5 191名 +21名

ホームホリデー※6 13,309名 +908名

次世代育成一時金制度 （出生児数）
724名 +41名

※5　 出産した配偶者をもつ男性社員が出生日から連続5営業日の休暇を取得できる
制度。

※6　 ワークライフバランス推進の一環として、家庭や地域生活のための有給休暇を
四半期に1日、計画的に取得する制度。

女性人員目標

積極的・戦略的採用計画
・女性の採用比率30%
・2015年、女性正社員比率30%へ

女性正社員登用の拡大
・2010年、女性リーダー比率を5%※1とする

※1　リーダー層に占める女性の比率。

増やす

活かす

続ける

女性リーダー層の人数
および割合※2

※2　 各年4月時点の数値。
割合は主任・係長・課長・部長職
に占める女性比率。
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お客さま一人ひとりの立場で考える個客志向を行動の規範としながら、
お客さまの声を商品や事業活動に反映します。

アフターサービスの新たな連携体制を構築

2008年度は、お客さまとの長期的なリレーションシップ

の強化により、お客さま満足度のさらなる向上を目指しま

した。その実施策として、2009年4月に住宅部門のアフター

サービス体制を再編し、お客さまの窓口となる「お客さまセ

ンター」を主軸に、各支店の工事部門、リフォーム営業所の

3部門が連携する体制を構築しています。築年数に応じて担

当部門がお客さまを訪問し、点検・修理対応するほか、ご要

望を分析して今後の提案活動に活かしていきます。また、全

国の「お客さまセンター」に品質保証の専門スタッフを配置

し、商品・サービスの品質保証活動を強化することで、長期

的な企業価値の向上にもつなげています。

お客さまの声に基づくCS活動を徹底

「お客さまセンター」に寄せられたご意見・ご要望はCS統

括部門が一元管理しています。2008年度の取り組みとして、

お客さまの声を当日中に各事業所へフィードバックできる

ように迅速化しました。また、本社・各事業所で月1回CS委

員会を開催するとともに、各事業所に対しては、CS企画部

への議事録の提出を義務づけて、事業所単位での委員会の

実効性を確認しています。さらに、2008年10月からは各事

業所でのグループ改善活動を開始し、お客さまの声に基づ

くCS活動を全従業員に徹底しています。こうした取り組み

に対して、お客さまアンケートでは満足度95%以上の評価

をいただきました。今後もお客さまの声を活かした商品・

サービスの向上に努めます。

エリア別お客さま※の割合

※　戸建住宅・集合住宅・マンション

■  北海道・東北・北関東・信越 19.7%

■  南関東 20.6%

■  中部・北陸 18.0%

■  近畿 20.1%

■  中国・四国・九州 21.5%

お客さま
センター

改善された商品・サービスご意見　ご要望

改善提言

各部門
全事業所

改善指示
改善された商品・サービス

CS委員会

一元管理

CS統括部門

CS
推進部

品質保証
推進部

CS
企画部

大和ハウス
グループの
お客さま

改善指示

各部門
各事業所

「お客さまの声」に基づく改善活動
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車両台数 CO2排出量53.3%
down

58.2%
down

共同輸送の取り組み状況※1

※1　共同輸送実施前（1997年度）との比較。

お取引先に対して、常に対等・公正な立場で接することを心がけ、
よりよいパートナーシップを築いていきます。

お取引先・協力会社による改善活動を推進

当社では、「資材調達先」「施工協力先」「設備機器調達先」

「事務用品・機器調達先」から成るサプライチェーンのネット

ワークを構築し、それぞれで重点課題を策定して活動して

います。協力会連合会では、2008年度の基本方針として「信

頼と挑戦」を掲げ、活動の中心となる部会を機能別に8つの

組織に分け、管理項目を策定して目標達成に努めました。ま

た、高い施工品質を実現するために、4M（Man、Machine、

Material、Method）に重点をおいた現場発信の改善活動に

注力し、特に「モノ（Material）」に対しては、改善事例報告会

を年2回開催し、優れた改善アイデアを実用化・商品化して、

改善意欲の向上に活かしています。トリリオン会では、各企

業が共同輸送など、事業の一環として燃費・CO2排出管理に

継続的に取り組み、計測結果の発表会を開いて優れた施策

を共有化するなど環境負荷の低減に注力しています。

よりよいパートナーシップ形成のために

当社グループは「取引先会社行動規範」の基本三原則「人権

の尊重」「法令の遵守」「環境保全」に基づく事業活動をお取引

先と共に展開しています。2009年7月にはお取引先通報窓口

「パートナーズ・ホットライン」を開設し、公正で透明性の高

い取引実施のため、お取引先のご意見に適宜対応する仕組み

を整えました。また、作業現場における労働者の健康と安全

を確保するために、安全パトロールや安全教育などを継続し

て行い、2008年度の労災件数は前年度と比較して、施工現

場では12%減、工場では58%減となりました。さらに、BCM

（事業継続管理）の一環として、災害発生時におけるお取引先

との連携体制の強化についても継続して取り組んでいます。

一方で、昨今の厳しい経済環境への対応策として、発注の平

準化に向けた仕組みに実験的に取り組むなど、お取引先との

共存共栄の実現を目指しています。

トリリオン会
会員数※3

240社

施工協力会社

工場協力会社

物流協力会社

調達先

大和ハウス
グループ

協力会連合会
会員数※2

4,856社

安全衛生協議会
安全パトロール結果で発見された不安全
状態・不安全行動の周知を徹底しています。

特別教育の実技風景
法定資格取得の一環として協力会社を対
象に特別教育を実施しています。

※2　2009年3月末現在 ※3　2009年5月末現在
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ステークホルダーのみなさまとのコミュニケーションを通じて、
経営の質を高め、長期的な信頼関係の構築を図ります。

多様化する投資家ニーズに対応

2008年度は、新たな取り組みとして、一部の機関投資家・

アナリストを対象に現場見学会を開催しました。住宅をは

じめ、商業施設や物流施設、ホテル運営など、多岐にわたる

当社グループの事業について、より理解を深めていただく

ことができました。

また、2009年3月期決算説明会後に、経営トップによる

機関投資家向けのスモールミーティングを当社主催で開催

しました。これは投資家からのご要望に応えたもので、終了

後の参加者アンケートにおいて「経営や事業活動に関する考

え、将来ビジョンなど直接確認できた」と好評を得ました。

今後も、このような活動を通じて、投資家との双方向のコ

ミュニケーションを継続し、寄せられた貴重なご意見を経

営に反映していきたいと考えています。

より充実したIR活動を目指して

Webサイトを活用した情報開示にも注力しています。

2008年度は、業績の推移を視覚的にわかりやすくまとめた

財務ハイライトのコンテンツを追加したほか、決算説明会

の動画・資料を掲載しました。また英文による受注情報のコ

ンテンツの拡充、財務・経営情報の日英同時配信など、国内

外の情報格差を少なくすることにも取り組みました。

株主・投資家が、「今、何を求めているか」を適切に判断

し、事業環境の変化や多角化する事業について、柔軟かつス

ピーディーに、情報開示とミーティングを通してお知らせ

できるよう努めてまいります。当社の現状を正しく理解し

ていただき長期的な信頼関係を築いていきます。

IRカレンダー

イベント 2009 2010
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

2009年3月期決算発表・決算説明会

定時株主総会

2010年3月期第1四半期決算発表

アニュアルレポート発行

2010年3月期第2四半期決算発表・決算説明会

2010年3月期第3四半期決算発表

2010年3月期決算発表・決算説明会
注：上記の予定は、予告なく変更する場合があります。

格付情報（2009年7月1日現在）

長期格付

短期格付
a-1+
格付投資情報センター（R&I）

AA-
格付投資情報センター（R&I）

AA
日本格付研究所（JCR）
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グループ全体で取り組む体制づくり

当社グループでは、全国各地の事業所で働く従業員一人

ひとりが、地域社会の一員として社会貢献活動に取り組め

るように推進しています。そのための体制づくりとして、各

事業所・各会社において社会貢献推進委員を任命し、委員会

を開催しています。また、年に2回、全国の社会貢献推進委

員を集め、グループ全体での活動方針を周知するとともに、

各拠点での活動報告などを行っています。さらに、2007年

度から、社会貢献活動における「社長表彰制度」を導入し、各

事業所活動の活性化を図っています。

2008年度の社会貢献活動はグループ全体では1,145件

となり、年々広がりを見せています。今後は、グループ全体

で、一人でも多くの従業員が取り組める内容の活動も推進

していこうと考えています。

環境・福祉・教育の3分野で地域社会に貢献

社会貢献活動は、環境・福祉・教育の3分野を中心に取り

組んでいます。教育面では、本業を活かした活動の1つとし

て、従業員が小学校・中学校を訪問し、各地で住まいや建築、

環境についての教育を行う出張授業「D’sスクール」を実施し

ています。2008年度は20校を訪問し、1,677名に対し授業

を行いました。また、地域の学校やNPO法人と連携し、生

徒の仕事体験などの教育にも取り組むなど、さまざまなか

たちで教育支援に貢献しています。福祉面では引き続き、当

社建設の老人保健施設への訪問ボランティアを実施。さら

に、環境面では都市近郊の森林保全のため、手入れされてい

ない木々の間伐や整地作業にボランティアとして参加しま

した。

義援金・募金活動については、3分野と自然災害の被災地

に向け、合計で25,710,253円を寄付しています。

企業市民としてさまざまな社会貢献活動を継続的に行い、
社会全般の発展と生活環境の向上に貢献します。

社会貢献活動の分布別傾向

グループ全体

1,145件
（11.1%up）

■  地域共生（清掃） 8.8%

■  地域共生（清掃以外） 18.4%

■  教育支援 30.8%

■  人道支援 10.5%

■  社会福祉 11.8%

■  環境保全 10.4%

■  国際協力 9.3%

アカウミガメの放流会
静岡県にある浜松支店では、従業員とその家族が協力
会社や周辺の住民のみなさまと一緒に「アカウミガメの
放流会」を行いました。

出張授業「D’sスクール」
宮城県にある仙台支店では、「大地のつくり̶土の性質
を知ろう」をテーマとし、建物建築における地質調査の
重要性について授業を行いました。

AED（自動体外式除細動器）
各支店・営業所、ホテル、商業施設、ホームセンター、
スポーツクラブなど、各事業所、施設へのAED設置を
進め、人命尊重の企業文化を醸成します。
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グループ環境経営の基盤を強化し、
全事業プロセス・全事業領域で環境活動を推進しています。

商品・サービスによるCO2削減貢献量

108.7万t-CO2

■  住宅（戸建・マンション・
　  賃貸・リフォーム） 47.2%

■  商業施設（新築） 27.1%

■  一般建築（新築） 13.9%

■  省エネ改修（既築） 10.8%

■  その他 0.8%

グループ環境経営の基盤を強化

当社グループは、2008年に新たな中期環境行動計画

「Endless Green Program 2010」を策定し、対象範囲を当社

を含む一部のグループ会社から主要グループ13社へ拡大す

ることで環境経営の基盤を強化しました。具体的な施策と

して、グループ環境データ集計体制の整備や各社への環境

推進責任者の配置を進め、グループ全体で環境活動に取り

組むグループ環境マネジメント体制を構築しました。また、

2008年度から委員会の下部組織として11の専門部会を設

置し、PDCAサイクルに基づく改善を実施しています。さら

に2009年度からは、グループ環境経営評価制度の運用を開

始し、各社の環境活動を業績評価における重要な一項目と

してモニタリングしています。

「Endless Green Program 2010」の着実な成果

「Endless Green Program 2010」では、地球温暖化防止を

最重要テーマに、中核目標である「CO2ダブルスコア」※1の

達成に向けた取り組みを推進しています。2008年度は、戸

建住宅事業における高効率給湯器の普及や流通店舗事業の

店舗省エネレベル向上、建築事業における工場・倉庫への高

効率照明の採用などにより、商品・サービスによるCO2削減

貢献量が前年度比23.2%増加の108.7万トンになりました。

この結果、CO2削減貢献量が排出量の2.53倍となり、2009

年度の目標を前倒しで達成しました。

※1　CO2の削減貢献量を排出量の2倍以上にする。

「Endless Green Program 2010」における主な数値目標
CO2排出量の削減

全事業領域における商品・サービス 事業活動によるCO2排出量の2倍以上
を削減

事務・建設系部門 9%削減※2（CO2排出総量）
サービス部門 12.5%削減※2（売上高当たりのCO2排出量）
廃棄物排出量の削減

工場・施工現場 13%削減※2

（解体を除く建設系廃棄物排出総量）
PRTR※6対象有害化学物質使用量の削減

工場 13%削減※2

（PRTR対象有害化学物質使用総量）
自然環境との調和
戸建分譲住宅 環境共生住宅※7認定率100%

※2　2007年度比
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「森林育成紙」を導入

当社では、2008年4月からカタログ・名刺・封筒に使用す

る用紙を「森林育成紙」※3に切り替えました。これまで使用

していた再生紙を「森林育成紙」に切り替えることで、製造

過程におけるCO2排出量の削減が可能になります。2008年

度は用紙1枚当たりの換算結果として、CO2排出量を18.1%

削減しました。

※3　 第三者機関の認証を受けた森林から産出される「森林認証紙」など、当社が独自
に定めた購入基準を満たす印刷用紙の呼称。

外部評価

当社は、継続的なCSRへの取り組みとIR活動が高く評価さ

れ、以下のSRI（社会的責任投資）※4に組み入れられています。

（2009年8月1日現在）

※4　 SRI（Social Responsible Investment）：企業の収益性だけでなく環境配慮や社
会活動などを考慮して行う投資手法のこと。

環境活動重点テーマ

1.

地球温暖化防止

2.

資源保護

3.
自然環境との
調和

4.
有害化学物質に
よる汚染の防止

商品・サービスによるCO2削減貢献量※5

環境共生住宅※7認定率

PRTR※6対象有害化学物質使用量

建設系廃棄物排出量

08 09 10 11

2008年実績
88.2万t-CO2

2009年実績
108.7万t-CO2

23.2%
up

万t-CO2 88.2 108.7
102.9 130.7 154.0

■■ 実績　　■ 目標

08 09 10 11

2008年実績
53.0%

2009年実績
55.6%

2.6
ポイント

up

% 53.0 55.6
60.0 75.0 100.0

■ 実績　　■ 目標

08 09 10 11

2008年実績
264.8千kg

2009年実績
235.1千kg

11.2%
down

千kg 264.8 235.1
254.3 232.1 228.8

■■ 実績　　■ 目標

08 09 10 11

2008年実績
18.3万t

2009年実績
16.1万t

11.7%
down

万t 18.3 16.1
17.7 16.0 15.9

■■ 実績　　■ 目標

※5　1990年時を基準としたCO2削減量

※7　 人と住まいをとりまく［環境］をより良いものにしていくために、「地球
環境を保全する」「周辺環境に親しむ」「健康で快適な居住環境」という
3つの考え方に基づいた住まいづくりのことで、（財）建築環境・省エネ
ルギー機構が認定するもの。

※6　 PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)：化学物質の排出量
を事業者が年1回国に届出し、国が集計し公表する制度。

モーニングスター社会的責任投資株価指数
Morningstar Socially Responsible 
Investment Index

FTSE4Good Index Series
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取締役・取締役会

選任・解任

選任・解任
選任・解任

選任・解任

監査 監査

株主総会

内部監査室

監査役・監査役会

会計監査人

代表
取締役

連携

連携

各部門
本社部門
事業部門
支社・支店

グループ会社

会計監査

リスク管理委員会 執行役員

基本的な考え方
当社グループでは、継続的な企業価値向上や株主をはじ

めとするステークホルダーのみなさまの信頼を高める観点

から、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置

づけています。迅速・適正な意思決定と業務執行、ならびに

監督・監視体制を構築し、効率性と透明性の高い経営体制を

確立することを基本姿勢としています。

また、2006年5月に定めた「内部統制システム構築の基本

方針」ならびに、2008年に定めた「財務報告にかかる内部統

制管理規程」に基づいてコーポレート・ガバナンスの一層の

強化に努めています。

基本体制
当社は監査役設置会社の形態を採用しています。株主総

会を最高の意思決定機関とし、代表取締役会長を議長とす

る計18名で構成される取締役会、計6名で構成される監査

役会、ならびに代表取締役の直轄部署である内部監査室を

中心として、コーポレート・ガバナンス体制を構築していま

す。また、さらなる体制の強化を目的として、取締役、執行

役員および監査役を構成メンバーとする合同役員会、経営

管理本部長を委員長とするリスク管理委員会などを定期的

に開催しています。

当社は社外取締役を選任していませんが、社外監査役を

含めた監査役の機能強化を図ることにより、経営の透明性

を高めています。また、委員会等設置会社に移行する是非に

ついては、長年培ってきた監査役制度のもとでの多くの経

験を踏まえ、今後も会社法の趣旨に合わせた監査役制度の

強化、充実を図っていきます。

コーポレート・ガバナンス体制図
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各機関および委員会の内容と構成メンバー

取締役・取締役会 構成メンバー

取締役会は、法令で定められた事項や当社の経営に関わる重要な事項について意思決定す

るとともに、代表取締役および業務執行取締役による業務執行を監督しています。経営責任

の明確化を図るため、2001年6月から取締役の任期を1年としています。また、取締役の監

視機能強化を図るため、取締役と執行役員の役割・機能・職務などを明文化し、2007年4月

より執行役員制度を導入しています。2008年度においては、取締役会を21回開催し、取締

役の平均出席率は97.2%、監査役の平均出席率は97.9%でした。

取締役  18名

社内監査役  3名

社外監査役  3名

監査役・監査役会 構成メンバー

監査役は、取締役会やその他の重要な会議に出席するほか、取締役などからの報告を受け、

重要な決裁書類などを閲覧しています。また、本社や主要な事業所の業務・財産の状況を調

査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。さらに、取締役の競業取引、利

益相反取引、会社が行った無償の利益供与などに関して監査することに加え、必要に応じて

取締役などから報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しています。2008年度において

は、監査役会を17回開催し、監査役の出席率は96.3%でした。

一方、当社と社外監査役との間に特別な利害関係はなく、社外監査役は独立した客観的視点

で監査を行い、必要に応じて社外の立場から意見を述べています。なお、社外監査役の飯田

和宏氏は当社株式を13千株、岩﨑輝一郎氏は同7千株、桑野幸徳氏は同3千株をそれぞれ所

有しています。

社内監査役  3名

社外監査役  3名

（監査役スタッフ  4名）

（会計監査人との連携）

監査役は会計監査人との定期的会合において、会計監査人が行う当該年度の監査計画（監査

体制、監査方法の概要）や、年度終了時には終了に伴う監査実施（往査事業所、監査手続きの

内容など）の説明を受け、質疑応答を行っています。個別の事案についても、必要に応じて

打合せや制度の変更等の解説ならびに質疑応答を実施しています。

（内部監査部門との連携）

監査役は内部監査部門と緊密な連携をとっており、監査実施の都度、「監査報告書」および口

頭などによる補足説明を受けています。報告結果を精査し、補完・牽制するとともに、監査

の体制を評価し、必要に応じ取締役などに見直しを求めています。

 ▼

2009年6月末現在
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• J-SOX法対応プロジェクト室をJ-SOX推進室へ改称

• 経営管理本部にIR室を設置

• 社外監査役1名を新たに招聘

• リスクマネジメント・コンプライアンス・内部統制（J-SOX法）などの社員教育を推進

• グループ会社に法務部門を順次設置し、リスク管理活動を推進（2008年度 大和物流、大和リビング）

2008年度の主な取り組み

▼
合同役員会 構成メンバー

取締役、執行役員および監査役を構成メンバーとし、取締役会で決定した当社の経営に関わ

る重要な事項についての報告とそれに基づく実行・推進・フォロー、各事業の活動報告、討

議を毎月1回行っています。2008年度においては、合同役員会を11回開催しました。

取締役  18名

執行役員  37名

（取締役兼務13名含む）

社内監査役  3名

社外監査役  3名

リスク管理委員会 構成メンバー

経営管理本部長を委員長とし、本社事業推進部門長、経営管理部門長、技術部門長、生産購

買部門長などの全ての部門長を委員として、事業に関するリスク管理体制の構築・維持およ

び再発防止策の策定などに取り組んでいます。また、2008年度においては、リスク管理委

員会の機能強化のため、リスク管理委員の約半数で構成する常任委員会を設置するなど、新

たな体制を構築しています（詳細は111ページ）。

代表取締役副社長

（委員長・副委員長）

全部門長  57名

内部監査室 構成メンバー

当社は、内部監査室を設置しており、社内における業務活動および諸制度が適正に遂行され

ているか否かを確認し、是正勧告を行う体制を構築しています。被監査部門に対しては監査

結果を踏まえて改善指示を行い、改善実施後はその改善状況を報告させており、適正かつ効

果的な監査を行っています。

社員  12名

Daiwa House Group Annual Report 2009104



情報開示
当社グループは、国内外の株主・投資家をはじめとする全

てのステークホルダーのみなさまに対し、迅速、適正かつ公

平な情報開示を行い、より透明性の高い経営を推進してい

ます。情報の開示にあたっては、当社グループの事業活動に

対する理解を深め、適正な評価をいただくため、法定の情報

開示にとどまらず、任意の情報開示を積極的に行うととも

に、開示内容の充実に努めています（詳細は98ページ）。

株主総会の活性化
議決権行使の促進を図るため、従来の書面投票に加えて、

電磁的方法による議決権の行使を可能としています。また、

国内外の機関投資家が議決権行使において十分な検討時間

を確保できるように、（株）ICJ（インベスター・コミュニケー

ション・ジャパン）が運営する機関投資家向け議決権行使プ

ラットフォームを採用しています。さらに、当社ホームペー

ジにて、招集通知発送日に招集通知全文および英訳（要約）

を掲載するほか、中央三井信託銀行、住友信託銀行の議案掲

載サイトにおいても同様に掲載しています。総会における

事業報告に際しても、映像などを利用することで視覚的な

工夫を取り入れています。

買収防衛
当社は、買収防衛策を導入していません。今まで以上に株

主の視点を重視した経営体制を構築するとともに、企業の

社会的責任を遂行し、企業価値の向上に取り組んでいます。

役員報酬および監査報酬
当社の役員報酬については、株主総会で決議された限度

額の範囲内において、取締役会で承認された報酬基準に基

づいて支給しております。2008年度における当社役員報酬

は下記の通りです。年功的要素および報酬の後払い的要素

が強かった役員退職慰労金制度については、すでに廃止し

ており、現在、処遇全般について業績連動型への移行を検討

しています。取締役へのインセンティブ付与は実施してい

ません。

役員報酬の内容

当社の取締役および監査役に支払った報酬（役員賞与含

む。退職慰労金除く）

 ・取締役　19名　793百万円（前年度：21名 873百万円）
 ・監査役　 7名　144百万円（前年度： 6名 151百万円）

注1：2009年6月26日現在の在籍人員は、取締役18名、監査役6名。
注2： 報酬限度額（役員賞与および使用人兼務役員に対する使用人給与等相当額は含

まず）
取締役：年額　840百万円
監査役：年額　144百万円

使用人兼務役員に対する使用人給与等相当額（賞与含む）

 ・162百万円（前年度：165百万円）

会計監査
当社は、会計監査人として監査法人トーマツを選任して

おり、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行われていま

す。監査法人トーマツは指定社員・業務執行社員3名が25名

の補助者（公認会計士5名、会計士補等20名）とともに担当

しています。

業務執行社員の氏名と継続監査年数は以下の通りです。

川﨑 洋文（継続監査年数　1年）
渡邊 明久（継続監査年数　2年）
池田 賢重（継続監査年数　1年）

監査報酬の内容

 ・監査証明業務に基づく報酬　212百万円
 ・非監査業務に基づく報酬　　  2百万円
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会社法および金融商品取引法（J-SOX法）に定める、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するための体制、
その他株式会社の業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」ならびに、「財
務報告にかかる内部統制管理規程」を取締役会にて決議し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化とコンプライ
アンスの実現に努めています。

1 取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適
合することを確保するための体制

当社は、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすること
を決意し、「大和ハウスグループ企業倫理綱領」を制定し
ています。代表取締役は、その精神を当社グループの役
職員に伝え自ら率先垂範するとともに、次の体制を構築
することとしています。

①　 取締役の中からコンプライアンス統括責任者（リスク管理
委員長）を選任し、当社グループの横断的なコンプライア
ンス体制の整備および問題点の把握に努める。

②　 各部門にコンプライアンス責任者を配置し、各部門固有
のコンプライアンス・リスクを分析し、その対策を具体化
するとともに、関連する法規の制定・改正など、必要なコ
ンプライアンス教育を実施する。

③　 取締役および監査役ならびにコンプライアンス責任者は、
コンプライアンス上の問題を発見した場合はすみやかに
リスク管理委員長に報告する。

④　 コンプライアンスに関する情報を集約するため、CSR推進
室に「企業倫理ヘルプライン」を設置する。CSR推進室は、
通報を受けた内容を調査し再発防止策を担当部門と協議・
決定する。取締役との関連性が高いもしくは法令違反な
どの重要な問題については、その内容に応じて、リスク管
理委員会、取締役会、監査役会に報告する。

⑤　 内部監査室を設置し、各業務プロセスなどを監査し、不正
の発見・防止とプロセスの改善に努める。

⑥　 監査役とCSR推進室、内部監査室、連結経営管理部、法務
部は、日頃から連携し、当社グループのコンプライアンス
体制およびコンプライアンス上の問題の有無の調査に努
める。

⑦　 役職員の法令・定款違反などの行為については「懲罰規程」
を制定し、当該規程に基づき適正に処分を行う。

2 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管
理に関する体制

当社は、取締役の中から、取締役および使用人の職務執
行にかかる情報の保存・管理の統括責任者を選任し、次
の体制を構築することとしています。

①　 「文書管理規程」を制定し、取締役および使用人の職務執
行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」とい
う）に記録し、保存する。

②　 取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧でき
るものとする。

③　 情報の管理については、情報セキュリティに関するガイ
ドライン、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応
する。

3 損失の危険の管理に関する体制

当社は、取締役の中からリスクマネジメント統括責任者
（リスク管理委員長）を選任し、次に定める当社グループ
の横断的なリスク管理体制の整備およびリスクの予防に
努めることとしています。

①　 当社グループにおけるリスク管理を体系的に定める「大和
ハウスグループ・リスク管理規程」を制定する。

②　 リスク管理委員長は、リスク管理規程に基づき想定され
るリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と
緊急体制を整備する（大規模事故・災害・不祥事の発生時
における緊急対策本部の設置など）。

③　 また、「リスク管理委員会」を設置し、定期的に②の体制整
備の進捗状況を把握するとともに、具体的な個別事案の
検証を通じて全社的体制の改善を行う。

④　 リスク管理委員会の運営を司る部門として、法務部内に
リスク管理委員会事務局を設置する。

内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
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⑤　 各部門にリスク管理責任者を配置し、各部門において継
続的にリスクを監視するとともに、当社グループはもち
ろん、他社で発生した重大な不祥事・事故についても、す
みやかに周知し、必要な教育を実施する。

⑥　 内部監査室は、監査役と連携し、各部門の日常的なリスク
管理状況の監査を実施する。

⑦　 リスク管理に関する事項として③および⑥の結果を定期
的に取締役会、監査役会に報告する。

⑧　 会社に発生した、もしくは発生するおそれのあるリスク
を発見した使用人が直接リスク管理委員会に連絡できる
「リスク情報ホットライン」を設置する。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制

当社は、次の経営システムを実施することにより、取締
役の職務執行が効率的に行われることに努めることとし
ています。

①　 取締役および使用人が共有する全社的な目標を定め、こ
の浸透を図るとともに、この目標に基づく中期経営計画
を策定する。

②　 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計
画に基づき、毎期、各事業部門の業績目標と予算を設定す
る。研究開発、設備投資、新規事業については、原則とし
て、中期経営計画の目標達成への貢献を基準に、その優先
順位を決定する。同時に、各事業部門への効率的な人的資
源の配分を行う。

③　 取締役は、担当部門が実施すべき具体的な施策および職
務権限の分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。

④　 業績は、ITを積極的に活用したシステムにより月次で迅速
に管理会計としてデータ化し、担当の取締役および取締
役会に報告する。

⑤　 取締役会は、毎月、この結果を評価し、担当取締役に目標
未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報
告させ、必要に応じて目標を修正する。

⑥　 ⑤の議論を踏まえ、取締役は、各担当部門が実施すべき具
体的な施策および職務権限の分配を含めた効率的な業務
遂行体制を改善する。

5 企業集団（グループ会社）における業務の適正を確
保するための体制

当社は、取締役の中から、当社グループの業務の適正を
確保するための統括責任者を選任し、次の体制を構築す
るよう努めることとしています。

①　 グループ会社と関連する当社各部門は、グループ各社と
連携し、グループ各社における内部統制の実効性を高め
る施策を実施するとともに、必要なグループ各社への指
導・支援を実施する。

②　 グループ会社と関連する当社各部門は、グループ各社と
連携して、グループ各社における内部統制の状況を把握
し、必要に応じて改善などを指導する。

③　 内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施
する。

④　 統括責任者は、グループ各社の内部統制の状況について、
必要の都度、取締役会に報告する。

6
監査役がその補助すべき使用人を置くことを求め
た場合における当該使用人に関する体制並びにそ
の使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査役を補助する使用人について、次の体制を
構築することとしています。

①　 監査役を補助すべき部門として監査役室を設置し、監査
役の求めにより専属の使用人を配置する。

②　 監査役会は監査役室に属する使用人の人事異動について、
事前に人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要
がある場合には、理由を付してその変更を人事担当取締
役に申し入れることができる。

③　 当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役は
あらかじめ監査役会の承諾を得る。

7 取締役および使用人が監査役に報告するための体
制その他の監査役への報告に関する体制

（1） 取締役は次に定める事項を監査役会に報告すること
としています。

①　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

②　毎月の経営状況として重要な事項

③　内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
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④　重大な法令・定款の違反

⑤　 企業倫理ヘルプライン・リスク情報ホットラインの通報状
況および内容

⑥　その他コンプライアンスに関する重要な事項

（2） 使用人は、前項①および④に関する事実を発見した
場合、監査役に直接報告することができるものとし
ています。

8 その他監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保す
るため次の体制を構築することとしています。

①　 監査役からヒアリングの要請があった場合、取締役およ
び使用人はこれに応じなければならない。

②　 監査役は、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、
必要があるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定な
どを求めることができる。

③　 監査役は、取締役会、経営会議、リスク管理委員会などの
重要な会議に出席し、必要に応じて説明および関係資料
の提示を求めることができる。

④　 監査役会もしくは監査役は、代表取締役、監査法人それぞ
れとの間で随時、意見交換を実施できる。

⑤　 監査役会は、必要に応じて専門の弁護士、会計士を雇用
し、監査業務に関する助言を受けることができる。

財務報告の適正性確保のために
当社では、従来から事業所・グループ会社において統一さ

れた会計システムを使用し、決算を行っています。本社で

はその運用状況のチェックや財務監査を行うほか、経理責

任者を本社から配属して会計報告前の自己検証を徹底し、

提出された会計報告の監査を行って会計面での全社統制を

図っています。

金融商品取引法（J-SOX法）への対応としては、2006年10

月にJ-SOX法対応プロジェクト室を発足するとともに、内

部統制ルールや本社から子会社の決算を遠隔監査するネッ

トワークシステムを構築し、財務報告における内部統制を

整備しました。そして、当該内部統制の適用初年度となった

2008年度からJ-SOX推進室に名称を改め、運用を徹底して

います。

初年度である2008年度末に作成した内部統制報告書につ

いては、より確実に内部統制を機能させるため、四半期決算

ごとに問題点を是正する改善活動を徹底し、独立監査人よ

り適正評価を得ることができました。

今後も配慮すべきリスクへの内部統制の運用状況をモニ

タリングする一方、会計基準の変更などにも適宜対応し、円

滑かつ効果的に実行できるよう改善活動に努めていきます。

大和ハウスグループ会計システムのフローチャート（概略）

会計報告の監査

内部統制の整備・
運用の有効性確認

本　社
経理責任者による
自己検証

事業所・
グループ会社

経理責任者の配属

会計報告

統一会計システム

財務監査（査察）
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常勤監査役　荒瀬　清

さらなる企業価値向上に向けて
昨年の金融危機を背景とする世界同時不況の影響を受け、日本国内の景気は大幅に悪化し、当面は厳しい経営

状態が続くと予想されます。当社においても、機能集約と業務効率化によるコスト削減を緊急課題として、業務

プロセスの見直しに取り組む一方、将来に向けた新たな収益源の育成に向け、新規事業への参入や環境エネル

ギー事業の拡大に注力しており、監査役として検証すべき分野は従来にも増して広範囲になってきています。こ

うした企業環境において、長期的な企業価値向上を図っていくためには、経営の健全性と社会的な信頼の確保が

何よりも重要です。このような中で監査役は、コーポレート・ガバナンス体制および内部統制システムの構築と

その実効性を高めるべく、監査業務に取り組まなければならないと考えています。

私たち監査役は、本社や各支店の経営数値の中に大きな変動が見られる場合、そこにリスクにつながる事象が

存在しないか、また、現在進行中の大型プロジェクトにおいて、将来的に負の遺産となるようなものがないかな

ど、執行部とは別の角度から事業活動のチェックをしています。

グループ子会社については、各子会社との連絡会などを通じて、各社の監査役と意思疎通および情報交換を行

い、監査部門が抱える課題の共有化を図るなど、連携を緊密にしてグループ全体の監査体制を強化しています。

また、ステークホルダーのみなさまから寄せられる代表者宛の苦言や投書、内部通報や事故といったさまざま

な現象（マイナス情報）から、構造的な真の原因をつかみ、執行部へ的確な提言をして改善（プラス情報）を求めて

いくとともに、フォローアップすることで改善が徹底されているかについて確認を行っています。この「（－
マイナス

）情

報を（＋
プラス

）情報へ」という当社独自の監査方針に基づいたひとつひとつの取り組みが、グループ全体の風土をより

良いものにし、さらなる企業価値の向上につながるものと確信しています。
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コンプライアンスの徹底
当社グループでは、経営理念・方針を実践するための具体

的指針として行動原則を明文化した「企業倫理綱領」および、

それをより細かく補足した「行動指針」を策定しています。

2008年4月には、「大和ハウスグループCASE BOOK」（教育

用小冊子）を第三版として作成し、グループ全役職員に配付

しています。また、冊子を改訂した際には配布の都度、全て

の役職員より「企業倫理綱領」に則って業務を行う『誓約書』

を受領して、意識の共有を図っています。

また、人事部が設けたさまざまな教育プログラムや、各事

業部が開催する研修の中に、コンプライアンスやCSR・企業

倫理に関する講義を設け、社員に対するコンプライアンス

教育を積極的に行っています。

内部通報制度
当社グループでは、パートタイマーや派遣従業員を含む

グループ全従業員が利用できる内部通報窓口「企業倫理ヘル

プライン」を2004年4月に開設しています。さらに同時に、

通報者が通報によって不利益な取り扱いを受けることがな

いよう、「企業倫理ヘルプライン・内部通報者保護規程」を制

定・運用しています。2008年度は職場環境や人間関係に関

する相談・問題を中心に年間191件の情報を吸い上げるこ

とができました。こうした声に対し、職場の早期適正化のた

め、「1ケ月以内の解決率80%」を目標と定めて課題解決に取

り組んだ結果、2008年度は80.7%となりました。今後も相

談員のレベルアップや関連部署との連携を促進し、解決す

べき課題の早期発見に努めていきます。

また、2009年7月からは、協力会連合会（会員数約4,900

社）を含むお取引先からの通報窓口「パートナーズ・ホット

ライン」を開設し、当社従業員とお取引先との対等で公正な

パートナーシップ形成に取り組んでいます。

大和ハウスグループ企業倫理綱領

基本原則

人権の尊重
お客さま・お取引先・役職員をはじめ、
あらゆる人の尊厳と基本的人権を
尊重して行動すること。

法令の遵守
各事業に関連する法律はもとより、
全ての法令を遵守することを企業
倫理の最下限と認識すること。

環境保全
地球環境の保全に積極的に
取り組むこと。

第一条　　お客さまの信頼を得られる行動

第二条　　調達先等との適切な関係構築

第三条　　働きやすい職場環境づくり

第四条　　倫理観の向上

第五条　　公正な事業競争

第六条　　反社会的勢力との関係遮断

第七条　　環境への取り組み
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当社は、お客さまからの苦言に対する適正・迅速な処置お

よび再発防止策の立案、業務改善の提案を目的として、法務

部が事務局となり、1999年9月に「リスク管理委員会」を立

ち上げました。2002年4月には、リスク管理体制に関する

「リスク管理規程」を制定。「リスク管理委員会」は同規定で

当社のリスク管理の統括機関と位置づけており、リスク管

理委員長を中心にリスク事案の情報集約、具体的措置、業務

上の改善などを実施しています。2007年4月には、「大和ハ

ウスグループ・リスク管理規程」に改め、当社グループ全体

の横断的なリスク管理体制の整備、リスク発生の予防など

に取り組んでいます。

事業が拡大する一方、付随するリスクはますます多様化、

複雑化しており、第二次中期経営計画（2008年度－2010年

度）では、リスクマネジメントとコンプライアンスを経営上

の重要課題と位置づけ、グループとしての体制整備に取り

組んでいます。それに向けた施策の1つである「リスク管理

委員会の機能強化」を図る取り組みとして、2008年度に新

たな組織体制を構築しています。

議論の活性化を目的として、リスク管理委員の約半数を

常任委員とし、新たな中核機関として常任委員会を設置し

ました。また、即時対応が必要とされる個別の事象に対して

は、小委員会を随時設けるなど、各リスクを体系的に管理し

ています。これにより、統括機関であるリスク管理委員会に

おいては、年2回、半期ごとの活動報告を受け、傾向の分析

や、外部環境・業務状態に応じた全社的な方針を決定してい

ます。さらに、経営戦略面における新たな審議機関として、

2008年4月に不動産投資委員会を設置しました。一定額以

上の不動産投資案件について、発議部門の事業担当役員、代

表取締役、監査役のほか、法務部など各管理部門や、環境部

などが参画し、リスクに関する十分なディスカッションを

行っています。

リスクマネジメント

リスクマネジメント部門の連携体制概要（2009年8月1日現在）

リスク管理委員会

総合的なリスクマネジメント 各拠点でのリスクマネジメント

常任委員会

各事業所

ダイワラクダ工業

大和物流

大和リビング

ロイヤルホームセンター

その他グループ会社

報告 基本方針策定
モニタリング

基本方針策定
モニタリング
教育・指導

リスク情報の報告
リスク管理活動報告

法務部門の設置

コンプライアンス・
リスクマネージャーの配置

グループ会社
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リスク情報の集約と対応
当社グループにおいて発生した事故・事件・重大問題など

のリスク情報は、各事業所・グループ会社からリスク管理委

員会事務局（法務部内）に報告される仕組みになっています。

事務局では、集約したリスク情報のリスク評価を実施し、

当該結果に基づき、当社グループのリスク管理目標の設定、

リスク管理活動の支援、進捗管理などを行っています。

また、重大なリスク事案が発生した場合については、事務

局がリスク管理委員長に即時報告して判断・指示を仰ぐと

ともに、原因究明・応急措置などの対策を決定し、事業所お

よびグループ会社へ通知することにより、損失の拡大や二

次損失の発生防止に努めています。

リスク事象の発生傾向
2008年度については、当社事業所およびグループ会社において、計335件（当社190件、グループ会社145件）のリスク事案が

発生しました。これを個別に分析・評価した結果、コンプライアンスリスク、商品リスク、自然災害リスク、事故リスク、調達リ

スク、環境リスクが、当社グループとして優先して取り組むべきリスクであることが判明しました。

当該結果に基づいて、当社およびグループ会社は、期初にリスクマネジメント方針を定め、より効率的なリスクマネジメント

を実践しています。

リスクマネジメントを定着させる仕組み
当社グループの役職員に対しては、リスクマネジメント

の重要性・必要性を認識させるため、教育研修をはじめとす

る、さまざまな取り組みを実施しています。

当社事業所およびグループ会社に対しては、リスク管理

体制の構築、リスク管理委員会の開催、役職員教育研修な

ど、リスク管理活動の状況報告を毎月義務づけています。

また、主要なグループ会社に対しては、グループ会社内に

法務部門を設置しリスクマネージャーを配置することによ

り、リスク管理活動の推進ならびにリスク事象発生時の迅

速かつ適切な対応に努めています。

分類※ 主なリスク事象

コンプライアンスリスク 業務基準の逸脱、法令違反、職員不正行為など

商品リスク 商品欠陥、施工・設計瑕疵など

自然災害、事故等リスク 自然災害（地震、水害）、盗難・暴行などの犯罪被害

調達リスク 不良部材、原材料事故（調達先の原因によるもの）

環境リスク 環境汚染・土壌汚染・健康被害など

※　優先度順に一部抜粋。
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当社グループでは、リスクマネジメントの一環として、

従来の防災計画を再構築したBCP※2を策定しています。本

社総務部を事務局とし、各部門の代表者をメンバーとした

BCM部会を設立し、毎月1回開催しています。また、2008年

度からは、グループ15社を含めた「グループ会社BCM部会」

を発足し、グループでのBCM活動に取り組み始めています。

グループ会社BCM部会は年2回（5月、11月）開催し、各社そ

れぞれのBCM活動・計画を促すとともに、2009年度は、各

社におけるBCP策定を目標にして、進捗状況を確認してい

ます。

※1　 BCM（Business Continuity Management）：企業が自然災害、大火災、テロ攻
撃などの緊急事態に遭遇した場合において事業資産の損害を最小限にとどめつ
つ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行
うべき活動や緊急時における事業継続のための方法・手段を取り決めておく計
画（事業継続計画）の策定とその運用・見直しまでの管理システム。

※2　BCP（Business Continuity Plan）：事業継続計画。

主な活動内容（大和ハウス工業）
2008年度

大災害時の被災地における当社施工済・施工中物件の被害状
況確認体制の基本ルール作成、本社メインサーバー・ネット
ワーク回線の外部施設への移送、緊急地震速報システム構
築、安否確認システム訓練、生産拠点分散体制構築、非常用
食料帰宅支援品の備蓄、主要グループ会社との連携強化など

2009年度以降

大災害時における行動規範・理念遂行のための事業所向け
マニュアル作成と配布、新型インフルエンザ対策の整備（マ
ニュアル作成、マスクの備蓄など）、訓練計画・教育計画の実
施など

BCM※1　（事業継続マネジメント）

戸建住宅
約528,000戸

ホームセンター
48ケ所

フィットネスクラブ
53ケ所

リゾートホテル
30ケ所

都市型ホテル
16ケ所

賃貸住宅
約738,000戸
マンション
約68,000戸

店舗
約30,000件
医療介護施設
約2,400件
物流施設
約1,800件

大和ハウスグループ
従業員約37,000名

人的被害情報の収集と対応

物的被害情報の収集と対応

サプライヤー約240社
協力会社約4,900社

大和ハウス
グループ

BCM

大和ハウスグループのBCM概念図
（グループ会社15社は2008年5月から対象範囲）

2009年3月末現在
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樋口　武男
代表取締役会長／CEO

1938年生
1963年　入社
1984年　取締役に就任
1993年　大和団地株式会社　代表取締役社長に就任
2001年　当社代表取締役社長に就任
2004年　代表取締役会長に就任（現）
2005年　大阪商工会議所　副会頭に就任（現）
2006年　大阪シンフォニカー協会　理事長に就任（現）
2009年 社団法人　住宅生産団体連合会　
 会長に就任（現）

村上　健治
代表取締役社長／COO

1947年生
1970年　入社
1997年　取締役に就任
2004年　代表取締役社長に就任（現）
2009年　財団法人　住宅生産振興財団　
 理事長に就任（現）

小川　哲司
代表取締役副社長／CFO
経営管理本部長

1941年生
1964年　入社
2000年　常務取締役に就任
2004年　代表取締役副社長に就任（現）

石橋　卓也
取締役専務執行役員
本店長

1953年生
1988年　大和団地株式会社入社
2001年　当社常務取締役に就任
2007年　取締役専務執行役員に就任（現）

東　博司
取締役専務執行役員
生産購買本部長
海外事業部長
海外事業担当

1946年生
1969年　入社
1993年　取締役に就任
2007年　取締役専務執行役員に就任（現）

渦居　隆司
取締役常務執行役員
住宅事業全般担当

1947年生
1970年　入社
2001年　取締役に就任
2007年　取締役常務執行役員に就任（現） 

+
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大野　直竹
代表取締役副社長
営業本部長

1948年生
1971年　入社
2000年　取締役に就任
2007年　代表取締役副社長に就任（現）

石橋　民生
代表取締役副社長
情報システム担当
CSR担当
営業推進担当
TKC推進担当
（株）メディアテック代表取締役社長

1956年生
1979年　入社
1989年　取締役に就任
2000年　代表取締役専務取締役に就任
2001年　代表取締役副社長に就任（現）

西村　達志
代表取締役専務執行役員
技術本部長
情報システム副担当

1949年生
1972年　入社
2003年　取締役に就任
2008年　代表取締役専務執行役員に就任（現）

大塚　滋雄
取締役常務執行役員
東京支社長
集合住宅事業担当

1947年生
1971年　入社
2001年　取締役に就任
2007年　取締役常務執行役員に就任（現）

武田　英一
取締役常務執行役員
経営管理本部管理部門担当

1947年生
1970年　入社
2006年　常務取締役に就任
2007年　取締役常務執行役員に就任（現）

濱　隆
取締役常務執行役員
技術本部総合技術研究所長
環境エネルギー事業担当

1954年生
1976年　入社
2005年　取締役に就任
2007年　取締役常務執行役員に就任（現）

+
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青柳　千代広
取締役上席執行役員
技術本部住宅系設計施工推進部長（東日本担当）

1950年生
1969年　入社
2004年　取締役に就任
2007年　取締役上席執行役員に就任（現）

能登　義春
取締役上席執行役員
東京支社総務部長
安全副担当

1949年生
1972年　入社
2005年　取締役に就任
2007年　取締役上席執行役員に就任（現）

河合　克友
取締役上席執行役員
経営管理本部人事部長
経営管理本部戦略部門担当
CSR副担当

1948年生
1972年　入社
2006年　取締役に就任
2007年　取締役上席執行役員に就任（現）

緒方　勇
取締役上席執行役員
名古屋支社長
流通店舗事業担当

1949年生
1972年　入社
2007年　取締役上席執行役員に就任（現）

沼田　茂
取締役上席執行役員
仙台支店長
東北地区担当

1950年生
1974年　入社
2007年　取締役上席執行役員に就任（現）

土田　和人
取締役上席執行役員
技術本部建築系設計施工推進部長
安全担当

1952年生
1976年　入社
2009年　取締役上席執行役員に就任（現）

+
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荒瀬　清
常勤監査役

1949年生
1972年　入社
2006年　常勤監査役に就任（現）

平田　憲治
常勤監査役

1951年生
1974年　入社
2009年　常勤監査役に就任（現）

岩﨑　輝一郎
監査役

1937年生
1961年　野村證券株式会社入社
1985年　同　取締役に就任
1987年　同　常務取締役に就任
1989年　同　専務取締役に就任
1993年　同　代表取締役副社長に就任
1997年　同　監査役に就任
 株式会社野村総合研究所　監査役に就任
2000年　株式会社エグゼクティブ・パートナーズ
 代表取締役社長に就任
2003年　同　会長に就任
2005年　当社監査役に就任（現）
 株式会社サンケイビル
 社外取締役に就任（現）
 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ
 特別顧問に就任（現）
2006年　松本油脂製薬株式会社
 社外監査役に就任（現）

寺田　良造
常勤監査役

1946年生
1970年　入社
2008年　取締役上席執行役員に就任
2009年　常勤監査役に就任（現）

飯田　和宏
監査役

1960年生
1986年　弁護士登録（大阪弁護士会）（現）
2005年　当社監査役に就任（現）

桑野　幸徳
監査役

1941年生
1963年　三洋電機株式会社入社
1993年　同　取締役に就任
 同　取締役研究開発本部長
1994年　オプテックス株式会社　社外監査役に就任
1996年　三洋電機株式会社　常務取締役に就任
1999年　同　取締役・専務執行役員に就任
2000年　同　代表取締役社長兼COOに就任
2004年　同　代表取締役社長CEO兼COOに就任
 太陽光発電技術研究組合　理事長に就任（現）
2005年　三洋電機株式会社　取締役相談役に就任
 同　相談役に就任
2006年　オプテックス株式会社
 社外取締役に就任（現）
 三洋電機株式会社　常任顧問に就任
2008年　当社監査役に就任（現）

Corporate Citizenship

大和ハウス工業　役員

監査役

+
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Financial 
Information

  総資産

1,810.5
総資産

1,791.0

1,029.1

649.4

1,149.3

661.1

607.4

830.5

372.6

657.2

484.3

761.8

20092008

固定資産流動資産 純資産固定負債流動負債

バランスシートの推移（2008/2009）
（10億円）
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大和ハウス工業株式会社及び連結子会社
3月31日に終了した1年間

7年間の要約財務データ

（単位：百万円）
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

売上高 ¥1,690,956 ¥1,709,254 ¥1,618,450 ¥1,528,983 ¥1,365,913 ¥1,224,647 ¥1,184,543

売上原価 1,357,820 1,360,348 1,283,587 1,213,644 1,082,132 963,457 936,860

販売費及び一般管理費 259,555 259,784 249,183 235,266 215,932 201,529 202,411

営業利益 73,580 89,120 85,678 80,072 67,849 59,660 45,271

営業利益率（%） 4.4 5.2 5.3 5.2 5.0 4.9 3.8

経常利益 39,855 61,290 89,356 103,073 74,209 72,590 41,851

当期純利益（△純損失） 4,170 13,079 46,393 45,184 40,262 37,256 △91,388

総資産 1,810,573 1,791,052 1,630,022 1,475,197 1,358,806 1,087,658 1,094,441

純資産※1 607,427 649,440 661,145 576,534 524,109 493,049 483,684

有形固定資産 728,953 642,816 602,260 505,471 441,387 344,268 349,646

設備投資額 160,600 103,856 136,171 110,143 56,695 20,107 24,711

減価償却費 39,318 35,621 29,536 26,814 19,242 15,165 21,386

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,810 △15,738 136,060 90,482 56,094 69,658 40,459

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,679 △123,296 △172,074 △107,857 △53,068 △25,936 △27,315

財務活動によるキャッシュ・フロー 96,503 135,796 14,317 △9,263 5,888 △6,125 △57,713

発行済株式数（千株） 599,921 599,921 599,921 550,664 550,664 550,664 550,664

期末株価（円） 792 987 1,933 2,040 1,232 1,328 683

1株当たり情報（単位：円）

　当期純利益（△純損失）（EPS） 7.20 22.46 81.15 81.88 73.26 68.16 △167.06

　純資産（BPS） 1,047.50 1,092.04 1,122.88 1,053.37 959.08 902.32 884.55

株価収益率（PER）（倍） 110.01 43.94 23.82 24.91 16.82 19.48 ̶

株価純資産倍率（PBR）（倍） 0.76 0.90 1.72 1.94 1.28 1.47 0.77

自己資本当期純利益率（ROE）（%） 0.7 2.0 7.5 8.2 7.9 7.6 △17.1

自己資本比率（%） 33.5 35.3 40.4 39.1 38.6 45.3 44.2

流動比率（%） 177.4 157.3 136.1 145.1 159.0 177.6 174.2

固定比率（%） 189.2 158.5 145.8 148.3 142.4 119.9 129.5

従業員数（人）※2 23,985 23,421 22,240 21,016 19,770 17,814 18,454

売上高連単倍率（倍） 1.47 1.48 1.37 1.34 1.25 1.13 1.14

当期純利益連単倍率（倍） 0.75 1.76 1.21 1.28 1.17 1.15 ̶
※1　2006年3月期以前の純資産には少数株主持分を含めていません。
※2　従業員数は正社員のみの人数です。
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7年間の要約財務データ

大和ハウスグループ主要各社の
経営指標

大和ハウスグループ主要各社の経営指標

（単位：百万円）

資本金
売上高 営業利益 当期純利益 総資産 純資産 有利子負債

議決権所有割合（%）

大和リース
21,768 08/03 137,038 7,430 1,915 268,738 103,412 4,500

100 09/03  136,281 6,412 △1,350 306,700 101,259 37,109

ダイワラクダ工業
450 08/03 43,068 325 29 38,941 24,092 ̶
100 09/03  41,476 232 88 35,956 20,252 ̶

大和物流
3,764 08/03 34,918 1,549 858 25,007 15,272 3,680

100 09/03  33,814 1,417 722 26,483 15,670 5,306

ダイワサービス
130 08/03 24,902 947 381 10,483 5,126 ̶

50※ 09/03  24,107 997 514 11,246 5,529 ̶

大和リビング
140 08/03 129,950 4,716 2,974 53,460 15,228 ̶
100 09/03  152,867 5,729 3,296 58,263 17,631 ̶

大和情報サービス
200 08/03 33,598 2,199 1,181 58,753 6,478 ̶
100 09/03  32,691 2,534 669 68,648 6,793 3,448

ダイワロイヤル
500 08/03 36,322 3,332 1,955 60,817 6,823 1,400

100 09/03  32,316 3,020 1,930 70,096 8,167 6,786

日本住宅流通
729 08/03 17,657 601 242 10,525 3,391 ̶
100 09/03  18,319 205 8 14,614 3,326 3,909

ロイヤル
ホームセンター

100 08/03 62,623 1,864 909 44,956 33,796 2,500

100 09/03  63,505 1,340 429 45,207 33,952 3,516

大和リゾート
10,084 08/03 53,530 697 △1,653 75,525 18,975 ̶

100 09/03  49,383 95 △5,052 67,186 13,922 34

※　グループ会社による間接保有割合を含めると100%。

大和ハウス
工業（個別）

大和
リース

ダイワラクダ
工業

大和
物流

ダイワ
サービス

大和
リビング

大和情報
サービス

ダイワ
ロイヤル

日本
住宅流通

ロイヤル
ホーム
センター

大和
リゾート

1,152 136 41

4.1 4.7 0.6 4.2 4.1 3.7 9.37.8 1.1 2.1 0.2

33 24 152 32 32 18 4963

営業
利益率 (%)

売上高
（10億円）

2009年3月期の売上高と営業利益率
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経営陣による連結財務状況と業績の検討および分析

2008年度概況
2009年3月に終了した当連結会計年度における日本経済は、

米国発の金融危機を背景とした世界同時不況の影響を受け、企

業業績は悪化し、特に年度後半以降においては生産活動の大幅

な縮小や設備投資抑制に加え、雇用情勢の急速な悪化を招くな

ど、きわめて厳しい経済状況となりました。住宅業界において

も、新設住宅着工戸数は、景気後退に伴う先行き不安や、雇用・

所得環境の悪化による買い控えの動きから伸び悩み、厳しい事

業環境のまま推移しました。

このような経済状況の中で、当社グループは、2008年度か

らスタートした「大和ハウスグループ第二次中期経営計画　

Challenge 2010」の基本戦略に基づき、「利益体質の強化」と「将

来に向けた収益源の育成」を重要テーマに掲げ、各事業の業績向

上に注力しました。

住宅事業においては、主力商品である「xevo（ジーヴォ）」シ

リーズのラインアップを拡大したほか、国土交通省が実施する

「超長期住宅」の普及・促進を目指すプロジェクト「超長期住宅先

導的モデル事業」（2009年度より事業名が「長期優良住宅先導的

モデル事業」に変更）へ参画しました。

また、中期経営計画の重要戦略である「総合的な不動産事業の

強化」として、高層賃貸住宅や商業施設、物流施設などの開発を

積極的に展開し、当社グループの総合力を活かした収益源の確

保に取り組みました。

さらに、企業の「社会性」や「環境性」への取り組みについても、

国内外でさまざまな社会貢献活動を行うとともに、環境負荷を

低減する商品開発や街づくりを実践しました。

このように、当社グループはさまざまな事業を積極的に展開

しましたが、急激な国内景気悪化の影響は著しく、2008年度

の実績は、売上高1兆6,909億円（前年度比1.1%減）、営業利益

735億円（同17.4%減）と、大変厳しい結果となりました。

営業成績
売上高
売上高は、前年度比182億円（1.1%）減の1兆6,909億円とな

りました。セグメント別（セグメント間の内部取引額を含む）で

は、住宅事業が同453億円（4.5%）減の9,590億円、商業建築事

業が同324億円（6.3%）増の5,451億円、リゾート・スポーツ施

設事業が同35億円（5.6%）減の601億円、ホームセンター事業

が同8億円（1.4%）増の635億円、その他事業が同6億円（0.4%）

増の1,439億円となりました。主力の住宅事業の減収を商業建

築事業などが支える結果となりましたが、リゾート・スポーツ施

設事業は景気悪化の影響から大幅な減収となっています。

（左軸）   ■ 内、持家戸数　■ 内、マンション
（右軸） ■ 新設住宅着工戸数
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（左軸） ■ 原価率
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新設住宅着工戸数の推移 売上高 売上高原価率と売上高販管費率

注： 棒グラフはセグメント間の内部取引額を含んで
います。
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経営陣による連結財務状況と
業績の検討および分析

売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価は、資材価格の高騰などにより完成工事原価が増加

したものの、前年度比25億円（0.2%）減の1兆3,578億円となり

ました。売上高原価率は前年度の79.6%から0.7ポイント上昇

の80.3%となり、この結果、売上総利益は、同157億円（4.5%）

減の3,331億円となりました。

販売費及び一般管理費は、前年度比2億円（0.1%）減の2,595億

円となりました。これは、退職給付費用が増加したものの、福利

厚生費を含めた人件費、広告宣伝費・販売促進費、販売手数料な

どが減少したことによるものです。ただし、売上高販管費率は、

前年度の15.2%から0.1ポイント上昇し、15.3%となりました。

また、たな卸資産については、従来、主として個別法による原

価法を適用していましたが、2008年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第9号 2006年7月5日公表分）が

適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）で

算定しています。これにより、営業利益、経常利益、税金等調整

前当期純利益は、それぞれ78億円減少しました。

営業利益
営業利益は、前年度比155億円（17.4%）減の735億円となり

ました。減益の主な要因は、売上高が減少する一方、売上高原価

率、売上高販管費率などが上昇したことによるものです。この

結果、売上高営業利益率は、前年度の5.2%から0.8ポイント低

下し、4.4%となりました。

〈住宅事業〉
住宅事業は、米国発の金融危機に伴う国内景気の低迷やマ

ンション市況の悪化などが影響し、売上高は前年度比453億円

（4.5%）減の9,590億円、営業利益は同252億円（46.9%）減の

285億円となりました。売上高営業利益率は、前年度の 5.4%か

ら2.4ポイント低下し、3.0%となりました。

なお、2008年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第9号 2006年7月5日公表分）を適用した影響によ

り、従来の方法を適用した場合と比べ、営業利益は75億円減少

しています。

● 戸建住宅部門

主力である戸建住宅商品「xevo（ジーヴォ）」シリーズでは、家

族で楽しみながら間取りをアレンジできる新発想の企画提案型

商品「xevo C」や、外観への「こだわり」を追求した自由設計木造

商品「xevo WW」を新たに発売しました。一方で、子育て層向け

プラン「ハッピーハグモデル」や、バルコニー・屋上に家庭菜園を

取り入れたプラン「エディブルガーデン」など、多様化した暮ら

しに対応できるライフスタイル提案モデルを投入し、新しい顧

客層をターゲットにした商品ラインアップの拡大とソフト提案

■ 売上総利益
■ 営業利益

05 06 07 08 09

400,000

300,000

200,000

100,000

0

（百万円）

（左軸）   ■ 営業利益
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の強化を図りました。また、長く住み継ぎ資産として活用でき

る「超長期住宅」を公開し、実際の街並みの中に建設したオープ

ンハウスにおいて全国一斉キャンペーンを展開するなど、住宅

の長寿命化への取り組みを積極的に推進しました。なお、当社

の「超長期住宅」への取り組みは、国土交通省における「平成20

年度（第1回）超長期住宅先導的モデル事業」に採択されました。

しかしながら、分譲住宅も含めた戸建住宅の販売戸数は前年

度比440戸減の10,315戸、売上高は同73億円（2.4%）減の2,959

億円(個別ベース、土地販売の売上高を除く)となりました。

● マンション部門

マンション事業では、市況が厳しさを増す中で、購入後の「安

全・安心」への取り組みや、「資産価値」を維持するための体制を

訴求するとともに、マンション敷地内の緑化を進めるなど地域

環境に調和した分譲マンションの提供に努めました。

しかし、市況悪化の影響は大きく、販売戸数は前年度比742

戸減の3,511戸、売上高は同337億円（23.5%）減の1,094億円(個

別ベース、土地販売の売上高を除く)となりました。

● 賃貸住宅部門

市街地における営業活動を一層強化し、より生活利便性の良

い好立地における3階建賃貸住宅商品の販売拡大に努めるとと

もに、都市部での大型物件開発などの事業を展開しました。新

商品としては、モダンタイプの外観デザインをベースに、豊富

な外観バリエーションを設定した、重層長屋タイプの「セジュー

ルモダンコートJ」を発売しました。

セグメント別売上高 （単位：百万円）

2007 2008 2009
伸び率（%）

08/07 09/08

住宅事業 965,898 1,004,365 959,026 4.0 △4.5

商業建築事業 477,692 512,734 545,141 7.3 6.3

リゾート・スポーツ施設事業 67,762 63,701 60,107 △6.0 △5.6

ホームセンター事業 62,241 62,623 63,505 0.6 1.4

その他事業 124,646 143,346 143,978 15.0 0.4

消去又は全社 (79,790) (77,517) (80,802) ̶ ̶

連結合計 1,618,450 1,709,254 1,690,956 5.6 △1.1

注：セグメント別売上高は、セグメント間の内部取引額を含んでいます。

セグメント別売上高構成割合

セグメント別営業利益構成割合

■ 住宅事業 56.6％
■ 商業建築事業 31.3％
■ リゾート・スポーツ施設事業 3.6％
■ ホームセンター事業 3.7％
■ その他事業 4.8％

■ 住宅事業 29.0％
■ 商業建築事業 67.3％
■ ホームセンター事業 1.2％
■ その他事業 2.5％

注： 売上高構成比率は外部顧客に対する比率を表示
しています。

注1： 円グラフはセグメント間の内部取引額を含ん
でいます。

注2： リゾート・スポーツ施設事業は11億15百円の
営業損失となったため、住宅事業、商業建築事
業、ホームセンター事業、その他事業の4事業
による営業利益構成割合を表示しています。

セグメント別営業利益（損失） （単位：百万円）

2007 2008 2009
伸び率（%）

08/07 09/08

住宅事業 53,166 53,738 28,533 1.1 △46.9

商業建築事業 46,933 50,507 66,181 7.6 31.0

リゾート・スポーツ施設事業 1,013 40 △1,115 △96.0 ̶

ホームセンター事業 1,771 1,807 1,153 2.0 △36.2

その他事業 4,373 4,560 2,504 4.3 △45.1

消去又は全社 (21,579) (21,533) (23,677) ̶ ̶

連結合計 85,678 89,120 73,580 4.0 △17.4

注：セグメント別営業利益（損失）は、セグメント間の内部取引額を含んでいます。
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この結果、販売戸数は前年度比392戸増の29,413戸、売上高

は同14億円（0.5%）増の2,857億円（個別ベース）となりました。

● 住宅リフォーム部門

営業体制の整備・強化を図り、建物価値の維持・向上や環境に

対応したリフォーム提案を積極的に行うなど、より快適に暮ら

していただくためのサービスの提供に努めました。

この結果、増改築の売上高は前年度比14億円（5.3%）増の277

億円（個別ベース）となりました。

〈商業建築事業〉
商業建築事業は、物流施設部門が好調に推移したことなどに

より、売上高は前年度比324億円（6.3%）増の5,451億円、営業

利益は同156億円（31.0%）増の661億円となりました。売上高

営業利益率は、前年度の9.9%から2.2ポイント上昇し、12.1%

となりました。

● 商業施設部門

豊富な土地情報とテナント企業の出店支援ノウハウを活か

し、ロードサイド店舗を中心とした企画提案型営業を推進しま

した。また、大型複合商業施設の開発に注力し、「イーアスつく

ば」（延床面積125千m2、茨城県）、「イーアス札幌」（同59千m2、

北海道）、「フォレオ大津一里山」（同65千m2、滋賀県）などの

自社保有3施設をオープンさせるとともに、その運営管理とサ

ポート体制の構築に努めました。

この結果、入居賃貸面積は前年度比9.1%増の3,595千m2と

なり、入居テナント数も5,700を超えました。

● 物流・医療介護・法人施設部門

大規模な物流センターや生産施設、食品物流施設の建築に取

り組むとともに、物流企業における施設の設計・施工から品質

管理マネジメント・メンテナンスにいたる一切を引き受ける「物

流不動産ソリューション」を展開しました。2008年度の主な実

績としては、「Dプロジェクト茨城土浦」（延床面積18千m2、茨

城県）などの請負事業および「Dプロジェクト浦安D棟」（同73千

m2、千葉県）、「Dプロジェクト八王子」（同69千m2、東京都）の

開発があげられます。

医療介護施設では、医療法人を中心に住宅型有料老人ホーム・

高齢者専用賃貸住宅などの高齢者住宅に関する提案を積極的に

展開しました。また、法人施設では、全国展開する法人企業の

ショールームや事務所などの建築に取り組むなど、各企業の営

業拠点の拡充をサポートしました。

〈リゾート・スポーツ施設事業〉
リゾート・スポーツ施設事業は、リゾート部門において急激な

円高により海外からの旅行者が激減したことや、スポーツ施設

部門において新規出店に伴う費用の増大により、売上高は前年

度比35億円（5.6%）減の601億円、営業損失は11億円（前年度は

営業利益4千万円）となりました。

（左軸）   ■ 売上高
（右軸） ■ 営業利益
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● リゾート部門

2008年6月の岩手・宮城内陸地震による影響が一部ホテルに

ありましたが、2007年3月の能登半島地震で大きな被害を受け

た能登ロイヤルホテルが再稼働したほか、夏休みシーズンには

ファミリー層を中心に多くのお客さまを獲得しました。9月後

半以降は、急激な景気悪化に伴い、個人や企業の節約志向が高

まり、利用客数は減少しました。こうした状況のもと、当社はお

客さまにご満足いただき、リピーターとして再度お越しいただ

くため、「安心・安全、おもてなし」を第一に掲げたホテル経営に

努めました。

この結果、稼働率は、上期は前年度下期を0.3ポイント上回る

53.7%まで回復しましたが、下期には46.9%まで低下しました。

年間の宿泊人数は前年度比5.2%減の294万人にとどまりまし

たが、ゴルフ場の利用人数は前年度を上回っています。

● スポーツ施設部門

既存店舗の建て替えや「NAS新潟」（新潟県）、「NAS Wellness & 

Spa CLUB芝浦アイランド」（東京都）などの新規出店により、出

店数は2008年度末で53ケ所にのぼりました。また、既存店にお

いては、特定の需要に絞ったコース設定および大人向けの短期

スクールによる会員の獲得に取り組みました。この結果、会員

数は前年度比3.9%増の96,687人となりました。

〈ホームセンター事業〉
ホームセンター事業では、「ロイヤルプロ伊川谷」（兵庫県）、

「ロイヤルホームセンター岸和田」（大阪府）など7店舗の改装を

行い、既存店の活性化を図りました。また、2009年2月には、

「ロイヤル金物松戸みのり台」（千葉県）を金物に特化した新業態

店舗としてオープンしました。これにより2008年度末の店舗数

は48店舗となりました。2008年度は既存店舗の改装を中心に

行ったため、店舗面積は前年度比0.4%増の234千m2にとどま

りましたが、年間購入お客さま数は同3.8増%の24千人となり

ました。

以上の結果、売上高は前年度比8億円（1.4%）増の635億円と

なりましたが、営業利益は上期における原油・資源高の影響な

どにより、同6億円（36.2%）減の11億円となりました。売上高

営業利益率は、前年度の2.9%から1.1ポイント低下し、1.8%と

なりました。

〈その他事業〉
その他事業では、売上高は前年度比6億円（0.4%）増の1,439

億円となりましたが、都市型ホテルの新規出店や新規事業への

取り組みによる営業費用の増加により、営業利益は同20億円

（45.1%）減の25億円となりました。売上高営業利益率は、前年

度の3.2%から1.5ポイント低下し、1.7%となりました。

（左軸）   ■ 売上高
（右軸） ■ 営業利益
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● 建築部材の製造販売事業部門

住宅メーカーや地域ホームビルダーに向けた建材商品、イン

テリア商品の充実を図り、特に収納関係商品として「しまいごこ

ちユニット」、建材商品として3階建集合住宅向け「準耐火60分

仕様ユニット廊下」などを発売しました。また、住まい方提案商

品として「あかりのくらし提案」や「スマート家具システム」、高

級家具をお求めやすくした「プレミアムリースプラン」などの新

商品を発売し、販売の強化に努めました。さらに、大型商業施設

やホテルなどの内装工事、看板などの商環境デザイン関連工事

および造作家具の企画提案による販売拡大を図りました。

● 物流事業部門

「アセット型3PL」事業の拡大に向けて、物流センターの増強

に注力しました。2008年8月に新規顧客向けの物流センターで

ある「大阪港ロジスティクスセンターⅡ」（大阪府）、同年9月に

既存顧客向けの物流センターである「太田物流センター第三期」

（群馬県）と「中部物流センター第二期」（愛知県）をオープンしま

した。さらに、新規顧客向け物流センターである「町田物流セン

ター」（東京都、2009年5月竣工）の建設に着手しました。また、

建設資材の共同配送センターを、神奈川県、富山県に設置しま

した。

● 都市型ホテル事業部門

「ダイワロイネットホテル名古屋駅前」（愛知県）、「ダイワロイ

ネットホテル新横浜」（神奈川県）など新たに4つのホテルを開業

し、売上高増加に貢献しました。都市型ホテル事業全体として

は、14ケ所のダイワロイネットホテルに「大阪第一ホテル」（大

阪府）、「ロイトン札幌」（北海道）を加えた全国16ホテルによる

事業を展開しています。

営業外収益・費用
営業外収益は、前年度比24億円（24.4%）増の126億円となり

ました。これは、受取利息のほか、大和小田急建設が持分法適用

関連会社に加わり、持分法による投資利益が増加したことによ

るものです。一方、営業外費用は前年度比83億円（22.1%）増の

463億円となりました。年金資産の運用環境悪化に伴い退職給

付数理差異償却額が増加したことに加え、借入金の増加によっ

て支払利息が増加したことによるものです。

以上の結果、2008年度の営業外損益は、前年度比58億円減少

し、337億円の損失となりました。

経常利益
経常利益は、前年度比214億円（35.0%）減の398億円となり

ました。減益の主な要因は、営業利益の減少に加え、営業外費用

が増加したことによるものです。売上高経常利益率は、前年度

の3.6%から1.2ポイント低下し、2.4%となりました。

（左軸）   ■ 売上高
（右軸） ■ 営業利益
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特別利益・損失
特別利益は、前年度比6億円（38.7%）減の10億円となりまし

た。一方、特別損失は、前年度比109億円（28.7%）減少の271億

円となりました。その主な内訳は、土地、建物等の減損損失が

148億円に膨らんだことに加え、株式市場の低迷を受けて投資

有価証券評価損75億円を計上したことによるものです。また、

閉鎖した札幌工場での重油漏れに対処する事故処理費用として

20億円を計上しています。

以上の結果、特別損益は、261億円の損失となり、損失幅は前

年度比102億円縮小しました。

税金等調整前当期純利益
税金等調整前当期純利益は、前年度比111億円（44.8%）減の

137億円となりました。減益の主な要因は、営業利益の減少や、

退職給付数理差異償却額、固定資産の減損損失の増加によるも

のです。

当期純利益
以上の結果、当期純利益は、前年度比89億円（68.1%）減の41

億円となり、売上高当期純利益率は、前年度の0.8%から0.6ポ

イント低下し、0.2%となりました。また、1株当たり当期純利益

は、前年度比15.26円（67.9%）減の7.20円となりました。

財政状況
資産の状況
総資産は、前年度末比195億円（1.1%）増の1兆8,105億円と

なりました。増加の主な要因は、高層賃貸住宅や商業施設等の

有形固定資産の取得、不動産開発事業などへの投資拡大により、

固定資産が増加したことによるものです。

流動資産は、前年度末比1,006億円（13.2%）減の6,611億円

となりました。これは、戸建住宅、分譲マンション用の販売用土

地、販売用建物などのたな卸資産を大幅に圧縮したことによる

ものです。固定資産は、前年度末比1,202億円（11.7%）増の1兆

1,493億円となりました。このうち、有形固定資産は、自社所有

の大型商業施設や賃貸用マンションが完成したことに伴う建物

及び構築物の増加に加え、物流施設を中心とした開発用不動産

の土地を取得したことにより、同861億円（13.4%）増の7,289

億円となりました。無形固定資産は、同7億円（6.2%）増の131

億円となったほか、投資その他の資産は、同333億円（8.9%）増

の4,072億円となりました。投資その他の資産では、2008年度

は投資有価証券評価損75億円を計上していますが、M&Aやア

ライアンスを通じて取得した有価証券が増加したことにより、

投資有価証券は微増となりました。

（左軸） ■ 当期純利益　（右軸） ■ EPS 
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当期純利益とEPS たな卸資産 （単位：億円）

2008 2009 増減

未成工事支出金 726 574 △151

販売用土地 3,080 2,376 △704

　内、戸建 1,204 1,004 △199

　内、マンション 1,278 963 △315

販売用建物 876 765 △111

　内、戸建 164 150 △14

　内、マンション 668 570 △98

その他 272 248 △24

たな卸資産計 4,956 3,964 △991

有形固定資産 （単位：億円）

2008 2009 増減

建物及び構築物 2,374 3,156 782

土地 3,414 3,560 145

その他 639 572 △66

有形固定資産計 6,428 7,289 861
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負債の状況
負債合計は、前年度末比615億円（5.4%）増の1兆2,031億円

となりました。増加の主な要因は、流動負債が減少する一方で、

市場環境の悪化を受け、安定した資金確保のため長期借入金に

よる資金調達を行ったことや、退職給付引当金が増加したこと

に伴い固定負債が大幅に増加したことによるものです。

流動負債は、前年度末比1,116億円（23.1%）減の3,726億円

となりました。不動産市況の急速な悪化により、支払手形・工事

未払金が大幅に減少しました。また、コマーシャル・ペーパーを

全額償還した一方で、短期借入金が増加しました。

固定負債は、前年度末比1,732億円（26.4%）増の8,305億円

となりました。投資案件の増加などを背景に、長期借入金が同

1,265億円（65.5%）増の3,199億円となりました。

この結果、有利子負債の合計額は、前年度末比1,161億円

（50.9%）増の3,445億円となり、D/Eレシオは前年度の0.36か

ら0.21ポイント上昇し、0.57となりました。

純資産の状況
純資産は、前年度末比420億円（6.5%）減の6,074億円とな

りました。減少の主な要因は、前年度にかかる株主配当金を支

払ったことにより、利益剰余金が減少したほか、評価・換算差

額において、その他有価証券評価差額金が前年度末比113億円

（84.9%）減の20億円となり、また、円高の進行を受けて為替換

算調整勘定のマイナス幅が51億円に拡大したことによるもので

す。少数株主持分は、エネサーブの完全子会社化により、前年度

末比161億円（95.6%）減の7億円となりました。

以上により、自己資本比率は前年度末の35.3%から1.8ポイ

ント低下し、33.5%となりました。また、ROE（自己資本当期純

利益率）は、当期純利益の減少から前年度の2.0%から1.3ポイン

ト低下し、0.7%となりました。

運転資金
運転資金（流動資産－流動負債）は、仕入債務の減少から前年

度比109億円（4.0%）増の2,885億円となりました。流動比率は

前年度の157.3%から177.4%に上昇し、財務の流動性は充分確

保されています。

資金計画
2009年度のスタートに際して、当社グループは「第二次中期

経営計画」における投資計画を見直しました。当初計画では期間

中の3ケ年の累計投資額として、不動産開発に4,600億円、設備

投資に900億円、M&A・アライアンス等に300億円、総額5,800

億円の投資を計画していましたが、昨今の不動産市況の悪化に

鑑み、不動産開発の投資額を1,200億円減額の3,400億円に下

（左軸）   ■ 自己資本
（右軸） ■ ROE
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自己資本とROE有利子負債 （単位：億円）

2008 2009 増減

短期借入金 119 164 44

1年内返済予定の長期借入金 15 56 40

コマーシャル・ペーパー 200 ̶ △200

リース債務（流動） ̶ 4 4

長期借入金 1,933 3,199 1,265

リース債務（固定） ̶ 21 21

その他 15 ̶ △15

有利子負債計 2,283 3,445 1,161
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方修正しました。また、設備投資は計画どおり900億円としま

したが、M&A・アライアンスなどについては100億円増額の

400億円に上方修正し、3ケ年の累計投資額を1,100億円減額の

総額4,700億円に見直しています。

この計画に対する資金調達としては、主に、営業活動による

キャッシュ・フローと不動産投資の回収によって賄い、有利子負

債の増加を抑制していきます。

なお、「第二次中期経営計画」においては、D/Eレシオを0.50

以下に抑えることを目標に設定していますが、2008年度は長期

借入金を増加させた結果、D/Eレシオは0.57まで上昇しました。

今後、不動産開発関連の投資基準を厳格化し、有利子負債の増

加を抑制する方針のもと、早急に0.50に近づける施策を講じて

いきます。

設備投資
2008年度の設備投資は、前年度比567億円（54.6%）増の

1,606億円となりました。セグメント別では、住宅事業が前年

度比396億円（378%）増の501億円、商業建築事業が同181億

円（25.6%）増の892億円、リゾート・スポーツ事業が同4億円

（14.9%）減の23億円、ホームセンター事業が同3億円（46.4%）

増の10億円、その他事業が同7億円（3.8%）増の194億円となり

ました。

2009年度についても、商業建築事業を中心に、1,210億円の

設備投資を計画しています。

キャッシュ・フロー
2008年度末における現金及び現金同等物の残高は、投資活動

によるキャッシュ・フローが大幅な支出となる一方、営業活動な

らびに財務活動によるキャッシュ・フローが収入となったため、

前年度比64億円（6.6%）増の1,053億円となりました。

営業活動による収入は、前年度の157億円の支出から1,255

億円増加し、1,098億円の収入に転じました。これは、仕入債務

の減少による支出が増加した一方、販売用不動産を中心に売却

による資金回収を進めたことでたな卸資産が減少したことや、

投資拡大による減価償却の増加、売上債権や未成工事受入金の

回収が増加したことによるものです。

投資活動による支出は、前年度比763億円（62.0%）増の1,996

億円となりました。大規模商業施設や賃貸用不動産などの有形

固定資産の取得に加え、不動産開発投資を拡大しました。また、

エネサーブの完全子会社化に伴う株式取得、モリモト・アセット

マネジメント（2009年2月1日より大和ハウス・モリモト・アセッ

トマネジメントへ商号変更）の株式取得やCYBERDYNE（株）など

提携先企業の株式を取得したことなども支出増加の要因となり

ました。

■ 住宅事業 ■ 商業建築事業
■ リゾート・スポーツ施設事業 ■ ホームセンター事業
■ その他事業
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■ 設備投資額　
■ フリー・キャッシュ・フロー
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セグメント別設備投資額 設備投資額とフリー・キャッシュ・フロー
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財務活動による収入は、前年度比392億円（28.9%）減の965億

円となりました。これは、コマーシャル・ペーパーを償還したこと

や、長期借入金による収入が減少したことによるものです。

以上の結果、営業活動および投資活動によるキャッシュ・フ

ローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、前年度の1,390

億円の支出から491億円減少し、898億円の支出となりました。

利益配分に関する基本方針
当社は、株主のみなさまへの利益の還元と将来への事業展開

および経営基盤の強化に必要な内部留保とのバランスを考慮

し、配当を実施することを基本方針としています。また、競争力

強化・収益の向上のため研究開発および生産設備への投資、営

業拠点の拡充など企業基盤拡大のため、財務体質の強化を図る

とともに、配当性向30%を目標とし、あわせて状況に応じて自

己株式の取得を実施することにより、柔軟な利益還元を心がけ

ていきます。2008年度の年間配当金は、前年度と同額の1株当

たり24円としました。また、2009年度については、引き続き厳

しい事業環境が予想されることを考慮し、1株当たり年間17円

の配当を予定しています。

経営方針と2009年度の見通し
2009年度の経営方針
「第二次中期経営計画 Challenge 2010」の2年目となる2009

年度は、予想を超える経営環境の悪化を踏まえ、さらなる経営の

効率化によって利益体質を強化していくことが緊急の課題であ

ると認識し、売上高、営業利益とも堅実な計画を策定しました。

2009年度の経営方針については、以下の3つを優先施策とし

て実行していく計画です。

コア事業である戸建住宅・マンションは、コスト構造の改革を

加速し、人員を含めた経営資源を成長市場であるリフォーム事

業・環境エネルギー事業へと大幅にシフトします。不動産開発事

業は、同中期経営計画の中に3年間で総額4,600億円の投資を計

画していましたが、今後も不動産市況の低迷は続くと予想され

ることから、約1,200億円圧縮するとともに、投資基準を厳格化

します。また、コスト削減については、1年間で200億円を削減

の目標に、あらゆる面での機能集約を図るほか、役員賞与ゼロ、

役員報酬のカットを決定し、優先課題として実行しています。
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売上高 営業利益 当期純利益

「第二次中期経営計画 Challenge 2010」
2008年度計画

（2008年5月発表） 2008年度実績 達成率（%） 2009年度計画 2010年度目標
（2008年5月発表）

売上高（億円） 17,500 16,909 96.6 15,650 18,500

営業利益（億円） 950 735 77.5 450 1,150

営業利益率（%） 5.4 4.4 ̶ 2.9 6.2

ROE（%） ̶ 0.7 ̶ ̶ 9.0



Daiwa House Group Annual Report 2009132

以上を2009年度の経営方針とし、これらの施策を、スピー

ディかつ徹底的に実行することにより、新たな成長路線を目指

していきます。

2009年度の見通し
2009年度の見通しについては、日本経済は、当面厳しい状況

が続くと予想され、当業界においても、住宅ローン減税の規模

拡大などによる効果が期待されるものの、雇用・所得環境の改

善は見込めず、厳しい事業環境が続くものと思われます。

このような環境の中、主力事業である住宅事業および商業建

築事業において減収減益を見込んでいますが、2009年度の経営

方針に基づき、全社的なコストダウンの取り組みやキャッシュ・

フロー重視の経営を推進し、利益体質の強化と財務体質の改善

を図っていきます。

以上により、2009年度の業績については、売上高1兆5,650

億円、営業利益450億円、営業利益率2.9%、経常利益450億円、

当期純利益210億円を見込んでいます。

事業等のリスク
当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の判

断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のような

ものがあります。なお、本項において将来に関する事項が含ま

れていますが、当該事項は2009年3月末現在において判断した

ものです。

1. 事業環境変化リスク
当社グループの事業は、原材料・資材価格、地価、金利の変動

等、外部要因の不確実性により、業績および財政状態に悪影響

を受ける可能性があります。

2. 不動産、固定資産価値下落リスク
当社グループは、国内各地において不動産の取得、開発、販売

等の不動産事業を行っており、国内の不動産市況が悪化した場合

には、業績および財政状態に悪影響を受ける可能性があります。

また、地価および賃貸価格の下落が生じた場合には、当社グ

ループが保有する不動産の評価額について評価減を行う必要が

生ずる可能性があります。

不動産のほか、当社グループが所有する固定資産についても、

減損のリスクがあり、業績および財政状態に悪影響を及ぼす可

能性があります。

3. 退職給付費用に関するリスク
株式市場が今後低迷した場合等に、当社グループの年金資産

の価値が減少し、年金に関する費用が増加する、あるいは追加

的な年金資産の積み増しを要する等により、業績および財政状
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態に悪影響を及ぼす可能性があります。

4. 海外事業リスク
当社グループは、中国を中心とした海外事業を展開していま

すが、それぞれの国・地域の政治・経済の情勢に起因した、事業

遂行・代金回収の遅延・不能等が発生するリスクを負っています。

5. 品質保証等のリスク
当社グループの住宅関連事業は、お客さまの満足度を高める

ために長期保証システムを提供するとともに、品質管理にも万

全を期していますが、長期にわたるサポート期間の中で、予期

せぬ事情により重大な品質問題が発生した場合には、業績等に

影響を及ぼす可能性があります。

6. 法的規制等のリスク
当社グループは、国内では、建設・不動産事業のみならず多様

な事業を展開しており、海外事業にも積極的に取り組んでいる

ことから、関連する法令・規制は多岐にわたっています。具体的

には、本邦の会社法、金融商品取引法、環境関連法令、建築・不

動産関連法令、各種業法、その他多数の法令等により規制を受

けており、また、海外で事業を展開するうえでは、それぞれの

国・地域での法令・規制を受けます。これらの法令等が遵守され

るよう、役職員に対するコンプライアンスの徹底等を行ってい

ますが、これらの法令等の規制を遵守できなかった場合および

これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、

業績等に影響を及ぼす可能性があります。

7. 個人情報等の漏洩等のリスク
当社グループは、多数のお客さまの個人情報をお預かりして

いるほか、さまざまな経営情報等を保有しています。これらの

情報の管理については、各社において情報管理に関するポリ

シーや事務手続等を策定し役職員等に対する教育・研修等によ

り情報管理の重要性の周知徹底、セキュリティー対策等を行っ

ています。しかしながら、これらの対策にもかかわらず重要な

情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの社会的信用等

に影響を与え、その対応のための多額の費用負担やブランド価

値の低下により業績等に影響を及ぼす可能性があります。

8. 安全・環境リスク
当社グループは、事業を行うに際し工場、建設現場等を多数

有しているため、特に安全、環境面を最優先に配慮、対策のう

え事業を行っています。しかしながら、これらの配慮、対策にも

かかわらず現場事故、環境汚染等の事故等が発生した場合には、

人的・物的な被害等により業績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。



①連結貸借対照表 （単位：百万円）

区分
当連結会計年度
（平成21年3月31日）

前連結会計年度
（平成20年3月31日）

増減（△）

金額 構成比（%） 金額 構成比（%） 金額

（資産の部）
流動資産 661,187 36.5 761,877 42.5 △100,689

現金預金※1、3 105,840 100,354

受取手形・完成工事未収入金等※3 51,445 63,337

リース投資資産 5,627 ̶
有価証券 ̶ 20

未成工事支出金 57,444 72,602

販売用土地 ̶ 308,055

販売用建物 ̶ 87,686

その他のたな卸資産 ̶ 27,268

販売用不動産 263,444 ̶
仕掛販売用不動産 46,962 ̶
造成用土地 3,789 ̶
商品及び製品 11,622 ̶
仕掛品 8,729 ̶
材料貯蔵品 4,450 ̶
繰延税金資産 35,717 40,769

その他※3 67,455 62,681

貸倒引当金 △1,342 △897

固定資産 1,149,385 63.5 1,029,175 57.5 120,210

有形固定資産 728,953 642,816

建物及び構築物（純額）※3 315,673 237,455

機械装置及び運搬具（純額）※3 35,761 36,121

工具、器具及び備品（純額）※3 10,703 10,158

土地※3、7 356,002 341,407

リース資産（純額） 1,460 ̶
建設仮勘定 9,351 17,672

無形固定資産 13,176 12,410

投資その他の資産 407,255 373,948

投資有価証券※2、4 98,743 98,283

長期貸付金※2 6,977 8,652

敷金及び保証金※3 170,681 164,956

繰延税金資産 104,947 77,159

その他※4 34,630 33,678

貸倒引当金 △8,725 △8,781

資産合計 1,810,573 100.0 1,791,052 100.0 19,520
注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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 （単位：百万円）

区分
当連結会計年度
（平成21年3月31日）

前連結会計年度
（平成20年3月31日）

増減（△）

金額 構成比（%） 金額 構成比（%） 金額

（負債の部）
流動負債 372,636 20.6 484,323 27.0 △111,687

支払手形・工事未払金等 129,843 189,860

短期借入金 16,407 11,918

1年内返済予定の長期借入金 5,610 1,595

コマーシャル・ペーパー ̶ 20,000

リース債務 431 ̶
未払金 70,173 92,430

未払法人税等 6,962 23,163

未成工事受入金 61,054 58,628

賞与引当金 17,855 21,167

完成工事補償引当金 6,895 6,572

その他 57,401 58,988

固定負債 830,509 45.9 657,287 36.7 173,221

長期借入金 319,956 193,376

リース債務 2,128 ̶
会員預り金 43,094 45,793

長期預り敷金保証金 217,860 204,287

再評価に係る繰延税金負債※7 28,433 27,902

退職給付引当金 160,202 124,169

その他 58,834 61,757

負債合計 1,203,145 66.5 1,141,611 63.7 61,534

（純資産の部）
株主資本 687,632 38.0 698,891 39.0 △11,258

資本金 110,120 110,120

資本剰余金 226,824 226,824

利益剰余金 370,240 381,479

自己株式 △19,553 △19,534

評価・換算差額等 △80,949 △4.5 △66,320 △3.7 △14,629

その他有価証券評価差額金 2,034 13,432

土地再評価差額金※7 △77,878 △79,195

為替換算調整勘定 △5,105 △556

少数株主持分 744 0.0 16,869 1.0 △16,125

純資産合計 607,427 33.5 649,440 36.3 △42,013

負債純資産合計 1,810,573 100.0 1,791,052 100.0 19,520
注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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②連結損益計算書 （単位：百万円）

区分

当連結会計年度
（自　平成20年4月1日　
  至　平成21年3月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年4月1日　
  至　平成20年3月31日）

増減（△）

金額 百分比（%） 金額 百分比（%） 金額
売上高 1,690,956 100.0 1,709,254 100.0 △18,298
売上原価※1 1,357,820 80.3 1,360,348 79.6 △2,527

売上総利益 333,135 19.7 348,905 20.4 △15,770
販売費及び一般管理費※2 259,555 15.3 259,784 15.2 △229

営業利益 73,580 4.4 89,120 5.2 △15,540
営業外収益 12,663 0.7 10,176 0.6 2,487

受取利息 1,470 1,261
受取配当金 1,370 1,340
持分法による投資利益 542 315
デリバティブ決済益 855 722
デリバティブ評価益 2,143 1,145
雑収入 6,281 5,390

営業外費用 46,388 2.7 38,006 2.2 8,381
支払利息 5,160 3,371
租税公課 1,160 1,197
貸倒引当金繰入額 413 239
退職給付数理差異償却 31,495 26,410
デリバティブ決済損 354 221
デリバティブ評価損 2,794 1,539
雑支出 5,008 5,027

経常利益 39,855 2.4 61,290 3.6 △21,434
特別利益 1,046 0.1 1,708 0.1 △661

固定資産売却益※3 566 309
投資有価証券売却益 3 898
ゴルフ会員権売却益 1 ̶
役員退職慰労金戻入額 472 ̶
貸倒引当金戻入額 1 ̶
退職給付過去勤務債務償却 ̶ 499

特別損失 27,181 1.7 38,135 2.2 △10,954
固定資産売却損※4 303 329
固定資産除却損 1,757 1,253
減損損失※5 14,892 1,654
販売用土地評価損 ̶ 1,491
販売用建物評価損 ̶ 140
サブリース転貸損失 ̶ 209
役員退職慰労引当金繰入額 ̶ 378
投資有価証券評価損 7,533 7,859
ゴルフ会員権評価損 97 53
ゴルフ会員権売却損 1 2
関係会社整理損 22 ̶
過年度給与手当 248 226
開発事業損失 ̶ 24,536
災害による損失 2,014 ̶
貸倒損失 311 ̶

税金等調整前当期純利益 13,720 0.8 24,862 1.5 △11,141
法人税、住民税及び事業税 24,891 37,190
法人税等調整額 △14,861 △25,121
法人税等合計 10,029 0.6 12,068 0.7 △2,039
少数株主損失（△） △479 △0.0 △285 △0.0 △193
当期純利益 4,170 0.2 13,079 0.8 △8,909

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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③連結株主資本等変動計算書
当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年3月31日残高 110,120 226,824 381,479 △19,534 698,891

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ̶ ̶ 41 ̶ 41

当期変動額
　剰余金の配当 ̶ ̶ △13,902 ̶ △13,902

　当期純利益 ̶ ̶ 4,170 ̶ 4,170

　連結範囲の変動 ̶ ̶ △141 ̶ △141

　土地再評価差額金の取崩 ̶ ̶ △1,346 ̶ △1,346

　自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ △138 △138

　自己株式の処分 ̶ ̶ △61 119 57

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
当期変動額合計 ̶ ̶ △11,281 △19 △11,300

平成21年3月31日残高 110,120 226,824 370,240 △19,553 687,632

評価・換算差額等
少数株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成20年3月31日残高 13,432 △79,195 △556 △66,320 16,869 649,440

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 41

当期変動額
　剰余金の配当 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △13,902

　当期純利益 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 4,170

　連結範囲の変動 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △141

　土地再評価差額金の取崩 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △1,346

　自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △138

　自己株式の処分 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 57

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,397 1,317 △4,548 △14,629 △16,125 △30,754

当期変動額合計 △11,397 1,317 △4,548 △14,629 △16,125 △42,055

平成21年3月31日残高 2,034 △77,878 △5,105 △80,949 744 607,427
注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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③連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度（自 平成19年4月1日　至 平成20年3月31日） （単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高 110,120 226,834 387,842 △7,692 717,104

当期変動額
　剰余金の配当 ̶ ̶ △11,743 ̶ △11,743

　当期純利益 ̶ ̶ 13,079 ̶ 13,079

　土地再評価差額金の取崩 ̶ ̶ △7,693 ̶ △7,693

　自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ △11,909 △11,909

　自己株式の処分 ̶ △9 △5 68 53

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
当期変動額合計 ̶ △9 △6,362 △11,841 △18,212

平成20年3月31日残高 110,120 226,824 381,479 △19,534 698,891

評価・換算差額等
少数株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高 29,873 △86,847 △821 △57,795 1,837 661,145

当期変動額
　剰余金の配当 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △11,743

　当期純利益 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 13,079

　土地再評価差額金の取崩 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △7,693

　自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ △11,909

　自己株式の処分 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 53

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,441 7,651 264 △8,524 15,032 6,508

当期変動額合計 △16,441 7,651 264 △8,524 15,032 △11,704

平成20年3月31日残高 13,432 △79,195 △556 △66,320 16,869 649,440
注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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④連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

区分

当連結会計年度
（自　平成20年4月1日　
  至　平成21年3月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年4月1日　
  至　平成20年3月31日）

増減（△）

金額 金額 金額
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 13,720 24,862
減価償却費 39,318 35,621
退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,032 30,107
受取利息及び受取配当金 △2,840 △2,602
支払利息 5,160 3,371
持分法による投資損益（△は益） △542 △315
固定資産除売却損 ̶ 1,582
固定資産除売却損益（△は益） 1,493 ̶
減損損失 14,892 1,654
投資有価証券評価損益（△は益） 7,533 7,859
ゴルフ会員権評価損 97 53
開発事業損失 ̶ 24,536
売上債権の増減額（△は増加） 11,579 △2,151
たな卸資産の増減額（△は増加） 71,622 △87,401
未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,410 △4,242
仕入債務の増減額（△は減少） △65,520 △48,548
その他 17,947 30,492
小　計 152,904 14,881 138,022
利息及び配当金の受取額 2,186 1,952
利息の支払額 △3,480 △2,278
法人税等の支払額 △41,799 △30,293

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,810 △15,738 125,548
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △153,736 △93,037
有形固定資産の売却による収入 2,488 1,522
投資有価証券の取得による支出 △26,715 △18,218
投資有価証券の売却及び償還による収入 376 2,894
子会社株式の取得による支出 △12,443 △389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 595 11,817
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △157 △1,760
敷金及び保証金の差入による支出 △5,882 △8,230
その他 △4,204 △17,895

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,679 △123,296 △76,382
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,739 985
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △20,000 20,000
長期借入れによる収入 132,850 153,690
長期借入金の返済による支出 △2,255 △13,119
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △208 ̶
自己株式の買取と売却による収支差額 ̶ △11,856
自己株式の取得による支出 △138 ̶
自己株式の売却による収入 57 ̶
配当金の支払額 △13,902 △11,743
債権流動化による収入 3,005 5,000
債権流動化の返済による支出 △6,645 △7,161

財務活動によるキャッシュ・フロー 96,503 135,796 △39,292
現金及び現金同等物に係る換算差額 △142 ̶ △142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,492 △3,238 9,730
現金及び現金同等物の期首残高 98,888 102,126 △3,238
現金及び現金同等物の期末残高※1 105,381 98,888 6,492
注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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1. 連結の範囲に関する事項
（1）当連結会計年度中に増加した9社を含め、子会社59社を連結しています。なお、合併により5社が減少しています。

（2）非連結子会社の名称等
（非連結子会社の名称）
大和ハウスリート投資法人
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が、いずれも連結財務諸表に重要な影
響を及ぼしていないためです。
（追加情報）
開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社との取引金額等については、重要
性が乏しいため、注記を省略しています。

2. 持分法の適用に関する事項
関連会社に対する投資額についてはすべて持分法を適用しています。
（1）持分法適用関連会社は13社です。
（主要な持分法適用関連会社）
ロック開発（株）
大和小田急建設（株）
なお、大和小田急建設（株）は平成20年10月1日付で小田急建設（株）より商号変更しています。

（2） 持分法を適用していない非連結子会社（大和ハウスリート投資法人）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等
からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲か
ら除外しています。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
子会社のうち、ロイヤルパークス（株）の決算日は9月30日、ロイヤルパークス豊洲（株）の決算日は11月30日、大和事務処理中心（大連）有限公
司ほか3社の決算日は12月31日、ディエイチ・プロパティ・ワン合同会社ほか3社の決算日は1月31日、新三郷デベロップメント・ワン特定目
的会社の決算日は2月28日です。
連結財務諸表の作成に当たり、大和事務処理中心（大連）有限公司については、連結決算日3月31日現在で実施した本決算に準じた仮決算に基
づく財務諸表を使用しています。また、ロイヤルパークス（株）ほか1社については12月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を、その
他の会社については、子会社の決算日現在の財務諸表を使用しています。
ただし、同決算日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っています。
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4. 会計処理基準に関する事項
連結財務諸表作成の基礎となった会計処理基準は次のとおりです。
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

❶有価証券
　満期保有目的の債券...................償却原価法
　その他有価証券
　　時価のあるもの .......................主として決算日前一ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法
 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　時価のないもの .......................移動平均法による原価法
❷デリバティブ .................................時価法
❸たな卸資産
　評価基準は原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっています。
　未成工事支出金 ............................個別法
　販売用不動産
　（仕掛販売用不動産、
　造成用土地を含む） .....................個別法（ただし自社造成の宅地は団地別総平均法）
　商品及び製品 .................................主として売価還元法
　仕掛品 ...............................................個別法
　材料貯蔵品 ......................................総平均法
（会計方針の変更）
当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日公表分）を適用しています。
これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ7,881百万円減少しています。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
❶有形固定資産
　（リース資産を除く）...................主として定率法
 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しています。
❷無形固定資産
　（リース資産を除く）...................定額法
❸リース資産 ......................................所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（3）重要な引当金の計上基準
❶貸倒引当金 ......................................  営業債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
❷賞与引当金 ......................................従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。
❸完成工事補償引当金...................  当社製品の瑕疵担保責任に基づく補償費に備えるため、過去の完成工事に係る補償費の実績を基準にして

計上しています。
❹退職給付引当金 ............................  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しています。
 数理計算上の差異は、発生の連結会計年度に一括処理しています。
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（4）重要なヘッジ会計の方法
❶ヘッジ会計の方法 .......................  繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には

特例処理を採用しています。
❷ヘッジ手段とヘッジ対象
　　ヘッジ手段 .................................金利スワップ
　　ヘッジ対象 .................................借入金
❸ヘッジ方針 ......................................金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、ヘッジを行っています。
❹ヘッジ有効性評価の方法 .........  ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しています。
 なお、特例処理の要件を充たしている場合には、有効性の評価を省略しています。

（5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
❶消費税等の会計処理...................  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。なお、控除対象外消費税及び地方消費税に

ついては期間費用として処理しています。
❷収益及び費用の計上基準 .........ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
 リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれん及び負ののれんは、その効果が発現する期間を見積り、20年以内の合理的な期間の定額法により償却していますが、金額に重要性がな
いものについては発生年度に一括して償却しています。

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に
償還期限の到来する短期投資からなっています。
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1. 会計処理基準に関する事項の変更
（1）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）
を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。
なお、この変更による損益への影響は軽微です。

（2）「リース取引に関する会計基準」
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、「リース取引に関
する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を
適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
ただし、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によっています。
なお、この変更による損益への影響は軽微です。

連結貸借対照表
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日 内閣府令第50号）が適用となることに
伴い、前連結会計年度において、「販売用土地」「販売用建物」「その他のたな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「販売用
不動産」「仕掛販売用不動産」「造成用土地」「商品及び製品」「仕掛品」「材料貯蔵品」に区分掲記しています。
なお、前連結会計年度の「販売用土地」「販売用建物」「その他のたな卸資産」に含まれる「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」「造成用土地」「商品
及び製品」「仕掛品」「材料貯蔵品」は、それぞれ325,891百万円、66,009百万円、3,841百万円、12,444百万円、10,497百万円、4,325百万円
です。

連結キャッシュ・フロー計算書
EDINETへのXBRL導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ・フローの「自
己株式の買取と売却による収支差額」として掲記されていたものを、「自己株式の取得による支出」「自己株式の売却による収入」に区分掲記し
ています。
なお、前連結会計年度の「自己株式の買取と売却による収支差額」に含まれる「自己株式の取得による支出」「自己株式の売却による収入」は、そ
れぞれ△11,909百万円、53百万円です。
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当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）



連結貸借対照表関係　当連結会計年度（平成21年3月31日）

※1. 工事契約保証金等の代用として現金預金（定期預金）49百万円を担保（質権）に供しています。

※2. 出資先の債務の担保として投資有価証券33百万円（根質権）及び長期貸付金18百万円（譲渡担保権）を担保に供しています。

※3. 担保に供している資産 （単位：百万円）

現金預金 524
受取手形・完成工事未収入金等 5,449
建物及び構築物 21,735
機械装置及び運搬具 486
工具、器具及び備品 177
土地 7,494
敷金及び保証金 1,280
未収収益（流動資産の「その他」） 55
計 37,203

上記のほか、連結消去されている連結子会社株式221百万円を担保に供しています。
また、上記資産は1年内返済予定の長期借入金1,498百万円及び長期借入金24,805百万円の担保に供しています。

※4. 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。 （単位：百万円）

投資有価証券（関連会社株式） 6,447
投資有価証券（非連結子会社投資口） 7,300
その他（関係会社出資金） 19,978

　5. 保証債務 （単位：百万円）

（1）下記の会社等の銀行借入金について保証を行っています。
大連大和中盛房地産有限公司
［RMB：中国人民元］

1,438
（100,000千RMB）

大和ハウスリート投資法人 15,000
計 16,438

（2）住宅ローン等を利用する購入者について、金融機関に対し債務の保証を行っています。 23,718
（3）従業員持家制度に基づく従業員の銀行からの借入について債務の保証を行っています。 44
（4）従業員の金融機関からの借入に対して保証を行っています。 183
（5）金融機関が店舗建物所有者に代預託を行った敷金及び保証金に対して保証を行っています。 7,893
（6）得意先のリース契約について、リース会社に対し債務の保証を行っています。 3

　6. 受取手形裏書譲渡高　　1,385百万円

※7. 土地再評価法の適用
当社、一部の国内連結子会社及び国内持分法適用関連会社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布法律第34号）及び「土地
の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年3月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差
額金を純資産の部に計上しています。
・再評価の方法…  「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って
算定する方法、及び第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算出しています。

・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　　22,715百万円
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連結損益計算書関係　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

※1. 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれています。　　7,881百万円

※2. 一般管理費に含まれる研究開発費　　7,753百万円

※3. 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 （単位：百万円）

建物及び構築物 161
機械装置及び運搬具 41
工具、器具及び備品 0
土地 362
計 566

※4. 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 （単位：百万円）

建物及び構築物 181
機械装置及び運搬具 13
工具、器具及び備品 6
土地 101
無形固定資産 0
計 303

※5. 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を認識しています。 （単位：百万円）

用途 種類 場所 減損損失
ホテル 建物及び構築物・機械装置及び運搬具・工具、器具及び備品・土地・リース資産 福岡県等 4,879
ゴルフ場 建物及び構築物・機械装置及び運搬具・工具、器具及び備品・土地 宮城県等 3,497
賃貸事業用資産 建物及び構築物・工具、器具及び備品・土地・リース資産・無形固定資産 千葉県等 5,391
遊休資産 土地 新潟県等 48
ホームセンター 建物及び構築物・工具、器具及び備品・リース資産 千葉県等 83
スポーツ施設 建物及び構築物・工具、器具及び備品・リース資産・無形固定資産 東京都等 608
事務所・工場等 建物及び構築物・機械装置及び運搬具・工具、器具及び備品・土地・リース資産 石川県等 383

当社グループは、原則として、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（支店、各拠点、各物件等）を単位としてグルーピングして
います。上記の資産については、不動産価格の下落や競争の激化に伴う収益性の悪化により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
額を減損損失（14,892百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物6,238百万円、機械装置及び運搬具311百万円、
工具、器具及び備品250百万円、土地7,174百万円、リース資産484百万円及び無形固定資産432百万円です。
なお、当該資産の回収可能価額は主として不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額等を基礎とした正味売却価額により測定しております。
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連結株主資本等変動計算書関係　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

　1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）

前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式
　普通株式 599,921 ̶ ̶ 599,921
　　合計 599,921 ̶ ̶ 599,921

自己株式
　普通株式 20,665 152 66 20,750
　　合計 20,665 152 66 20,750

注： 1.  普通株式の自己株式の増加株式数の内訳
単元未満株式の買取りによる増加　　　　　152千株

 2.  普通株式の自己株式の減少株式数の内訳
単元未満株式の買増し請求による減少　　　 66千株

　2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

　3. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月27日
定時株主総会 普通株式 13,902 24.0 平成20年3月31日 平成20年6月30日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

配当の原資 1株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月26日
定時株主総会 普通株式 13,900 利益剰余金 24.0 平成21年3月31日 平成21年6月29日

連結キャッシュ・フロー計算書関係　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係　（平成21年3月31日現在）

 （単位：百万円）

現金預金勘定 105,840
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △458
現金及び現金同等物 105,381

リース取引関係　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

［借手側］
（ファイナンス・リース取引）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
　1. リース資産の内容
（1） 有形固定資産

主にシステムサーバー、コンピューター端末機（工具、器具及び備品）及び商業施設（建物及び構築物）です。
（2） 無形固定資産

ソフトウェアです。
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　2. リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項」に記載の通りです。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次の通りです。

　1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 （単位：百万円）

取得価額相当額 減価償却累計額
相当額

減損損失累計額
相当額 期末残高相当額

建物及び構築物 341,233 108,311 2,839 230,082
機械装置及び運搬具 3,238 1,034 ̶ 2,203
工具、器具及び備品 4,741 2,845 23 1,873
　合計 349,212 112,191 2,863 234,158

　2. 未経過リース料期末残高相当額等 （単位：百万円）

1年内 18,275
1年超 240,921
　合計 259,196
リース資産減損勘定の残高 2,859

　3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
 （単位：百万円）

支払リース料 29,330
リース資産減損勘定の取崩額 3
減価償却費相当額 18,787
支払利息相当額 12,438
減損損失 430

　4. 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

　5. 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

（オペレーティング・リース取引）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
 （単位：百万円）

1年内 38,933
1年超 473,066
　合計 511,999
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［貸手側］
（ファイナンス・リース取引）
　1. リース投資資産の内訳 （単位：百万円）

リース料債権部分 6,448
見積残存価額部分 266
受取利息相当額 △1,088
　リース投資資産  5,627

　2. リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額
 （単位：百万円）

リース投資資産
1年以内 1,095
1年超2年以内 1,079

2年超3年以内 1,048

3年超4年以内 994

4年超5年以内 599
5年超 1,630

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次の通りです。

　1. リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 （単位：百万円）

取得価額 減価償却累計額 期末残高
機械装置及び運搬具 14,510 7,564 6,945
　合計 14,510 7,564 6,945

　2. 未経過リース料期末残高相当額 （単位：百万円）

1年内 2,664
1年超 4,716
　合計 7,380

　3. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 （単位：百万円）

受取リース料 3,950
減価償却費 2,625
受取利息相当額 584

　4. 利息相当額の算定方法
リース料総額と見積残存価額の合計額から取得価額等を控除した額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

（オペレーティング・リース取引）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
 （単位：百万円）

1年内 2,050
1年超 161,115
　合計 163,165

なお、貸手側オペレーティング・リース取引の未経過リース料は、中途解約が発生した場合における違約金等の期末残高相当額を全額1年超
に含んで表示しております。
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有価証券関係
　1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの　（平成21年3月31日） （単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの）
国債・地方債等 5 5 0

（時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの）
国債・地方債等 ̶ ̶ ̶

　合計 5 5 0

　2. その他有価証券で時価のあるもの　（平成21年3月31日） （単位：百万円）

取得原価 連結貸借対照表
計上額 差額

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）
株式 16,753 25,814 9,060

その他 119 127 7
（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）
株式 20,512 17,194 △3,318

国債・地方債等 500 475 △24
　合計 37,886 43,612 5,725

注：有価証券について7,533百万円（その他有価証券で時価のある株式等7,525百万円、その他有価証券で時価のない株式7百万円）減損処理を行っています。

　3. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券　（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日） （単位：百万円）

売却額 売却原価 売却損益
債券
　国債・地方債等 27 27 0
　合計 27 27 0

注： 連結子会社において、宅地建物取引業の営業保証金として供託する目的で国債を保有していましたが、組織再編により供託する必要がなくなったため、これを売却したも
のです。

　4. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券　（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日） （単位：百万円）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
5 3 ̶

　5. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額　（平成21年3月31日）

 （単位：百万円）

その他有価証券
　非上場株式 6,888
　優先出資証券 26,502
　投資事業有限責任組合出資金等 7,717
　非上場債券 270
　合計 41,378

　6. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額　（平成21年3月31日） （単位：百万円）

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
債券
　国債・地方債等 ̶ 245 25 481
　合計 ̶ 245 25 481
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デリバティブ取引関係
　1. 取引の状況に関する事項　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

（1）取引の内容
金利関連では金利スワップ取引を利用しており、通貨関連では為替予約取引を利用することがあります。また、一部の子会社で商品ス
ワップ取引を利用しています。

（2）取引に対する取組方針
デリバティブ取引は、将来の為替・金利等の変動によるリスク回避を目的とし、投機的な取引は行わない方針です。

（3）取引の利用目的
金利関連では、借入金の範囲内で将来の金利上昇リスクに備え支払利息を固定化する目的で利用しています。
通貨関連では、輸入取引高の範囲内で輸入取引に係る為替変動のリスクに備える目的で利用することがあります。
商品関連では、燃料の価格変動リスクを抑制する目的で利用しています。

（4）取引に係るリスクの内容
金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しています。また、商品スワップ
取引は、為替相場及び商品市況の変動によるリスクを有しています。なお、取引相手先は高格付の金融機関に限られており、信用リスク
は予想していません。

（5）取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引は社内の規定に基づいて財務部にて執行・管理を行い、取引状況は定期的に財務担当取締役へ報告し承認を得ています。

　2. 取引の時価等に関する事項　（平成21年3月31日）

（1）金利関連
金利スワップ取引はヘッジ会計（金利スワップの特例処理）を適用しているため、記載しておりません。

（2）通貨関連
該当事項はありません。

（3）商品関連

区分 取引の種類 契約額等
（千バレル）

契約額等のうち
1年超（千バレル）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

商品スワップ取引
市場取引以外の取引 　受取変動・支払固定 600 480 1,998 1,998

　受取固定・支払変動 600 480 433 433
合計 1,200 960 2,432 2,432

注：時価はデリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関等から提示された価格に基づき算定しています。
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退職給付関係
　1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度もしくは適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。
なお、従業員の退職等に際しては割増退職金を支払う場合があります。その他、当社において退職給付信託を設定しています。

　2. 退職給付債務に関する事項　（平成21年3月31日） （単位：百万円）

（1）退職給付債務 △315,784
（2）年金資産 154,952
（3）退職給付信託 629
（4）未積立退職給付債務 △160,202
（5）退職給付引当金 △160,202

注：一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

　3. 退職給付費用に関する事項　（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日） （単位：百万円）

（1）勤務費用注 17,166
（2）利息費用 7,261
（3）期待運用収益 △4,120
（4）数理計算上の差異の処理額 31,495
（5）退職給付費用 51,804

注：簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「（1）勤務費用」に計上しています。

　4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項　（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

（1）退職給付見込額の期間配分方法

企業年金基金制度及び適格退職年金制度につい
ては、期間定額基準
退職一時金制度については、当社及び一部の連結
子会社はポイント基準、その他の連結子会社は期
間定額基準

（2）割引率 主として2.5%

（3）期待運用収益率 主として2.5%

（4）数理計算上の差異の処理年数 1年（発生した連結会計年度に一括処理）

Daiwa House Group Annual Report 2009 151

Financial Information

注記事項



税効果会計関係　当連結会計年度（平成21年3月31日）

　1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（1）流動の部 （単位：百万円）

繰延税金資産
　販売用土地評価損 20,748
　賞与引当金 7,249
　未払事業税 770
　その他 7,006

小計 35,775
　評価性引当額 △57

資産合計 35,717

繰延税金負債
　その他 △0

負債合計 △0
繰延税金資産の純額 35,717

（2）固定の部 （単位：百万円）

繰延税金資産
　退職給付引当金損金算入限度超過額 64,982
　固定資産未実現利益 8,937
　固定資産臨時償却 6,707
　繰越欠損金 7,697
　その他 32,613

小計 120,938
　評価性引当額 △11,719

資産合計 109,219

繰延税金負債
　圧縮記帳積立金 △1,988
　その他有価証券評価差額金 △2,319
　その他 △191

負債合計 △4,499
繰延税金資産の純額 104,719

　2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.6%

（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 9.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.3
住民税均等割 7.4
持分法投資損益 △1.6
評価性引当額の増加 23.1
法人税額の特別控除 △1.5
土地再評価差額金の取崩 △3.8
その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.1
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セグメント情報
【事業の種類別セグメント情報】　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日） （単位：百万円）

住宅事業 商業建築
事業

リゾート・
スポーツ
施設事業

ホーム
センター
事業

その他
事業 計 消去

又は全社 連結

Ⅰ. 売上高及び営業損益
売上高
（1）外部顧客に対する売上高 957,188 530,108 60,077 61,744 81,837 1,690,956 ̶ 1,690,956
（2） セグメント間の内部売上高

又は振替高 1,838 15,032 29 1,761 62,141 80,802 (80,802) ̶

計 959,026 545,141 60,107 63,505 143,978 1,771,758 (80,802) 1,690,956

営業費用 930,492 478,959 61,223 62,351 141,474 1,674,501 (57,125) 1,617,376

営業利益又は営業損失（△） 28,533 66,181 △1,115 1,153 2,504 97,257 (23,677) 73,580
Ⅱ.  資産、減価償却費、
減損損失及び資本的支出

資産 607,233 705,606 91,825 44,895 201,081 1,650,642 159,930 1,810,573

減価償却費 7,248 13,979 2,859 980 13,190 38,258 1,059 39,318
減損損失 198 5,507 8,985 83 9 14,784 107 14,892

資本的支出 50,112 89,259 2,378 1,074 19,424 162,249 (1,648) 160,600

注： 1. 事業区分の方法
   事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに住宅事業、商業建築事業、リゾート・スポーツ施設事業、ホームセンター事業及びその他事業にセグメン

テーションしています。
 2. 各事業区分に属する主要な内容
  ①住宅事業 .............................................  戸建住宅、集合住宅（寮、社宅、アパート等）、マンション等の建築請負、分譲及び賃貸、宅地の分譲、不動産の仲介斡旋、アパートの賃

貸、管理、マンションの管理
  ②商業建築事業 ....................................各種流通センター、店舗、事務所、工場等の建築請負及び賃貸、管理、事業用地の分譲
  ③リゾート・スポーツ施設事業.....リゾートホテル、ゴルフ場、スポーツ施設事業
  ④ホームセンター事業 .....................ホームセンター事業
  ⑤その他事業 ........................................建築部材製造・販売事業、物流事業、都市型ホテル事業、その他
 3.  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、24,238百万円であり、その主なものは企業イメージ広告に要した費用及び当社の総務部門

等管理部門に係る費用です。
 4.  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、222,418百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証

券）及び管理部門に係る資産等です。
 5. 会計方針の変更（棚卸資産の評価に関する会計基準）
   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4. （1）③に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年

7月5日公表分）を適用しています。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、住宅事業で7,586百万円、商業建築事業で106
百万円、リゾート・スポーツ施設事業で0百万円、ホームセンター事業で179百万円、その他事業で8百万円それぞれ減少しています。

【所在地別セグメント情報】　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれも90%を超えているため、記載を省略しま
した。

【海外売上高】　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満であるため記載を省略しました。
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【関連当事者情報】　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

（追加情報）
当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しています。それに伴い、従来の開示対象範囲に加え、連結財務諸表提
出会社の連結子会社と関連当事者との取引を開示対象に追加しています。
（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の役員等

種類
会社等の
名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円）
科目 期末残高

（百万円）

役員の近親者 石橋茂夫
※1 ̶ ̶ ̶

（被所有）
直接
0.2%

増改築請負 住宅の増改築 65 ̶ ̶

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等

（株）ユニ
フロー※2

東京都
品川区 166

住宅建具
等製造・
販売

（所有）
直接
9.4%

商品の仕入

住宅建具等仕入 53 立替金 0

受取配当金 2 工事未払金 0

その他の営業外収益 0 未払金 0

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等

（株）日成
地質※3

岡山県
岡山市 5 地質調査 ̶ 地質調査の

発注 調査料の支払 4 未払金 2

注： 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
 2. ※1 当社取締役専務執行役員石橋卓也の父です。
 3. ※2 当社代表取締役副社長石橋民生及びその近親者が議決権の過半数を保有しています。
 4. ※3 当社常勤監査役江見壽彦（平成21年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって監査役を退任いたしました。）の近親者が議決権の過半数を保有しています。
 5.  取引条件及び取引条件の決定方針等
  上記取引については、市場価格を参考の上、一般的取引条件と同様に決定しています。

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
（ア）連結財務諸表提出会社の役員等

種類
会社等の
名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円）
科目 期末残高

（百万円）

役員の近親者 石橋茂夫
※1 ̶ ̶ ̶

（被所有）
直接 
0.2%

引越業務
請負 引越代の売上 0 ̶ ̶

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等

（株）ユニ
フロー※2

東京都
品川区 166

住宅建具
等製造・
販売

（所有）
直接
9.4%

製品の運搬
自動車の
リース等

運送料・リース料等 73
未収入金 1

住宅建具等仕入 0

役員及びその近
親者が議決権の
過半数を所有し
ている会社等

（株）日成
地質※3

岡山県
岡山市 5 地質調査 ̶ 地質調査の

発注 調査料の支払 12 工事未払金 3

注： 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。
 2. ※1 当社取締役専務執行役員石橋卓也の父です。
 3. ※2 当社代表取締役副社長石橋民生及びその近親者が議決権の過半数を保有しています。
 4. ※3 当社常勤監査役江見壽彦（平成21年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって監査役を退任いたしました。）の近親者が議決権の過半数を保有しています。
 5. 取引条件及び取引条件の決定方針等
  上記取引については、市場価格を参考の上、一般的取引条件と同様に決定しています。
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1株当たり情報　当連結会計年度（自 平成20年4月1日　至 平成21年3月31日）

1株当たり純資産額 1,047.50円
1株当たり当期純利益 7.20円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ̶円

　1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については潜在株式がないため記載していません。

　2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。
当期純利益（百万円） 4,170
普通株主に帰属しない金額（百万円） ̶
普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,170
普通株式の期中平均株式数（千株） 579,216

連結附属明細表
【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分 前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（%）

返済期限

短期借入金 11,918 16,407 0.95 ̶
1年以内に返済予定の長期借入金 1,595 5,610 1.39 ̶
コマーシャル・ペーパー（1年以内） 20,000 ̶ ̶ ̶
1年以内に返済予定のリース債務 ̶ 431 ̶ ̶
長期借入金
（1年以内に返済予定のものを除く。） 193,376 319,956 1.29

平成22年～
平成54年

リース債務
（1年以内に返済予定のものを除く。） ̶ 2,128 ̶ 平成23年～

平成40年
その他の利付負債
　その他（1年以内） 1,500 ̶ ̶ ̶

計 228,390 344,534 ̶ ̶
注： 1. 借入金の「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
 2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
 3. 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く）及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

 （単位：百万円）

1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） 2,919 27,929 148,939 127,292
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） 430 430 289 204

その他
当連結会計年度における四半期情報

第1四半期
自 平成20年4月1日
至 平成20年6月30日

第2四半期
自 平成20年7月1日
至 平成20年9月30日

第3四半期
自 平成20年10月1日
至 平成20年12月31日

第4四半期
自 平成21年1月1日
至 平成21年3月31日

売上高（百万円） 354,629 467,061 402,908 466,356
税金等調整前四半期純利益金額又は
税金等調整前四半期純損失金額（△）（百万円） 4,976 27,504 10,704 △29,464

四半期純利益金額又は
四半期純損失金額（△）（百万円） 2,257 15,655 7,547 △21,289

1株当たり四半期純利益金額又は
1株当たり四半期純損失金額（△）（円） 3.90 27.03 13.03 △36.76
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注記事項
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国内

海外

大和ハウス工業（株）
住宅／商業建築／都市開発など
www.daiwahouse.co.jp

大和リース（株）
建物・自動車リース／土地活用
www.daiwalease.co.jp

ダイワラクダ工業（株）
住設機器／スペースシステム／リース
www.daiwarakuda.co.jp

大和物流（株）
運輸／倉庫・保管
www.daiwabutsuryu.co.jp 

大和リビング（株）
賃貸住宅の管理・運営
www.daiwaliving.co.jp

（株）ダイワサービス
ビル・マンション管理／人材派遣／引越
www.daiwaservice.co.jp

大和情報サービス（株）
土地活用／商業施設管理・運営
www.dis-net.jp

日本住宅流通（株）
仲介・管理・代理／鑑定／リフォーム
www.jyutaku.co.jp

ダイワロイヤル（株）
商業施設賃貸／ダイワロイネットホテル
www.daiwaroyal.com

ロイヤルホームセンター（株）
DIY／ガーデニング／インテリア
www.royal-hc.co.jp

大和リゾート（株）
リゾートホテル
www.daiwaresort.co.jp

ダイワロイヤルゴルフ（株）
ゴルフ場運営
www.daiwaroyalgolf.jp

ダイワハウス・リニュー（株）
リフォーム工事
www.daiwahouse-renew.co.jp

大和エネルギー（株）
ESCO・環境機器・設備工事
www.daiwa-energy.com

大和エステート（株）
不動産仲介 
www.daiwaestate.jp

ダイワマンスリー（株）
不動産賃貸・管理
www.daiwamonthly.co.jp

大和ランテック東日本（株）
地盤調査／地盤改良工事
www.daiwalantec-east.jp

大和ランテック西日本（株）
地盤調査／地盤改良工事
www.daiwalantec-west.jp

（株）寿恵会
老人ホーム運営
www.neo-summit.com

（株）大阪マルビル
ホテル／商業施設賃貸
www.marubiru.com

日本体育施設運営（株）
スポーツクラブ
www.nas-club.co.jp

大和ハウス・リート・マネジメント（株）
資産運用

大和ハウス・モリモト・
アセットマネジメント（株）
資産運用
www.dh-am.com

大和ハウスフィナンシャル（株）
クレジットカード事業
www.daiwasaisoncard.com

大和ハウスインシュアランス（株）
損害保険代理業
www.daiwahouse-ins.jp

（株）シンクローラー
住宅部材製造

（株）伸和エージェンシー
広告・旅行代理店
www.go-to-s.com

（株）メディアテック
情報システム／情報サービス
www.mediatech.jp

エネサーブ（株）
総合エネルギーサービス
www.eneserve.co.jp

（株）東富士
不動産開発事業／事業用不動産販売

大和小田急建設（株）
総合建設業／不動産事業
www.daiwaodakyu.co.jp

ロック開発（株）
商業施設企画開発・管理・運営
www.loc-kaihatsu.co.jp

大和事務処理中心（大連）有限公司
事務処理代行業

大連付家庄国際村有限公司
賃貸住宅の経営

大連槐城別墅有限公司
賃貸住宅の経営

大連民航大厦有限公司
ホテル・マンション・事務所ビルの経営

大連大和中盛房地産有限公司
分譲マンションの開発・販売事業

大連頤和物業管理有限公司
マンションの管理

北京東苑公寓有限公司
賃貸住宅の経営

天津九河国際村有限公司
賃貸住宅の経営

上海国際房産有限公司
賃貸住宅の経営

大和房屋（蘇州）房地産開発有限公司
分譲マンションの開発・販売事業

天物大和房屋（天津）置業有限公司
不動産コンサルティング

2009年7月1日現在
主要子会社と関係会社

Principal Subsidiaries and Affiliates



名称 大和ハウス工業株式会社

創業 1955年4月5日（設立 1947年3月4日）

資本金 1,101億2,048万3,981円

社員数 14,127名

本社 大阪市北区梅田三丁目3番5号
 〒530-8241

 TEL：06-6346-2111（代表）

東京支社 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
 〒102-8112

 TEL：03-5214-2111（代表）

名古屋支社 名古屋市中区葵一丁目20番22号
 〒460-8491

 TEL：052-933-2703（代表）

本店・支店 全国82ケ所

工場 全国11ケ所

研究所 総合技術研究所（奈良市）

研修センター 大阪・東京・奈良

海外事務所 上海（中国）、ハノイ（ベトナム）

IR連絡先 大和ハウス工業株式会社
 経営管理本部　IR室
 TEL：06-6342-1400

 FAX：06-6342-1419

 Eメール： dh.ir.communications

@daiwahouse.jp

ホームページ 大和ハウスグループ
 http://www.daiwahouse.com/

 大和ハウス工業株式会社
 http://www.daiwahouse.co.jp/

上場証券取引所 東京・大阪

証券コード 1925
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主要子会社と関係会社
会社概要

2009年4月1日現在
会社概要

Corporate Data
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創業者故　石橋　信夫

「先の先を読め」

私たち大和ハウスグループの未来を切り開く力は、

創業者のこの言葉から生まれました。

人々が、社会が、時代が、

この先なにを必要とし、なにによって豊かになるのか。

私たちは、創業者の精神を常に指針として、

常に時代の一歩先を読み、

新たな領域に挑戦してまいります。



大和ハウスグループの歩み

The Story of the Daiwa House Group

World Events
1956
日本政府「もはや戦後ではない」
と発表

1964
東京オリンピック
開催

1978
第2次オイルショック
発生

1971
ニクソン・ショックで
米ドル暴落

1989
ベルリンの壁崩壊
中国で天安門事件発生

50’s 70’s

60’s 80’s

1955
大和ハウス工業を創業し、創業
商品「パイプハウス」を発売

1957
日本初の本格的鋼管構造建築とし
て日本軽量鉄骨建築協会より構造
認定書を取得

1959
大和工商（現：大和リース）、大和
梱包（現：大和物流）を設立

「ミゼットハウス」を発売

1961
大和団地（2001年4月大和ハウス工業と
合併）を設立

大阪・東京証券取引所（現：第一部）、
名古屋証券取引所市場に株式上場

1965
奈良工場（日本初のプレハブ住宅専門工場）を新設

1962
大和団地による第1号団地「羽曳野ネオポリス」を開発

1971
ダイワ住宅機器（現：ダイワラク
ダ工業）を設立

1975
鹿部カントリークラブ（グループ
最初のゴルフ場）オープン

1976
流通店舗事業を本格展開

1977
マンション事業へ進出

1978
能登ロイヤルホテル（ダイワロイ
ヤルホテルズ1号）をオープンし、
ホテル経営を開始

1979
不動産情報センターを各事務所に
設置し中古住宅流通市場を開拓

1980
ロイヤルホームセンター第1号店
を奈良市にオープン

1982
賃貸住宅事業を本格展開

1983
日本初の中国向け本格的住宅を輸出・建設

転宅便（現：ダイワサービス）を設立

1986
大和情報サービスを設立

1989
大和リビングを設立

シルバーエイジ研究所を設立



1991
ソ連崩壊

1999
欧州単一通貨ユーロ誕生

2001
米国で同時多発テロ事件

2008
米証券大手リーマン・ブラ
ザーズ破綻、金融危機が世
界に波及

2009
米大統領にバラク・オバマ氏
就任

90’s 00’s

1994
関西文化学術研究都市内に
大和ハウス工業総合技術
研究所を開設

2000
リフォーム事業を本格展開

2001
大和ハウス工業と大和団地が合併

2004
ホームセンター事業を大和ハウス工業から分社化

大和ハウスグループ企業倫理綱領、大和ハウス
グループ行動指針を制定

大阪マルビルを連結子会社化

2005
創業50周年を機に、新たな経営ビジョン、社員憲章を制定

新グループシンボル「エンドレスハート」を導入

日本体育施設運営（NAS）を連結子会社化

2006
大和ハウス工業が大和工商リース（現：大和リース）、
ダイワラクダ工業、大和物流と株式交換による経営統合

大和ハウスフィナンシャル、大和ハウスインシュアランス、
大和ハウス・リート・マネジメントを設立

2007
ダイワロイヤルゴルフを設立

リゾートホテル事業を大和ハウス工業から分社化

石橋信夫記念館開館

エネサーブを連結子会社化

2008
大和ハウス工業と小田急建設が資本業務提携（現：大和小田
急建設）

エネサーブを完全子会社化

モリモト・アセットマネジメント（2009年2月：大和ハウス・
モリモト・アセットマネジメントに商号変更）を連結子会社化
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「エンドレスハート」は、大和ハウスグループの経営シンボルであり、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
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