
まずは本年3月に中華人民共和国の関連会社における

不正行為の発覚ならびに4月の弊社戸建住宅および賃貸

共同住宅における建築基準に関する不適合等の不祥事を

起こし、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの

みなさまに多大なるご心配とご迷惑をお掛けしておりま

すことを深くお詫び申し上げます。

この2つの事案につきましては、「第三者委員会」と「外部

調査委員会」による調査結果を踏まえ、抜本的な再発防止

策およびガバナンス強化策を2019年11月に改めて公表さ

せていただく予定でございます。再発防止に向けて全役職

員へ周知徹底を図り、みなさまからの信頼回復に全力で

取り組んでまいります。

何事にも正対し、信頼回復に努める

私が大切にしていることは、「何事にも正対する、斜には

構えない」ことです。問題に対峙する時の対応、発言、立ち

位置などで物事の捉えられ方は大きく変わるため、正対す

ることが解決に向けての大きな一歩であると考えています。

私は学生時代にラグビーに打ち込んでいました。ラグビー

では、正面から行くことは非常に怖いのですが、結局はそ

れが勝利に向けた一番の近道になることがありました。

営業で培った経験からも同様のことが言えます。「困っ

た時は連絡してください」と待ちの姿勢で構えるのではな

く、常日頃から「お困りごとはないでしょうか」とご訪問し

正対することで、お客さまから、お声掛けいただけるのです。

人間、斜に構えてしまうと、逃げ腰に捉えられてしまいま

す。何事も諦めず、地道にやり続けられる人間が最終的に

は信頼を勝ち取り、認めていただけるのだと思っています。

CEO兼COOという立場になり、プレッシャーも感じて

いますが、当社の現状を鑑み、良いことも悪いことも自分

事と考え、負の財産を将来に残さないために改善をやり遂

げ、さらに良い会社にしていきます。大和ハウスグループ

が今後も成長を続けていくために、組織もルールも大切

ですが、まず改善すべきは人の心です。ラグビーのように、

全役職員が心ひとつに一致団結することができれば、必ず

実現できるはずだと思っています。

変化の激しい時代だからこそ創業者精神を継承する

大和ハウス工業が創業以来、時代の変化を先読みしな

がら世の中に役立つ商品・サービスを生み出し続けてきた

背景のひとつに「商品は3年後には墓場へやれ」という創業

者の言葉があります。古いものにとらわれていては、過去

の化石になります。変化の激しい時代だからこそ、我々は

技術の進化を追い求め続け、お客さまに少しでも進化し

た商品・サービスをお届けしたいと考えています。そして、

ただモノを創るのではなく、しっかりと魂を込めること、

それこそが「サービス精神」につながり、個々の成長を促す

のだと考えています。

桜は毎年春に美しい花を咲かせ、多くの人々に喜びと笑

顔をもたらします。当社は創業者のゆかりの地である奈良

県吉野山の桜保全活動に取り組んでいます。吉野を起点に、

さまざまな地域への貢献、日本の伝統・文化を次世代につ

なぐ和の伝承活動は、サステナブルな成長を目指す当社

の姿勢と通じるものがあります。活動を通じて我々が大切

にしている「世の中の役に立つ事業の推進」という創業者

精神に触れることで、当社の持続的な成長へと心をつなげ

ていきたいと思います。

創業100周年売上高10兆円に向けて、人財を育成する

創業100周年まであと35年ですが、それを迎えられる企

業となるには人財育成が大きな課題のひとつです。私には

小学校の先生になりたいという夢がありました。ですから、

企業理念にある「事業を通じて人を育てる」は、教育者にな

りたかった私の思いと重なる部分が多くあります。従業員

一人ひとりが仕事にやりがいを持って成長し続けられるよう、

私は経営者として当社の確かな将来を従業員にも示して

いきたいと考えています。そして、次の経営者を育て上げ

ることについても、向き合っていきたいと思います。

第6次中期経営計画を達成し、SDGsへも貢献する

当社グループの強さを支えているのは、『凡事徹底』『創

業者精神の継承』『世の中の役に立つ事業の推進』という視

点ですが、売上高が4兆円を超え、今後5、6、7兆円へと事

業規模の拡大を目指すにあたっては、環境や社会への配

慮を含めた中長期的視点で経営を行うことが非常に重要

です。第6次中期経営計画では、従来の事業戦略に加え、『環

境』と『社会』についても3ヵ年で推進する具体的な重点テー

マ（重要課題）を定め、目標とする指標を明確にしました。

また大和ハウスグループは一気通貫で幅広い事業展開

を実現していますが、SDGsの17の課題のうち、特に11番

目の「住み続けられるまちづくりを」への貢献は、当社グルー

プの『責任』と捉えています。第6次中期経営計画の重要な

テーマのひとつである「リブネスタウンプロジェクト」は、

未来への責任を果たす『まちと住まいの再耕』を意識した

もので、「再耕」には、再び長く住み続けたいと思っていた

だける住まいやまちを作るという思いを込めています。

大和ハウスグループは、2030年をゴールとしたSDGsへ

の貢献も意識しながら、第6次中期経営計画の達成に向け、

引き続き事業を通じた社会的価値の創出に寄与していき

ます。

Chapter 2 第6次中期経営計画

代表取締役社長／CEO, COO　　 芳井　敬一

第6次中期経営計画が始動
「事業の推進」と「基盤の強化」により経営ビジョンを実現します

社長メッセージ
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当社は創業50周年を機に、2005年度から第1次中期経

営計画をスタートし、「売上規模拡大」をテーマにグループ

経営を本格化させてきました。リーマンショックなど世界

経済の影響を受けた第2次中期経営計画では「利益体質の

強化」をテーマに収益源の育成に取り組み、第3次中期経

営計画からは「再成長」をテーマにコア事業の拡大にも取

り組んでまいりました。そして第3次・第4次中期経営計

画においては、M&Aによる事業規模拡大などもあり、中

計期間毎に売上高の規模を1兆円ずつ成長させました。不

動産証券化の登場の機会を捉えるなど、常に環境の変化

を先読みしながら、策定した業績目標を着実に達成して

きました。

2016年度からスタートした第5次中期経営計画では、『将

来の環境の変化に「備え」、4兆円に向けた基盤を「築く」3

年間』と位置づけ、不動産開発への積極投資と海外展開へ

の加速などに取り組んできました。策定当時には、消費税

の8%から10%への増税が予定されていたことから、住宅

市場の駆け込み需要とその反動減への懸念、また、少子

高齢化、中国の景気減速への懸念などが考えられていま

した。一方で、東京オリンピック・パラリンピック開催を

踏まえた建設需要の増加への期待もある中、当社は賃貸

住宅・商業施設・事業施設の3事業を成長ドライバーと位

置づけ、積極的に不動産開発投資を行うとともに、商業

施設・オフィス・ビジネスホテルの複合開発など、多様な

事業リソースを活かした三大都市圏・地方中核都市での

開発を推進してきました。その結果、当初計画から三度に

わたる上方修正を行い、中計最終年度である2018年度は

売上高4兆1,435億円、営業利益3,721億円、経常利益3,594

億円、親会社株主に帰属する当期純利益2,374億円と、過

去最高の業績を更新することができました。

過去の中計を振り返ると、先見性があったからこその

結果であると考えています。2014年度にあった消費増税

などで一時的な影響は見られたものの、当社グループの

最大の強みである「複合的な提案力」を武器に、戸建住宅・

賃貸住宅・マンション・店舗などをひとつのチームで提案し、

加えて不動産開発業者でありながら建設業者でもあると

いう強みをうまく活かしながら進めてこられた結果だと

考えています。

2007年度2004年度 2010年度 2012年度 2015年度 2016年度～2018年度

第5次中期経営計画

将来の環境の変化に「備え」、4兆円に向けた基盤を「築く」

•  「人・街・暮らしの価値共創
グループ」として連結経営
の本格化

•  フロー・ストックを一体化
した事業領域の設定により、
将来に向けた収益源の育成

•  新規顧客層の開拓によりフ
ロー・ストック両輪でコア
事業を拡大

•  多様な収益源を活かした 
成長と、M&Aによる既存
事業の拡大

•  国内需要の取り込み 
によるコア事業の拡大

 コア3事業売上高 1.32倍

•  不動産開発への積極投資 

 投資不動産残高 1兆円超

•  海外展開への加速 

 海外進出国 20ヵ国

•  グループブランド刷新と企
業倫理の確立

•  環境ビジョン、環境活動 
重点テーマの設定

•  ステークホルダーとの共生
を推進する体制強化

•  環境経営評価の導入
•  生物多様性宣言の策定

•  健全な企業風土の醸成
•  働きやすい職場環境づくり
•  全グループ会社における環
境マネジメント体制の構築

•  コーポレートガバナンス・
ガイドラインの制定

•  事業所経営健全度評価（非
財務業績）の運用

•  脱炭素への取り組み推進
 売上高当たりCO2排出量

 ▲62.4%（2005年度比）

•  中期CSR計画の策定
•  職場環境の維持・向上

•  統合思考の推進
•  適切なESG情報の開示
•  経営効率の向上

•  利益拡大のための競争力 
強化と新たな収益源の確保

•  生産性の低下
•  有利子負債増大による 
財務健全性の懸念

•  消費増税（5%→8%）に向けて 
住宅市場における駆け込み
需要と反動減への備え

•  既存事業の強化と新規事業
の育成

•  収益機会のさらなる拡大
•  新規事業の創出
•  事業と一体化したESG・SDGsへの取り組み推進

•  事業拡大に向けた基盤体制の見直し
•  コーポレートガバナンス、 
リスクマネジメントの再構築

次期中計に向けての課題

定量目標の実績値

成長の加速再成長利益体質強化売上規模拡大
第4次中期経営計画第3次中期経営計画第2次中期経営計画第1次中期経営計画

事業の推進

基盤の強化

成果

当初計画 実績

売上高　CAGR 5.0% 9.1%

営業利益　CAGR 4.8% 15.2%

ROE（3か年平均） 10%以上 16.3%
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常に環境の変化を先読みしながら、業績目標を着実に達成しました

❶ 第1次～第5次中期経営計画の振り返り
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2021年度KPI

関連するマテリアリティと重点テーマ第6次中期経営計画における基本方針

今後の国内経済は、雇用情勢・所得環境の改善が続く

中で各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期

待されています。一方で、米中貿易摩擦や中東の不安定な

情勢など世界経済の不確実性は高まっており、さらに相

次ぐ自然災害が国内景気に悪影響を与えることも懸念さ

れます。

住宅業界においては、消費増税に向けた政府による住

宅取得支援策などが準備されているものの、先行きは不

透明です。中長期的には、世帯数の減少による新設住宅着

工戸数の減少が見込まれます。一般建設市場においても、

大阪・関西万博の開催が建設需要の喚起に寄与すること

が期待されているものの、東京オリンピック・パラリンピッ

ク後に建設投資は調整局面に入ることが懸念されています。

現在、コア事業である事業施設や商業施設などの受注

は好調ですが、住宅では空き家問題が顕在化してきました。

中長期的にみると、東京、大阪、名古屋の三大都市圏への

ヒトとモノの集中はさらに加速し、地域間の経済格差はさ

らに広がるでしょう。一方で地方はコンパクトシティに向

かうものと考えられます。世界経済も予断を許さない状況

にある中、変化の先の先を読み、周囲が変化に気付く前に

動くことの重要性が増しています。このように「良いと思っ

ていたものが、本当は良くない。良くないと思っていたも

のが本当は良い」という、予測困難な環境下において経営

者としての腕が試される3年間になると思っています。

このような経済状況の中、当社グループは経営ビジョン

の実現に向けて、この3年間で取り組むべき重点テーマ（重

要課題）を特定し、2019年度より第6次中期経営計画（以

下、第6次中計）をスタートさせました。この中計を推進す

る上で欠かせないのが、グループ全体のガバナンス再整

備です。足下でのリスク管理の徹底と、ガバナンス再整備

を最優先に取り組みます。その上で、幅広い事業領域の総

合力を活かし、「事業の推進」と「基盤の強化」の好循環をさ

らに加速させます。「事業の推進」においては、最終年度の

2021年度は売上高4兆5,500億円、営業利益4,050億円、

親会社株主に帰属する当期純利益2,670億円、ROE13%

以上を目標とします。また「基盤の強化」においては、環境・

社会で定量目標を設定し、その達成を目指します。

•  東京オリンピック・パラリンピックまで好況が継続するが、
その後の先行きは不透明

•  2019年の消費増税が景気にネガティブに作用する可能性
•  中国経済の減速により国内の設備投資が減少することを
懸念

•  総人口が減少する一方、都市部への人口流入が進展
•  訪日外国人や外国人居住者が増加
•  消費行動やワークスタイルなどの個人の志向が多様化
•  環境配慮や従業員のダイバーシティの重要性が 
さらに上昇

•  デジタル活用によるビジネスの高度化・効率化が進展

•  中国やインド、ASEANでは人口増加は継続
•  日系企業は米国・ASEANを中心に事業拡大を進める見通し
•  米中貿易摩擦や中国の景気減速が世界経済に悪影響を与え
ることを懸念

•  気候変動の影響が顕在化

国
内

海
外

大和ハウスグループに影響を与える環境変化外部環境の認識

少子高齢社会の進展

中長期的な社会的課題

地方の過疎化と都市への人口集中

国内における世帯数の変化

空き家の増加

人手不足・建設技能労働者の減少

多発・大型化する自然災害

事業の推進

基盤の強化

コア3事業の 
さらなる成長

資本コストを意識した効率経営と 
財務健全性の両立

エンドレス グリーン プログラム2021
SBT、EP100、RE100の達成に向けた 
省エネ・創エネ・CO2削減の推進

エンドレス ソーシャル プログラム2021
社会変化を見据えた経営基盤の構築・ 
ステークホルダーとの関係性強化

コーポレートガバナンスの強化

国内外での不動産投資の継続・強化

顧客・建物ストックを 
活用した事業拡大

海外展開の加速

事
業
の
推
進

基
盤
の
強
化

（1）
事業

（2）
投資

（3）
財務

（4）
E

（環境）

（5）
S

（社会）

（6）
G

（ガバナンス）

売上高  4兆5,500億円 
（CAGR：3.2%）

営業利益 4,050億円 
（CAGR：2.9%）

当期純利益 2,670億円 
（CAGR：4.0%）

ROE 13%以上
海外での売上高 4,000億円
不動産開発投資 7,000億円
D/Eレシオ 0.5倍程度

従業員の「働きがい」に関する実感度 80%
顧客基盤を活かした受注率 70%
施工現場の年間休日（4週8休達成） 112日
売上高当たりの温室効果ガス排出量
（2015年度比） 35%削減

事業1

社会的課題（アスフカケツノ・SDGs
含む）を起点とした事業機会の拡大

❶　コア事業のシェア拡大

❷　 事業領域の拡大 プラス1、 
プラス2ビジネスの拡大

❸　 事業地域の拡大　 
高品質な建築を世界の人々へ

❹　まちと住まいの再耕

❺　顧客・建物ストックの活用
事業4

資本コストを意識した効率経営と財務健全性の両立

事業3

ライフサイクルの異なる事業ポートフォリオの構築

事業2

フロー事業とストック事業のバランス

基盤1

環境負荷の低減と企業収益の両立
❶　気候変動の緩和と適応

❷　自然環境との調和

❸　資源保護、水資源保護

❹　化学物質による汚染の防止基盤2

経営基盤の構築と
ステークホルダーとの関係性強化

❺（人財基盤）　働きがいとダイバーシティの推進

❻（顧客基盤）　顧客満足とブランディングの向上

❼（技術・ものづくり基盤）　安全・品質の向上

❽　イノベーションとコミュニケーションの向上

❾　リスクマネジメントの強化

基盤3

コーポレートガバナンスの強化
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予測困難な環境下、経営の腕が試される3年間
ガバナンス再整備を最優先に、新たな目標を達成します

❷ 外部環境認識と第6次中期経営計画の基本方針

第
６
次
中
期
経
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北米
480

(32%)

中国・東アジア
　　　290
　　　(19%)

ASEAN
450

(30%)

豪州
280

(19%)

合計
1,500
億円

指していきます。

顧客・建物ストックを活用した事業拡大
既存住宅の売買仲介、買取再販、リノベーション、リ

フォームなどの住宅ストック事業を強化するため立ち上

げたグループ統一ブランド「リブネス（Livness）」の認知度

を向上させながら、建物オーナーさまとのリレーションを

強化し、社会インフラである既存建物の価値向上に努め、

新たな柱となる事業へ育てていきます。

● 顧客資産の付加価値向上
当社が過去に建てさせていただいた戸建住宅、賃貸住宅、

マンションの顧客・建物ストックは135万戸となっていま

すが、現在のオーナーさまが、ご高齢や生活スタイルの変

化などによりご自宅を手放されるような機会に当社が関

与できていない物件が多くあります。当社では、この関与

率を高め、自社物件の売買仲介・買取再販を積極的に展

開していきます。

加えて、Business分野におけるリフォーム市場は、8.6兆

円規模とも言われております。当社の顧客資産は、商業施

設の累計施工数4万棟以上、リレーションのあるテナント

企業さま4,200社以上、物流施設開発延床面積（累計）は

約670万㎡となっており、今後成長の余地は大いにあると

考えています。改修工事の営業・施工体制の構築を図り、

既存物件のバリューアップと再販事業の展開を進めてい

きます。

● リブネスタウンプロジェクト
当社が過去に手掛けた郊外型住宅団地は全国に約60ヵ

所あり、高齢化が大きな社会問題となっています。そこで

「安心・つながり・生きがい・健康」をキーワードに、多世代

の住民が快適に暮らし、長く住み続けることができるまち

づくり『リブネスタウンプロジェクト』を立ち上げ、取り組

んでいます。既にモデルケースとして、神奈川県の横浜市

栄区、兵庫県の三木市でプロジェクトが進行中です。産官

学民の連携による『まちと住まいの再耕』を目指す事業展

開は、多くの人々の役に立つことができる未来への責任だ

と捉えています。

基本方針（1）　事業への取り組み

コア3事業のさらなる成長
第5次中計から引き続き、賃貸住宅・商業施設・事業施

設の3事業を成長ドライバーに利益成長を目指します。

● 都市部での営業強化
Housing分野（住宅系の領域）の戦略としては、再成長

に向け、まずは安定品質を確保する体制づくりなどサプラ

イチェーンの再整備を図ります。また人口流入がさらに進

む三大都市圏・地方中心都市での営業人員を増強し、賃

貸併用住宅や中高層賃貸住宅などの営業展開を強化し、1

棟当たり単価の向上を目指していきます。

● 複合開発・大規模開発の強化
Business分野（建築系の領域）の戦略としては、継続的な

事業拡大を図るため、大規模・複合案件を積極的に展開し

ていきます。商業施設事業では、1棟当たり10億円を超え

る物件が前期より20件以上増加し複合施設の需要も多く、

5億円を超える高額の受注も安定的に増加しています。今

後もビジネスチャンスを逸することなく積極的に受注拡大

に取り組んでいきます。事業施設事業では、国内で即時入

居可能なマルチテナント型物流施設のニーズが高まって

いることから、スピード感を持って開発を強化していきます。

海外展開の加速
4つ目の成長の柱と位置付けているのが海外事業です。

国内の状況を踏まえると、海外での成長は欠かせません。

管理体制を強化しながら、日本の高品質な建築・サービス

を世界の人々へお届けするという考えに基づき、2021年

度に売上高4,000億円を達成すべく、着実に取り組んでい

きます。

投資は、リスクと安定のバランスを考慮し、安定成長が

見込める米国・豪州に50%、ASEAN地域に30%、中国・東

アジアに20%の割合で分散投資をしていきます。特にア

ジア・ASEAN地域では、既に第5次中計より進めている物

流施設開発を加速させます。今後も継続的な事業投資に

より、これまでの投資を回収しながら、さらなる成長を目

中高層賃貸住宅 ホテル、病院、店舗、スポーツ施設等の複合ビル
（東京都江東区豊洲）

顧客資産の付加価値向上
Housing分野はリブネスブランドの活用により、既顧
客基盤からの売買仲介・買取再販関与率を向上させ、
買取再販事業を強化。Business分野は改修工事体制の
構築、既存物件のバリューアップと再販事業を展開。

リブネスタウンプロジェクトの推進
当社が過去に開発した郊外型住宅団地を再耕する
「リブネスタウンプロジェクト」の推進により、社
会課題を解決。

顧客・建物ストックを活用した事業拡大

（海外事業）P.65

（対談）P.66-69

基本方針（1）　事業

都市部での営業強化
三大都市圏・地方中心都市で営業人員を増強するとともに、 
賃貸併用住宅や中高層賃貸住宅などにより、1棟当たり単価の向上を目指す。

複合開発・大規模開発の強化
事業領域の広さを活かし、複合・大規模案件を積極的に開発。

海外事業の管理体制を強化しつつ、継続的に事業投資を行い、売上高4,000
億円を目指す。

注　合計値には調整額が含まれています。

賃貸住宅・商業施設・事業施設事業のさらなる成長 海外展開の加速

投資計画（億円）海外売上高（億円）

4,000

2,785

2021
（計画）

2018
（実績）

（年度）

403

545

990

515

359

700

650

1,550

520

580

北米

豪州

ASEAN

中国・東アジア

その他

第6次中期経営計画【セグメント別業績目標】
 （億円）

セグメント

第6次中期経営計画

2021年度

売上高 営業利益

計画 計画
営業 
利益率
（%）

3ヵ年
CAGR
（%）

3ヵ年
CAGR
（%）

戸建住宅 5,400 2.4 220 △2.6 4.1

賃貸住宅 11,600 3.2 1,150 3.2 9.9

マンション 3,800 3.4 200 △1.1 5.3

住宅ストック 1,600 6.7 160 5.3 10.0

商業施設 8,400 4.8 1,600 3.9 19.0

事業施設 11,400 3.6 1,100 3.1 9.6

その他 5,200 2.5 200 14.0 3.8

合計 45,500 3.2 4,050 2.9 8.9

（CFOメッセージ）P.39-42

基本方針（2）投資・（3）財務
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コア3事業と海外事業によるさらなる成長と、 
顧客・建物ストックを活用した事業の拡大を目指します

❸ 「事業の推進」における基本方針

上郷ネオポリス（神奈川県横浜市栄区）
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15年度比
△27% 15年度比

△35%

15年度比
△70%

15年度比
△45%

20302018 2021 2055
（100周年）

（年度）2015

SBT
達成

売上高当たり温室効果ガス排出量

ZEH対応可能な戸建住宅「xevoΣ」

基本方針（4）　E（環境）への取り組み

環境への対応は事業機会と捉え、第6次中計では環境貢献

型事業の売上高1.5兆円という目標値を掲げ、脱炭素化を通

じて、環境負荷低減と企業収益拡大の両立を目指します。

そのためにも国際イニシアティブであるE P100やR E100

への加盟を機に、自社施設でのエネルギー効率向上と再生可

能エネルギーの活用を加速させます。具体的には自社活動

で省エネ・創エネを進め、2021年度にエネルギー効率 1.4 倍

（2015 年度比）、再生可能エネルギー比率 85%（再エネ利用

率 3%）、全施設・全事業プロセスにおける温室効果ガス排出量

（売上高当たり）を35%削減（2015年度比）などハードルの高

い目標にチャレンジします。

加えてZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）や ZEB（ネット・

ゼロ・エネルギー・ビル）の普及や環境エネルギー事業など、商

品における脱炭素化の推進を通じて、企業収益の拡大を図り

ます。

基本方針（5）　S（社会）への取り組み

● 人財基盤
持続的な成長のために最も重要視しているのが人財基盤

の強化です。将来の人口減少による労働者不足に対応する

ために、具体的には人工知能（A I）や R PA（ロボティック・プ

ロセス・オートメーション）などの採用を進め、建設現場で

の4週8休を実現させ、働き方改革を進めます。

加えて、従業員の「働きがい」を向上させます。現在の当

社の従業員の「働きがい」に関する実感度は約65%となっ

ています。既存の仕組みをうまく活用し、従業員がやりが

いを持ち働ける職場環境を築くことで、実感度を80%まで

引き上げたいと考えています。

● 顧客基盤
当社のすべての事業には長期にわたってお客さまに寄り

添う姿勢が「信頼」という形で根付いており、顧客基盤拡大

と事業成長の好循環を生み出しています。新築から中古住

宅、新規開拓から紹介販売の比重が高まる事業環境に備え、 

CS体制の強化により、顧客基盤を拡大し、基盤を活かした受

注率70%（戸建住宅紹介販売率）を目指していきます。

またコーポレートコミュニケ―ションの強化にも努め、

経営ビジョンと一体のコーポレートブランドの確立と維持

によって、企業イメージの向上にも取り組んでいきます。

● 技術・ものづくり基盤
ものづくりの現場で最優先されるべきは、施工現場の安

全・安心の徹底です。国内の少子高齢化を背景とした取引

先の熟練作業員の減少や外国人作業員の増加などによる現

場での安全管理能力の低下や、酷暑化・自然災害の増加など

による労働災害リスクなどに対応していきます。

また I o T活用による技能伝承や取引先企業との連携によ

るものづくりの生産性向上による省人化、長時間労働の是

正を進め、職場環境の整備と建設技能者の定着を進めます。

従来の3つの基盤に加えて今回新たに『イノベーション』

『コミュニケーション』『リスク対応』をその他の基盤として

特定し、社会課題の解決に資する事業開発や不動産開発が

促進される体制の強化や、海外拠点を含めた企業倫理・人権・

コンプライアンスの確立にも取り組んでいきます。

基本方針（6）　G（コーポレートガバナンス）への取り組み

今般の不祥事を受け、取締役会のさらなる実効性向上と

グループ全体のガバナンス再整備を最優先に取り組みます。

2019年6月に第三者委員会、外部調査委員会による原因究

明および提言を受けました。当社は再発防止策を新たに講

じ、それらを着実に実行していきます。従来、リスク案件に

ついては各取締役の責任において対応していた側面がある

ため、リスク案件を確実に取締役会に上程するため付議基

準の見直しを図るとともに、取締役会にリスク案件が上がり、

各案件を取締役会として共有・議論できるよう、レポーティ

ング・ラインの見直しを図ります。このほか、内部通報制度

や執行組織の見直しも進めていきます。

基本方針（4）　E（環境） 基本方針（5）　S（社会） 基本方針（6）　G（コーポレートガバナンス）

女性を含めた多様な従業員が働きがいを高めるとともに、特に若年
世代が育つ組織づくりにより定着率90%以上を目指す。全従業員
の「働きがい」に関する実感度を15%向上（2018年度比）させ、成果
の最大化と安全・健康な職場環境の両立を図る。

CS体制強化によりお客さまと長期の信頼関係を構築するとともに、
新たなお客さまとの出会いにつながるコーポレートブランドを確
立することで、戸建住宅紹介販売率70%とブランド価値金額1,000
百万USDを目指す。

取引先と共に、現場の安全と品質確保を前提とした生産性向上によ
り、度数率0.21と4週8休の実現を目指すとともに、責任ある調達
を推進しCSR調達ガイドライン適合比率70%以上を目指す。

イノベーション基盤 社会課題解決に資する事業開発や 
不動産開発の促進体制強化。

コミュニケーション
基盤

財務・非財務コミュニケーションの体
制の強化、従業員の情報武装実現。

リスク対応基盤 
（凡事徹底）

自然災害等に備えた事業継続体制の強
化および、海外拠点を含めた企業倫理・
人権・ コンプライアンスの確立。

第三者委員会、外部調査委員会の原因究明および提言を基にした
再発防止策を着実に実行するとともに、リスク情報が迅速に取締
役会に上程される仕組みを再整備する。

内部通報制度を再整備するとともに、海外子会社に対する管理体
制を強化する。役職員へのコンプライアンス教育を徹底する。

取締役会のさらなる実効性向上

グループガバナンスのさらなる強化

（環境への取り組み）P.71、P.81-84

（顧客基盤の強化）P.77-78

（人財基盤の強化）P.75-76

（その他の基盤について）P.78、P.80

（技術・ものづくり基盤の強化）P.79-80

（取締役会の実効性評価の概要）P.90

（コンプライアンス研修）P.92

人財基盤

技術・ものづくり基盤

その他の基盤

顧客基盤 ＋

＋

商品とものづくりの両面から脱炭素化を推進
（商品）

ZEHやZEBの販売、グリーン
ビルディング認証の取得を推
進。2021年度までにZEH販売
率60%、ZEB販売率30%、開
発案件におけるグリーンビル
ディング認証率70%を目指す。

（ものづくり）
自社施設の省エネ化と再エネ
の導入を推進。2021年度まで
に売上高当たり温室効果ガス
排出量を2015年度比で35%
削減を目指す。

SBT、EP100、RE100の達成に向けた 
省エネ、創エネ、CO2削減の推進

グループ全体のガバナンス再整備を最優先する社会変化を見据えた経営基盤の構築・ 
ステークホルダーとの関係性強化

31 32Daiwa House Group Integrated Report 2019 Daiwa House Group Integrated Report 2019

Chapter 2 第6次中期経営計画 社長メッセージ

社会変化を見据え、脱炭素化の推進、経営基盤の強化を図ります

❹ 「基盤の強化」における基本方針
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価値創造プロセスとマテリアリティ 第6次中計における重点テーマ

リスクと対策

事業1

社会的課題（アスフカケツノ・SDGs含む）を
起点とした事業機会の拡大

❶ 機会  リスク①  リスク②  リスク⑦
コア事業のシェア拡大

❷ 機会  リスク③
事業領域の拡大 プラス1、プラス2ビジネスの拡大

❸ 機会  リスク④
事業地域の拡大　高品質な建築を世界の人々へ

❹ 機会
まちと住まいの再耕

❺ 機会
顧客・建物ストックの活用

事業3  
ライフサイクルの異なる事業ポートフォリオの構築

事業2  機会  リスク
フロー事業とストック事業のバランス

事業4  リスク⑤  リスク⑥
資本コストを意識した効率経営と 
財務健全性の両立

基盤1

環境負荷の低減と企業収益の両立

❶ 機会  リスク⑦
気候変動の緩和と適応

❷ 機会  リスク
自然環境との調和（生物多様性保全）

❸ 機会  リスク
資源保護、水資源保護

❹ 機会  リスク
化学物質による汚染の防止

基盤2

経営基盤の構築と
ステークホルダーとの関係性強化

❺（人財基盤） 機会  リスク
働きがいとダイバーシティの推進

❻（顧客基盤）　 機会  
顧客満足とブランディングの向上

❼（技術・ものづくり基盤） 機会  リスク
安全・品質の向上

❽ 機会  リスク
イノベーションとコミュニケーションの向上

❾ リスク
リスクマネジメントの強化

基盤3
 リスク

コーポレートガバナンスの強化

当社グループは、経営ビジョンの実現に向けてマテリアリティを特定し、第6次中計における基本方針と重点テーマのもと

事業活動に取り組んでいます。事業全般および経営基盤に影響を及ぼす可能性がある項目についてはさまざまなリスクがあ

りますが、基本方針において当社に最も影響が大きい主要なリスク（対処すべき課題）は以下の通りととらえています。

事業の推進

基盤の強化

Ｅ
環境

Ｓ
社会

Ｇ
ガバナンス

顧客 技術・
ものづくり人財

イノベーション基盤
コミュニケーション基盤
リスク対応基盤（凡事徹底）

＋
＋

リスク①　法的規制等に関するリスク
▶ 適用法令等の違反あるいは過去の事業活動に対しての法令違反
が問われるリスク
▶ 法令違反による処罰、処分その他の制裁や、社会的信用、イメー
ジ毀損のリスク
▶ 法令・規制等が改廃されたり、新たな法令規制が設けられること
によるリスク

【対策】　 重点テーマ（基盤）❾ 　
当社グループの幅広い事業においては関連する法令・規制も多岐に
亘っていることから、法令知識の習得やリスク管理の意識向上を目指し、
コンプライアンス研修を積極的に実施しています。階層別研修や各部
門別研修、さらに各事業所における自主的な研修も実施しています。
なお、今般の建築基準に関する型式不適合等に関する違反について
は、本社と事業所の情報伝達が適切に機能していなかったこと（コミュ
ニケーション不足）を要因のひとつとして考えており、全社に対し改め
て法令遵守教育を実施し、法令遵守体制の再構築に努めます。

リスク②　競合に関するリスク
▶ 各事業における競合会社との競争において、商品の品質や価格、
サービスの内容、営業力等の観点から、優位に立てないリスク

【対策】　 重点テーマ（基盤）❺❻❼❽

当社グループのビジネスモデルを維持・発展させるため、3つの基盤
を強化する施策や投資を行い、強みである「複合的な事業提案力」の強
化により、競合他社との優位性を高めます。
また、時代の変化に対応した事業開発・不動産開発ができる体制を
強化し、事業の新たな付加価値を創出していきます。

リスク③　事業戦略・グループ戦略に関するリスク
▶ 企業や事業の買収、組織再編等が想定通りに進行せず、グルー
プ会社間におけるシナジー効果が期待通りの成果をもたらさな
いリスク

【対策】　 重点テーマ（基盤）❽

当社グループでは、既存事業の周辺領域で当社の強みやノウハウが
活かせる分野への進出・展開を基本としています。「自分たちにできる
ことは何か、そしてそれを行うにはどのような相手がふさわしいのか」
をまず考え、相手企業の歴史、人財を尊重しながらも、当社のマインド、
企業理念を共有できることを最重視しています。
なお、経験の浅い事業領域への取り組みについては、共同事業やベ
ンチャー企業への出資、共同研究等により十分な知見を蓄積した上で、
事業性に関する検証を行っています。

リスク④　海外事業に関するリスク
▶ 急激なインフレーションや為替相場の変動、政治・経済情勢の不
確実性による内乱、暴動、訴訟リスク、外交関係の悪化や法令上
の制約等によるリスク
▶ 現地法令の違反・不正行為等のリスクが発生する可能性のほか、
地理的な遠隔性等の要因から国内のような統制が働かずにリス
ク発生を防止できない、あるいは発見遅滞のリスク

【対策】　 重点テーマ（基盤）❾

現地の制度、法律、商習慣についての理解や法務情報などを含め、
グループ会社間、部署間でのノウハウや情報の共有に努めており、グルー
プ全体としての海外事業における確実な事業の推進や、リスク低減を
図るための海外戦略委員会を設置しています。

（海外戦略委員会の設置）P.65

また、新たな地域において事業展開を行う際には、当社と理念を同
じくする信頼のおける現地パートナーとの合弁やM&A等により、相互
のノウハウ等を活用し、その国に適した事業モデルから展開を図って
いきます。
なお、今般の中国での不正行為については、海外における合弁会社
の管理体制や、責任の所在があいまいであったことなどが要因にあり
ます。現地法人・合弁会社の運営を支援する本社体制の見直しや、海
外グループ会社における有事を想定したケーススタディの実施などに
取り組んでいきます。

リスク⑤　金利の上昇に関するリスク
▶ 市中金利の上昇や当社の格下げによる金利上昇により資金調達
コストが上昇するリスク
▶ 融資を利用して土地や建物を取得するお客さまにとって、支払
総額の増加につながることにより需要が減退するリスク

【対策】
現在のAA格の格付けが維持できるよう、各事業における競争力の
維持と収益基盤の分散を図っています。積極的な投資を実施してはい
るものの、財務健全性を常に意識した経営を進めています。

リスク⑥　不動産に関するリスク
▶ 不動産市況の悪化による地価の下落、賃貸価格下落に伴う保有
不動産の評価額下落のリスク
▶ 不動産開発において、プロジェクト完了までに多額の費用と長
い期間を要し、プロジェクト進行中に想定額の費用発生、プロ
ジェクトの遅延もしくは中止を余儀なくされるリスク

【対策】　 重点テーマ（基盤）❽

不動産開発投資については、事業性およびリスクを多面的に評価す
るための不動産投資委員会における審議により、リスクコントロール
を図っています。当社のまちづくりガイドラインに基づいた不動産開
発によって、将来に経済的・社会的価値が下がりにくい開発を進めます。

（不動産投資委員会の設置）P.91

リスク⑦　気候変動に関するリスク
▶ 建築物省エネ法の規制強化、炭素税や排出量取引制度の拡大に
より規制対象となる事業や物件の増加による業務負担増および
提供する住宅や建築物の原価増となるリスク
▶ 夏季の最高気温上昇による施工現場における施工品質の低下や
業務効率の低下、労働災害増加のリスク

【対策】　 重点テーマ（基盤）❶

規制強化等による運用コスト増加を想定し、「早期にZEHやZEBの開
発とコストダウンを進め、利益減の最小化と売上増の最大化を図る」方
針を進めています。また、施工現場での作業を軽減するためにプレハブ
化率の向上を図るとともに、熱中症対策の徹底に取り組んでいます。
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「事業の推進」と「基盤の強化」の好循環をより強固なものとするため、
リスクに対して適切に対応していきます
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Q.  さらなる成長に向けて、主要3事業についてどの
ように取り組んでいこうとお考えでしょうか。

A 第6次中計で成長ドライバーとなる3事業においては、

やはり1位を取っていかないと生き残れないと思っています。

1位を取ることで「新しい景色」を見ていこうと考えています。

賃貸住宅事業で言うと、当社は「ここなら入居率97%を

維持できる」というエリア、たとえば東京や大阪などの都

市圏や、地方では駅前などの中心部といったエリアで事業

展開を図ります。仮に入居率を92%まで落とせば、エリア

をさらに広げることはできるかもしれませんが、「当社を選

んでいただける」と自信を持って言えないエリアでは、結局、

競合他社とのパイの奪い合いになってしまいます。高い入

居率を維持しながら、圧倒的な1位を狙っていきたいと思

います。

商業施設事業では、当社独自の仕組み（ビジネスモデル）

が圧倒的な強みとなっています。また、物流施設開発にお

いては、棟数で見ると建設実績はおそらく1位だと思います。

開発累計面積は約670万㎡となっており、特に地方を含め

全国に支店を構えている当社グループの強みを活かし、地

方中核エリアでの事業展開はまだ伸ばしていけると思い

ます。

1位になる上で重要なのは、施設を建設する際に、当社

グループだけで完結できる「総合力」です。お客さまにとっ

て「大和ハウスグループに依頼すれば最初から最後まです

べて責任を持って仕事をしてくれる」存在として認めてい

ただければチャンスが増えていくのではないでしょうか。

eコマースの拡大、都市での迅速な物流需要の高まりか

ら物流施設が郊外から都市近郊へ移転するケースが増え

てきている中、今後、物流と商業施設は一体化する可能性

が高まると考えていますが、そういった場合において、も

のを運ぶだけにとどまらず、お客さまのビジネス自体の成

長をサポートするような提案などができてくるようになると、

さらにその先に「新しい景色」が見えてくると思います。

Q.  戸建住宅の今後の見通しと取り組みについてお
聞かせください。

A 戸建住宅の位置づけは、今後も変わることはありません。

当社成長の原点であり、ここを失えば当社の成長は見込め

ないと思います。しかしながら、国内の少子高齢化の波は

避けて通れません。

戸建住宅事業は、全体売上の9%台とはいえ、海外を含

めると5,000億円規模の売上があります。今後、事業を拡

大するための成長材料としては、海外への展開がキーになっ

てくると考えています。既に米国・豪州で住宅事業を展開

していますが、今後はよりグローバルな視点で成長戦略を

語っていくことになると思います。

Q.  リブネス事業の今後の見通しと取り組みについ
ては？

A 住宅に特化するのではなく、建築系の事業領域におけ

る事業展開も積極的に進めていきたいと考えており、かな

り期待できる事業だと思っています。

リブネスの領域はさまざまなセグメントにまたがってい

ますが、現在の事業規模としては2,000億円近くまで売上

を伸ばしてきています。この第6次中計の最終年度は売上

高2,700億円を目標に掲げておりますが、今後は5,000億

円規模まで拡大できると考えており、大きな柱になると考

えています。

Q.  リブネス事業のひとつであるリブネスタウンプ
ロジェクトにおけるキーワード「まちと住まいの
再耕」に込めた思いは？

A 今までの物語を第1章とすると、ここから先の社会的

課題を見据え、自分たちが作ったまちをもう一度耕す。つ

まり第2章を描いていこう、「再耕」とはそうした思いの表

れです。

かつて当社が建ててきたまちや、住まいを振り返ってみ

ると、その当時の社会的課題を解決する、その当時の人々

の夢をかなえるという意味では、一定の役割は果たしてき

たと考えています。ただし、その当時は少子高齢化がここ

まで進むとは予想もしていなかったこともあり、空き家が

増え、若い世代の減少、住民減少によって自治会館が機能

しなくなったり、スーパーが撤退したりという状況になっ

ています。そのため、現状の社会課題に即した物語の続き

を描く必要があります。

古くなってしまったまちにもう一度輝きを取り戻すこと

ができれば、「大和ハウスのまちに住んで良かった」と思っ

ていただけるのではないでしょうか。作った私たちがその

まちのことを一番よく知っているはずですし、作った責任

もあります。もちろん当社だけでなく、他社も含めて共に

まちづくりができれば今後の大きな財産になると思って

います。

空き家対策やアクセスの良い買い物施設の拡充といっ

た個々の策だけではなく、さまざまな問題に真摯に向き合

いながら、まち全体を再耕していきます。「大和ハウスグルー

プはずっと側にいてくれる」「考えてくれている」と思って

いただけるよう、長い目で構築し、当社の社会に対する役

割を果たしていきます。

Q.  リブネス事業についても海外展開を考えていらっ
しゃいますか。

A 海外展開は大いにあり得ると思います。

リブネス事業は、参画の仕方によっていろいろな面を見

せてくれます。先ほど北欧や米国には「育む」文化があると

いう話をしましたが、彼らが大切にしてきたものを当社が

購入し、リノベーションができれば、それはリブネス事業

と言えます。また、オフィス・事務所を買ってホテルに切

り替え、提供することもリブネス事業になります。
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第6次中計の目標を確実に達成し、目指すべき将来像を実現します
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Q.  海外事業の全体像についてのお考えをお聞かせ
ください。

A 2019年3月期における海外事業の売上高は2,785億

円となっていますが、第6次中計においては、売上高4,000

億円を目指し、さらなる成長の加速を図っていきます。

米国での事業は、住宅を軸として領域が拡大していま

す。戸建住宅専業の米国のスタンレー・マーチン社が当社

のノウハウを活かし、いよいよ賃貸住宅の取り組みを開始

します。米国市場は、人口が増加しており拡大の余地は大

きく、当社グループが既に事業展開をしている東海岸のワ

シントンから、西海岸のカリフォルニアに至る、いわゆる「ス

マイルカーブ」へのアプローチは今後重要になってきます。

同社の売上は早いうちに1,000億円を超えてくるのではな

いかと期待しています。また豪州・ニュージーランドにお

いては、賃貸住宅管理会社のウォルドフ社（現ネスト社）を

M&Aするなど、今後の事業拡大を見据えた基盤強化にも

取り組んでいます。

ASEANでは、現在展開している物流センターにおいて、

稼働中の物件がほぼ満床となるなど好調に進んでおります。

今後の米国や豪州での事業展開も想定し、市場調査を進

めています。また台湾では商業施設事業の請負がようやく

受注を獲得できるような状況になってきました。台湾以外

の海外展開も進めば、今後の成長戦略に大きく寄与する

と考えています。

第6次中計における事業への種まきとしては、ヨーロッ

パにも目を向けていきたいと考えています。ヨーロッパに

は日本人に欠けている、建物を「育む」文化があります。日

本では、20年も経過したら建物の価値はゼロになりますが、

北欧や米国では、建物を購入した後に手入れを行い続け

て建物を保有してきた30年間の輝きを持って購入時より

高く売却することがあります。日本でも建物の価値がゼロ

になるという状況を、国土交通省が見直していくという動

きもあるようですし、私たちとしても、海外の良い慣習か

ら学んだことを当社の建物や住宅に活かしていきたいと思っ

ています。

Q.  国内事業のポートフォリオは今後どのように変
化していくでしょうか。

A 当社グループの持続的な成長のためにも「請負」をメイ

ンとした事業展開を進めていきます。

当社グループのポートフォリオである「請負・分譲」「賃貸・

管理」「開発物件売却」については、安定的な収益が得られ

る「賃貸・管理」を主力にしていくという考え方もあるかと

思いますが、当社ではやはり「ものづくり」にこだわりたい。

「請負」という側面があるからこそ、技術的な成長に繋がっ

ていると思います。

当社は、「工業」という名前を抱く会社です。この名前は

これからも大事にしていきたいので、ものづくり基盤を整

備し、常に未来を見据えていたいと思います。

Q.  新規事業の育成など事業拡大に向けてのお考え
をお聞かせください。

A コアの3事業はまだ成長の余地があります。そこにプ

ラスして、セグメント別に業績目標を示す段階まで成長し

てきた海外事業、そしてリブネス事業が今後大きく業績を

伸ばしていくと思います。

それでも100周年の目標である10兆円には足りないは

ずです。そこをどうするか、についてはこれからですね。

ただし、売上のために、突然今の事業領域からかけ離れ

たことに取り組むようなことはやりません。やはり総合生

活産業という領域から外れることなく、インフラも含めて

展開していきたいと考えています。その中で、世の中の役

に立つような新たな支援ができるのであれば事業化させ

ていくことはあるでしょう。

Q.  持続可能な開発目標（SDGs）は大和ハウスグルー
プにとってどのような位置づけにありますか。

A 創業者が常に語っていた「世の中の役に立つからやる」

という考えをグローバルの視点で考えたものがSDGsであ

るととらえています。

当社としては、S D G sの考えは自然の流れで取り組むべ

き目標として考えています。当社グループにおいて特に貢

献できると考えているのは、11番目の「住み続けられるま

ちづくりを」と、12番目の「つくる責任、つかう責任」ですが、

今後海外での事業を拡大していく側面から考えると、世界

で、特に新興国における喫緊の社会的課題にも向き合って

いきたいと考えています。たとえば1番目の「貧困をなくそう」

と2番目の「飢餓をゼロに」といった早急に解決すべき課題

に対して、当社グループに何ができるのかも考えていきた

いと考えています。

たとえば、子どもたちが、今日の飢えと癒し、雨露をし

のぐ場所があれば良いという地域に、当社の物流センター

を役立てることができないかと考えています。温度管理が

できない倉庫のため、多くの食料が廃棄されている国もあ

ると聞きます。日本も終戦から立ち直る際に他国に助けて

もらいました。その恩を返すことは至極当然だと思います。

受けた恩は次の世代の子どもたちに返していく、そういう

精神を当社が作る建物・まちにも取り入れていきたいと強

く思っています。

Q. 基盤の強化やESGについて、どのように取り組ん
でいこうとお考えですか。

A 今回の一連の不祥事を踏まえ、創業者精神に立ち返り、

会社として世の中に対してできることをきちんと返してい

くことが私たちの責務であり、正対して取り組んでいこう

と考えています。

創業者精神や私たちが社会課題の解決として考えるキー

ワード「ア・ス・フ・カ・ケ・ツ・ノ」の視点から「世の中に役

立つ」商品・サービスを提供してきました。事業の推進を

支える基盤の強化についても、前向きに取り組んできたと

考えています。

第6次中計は経営環境の先行きが不透明な状況下とい

うこともあり、保守的に見ているため過去の中計と比べる

と成長率が鈍化しているように見えますが、あくまでも必

達できる目標として計画しています。過去の中計を見ても

お分かりいただけるように、当初計画を前倒しで達成しつつ、

より高い目標を達成してきました。これからも、経営ビジョ

ンの実現と売上高10兆円の達成のための3年間として、着

実な成長を目指していきます。
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賃貸住宅
590

商業施設
1,626

事業施設
3,964

海外事業
1,478

設備投資
2,237

M&A
861

不動産開発 7,658

賃貸住宅
500

商業施設
1,500

事業施設
3,500

海外事業
1,500

設備投資
M&A

1,000

不動産開発 7,000

1,000

有利子負債借入
2,865

営業 C/F
4,582

不動産売却
3,310

有利子 
負債借入

900
営業 C/F

5,600
不動産売却

4,000

投資計画（億円）

資金計画（億円）

合計
1兆757億円

合計
1兆500億円

合計
1兆757億円

合計
1兆500億円

イアンスの徹底、創意工夫による生産性の向上、キャッ

シュ・フロー経営の推進に取り組み、責務を果たしてまい

ります。会社や事業の将来像を洞察し、経営戦略と財務

の整合性、事業ごとの特性やリスクの反映、複数の将来シ

ナリオの提示などを通して意思決定に貢献しながら、ガ

バナンス体制の再整備をはじめ、より強固な経営基盤づ

くりを推進していきます。

持続的な成長のための積極投資を継続する

第6次中期経営計画（以下、第6次中計）における売上・

利益の成長をこれまでの中計より保守的な計画としてい

ます。人口、世帯数の減少から、長期的に住宅市場は縮小

していくものと予測しており、消費税増税後の受注の減

少と東京オリンピック・パラリンピック後の景気減速を

加味した上で、これまでのように中計ごとに1兆円を超え

るような伸長が想定しづらい環境にあると考えます。

成長投資については、第5次中計の3年間で1兆757億

円の実績に対し、第6次中計では1兆500億円を計画して

います。そのうち国内不動産への投資は5,500億円として

います。不動産市場は長期にわたり好調に推移していま

すが、この3年間は潮目が変わる時期と想定し、若干減額

した計画としました。特に事業施設は、物流施設に偏りす

ぎている現状を鑑みると、少し抑制する必要があり、まず

は既に取得済用地の開発を優先して投資していきたいと

考えています。投資不動産残高は1兆円を超えました。第

5次中計においては、3,310億円の物件売却を実行しまし

たが、良いタイミングで土地の取得ができたこともあり

37%の利益率を確保することができました。第6次中計に

おいては、売却スピードを速め、4,000億円の売却を計画

し、第5次中計と同程度の利益を確保しながら、資金回収

を進めていきます。

海外投資については、第5次中計とほぼ同程度の1,500

億円としています。海外展開を加速させる上で、まずは足

元固めを優先し、海外事業支援の各機能を強化する考え

です。

M&Aについては、1,000億円に増額し、国内では当社

がまだ手掛けておらず、かつ複合的な事業提案力の強化

に繋がるような建設・請負周辺分野に絞っていく考えで

す。海外では、特に先進国のホームビルダーをターゲット

に、良い案件があれば積極的に進めていきたいと思います。

これまで実施してきたM＆Aについては、昨年急速に市場

環境が悪化したオーストラリア事業以外は国内外とも概

ね順調です。シナジー効果としてはこれからのところもあ

りますが、成長投資としてのM&Aを進めていく中でノウ

ハウを蓄積しています。

大和ハウスグループは、「人・街・暮らしの価値共創グルー

プ」として社会のニーズに応じた幅広い分野で事業を展開

し、社会に必要とされる商品やサービスの提供を通じて、

株主・顧客・従業員・取引先・地域社会に対する価値創造

を行い、企業価値を向上させることを目指しています。

社会的課題の解決と株主価値創造の両面を高い水準で

維持・向上させるためにも、積極的にイノベーション・新

規分野を開拓し、資本コストを上回る経済的価値を中長

期的かつ安定的に生み出しながら、実のある最良のコー

ポレートガバナンスを追求し続けなければなりません。

CFOとして、引き続き会計・決算・税務申告等のオペレー

ションやその統制を中心とした「守りの役割」と事業・財

務戦略の立案やその推進を中心とする「攻めの役割」双方

の品質を維持しながら効率化を図ります。

2019年4月より経営管理本部長となり、重大な責任を

伴う役割を担うこととなりました。「働きがいのある会社」

の実現と、「凡事徹底」による倫理観と生産性の高い職場

環境の実現という基本方針のもと、リスク管理・コンプラ

代表取締役副社長／CFO　香曽我部　武

不動産開発などの成長のための投資に加え、働き方改革および技術基盤整備のための投資も行っていきます。

2,500

働き方改革及び技術基盤整備
 ・デジタル化（BIM／AI／RPA等）
 ・現場施工自動化（ロボットの導入等）
 ・人財育成（研修施設の整備）

第5次中計
（実績）

第5次中計
（実績）

第6次中計
（計画）

第6次中計
（計画）

開発物件売却の実績
第5次中計実績（2016～2018年度） 
 （億円）

売上高 売上 
総利益

賃貸住宅 663 306

商業施設 428 172

事業施設 2,218 756

合計 3,310 1,235

基本方針（2）　投資
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1株当たり当期純利益（EPS） 1株当たり配当金・配当性向

（円）

33.00

304.14
355.87 357.29 379.63

2009 2016 2017 2018 2019
（計画）

（年度） （年度）

17
30.2

51.5

92
107 114

1株当たり配当金（円）
配当性向（%）

2009 2016 2017 2018 2019
（計画）

31.9

115

30.330.1

第6次中計においては、保守的な計画になってはいるも

のの持続的な成長のための積極的投資を継続していく考

えに変わりはありません。良い投資機会があれば財務規

律を保ちながら投資していきます。

成長のための投資に加え、基盤整備のための投資を
行う

第6次中計では設備投資2,500億円のうち、1,000億円を、

働き方改革および技術基盤整備に関する設備投資に充て

ます。技術革新、すなわち「働き方改革」と「（ものづくりの）

生産性向上」です。

これまでデジタル化や自動化といった技術革新の分野

にあまり投資してきませんでしたが、一連の不祥事にお

いて、該当物件の把握や図面確認などをすべて手作業で

行うこととなり、想定以上に社内調査に時間を要しまし

た。こういった点を反省し、今後に活かすためにも技術革

新の基礎をしっかりと整えていきたいと考えています。特

に図面の自動化については、3年前から開発を進めてきた

3Dモデリング技術「ビルディング・インフォメーション・

モデリング（BIM）」を2020年度から部分的に稼働させます。

それと連動させて、技術や工場でのものづくり、現場での

施工を、提案の段階から一気通貫で関連させられるよう

に進めていきます。ある程度機械化を進めることで人手

不足は補えると思いますが、まだいくつか課題があります。

早めに準備を進めていくことで、人手不足がより深刻化

するであろう第7次、第8次中計でも、しっかりと成長が

語れるようにしていきたいと考えています。

強固な財務基盤を維持し、資本コストを意識した効
率経営と財務健全性の両立

株主価値をさらに高めていくためにも、強固な財務基

盤を維持しながら、積極的な成長投資を可能とする資金

調達ができる環境を作っておきたいと考えています。これ

らをバランス良く両立させることで従来通りのAA※格の

格付けを維持していけると考えています。

そうした観点からROEを重要な経営指標のひとつとし

て捉えています。現在、当社の株主資本コストは6.5%程

度と認識しておりますが、第6次中計においてはその倍と

なる13%以上を目標としました。第5次中計において既に

13%以上の数字を達成していることから、かなり控えめ

な目標と思われるかもしれません。前述の通り売上・利益

の伸びが抑えられるという予想の中では13%台が適切だ

と考えていますが、上乗せして着地することへの期待はあ

ると考えています。

また財務健全性を計る指標であるD/Eレシオは変わら

ず0.5倍程度とし、リスクを許容できる株主資本の水準を

保持し続けます。もう少しレバレッジを高めればROEも

上がるのではという見方もできるかもしれませんが、当社

の主たる事業は請負工事や建物管理で、投資が必要な不

動産開発事業の割合は大きくはありません。そうした中

でキャッシュ・フローを確保できているので、D/Eレシオ0.5

倍程度の維持は最低限求められる水準だと思っています。
※　（長期）発行体格付： 株式会社格付投資情報センター（R&I）　AA－ 

株式会社日本格付研究所（JCR）　AA

株主還元については安定配当を維持する

当社グループが持続的に成長するためにも、事業活動

を通じて創出した利益を成長分野へ投資し、1株当たり当

期純利益（EPS）を増大させながら株主価値向上を図ると

いう基本方針に変わりはありません。株主のみなさまには、

親会社株主に帰属する当期純利益の30%以上としている

配当性向の範囲内で業績に連動した利益還元を行い、さ

らに安定配当を維持することでお応えしていきたいと思っ

ています。2018年度は1株当たり114円と9期連続の増配

を達成することができました。2019年度においても10期

連続の増配を達成したいと考えています。

株価は市場からの評価ではありますが、やはり事業成

長による配当の増加と株価の上昇で投資家のみなさまの

期待にお応えしたいと思っております。

第6次中計において、1兆500億円の投資計画、4,000億

円の不動産の売却が予定通り進捗した場合、有利子負債

は900億円程度の増加にとどめる財務余力のある計画と

しました。成長投資に必要な資金の源泉となる、営業キャッ

シュ・フローは十分に確保できると考えていますので、第

6次中計においては、成長投資の機会と株価等の状況を

勘案しつつ、機動的な自己株式の取得も行っていきたい

と考えております。

今後も株主・投資家のみなさまのご期待に沿えるよう

CFOとしての職責を全うし、株主資本の有効活用や資本

効率の向上を図りながら、株主価値のさらなる向上に取

り組んでまいります。株主・投資家のみなさまにおかれま

しては、引き続き大和ハウスグループの成長にご支援・ご

期待いただきますようお願い申し上げます。

財務健全性を維持しながら、資本コストを上回るROEを創出し、株主価値向上のためのエクイティスプレッドを獲得します。

Ⅰ ROEの設定
目標 13%以上
（ 現在当社の株主資本コストは 

6.5%程度と認識）

Ⅱ 適正な財務レバレッジ
D/Eレシオ 0.5倍程度 Ⅲ 株主還元

配当性向 30%以上
および機動的な自己株式の取得

10期連続の増配

各中計開始時の投資不動産残高
（簿価・億円）

投資不動産の内訳（2019年3月末簿価・億円）

2013.3末
（第4次中計）

4,132

2,081

2,050

2016.3末
（第5次中計）

7,162

4,341

2,820

2019.3末

10,779

7,367

3,411

将来の収益源となる投資不動産は1兆円を超えています。

流動化不動産の内訳

簿価 合計
未稼働 稼働中

簿価 簿価 NOI利回り
（%）

賃貸住宅 440 359 80 10.5　

商業施設 963 432 531 7.4
物流施設 
事業施設 5,291 3,088 2,203 5.2

海外 672 543 128 5.3

合計 7,367 4,424 2,943 5.7　

収益不動産の内訳
稼働中

簿価 NOI利回り
（%）

賃貸住宅 381 14.2

商業施設 2,010 13.5

物流施設 
事業施設 292 8.2

合計 2,785 12.8

流動化不動産
収益不動産

基本方針（3）　財務基本方針（2）　投資
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財務の状況　 図1

2018年度末の総資産は、前期末比で2,989億円増加し、4兆
3,340億円となりました。その主な要因は、多くの事業機会を
得た結果、棚卸資産が増加したことによるものです。負債合計
については、前期末比で1,688億円の増加となり、2兆6,903億
円となりました。その主な要因は、仕入債務や未成工事受入金
等が増加したことによるものです。
純資産合計については、前期末比で1,301億円増加し、1兆

6,437億円となりました。その主な要因は、2,374億円の親会
社株主に帰属する当期純利益を計上したことによるものです。

有利子負債残高は、前期末比で20億円減少し、7,785億円と
なりました。D/Eレシオについては、2010年度が始まる時点の
2009年度末の0.74倍と比較すると、内部留保の蓄積と2013年
度に実施した増資によって、目安としている0.5倍程度となる0.49
倍へ改善されています。資産の内訳については、賃貸等不動産
の残高が1兆560億円となり、近年大きな割合を占める状況となっ
ています。今後も、開発用不動産の取得等により、資産が膨ら
むことが予測されますが、最適資本構成の検証により財務の健
全性維持に努めていきます。

［MD&Aサマリー］
Ⅰ．持続的な成長のための財務の健全性は目標とする水準で推移しています。.......................................................〈財政状態〉
Ⅱ． 投資機会は旺盛であるもののフリーキャッシュ・フローはプラスとなり、 
キャッシュ創出力は向上しています。 ...............................................................................................................................〈キャッシュ・フロー〉

Ⅲ．資本の効果的な活用の徹底により、回転率と利益率が改善し、ROEは高い水準で推移しています。 .......〈損益の状況〉
Ⅳ．成長性と収益性の観点から最適な事業ポートフォリオを構成しています。 .......................................................〈事業別経営成績〉
Ⅴ．収益機会拡大と経営基盤強化のための投資にも積極的に取り組んでいます。 .................................................〈投資の状況〉

Ⅰ. 財政状態

注　 本項目は2010年度から2018年度までの9期における財政状態および経営成績を分析しています。財務データの一覧はP.95-96の「財務ハイライト」をご参照ください。

流動資産合計 6,787 流動負債合計 3,446

固定負債合計 9,545

純資産合計 6,177

総資産1兆9,169億円

固定資産合計 12,381

流動資産合計 19,210
流動負債合計 14,018

固定負債合計 12,884

純資産合計 16,437

総資産4兆3,340億円

固定資産合計 24,129

2018年度末2009年度末

①

②
③

①

②

③

③
④

純資産合計 16,437

純資産合計 6,177

▶
現金・預金 1,797

その他資産 5,626

固定資産 3,713

その他負債 7,270

有利子負債 4,583
賃貸等不動産 4,275

売上債権  3,909
現金・預金 2,798

その他資産  9,744

棚卸資産 9,556

賃貸等不動産 10,560

固定資産 6,771

仕入債務 5,304

その他負債 13,813

有利子負債 7,785

2018年度末2009年度末

①

①

③

③

①

②
③

②
棚卸資産 3,000
売上債権 758 仕入債務 1,138

図1 　バランスシートの比較
流動・固定分類

機能別分類

①流動比率は197%から137%へと低下。

②固定比率は200%から151%へと低下。

③ 固定長期適合率は78%から83%へ上昇。

④ 自己資本は6,168億円から1兆5,959億円へ
と成長。

① 運転資本（売上債権＋棚卸資産ー仕入債務）
は、2,620億円から8,161億円へと増加。

② 有利子負債は4,583億円から7,785億円へと
増加しているものの、自己資本に対する比率
（D/Eレシオ）は、0.74倍から0.49倍へ低下。

③ 賃貸等不動産を増加させつつ、自己資本に
対する賃貸等不動産および固定資産の比率
は1.29倍から1.09倍へと低下。

15.5%
17.0%

新しいROE
目標値の設定 13％以上

従来 10％以上

当社の株主資本コスト　6.5％

2015 2016 2017 2018（年度）

株主価値創造

9.1%

16.3%
Ⅰ

資本政策の基本方針（概念図）

Ⅱ

Ⅲ

資産 負債

総資産回転率

財務レバレッジ

売上高利益率

D/Eレシオ
0.5倍程度

D/Eレシオ
0.5倍程度

配当性向
（30%以上） （30%以上）

再投資

ROE
13%以上

B/S
P/L

売上の成長
FY FY+1

次期B/S

（成長投資の源泉） （成長投資の源泉）

次期B/S
次期P/L

株主資本

売上

当期利益

資産 負債

株主資本

売上

当期利益

内部留保

ROE
13%以上

内部留保

借入余力の増加

株主資本の成長 利益の成長

配当の成長
配当配当

自社株買い 自社株買い

成長投資に必要な資金の源泉となる、営業キャッシュ・
フローを確保し、一部を株主還元した上で、内部留保
を積み増しし、適正水準の財務レバレッジを維持しな
がら成長分野へ資本を再投資しています。

再投資した資本を株主のみなさまの期待収益率（株主
資本コスト）を上回る資本効率でリターンに結びつけ
ることで、利益や配当の成長につなげるとともに、次
なる成長投資に必要な資本を増加させていきます。

安定的な営業キャッシュ・フローの確保 最適資本構成を踏まえた目標ROEの達成

2014 2015 2016 2017 2018
時価総額※2（百万円） 1,565,858 2,109,310 2,129,297 2,731,576 2,344,492
TSR株主総利回り（%） 138.8 188.8 195.8 253.5 226.8
最高値（円） 2,467.5 3,654.0 3,367.0 4,594.0 4,293.0
最安値（円） 1,673.0 2,326.0 2,500.5 3,096.0 3,119.0
※2　年度末（3月31日）時点

大和ハウス工業の株価およびTOPIXの推移

1,000

5,000

0

2,000

3,000

1,000

5,000

4,000 4,000

0

2,000

3,000

（円）
大和ハウス工業の株価 ■ ■ TOPIX月末値

2014 2015 2016 2017 2018 （年度）

P.44

P.45

P.46

P.47

P.48

（MD&A: Management’s Discussion and Analysis of Financial Position and Results of Operations）
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Ⅲ. 損益の状況

売上高／総資産回転率　 図6

売上高は4兆1,435億円となり、2010年度からの9年間にお
ける年平均成長率は11.9%となりました。
総資産回転率※1については、2010年度から2012年度までの

3年間の推移に対し、2013年度から2018年度までの6年間は僅
かながら改善傾向が見られます。
しかしながら、さらなる回転率の改善のため、たな卸資産の
販売促進や投資不動産の売却、政策保有株式の売却など、資
産の効率的な活用の徹底に引き続き取り組んでいきます。
※1　総資産は期中平均

売上総利益／営業利益率　 図7

売上総利益は8,427億円となり、2010年度からの9年間にお
ける年平均成長率は12.1%となりました。売上高総利益率は、
前期と比べ0.6ポイント低下し20.3%となりました。また、営
業利益は、3,721億円となり、2010年度からの年平均成長率は
19.8%となりました。営業利益率は前期と比べ0.1ポイント低
下し、9.0%となりました。建設資材や労務費の高騰により売
上高総利益率は0.6ポイント低下しましたが、生産性の向上等
により従業員1人当たり売上高を増加させ、売上高販管費率を
低下させることで、営業利益率は前期と同程度の水準を維持
しています。

投下資本利益率（ROIC）／
株主資本利益率（ROE）　 図8・9

税引後営業利益（NOPAT）※2は、2,583億円となり、投下資本
（自己資本＋有利子負債）2兆3,148億円※3に対する利益率（ROIC）
は11.2%となりました。当社は、第5次中期経営計画において
はROE10%以上を経営目標のひとつに掲げていましたが、D/E
レシオ0.5倍を目安として借入等を行い事業を展開しているため、
事業投資においては投下資本全体に対するリターンがWACC（株
主資本コストと負債コストの加重平均）を上回るように意識を
して取り組んでいます。ROICの維持・向上によって、株主資本
に対する利益率（ROE）の維持・向上に努めていきます。
※2　税引後営業利益（NOPAT）＝営業利益×（1-実効法人税率）　※3　期中平均

株主資本 
コスト

投下資本に 
対する 
リターン

株主資本に 
対する 
リターン

負債コスト

株主資本 
コスト

ROIC WACC ROE

Cost of
Shareholders’ 
equity

> >

（年度）

（億円）
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図6 　売上高／総資産回転率
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図7 　売上総利益／営業利益率
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図8 　投下資本利益率（ROIC）

親会社株主に帰属する当期純利益（左軸）
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図9 　親会社株主に帰属する当期純利益／ROE

注　 2015年度は、退職給付債務算定に用いる割引率を変更（1.7%→0.8%）したこ
とにより、849億円の特別損失を計上、ROEを5ポイント程度押し下げています。

キャッシュ・フローの状況　 図2・3

2018年度における営業活動CFは、3,527億円となり、前期
に比べ526億円増加しました。自己資本に対する営業活動CF
は、前期の20%から2ポイント上昇し22%となり、高い水準で
推移しています。
投資活動CFについては、第5次中期経営計画における投資

計画に基づき、賃貸等不動産等の取得や、不動産開発事業への
投資を2,645億円実行したことなどにより、△3,139億円とな
りました。その結果フリーキャッシュ・フロー（営業活動CF+投
資活動CF）は387億円となり、配当金の支払いや社債の償還に
よって財務活動CFは△869億円となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の2018年度末残高（休
日調整後）は前期末から527億円減少し、1,911億円となりま
した。

企業価値・キャッシュ創出力　 図4・5

キャッシュ創出力を示す減価償却前の営業利益（EBITDA）※1

は4,432億円となっており、キャッシュを生み出す力は着実に
成長しています。今後についても、有利子負債の水準を一定程
度に維持しつつ、優良な投資案件への積極的な投資を行うと
いう方針を継続するとともに、新たな収益の柱を育てることに
よって、キャッシュ創出力をさらに高め、企業価値を向上させ
ていきます。

2018年度末の企業価値（EV）※2は、時価総額2兆3,444億円
にネット有利子負債4,986億円を合算し2兆8,431億円となっ
ています。
企業価値とキャッシュ創出力の倍率を示すEV/EBITDA倍率
は2018年度末で6.4倍となっています。

基本的な考え方
キャッシュ・マネジメントについては、事業活動によるキャッ
シュ創出額を基準として投資を行うことを基本的な考え方と
しています。優良な投資機会に対しては、積極的な投資を行う
必要があり、外部から調達する資金を含めて投資枠の設定を行っ
ています。そのため、D/Eレシオが一時的に0.5倍を超えること
がありますが、中長期的には、0.5倍程度として有利子負債の
水準をコントロールし、成長投資と財務健全性の維持の均衡
を図っています。

Ⅱ. キャッシュ・フロー（CF）

※2　企業価値(EV)＝時価総額＋ネット有利子負債

※1　償却前営業利益（EBITDA）=営業利益＋減価償却費

営業活動CF（休日調整後）　　　投資活動CF　　　
財務活動CF　　　フリー CF
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図2 　キャッシュ・フロー
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図3 　自己資本に対する指数（自己資本を1とした場合の比率）
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図4 　償却前営業利益（EBITDA）／営業利益

（年度）

（億円）
40,000

0

30,000

20,000

10,000

（倍）
10.0

0

8.0

6.0

4.0

2.0

企業価値（EV）（左軸）※2　　　EV/EBITDA倍率（右軸）

8.1

6.3
7.0

5.0

6.5
28,431

31,813

25,532
8.0

18,906

13,37812,178
7,8928,592

7.7

6.46.924,087

2010 2011 2012 2013 2014 2015 201820172016

図5 　企業価値（EV）／EV/EBITDA倍率

（政策保有株式売却時の判断基準）P.88

（不動産開発投資の投資採択基準の詳細）P.91
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Ⅴ．投資の状況

研究開発投資　 図15

2018年度における研究開発費は96億円となっています。住
宅系事業に係る研究開発費は45億円、建築系事業に係る研究
開発費は34億円、その他の事業に係る研究開発費は16億円です。
基礎・応用研究から新技術・新商品開発、さらにはこれらの新
技術の建築物やまちづくりへの活用・検証まで多岐にわたる研
究開発を行っています。

IT関連投資の状況　 図17

IT関連投資については、商品・サービスの付加価値向上、営
業活動への活用、生産工程における効率化、業務の効率化等、
将来の収益の増大やコスト削減につながる要素を非常に大き
く有しているため、今後はさらなる資金の投下と体制面の整備
を併せて、積極的に取り組んでいきます。

設備投資　 図16

不動産開発投資を除く設備投資額734億円の主なものは、生
産効率向上のための工場生産ラインの更新や工場施設の改修
によるものです。生産ラインについては、市場動向や受注動向
などを見定めながら計画的に投資を進めています。特に原価率
や品質向上に影響を与える大きな要素である、主要組立工程
における自動化率のさらなる向上に取り組んでいきます。

従業員への投資・還元　 図14・15

持続的な成長のためには、人財開発投資と従業員の生活環
境の維持・向上が重要な要素のひとつです。2018年度における
人財開発費※1は2010年度比で123%増の5.6億円（単体）となっ
ています（ 図15  ）。また、単体の従業員給与は2010年度比で

497億円増加（1人当たり平均27%、1,924千円増加）しています。
一方で、営業利益に対する従業員給与の比率※2は2010年度
の62%から2018年度においては37%にまで低下し、人件費の
増加率を利益の成長率が大きく上回る状況となっています。結
果として、成長投資への資金確保と株主のみなさまへの利益還
元も増加させることができており、今後も最も重要な成長の源
泉である人財への投資を積極的に進めていきます。
※1　研修等による教育人件費+教育交通費　※2　従業員給与/（営業利益+従業員給与）
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図14　営業利益に対する従業員給与比率（単体）
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図16　設備投資額（不動産開発投資を除く）
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図15　研究開発費／人財開発費

図17　IT関連投資額

37

79
91

120
127

119 120
109107

41 51

39

61

58

68

58

57

61

59

61
61

46

64

45

121

68

52

保守費用等
新規投資額

（億円）
150

0

100

50

（年度）2010 2011 2012 2013 2014 2015 201820172016

Ⅳ. 事業別経営成績

セグメント資産に対する営業利益率　 図12

セグメント資産に対する営業利益率については、住宅ストッ
ク、賃貸住宅、商業施設事業が高い数値を示しています。事業
施設事業については、物流施設等の市場の急成長に対応し、積
極的な投資を行っていることから、現時点における資産利益率
は低い水準となっていますが、今後の投資回収期にはキャッシュ・
フローに大きく寄与してくることを見込んでいます。

収益性分析　 図11

営業利益においては、賃貸住宅、商業施設、事業施設事業の3
つのセグメントで全体の80%を占めています。また、住宅ストッ
ク事業においては、売上高構成比としては2.7%にとどまるものの、
高い利益率・資本効率（ 図12  ）を示しています。市場の成長が
見込まれる事業分野であるため、住宅ストック市場を中心とし
たグループ統一のブランド「Livness（リブネス）」を立ち上げ、積
極的に取り組んでいます。また、戸建住宅、マンション事業につ
いては、人口減少に伴い、新設住宅着工戸数の減少も見込まれ
る中、エリアの選択やターゲットの明確化により利益率の改善
を図っていきます。

成長性分析　 図10

2010年度に対する2018年度の利益成長率は、その他事業に
おいて12倍、事業施設において8倍、商業施設において4倍、住
宅ストックにおいて3倍を超える水準となっています。賃貸住
宅事業においては、9年前において既に高い利益水準にあった
ため、2010年度比の成長率は相対的に低く示されていますが、
引き続き高い利益率で推移しています。
また、当社の強みは、複合的な事業提案ができることです。
社会の変化するスピードが加速度的に高まる中で、多様化する
建築ニーズに対して、各事業が有する商品・サービスを複合的
に組み合わせることや、周辺領域での事業展開によって得られ
る新たな事業機会が今後さらに増加することを見込んでいます。
これらの新たな市場が全社の成長率を牽引するよう、全体の収
益性とのバランスを考慮しながら成長に向けた取り組みを進
めていきます。

事業投資の状況　 図13

事業投資の状況としては、収益性が高く、高い成長率を示し
ている事業施設事業への投資を積極的に実施しています。次い
で、収益性の高い商業施設、賃貸住宅事業への投資を行ってい
ます。また、これらのコア事業によって創出された資金を活用し、
新たな収益の柱として育成すべく新規事業や海外事業などへ
の投資も併せて実施しています。
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※1　円の大きさは2018年度の営業利益額（億円）を表しています。

※2　セグメント資産は期中平均

（人財育成に関する詳細）P.75-76

（技術・ものづくり基盤に関する詳細）P.79-80
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