
Chapter 4 基盤の強化

当社グループでは、価値創造プロセスに欠かせない「経営基盤」の強化を

図るため、第6次中期経営計画に合わせて、2021年度を最終年度とする社

会性向上に関する計画「エンドレス ソーシャル プログラム2021」および環

境行動計画「エンドレス グリーン プログラム2021」を策定しました。

経営ビジョンや長期ビジョンの実現に向けた経営を行う上で、特に重要

となる課題を下記のステップで特定し、当社グループのバリューチェーン

を踏まえ、メガトレンドや社会課題を念頭にマテリアリティ（重要課題）を

特定し、目標設定しています。

各課題に対して、目標とする指標を明確にし、その達成に向けて取り組

むことで、事業を推進するプロセスの強化や、事業を通じた社会的価値の

向上に寄与していきます。

環境・社会におけるマテリアリティ（重要課題）特定のステップ

STEP1

国内外における社会課題と当
社グループが認識している社
会課題を把握し、経営基盤や
将来の事業に関わる中長期的
なリスク・機会を踏まえ、統合
思考を基にマテリアリティ（重
要課題）の案を選定。

STEP2

全社環境推進委員会、サステナ
ビリティ委員会よりコーポレー
トガバナンス委員会へ重要課
題の案および特定プロセスの
提案・審議を経て決定し、各領
域の重要課題および中期計画
を、取締役会で報告。

STEP3

環境・社会の両領域の重点テー
マに対して重要課題を特定し、
2019年～2021年度の3ヵ年計
画として策定。

STEP4

2030年・2055年の当社グルー
プの長期的視点で目指すべき 
姿を念頭に、バックキャスティ
ングによる2021年度の目標
を設定。

課題の把握・
課題の整理

重要課題案の
協議

重要課題案の
特定 目標設定

社会性中期計画におけるガバナンスの位置づけ
計画の策定にあたり、コーポレートガバナンスは「狭義のガバナンス」として位置づけております。一方、リスクマネジメン

トや企業倫理・コンプライアンスといった「広義のガバナンス」については、「社会性」領域に位置づけています。

狭義のガバナンス
【コーポレートガバナンス】

・取締役会評価
・取締役の多様性
・監査役および会計監査人の選定
・指名諮問委員会
・報酬諮問委員会
　など監督・意思決定機能に関する項目

原納　上郷では、一部国の助成をいただいたコミュニティ

ストアの建設を進めています。利便性とコミュニティの活

性化から手掛けていこうと建築を始めたところです。施設

が完成し、実際に高齢者に働いていただいたりする中で、新

たなアイデアが出てくると思います。

　緑が丘については5年ほど前に市長さんがお見えになり、

「まちを何とかしたい」という熱い思いを伺い、当社が協力

させていただくことになりました。そこで早速プラットフォー

ムとなる郊外型住宅ライフスタイル研究会を作り、産官学

連携で実証実験を開始しました。高齢化してきたまちには

やはり移動支援が必要なので、自動運転実験も含めた移動

支援サービスを開発しているところです。農業事業向けの

ハウスも作っています。さらに三木市に緑が丘事業部とい

うコミュニティ拠点を作り、健康増進、自動運転、空き家活

用のサテライトやクラウドソーシングなどさまざまなこと

を手掛けています。今後は戸建賃貸やサービス付き高齢者

向け住宅の建築なども進めていく考えです。

高松　今回の2つの案件がビジネスモデルとして確立し、

強みを活かせる事業に成長すると期待しています。そのた

めに長期的にまちや物件の価値が高まるよう、長期視点で

の設計やエリアマネジメントを行い、包括的かつ持続可能

な都市化を促進し、居住計画・管理の能力を強化していき

ます。また、策定した「まちづくりガイドライン」の普及を

図るために、不動産投資案件や大型プロジェクトでの企画

支援シートの活用を義務付けるなど、内容の浸透を図って

いく予定です。特に、まちづくりガイドラインに基づいた大

型案件・各事業部門大型物件の開発比率は2021年度までに

70%までに引き上げる予定です。やはり不動産投資委員会

に挙がってくる案件は規模の大きい投資案件です。社会へ

の影響度の大きいものからまず展開していきます。まちの

価値を高められれば、さらなる不動産投資を呼び込む好循

環が生み出せると考えています。

原納　人口減によってまちの在り方も変わりますから、や

はり長期、超長期で考えていかないと、少子高齢化、気候変

動、第4次産業革命にはついていけません。そして、いずれ

はリブネスタウンも海外展開できればと考えています。

　当社は川上から川下までサービスも含めて一気通貫で提

供できますので、大和ハウスグループの経営資源を丸ごと

パッケージにして提供できるのではないかと考えています。

埋もれているまちの課題を耕し、興し、循環させる

高松　サステナブルなまちを作る上で、新規開発について

は事業性や世の中の状況に合うかどうかですが、再耕は既

に在るものをどう使うかという発想になり、事業としてど

れだけ長く手掛けられるか、ということがポイントになり

ます。仕事はやりがいがないと続けられませんから、やらな

ければいけない仕事を従業員のやりがいにつなげる、とい

うことも考えるのが私たちの役目だと思っています。

　実際に上郷と緑が丘の開発現場を見て、現場の人たちが

本当にやりがいを持って仕事に取り組むためには、本社サ

イドのバックアップが必要だということを強く感じました。

簡単なことではありませんが、根を張っていくためにも収

支面を考えた中期的な目標が必要です。

原納　そのためにも、より一層のグループ間や当社各事業

部門との連携が重要になってきますね。まずはまちづくり

ビジョンの現場への浸透が必要です。

高松　私も社内での浸透がまず必要だと思いますし、そこ

から広げていかないといけないと思います。

原納　リスクや課題としては、まちづくりは行政と住民から

の理解を得られないと実現できませんし、災害に強いまちで

ないといけません。その他、ESG評価への対応、自治体との

連携などがありますが、特に地域に根ざした仕組みへのカ

スタマイズが重要です。その意味では、私自身は行政よりも

その地域、そこに根ざしてこられた方々からのご理解をいた

だくことが一番重要だと思っています。あまり長期だと問題

ですが、ある程度時間と労力をかけて十分に理解を得られ

たら、早く手掛けることも大事ですね。そして、お求めやす

い、アフォーダブルな住宅や仕組みにしなければならないと

も考えています。

　再耕とは、もう一度いろいろな課題を掘り起こして新し

い種をまいて育てていくというイメージです。表に見えてい

ない部分も大切ですので、ネオポリスに埋もれている課題

をしっかりと耕して、興して、循環させていくことが基本です。

広義のガバナンス
【経営管理体制の強化と凡事徹底】

・人権マネジメント
・リスクマネジメント（内部統制）
・企業倫理・コンプライアンス・腐敗防止
・ステークホルダーとのコミュニケーション
・外部パートナーとの協業
　など執行機能に関する項目

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）

＋
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Ｇ
ガバナンス

Ｓ
社会

サステナビリティレポート2019　▶P.19-35（大和ハウスグループのマテリアリティ）
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Chapter 4

社会変化を見据え、大和ハウスグループの持続的成長

を支える強固な人財基盤を構築するためには、「働きがい

のある職場づくり」と「社会的課題を解決できる人財づくり」

の両輪で取り組んでいく必要があります。第6次中期経営

計画（以下、第6次中計）のスタートに合わせ策定した社会

性中期計画「エンドレス ソーシャル プログラム2021」では

「従業員の働き方改革」「人財育成と採用強化」「ダイバーシ

ティ＆インクルージョン」を重要課題として特定し、具体

的な指標を掲げて取り組んでいきます。それらの取り組み、

設定に至った背景や課題、考え方について、人事部長の能

村上席執行役員にお話を伺いました。

多様な従業員が働きがいを持てる職場へ、真の働き
方を追求

少子高齢化が進み、労働人口が減少する社会において、

人財の流動化、働き方の多様化、LGBTを含めた多様な人

財のインクルージョンなど課題は山積しています。第5次

中期経営計画においては、従業員の健康と安全に留意す

るとともに風通しの良い公正な職場づくりに努め、一人ひ

とりが成長できる人財育成の提供に取り組んできました。

多くの成果を上げることができた一方で、ようやく種まき

ができた段階で終わった課題も残りました。ですから、今

上席執行役員　人事部長
能村　盛隆

人財

経営基盤の強化における重点テーマ（重要課題）と第6次中期経営計画の基本方針

基
盤
の
強
化

1. 気候変動の緩和と適応
脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対策の推
進と再生可能エネルギーの活用によりライフサイク
ルにおける温室効果ガス排出量ゼロを目指します。

環境長期ビジョン
（Challenge ZERO 2055）

長期ビジョン（2055年）

環境行動計画
（エンドレス グリーン プログラム2021）

（2019～2021年度）

サステナブルな社会の実現を目指し、グルー
プ、グローバル、サプライチェーンを通じ
て環境負荷“ゼロ”に挑戦する。

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

社会性長期ビジョン 社会性中期計画
（エンドレス ソーシャル プログラム2021）

❶
気候変動
の緩和と
適応

重点テーマ（基盤）

❷
自然環境
との調和

(生物多様性保全）

❸
資源保護
水資源保護

❹
化学物質
による
汚染の防止

2. 自然環境との調和(生物多様性保全）
自然資本の保全・向上に向け、材料調達による森林
破壊ゼロの実現と、緑あふれるまちづくりによる緑
のノー・ネット・ロスを目指します。

3. 資源保護・水資源保護
資源循環型社会の実現に向け、住宅・建築物の長寿
命化と廃棄物のゼロエミッション、さらに健全な水
循環を通じて、資源の持続可能な利用を目指します。

4. 化学物質による汚染の防止
住宅・建築物のライフサイクルを通じた化学物資の
適正管理に取り組み、人や生態系に著しい悪影響を
及ぼすリスクの最小化を図ります。

商品とものづくりの両面から“脱炭素”を 
推進

事業競争力の向上に向け、環境配慮商品・
サービスの開発・普及を推進

サプライチェーンにおける環境リスク低減
に向け、win-win の取り組みを協働

環境経営の推進に向け、グループ・グロー
バル一体での環境マネジメントを強化

環境ブランド・ESG 評価の向上に向け、 
戦略的な環境コミュニケーションを推進

重要な5つのステークホルダーとの接点を
強化し、事業を通じて社会に貢献する。

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

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）

❺
人財

（働きがい・ 
ダイバーシティ）

重点テーマ（基盤）

❻
顧客
（CSと 

ブランディング）

❼
技術

（安全・品質）

❾
リスク

マネジメント
の強化

❽
イノベーション
とコミュニケー
ション

取締役会の実効性向上
コーポレートガバナンスの強化

グループガバナンスの強化

1. ［お客さま］
私たちは、誰に対しても誠実に向き合うことを心掛け
るとともに、良質な商品やサービスの提供に努め、常
にお客さまの満足と信頼を得るために最善を尽くし
ます。

2. ［従業員］
私たちは健康と安全に留意するとともに風通しの良
い公正な職場づくりに努めます。また一人ひとりが成
長できる人財育成の機会を提供します。

3. ［取引先］
私たちは取引先とのパートナーシップを大切にし、適
切な関係を構築します。また、自由な市場の競争原理
に従い、業界全体の健全な発展を目指します。

4. ［地域市民］
私たちはその地域の文化や習慣を尊重し、事業活動や
地域共生活動などを通じて社会の持続的な発展に貢
献します。

5. ［株主］
私たちは経営ビジョンに掲げる「共創共生」の精神の
もと、株主との目的を持った対話を実現するため、双
方向のコミュニケーションの充実に努めます。

人財基盤
働きがいの向上、人財育成

•  多様な従業員が働きがいを持ち、特に若年
世代が育ち定着する組織づくりを強化

顧客基盤
長期視点リレーション強化

•  お客さまとの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

技術・ものづくり基盤
商品力・生産性・取引先関係性強化

•  取引先とともに、現場の安全と品質を前提
とした生産性を高め、責任ある調達を推進

G
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インタビュー  大和ハウスグループの人財育成

「働きがいのある会社」の実現により強固な人財基盤を構築し、 
インクルーシブ社会をリードします

マテリアリティ　基盤2（重点テーマ⑤） 経営基盤の構築とステークホルダーとの関係性強化（働きがいとダイバーシティの推進）
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次代をリードするグローバル人財を発掘し、育てる

グループ会社も増え、創業者を知らない世代も増える中、

創業者精神や理念を浸透させることは、簡単なことではあ

りませんが、上司と部下が正対し、対話しながら相互理解

に努めていくことが必要だと考えています。

海外子会社に対しても、じっくりと現地の声を聞くこと

で、大和ハウスの一員として、帰属意識を持って、自社の

歴史と創業者の考えを咀嚼しながら事業を展開していこ

うという意欲を高めてもらえるのだと思います。

外国人従業員を含め海外で活躍するグローバル人財の

採用・育成については、基礎固めの段階です。今後グロー

バルで戦い抜くためには、人財力と組織力のさらなる強化

が必要です。海外での新たな市場を切り拓く人財を発掘・

育成するとともに、国内ではそういった人財が抜けても勝

ち続けるという全体のボトムアップも図りながら、取り組

みを進めていきます。現状の具体的な取り組みとしては、

マネージャークラスとして採用した各国の人財を集めた

D‘s グローバル・リーダーズ・サミットの開催などを含め、

さまざまな研修を通じて基礎づくりを進めているところです。

あらゆる価値を生み出す源泉となる人財基盤

今後は多様性が受け入れられ個々の良さが発揮できるダ
イバーシティ＆インクルージョンと、従業員が健康・安全で
生産性の高い職場環境で仕事に打ち込めることが重要となっ
てきます。この4月から、サステナビリティ経営を社内外に
向けてより意識させるために、CSR部の名称を変え、CSRマ
ネジメント、ソーシャルコミュニケーション、人権、ダイバ―
シティの4つのグループからなるサステナビリティ企画部と
しました。特に女性の活躍推進については、ダイバーシティ
推進室を中心に進めてきましたが、ライフイベントを迎えた
後の継続勤務の環境整備や意識・能力面の向上を推進し、女
性社員のキャリア開発と女性管理職の積極登用を引き続き
進めていきます。

大和ハウスグループにとって、人は、企業価値を生み出す
重要な資産であり、すべての源泉です。明治から昭和初期に
かけての政治家・後藤新平は「財を遺すは下、事業を遺すは中、
人を遺すは上なり」と言いました。この言葉には「されど、財
なくんば事業保ち難く、事業なくんば人育ち難し」という続
きがあります。まさに事業を通じて人を育てることの大切さ
を謳っていると思います。
企業の資産は「ヒト、モノ、カネ」に加えて、「情報、時間」と
言われています。情報と時間の使い方が大きく変化している
時代において、インクルージョンという発想がなければ、変
化への対応はできないと思っています。
ものづくりの会社として、すべての従業員が会社への信頼、
社員同士の連帯感、仕事への誇りを実感し、個々の能力を最
大限に発揮できるように、働きがいを向上させ、強固な人財
基盤をこれからも構築していきます。

年度からスタートした第6次中計においても、基本的な流

れをこれまでと大きく変えたというわけではありません。

多様な従業員が働きがいを持ち、特に若い世代が育ち定

着する組織づくりを強化する3年間にしたいと考えています。

重要課題は「従業員の働き方改革」「人財育成と採用強化」

そして「ダイバーシティ＆インクルージョン」です。「事業を

通じて人を育てる」会社として、これまで以上に働きがい

のある職場、若い世代、女性、シニアなど多様な人財が長

く活躍できる働き方・採用・育成に取り組んでいきます。

働き方改革については、「何のために改革するのか」とい

う働き方の定義がしっかりなされていないと方向がぶれて

しまいます。「働かせ方改革」では従業員は納得しないでしょ

う。個々の従業員が自己実現に向けて働く喜びを感じる、

そのための手助けを会社が行うというのが、真の働き方改

革であり、それを実現するために制度を整えていくという

ことが重要です。

長時間労働の是正については、しっかりと取り組むべき

課題です。フレキシブルな働き方の導入（在宅勤務、テレワー

クなど）や、AI・ITを活用し効率性を高める仕組みを整えて

いきます。また第6次中計では「時間は命であることを従

業員と共有し、真の働き方改革を実現する」という考え方

を加えました。会社で過ごす時間つまり「命」によって生み

出された仕事の成果が、従業員にとってのやりがいや喜び

に直結するという考え方です。その実現に向けて、評価制

度を再構築する必要があります。従業員が働きがいを感じ

られるような働き方改革にしていかなければ、そこに企業

の未来はありませんから、働き方改革を、従業員、会社双

方にとって意味のあるものにしたいと考えています。

「社格」を備えられる育成風土を醸成し、 
採用力を強化する

私たちが考える「働きがいのある会社」とは、夢への挑戦

を通じて従業員が成長していることを実感できる会社で

す。そのためには、採用力の強化や成果が公平に評価され

る評価制度が必要です。

私は社員が自分の身近な人に対して入社を勧められる

会社であるかどうか、という考え方が採用には必要だと思っ

ています。そのためには「社格」を備え、従業員一人ひとり

が品性や人格を高めなければなりません。人財を定着させ、

生き生きと活躍する人財に育て、会社への誇りを醸成し、

「社格」を高めていくという循環を続けていきます。今回の

不祥事は、企業としてのブランド価値を毀損する要因とな

りましたが、原点を見つめ直す機会になったと考えていま

す。日々の「凡事徹底」を積み重ね、従業員一人ひとりが次

の大和ハウスを支える人財であることを意識し、「社格」を

自然と備えられるような取り組みを進めていきたいと思い

ます。

その点からも人財育成は当社の経営に直結する課題で

す。人財育成の主管部署である人財・組織開発部では、①

創業者精神、企業理念のグループ全社員への浸透、②自ら

考え、質の高い商品とサービスが提供できるプロ人財の育

成、③仕事を通じて人が育つ環境、風土作り、④国内はも

ちろん、グローバルに貢献できるビジネスリーダーの輩出

という4つの役割を持って、若手、中堅、管理職層の底上

げに努めていきます。

特に近年、当社では多くの新入社員を迎えていますが、

若手社員が育つ風土をいかに築いていくかは「育成」の中

でも最重要課題です。OJTエルダー（中堅クラスの教育担

当者）を中心とした職場全体での若手育成に力を注いでい

ます。加えて、シニア層が活躍できる職場をつくり、元気

で働く姿を見せることも重要です。知識・経験の継承や労

働力確保ということではなく、シニアになっても活躍でき

る場があるということは、若い人財がキャリアデザインを

考える機会にもなりますし、当社のDNA（創業者精神）の

継承という点でも重要だと考えています。

Ｅ
環境

Ｓ
社会

Ｇ
ガバナンス

顧客人財 技術・
ものづくり

会社への信頼 従業員の実感の向上
　・安心して働ける制度が充実している
　・頑張った成果が公正に評価される
　・自身の声が会社に届く
フレキシブルな働き方を可能にする人事制度の構築
能力発揮に向けた支援制度の充実

社員同士の連帯感

仕事への誇り

働きがいの向上

組織目標の達成寄与度に力点を置いた評価制度の導入
社員相互のオープンな交流の場の創設
組織開発による職場活性化、職場環境・風土改善

社員が自身の成長を感じられる機会の創出
採用ブランドの向上

大和ハウスグループの「働きがいの向上」

73 74Daiwa House Group Integrated Report 2019 Daiwa House Group Integrated Report 2019

基
盤
の
強
化



Chapter 4

人財

当社は、企業理念（社是）において「事業を通じて人を育てること」「企業の前進は先ず従業員の生活環境の確立に直結すること」を
掲げており、「企業とは現場を動かす人財あってこそ成り立つ存在」である、これが創業者の信念であります。
当社において人財基盤は、創業者精神を受け継ぎ、持続的な進化を支える重要な基盤のひとつであると考えています。事業を通

じて「人」を育てる風土の醸成と「人」が育つ環境を整えていくことをミッションに掲げ、働きがいと誇りを維持・向上させるための人
事制度の構築と、従業員が最大限に能力を発揮できる職場環境および生活環境の確立に努めています。

サステナビリティレポート2019　▶P.84-99（従業員との共創共生）

Ｅ
環境

Ｓ
社会

Ｇ
ガバナンス

顧客人財 技術・
ものづくり

♳ 従業員の働き方改革
社是およびSDGsゴール8「働きがいも経
済成長も」を踏まえ、当社の全従業員が
業務成果の最大化と心身ともに安全かつ
健康な職場環境を両立する組織へさらな
る変革を進める。

従業員の働き方改革

従業員の健康業務改善

両立

IT・AI
自動化

成果向上

従業員全世代の
「働きがい」に関する実感度

80%

※　 CSR意識調査の「働きがい」に関する
設問の全国平均値のポイントを基準
とする

多様な従業員が働きがいを持ち、特に若年世代が育ち定着する組織づくりを強化

人財基盤への影響が大きい
メガトレンド

▶
方針を策定した目的

• 国内の少子高齢化
• ミレニアル世代・Z世代の台頭
• 「人生100年時代」の顕在化
• AI・IoT・自動化の進展

•  今後、人財基盤を基にしたビジネスモデルを確立する上で、労
働市場・人財の変化に合わせた「働き方」と「採用と育成」の制
度設計・運用が必要となるため

•  ジェンダー・世代を含めた人財の多様性と包摂が社会の激変
に対応できる組織づくりにつながるため

人財基盤の重要課題とKGI（経営目標指標）

♴ 人財育成と採用強化
中長期の成長を見据え、事業を支える
中堅・管理職の社員がミレニアル世代と
なり、初級社員の中心がZ世代になるこ
とを踏まえ、創業者精神・社是に表れる
価値観・ビジネスモデルを踏まえた人財
育成・採用の在り方を明確化し、教育・
採用・職場環境の整備を行う。
また構成比率の高まるシニア社員が
能力を発揮できるような制度を構築する。

2030年を見据えた体制構築
1955 2030

創業者精神
社是

経営人財の育成

キャリア形成支援

人財採用の強化社会情勢の変化

若年社員（入社3年目まで）の
定着率

90%以上

♵ ダイバーシティ＆インクルージョン
従業員の多様性を尊重するとともに、
多様な従業員が働きがいを持って能力
を発揮できる職場環境を構築する。
ダイバーシティ＆インクルージョンを
経営に活かし、商品、サービスなどのプ
ロダクトやプロセスにおける新しい発想
を生み出し、多様な視点でのリスク予見
を実現するために、意思決定の多様性の
強化ならびに各機能における多様性を
促進する。

意思決定層の多様化と場のインクルージョン

特にライン長
の多様化

視点の
多様化・
健全な対立

イノベー
ション

リスク予見

ダイバーシティ＆
インクルージョン総合指数
下記5指標で目標設定
①管理職女性比率 5%
② 女性管理職ライン長比率

 40%
③女性工事比率 6%
④女性営業比率 13%
⑤新卒採用女性比率 30%
※　2022年4月1日時点

2021年度目標重要課題

社会性中期計画（2016～2018）の振り返り

新・社会性中期計画「エンドレス ソーシャル プログラム2021」人財基盤の方針

基本的な考え方

人財基盤の最重要課題
・多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

女性管理職登用数 
（当該職に占める割合）

2016.4 
（実績）

2019.4
（目標）

2019.4
（実績）

大和ハウス工業 86名
（2.5%） 160名 137名

（3.6%）

大和ハウスグループ全体 240名
（3.4%） — 352名

（4.5%）

当社グループでは「2021年4月にグループ全体で女性管理職
500名」の数値目標を掲げ、女性従業員のキャリア形成の支援
を行い、女性の活躍推進に取り組んでいます。2019年4月1日
現在でグループ全体の女性管理職数（割合）は352名（4.5%）と
なり、前年からは0.5pt増加しています。

・ 人財の育成
＜若手教育＞

OJTに関する評価 2016年度
（実績）

2018年度
（目標）

2018年度
（実績）

新入社員の満足度 85.9% 80% 85.4%

エルダー社員の 
自己評価の比率 73.5% 80% 76.5%

＜経営後継者育成＞
支店長公募育成研修や、2008年から実施の大和ハウス塾では、
理念を踏まえた次世代リーダーを養成しています。2018年度
末で修了生は支店長公募育成研修で494名、大和ハウス塾は
360名となり、そこから130名が執行役員以上に就任しています。

「働きがいのある会社」の実現
・夢への挑戦を通じて成長を実感
・挑戦できる安心感

事業を通じて人を育てる会社
従業員の生活環境の確立

人財基盤の 
重要課題への取り組み

創業者精神

経営参画型のリーダーシップ

現場主義・積極精神

従業員の働き方改革 人財育成と採用強化 ダイバーシティ＆
インクルージョン

働きがいの向上 社会的課題を
解決できる人財＋＝

＝
1 2 3
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基盤の強化

徹底した“現場主義”と“積極精神”で社会に貢献できる人財を 
育成するとともに、働きがいと誇りを持てる職場にします

社会性中期計画　人財基盤の強化
マテリアリティ　基盤2（重点テーマ⑤） 経営基盤の構築とステークホルダーとの関係性強化（働きがいとダイバーシティの推進）

基
盤
の
強
化

https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/Employees.pdf


Chapter 4

当社は、商品・サービスの品質を高めるため、お客さま一人ひとりの立場で考える「個客思考」を行動規範としています。お客さま
に寄り添い、生涯に亘ってサポートし続ける住宅事業で培われた姿勢はすべての事業に通じており、建物を末永く良好に保ち、資
産価値を維持し、世代を超えて建物を長期間にわたり使用していただきたいと考えています。
お客さまとの長期にわたる強固な関係性である顧客基盤は当社の持続的成長には欠かすことのできない基盤のひとつです。お客
さまの要望にきめ細やかに対応し良品提供を行い、真摯に向き合う姿勢が、技術力向上や人財育成に結び付き、お客さまの信頼を深め、
顧客基盤の拡大と事業成長の好循環を生み出しています。 サステナビリティレポート2019　▶P.66-83（お客さまとの共創共生）

Ｅ
環境

Ｓ
社会

Ｇ
ガバナンス

顧客人財 技術・
ものづくり

♳  コーポレートコミュニケーションの 
強化（対生活者［将来の顧客］）

「社名の認知」に留まらず、創業者精神、
社是に表れる価値観、経営ビジョンと一
体のコーポレートブランドを確立し、維
持するとともに、磨きをかける。

将来の顧客への布石

誇り

社会的
使命

働きがい

達成感

顧客基盤の重要課題とKGI（経営目標指標）

♴ 顧客長期リレーション対応の促進
新築からストック事業、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（カスタマー・サティスファクション）
体制を強化する。
オーナーさまのライフサイクル・世代交
代に合わせた適切な提案ができるよう、
最適な人財の配置・育成に加え、情報シ
ステムを構築する。

New

CS体制の強化

CS

Stock 新規開拓 紹介販売
顧客基盤を活かした受注率※

 2017年度 2021年度
 39.6% 70%以上

※　住宅：紹介販売率

コーポレードブランドの状況
コーポレートブランド価値： 
2010年 363百万USD⇒2018年 668百万USD（84%増）
Japan’s Best Global Brands（インターブランド社調査）

お客さまとの信頼関係構築
社会性中期計画（2016～2018）での、「お客さまとの共創共生」の最重要課題
「長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み」について、主な管理指標の結果は
下記の通りとなりました。

「長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み」に関する主な管理指標と結果

その他の基盤の方針について

項目名 2016年度 2018年度
住宅事業 1ヶ月アンケートでの紹介意向の最高評価率 62.2% 60.6%
集合住宅事業 既オーナーさまからの再受注率 36.1% 44.5%
流通店舗事業 既オーナーさまからの再受注率 26.4% 29.5%
建築事業 お客さまによる引き渡しアンケートにおける満足度 95.0% 93.1%

マンション事業 入居前から3ヶ月までの満足度　（「契約以後の対応」「3ヶ月点検時の対応」 
「購入満足度」等の7項目から算出） 1.18pt 1.26pt

Japan’s Best Global Brands（USD million）

顧客

インターブランド社
Japan’s Best Domestic Brand

／ブランド価値金額
 2017年度 2021年度

 595 1,000
 百万USD 百万USD

日経企業イメージ調査
① 好感度（一般個人）
 2017年度 2021年度
 45.1% 70%
② 一流評価（ビジネスパーソン）
 2017年度 2021年度
 63.4% 90%
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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

顧客基盤への影響が大きいメガトレンド

▶
方針を策定した目的

• 国内の空き家の増加と住宅着工戸数の減少
• 国内の世帯構成の変化（核家族化・単独世帯数の増加）
• エシカル消費の増加とソーシャルブランディングの重要化

•  今後はリブネス事業など既顧客起点の事業の需要が見込まれるため
•  当社グループの主たるビジネスモデルは、複合的な事業提案
力に支えられた顧客への「ソリューション」であり、商品ブラ
ンドに加えコーポレートブランドが重要であるため

•  お客さまや生活者にとって「どのような会社なのか」が想起さ
れるほどのブランドイメージは確立できていないため

新・社会性中期計画「エンドレス ソーシャルプログラム2021」 顧客基盤の方針

2021年度目標重要課題

社会性中期計画（2016～2018）の振り返り

基本的な考え方

お客さまとの
長いお付き合い
（顧客基盤）

再受注・
お客さまからの
紹介受注

個人のお客さま

土地オーナーさま

テナント企業さま

法人のお客さま

建て替え･住み替え
リフォーム

資産運用･資産承継

戦略的な店舗展開

戸建住宅
マンション
住宅ストック
賃貸住宅
商業施設
事業施設事業用地活用・拠点展開

新規受注

顧客基盤の活用

顧客基盤の蓄積
信
頼
関
係

長期にわたるお客さまとのリレーションを通じた「情報力」の強化

▲

基盤名 方針 重要課題 2021年度目標

社会課題解決型の革新的な
事業を継続的に生み出す
イノベーション基盤

社会課題に資する事業
開発や不動産開発が促
進される体制を強化

① 社会課題の解決に資するイノベー
ション体制の構築

新規事業・研究開発に関するイノベーション創出の
協業

② 不動産開発における社会的包摂
（インクルージョン）の推進

まちづくりガイドラインに基づいた 
大型案件・各事業部門大型案件の開発比率 70%

ステークホルダーとあら
ゆる接点となる
コミュニケーション
基盤

企業として財務・非財務
コミュニケーションの
体制を強化するととも
に、従業員個人の情報武
装を実現

① 財務・非財務コミュニケーション
の一体化・システム強化

財務・非財務コミュニケーションの制度・仕組みの
確立と、統合経営への理解促進

② 激変するコミュニケ―ション環
境への対応

ICTの進化に対して、システム構築や従業員のリテラ
シーの面における基盤の確立

サステナビリティレポート2019　▶P.29-35（社会性中期計画）
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基盤の強化

お客さまに誠実に向き合うとともに、良質な商品やサービスの提供に
努め、常にお客さまの満足と信頼を得るために最善を尽くします

社会性中期計画　顧客基盤の強化
マテリアリティ　基盤2（重点テーマ⑥⑧） 経営基盤の構築とステークホルダーとの関係性強化（顧客満足とブランディングの向上/イノベーションとコミュニケーションの向上)

基
盤
の
強
化

https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/Customers.pdf
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/ESP.pdf


Chapter 4

当社は、工業化建築のパイオニアとして確かな技術とものづくりの基盤によって、お客さまや社会が求める価値を商品・サービス
に反映し、世の中に必要な価値を創出してきました。
商品開発から設計・施工まで、取引先・サプライヤーとの信頼関係に基づくサプライチェーンネットワークを通じて、長年にわた

り追求してきた高度な工業化技術とIT技術の活用による「ものづくりプラットフォーム」を構築し、生産性の向上を図るとともに、
徹底した現場主義によって、お客さまのニーズに応え、課題解決力の向上に努めています。価値創造に向け、人が心豊かに生きる社
会の実現のための研究開発にも積極的に取り組んでいます。

サステナビリティレポート2019　▶P.100-111（取引先との共創共生）

Ｅ
環境

Ｓ
社会

Ｇ
ガバナンス

人財 顧客 技術・
ものづくり

技術・ものづくり基盤の最重要課題
・CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ ・施工会社における労働条件の改善と人財の確保

技術・
ものづくり

ものづくりプラットフォーム

総合技術研究所 フジタ技術センター

IT技術の高度利用によるさらなる生産性向上への挑戦

提案 受注

住宅から一般建築までお客さまのあらゆるニーズに応える
「建築の工業化」に裏付けされた豊富な建築バリエーション

施工物流研究開発／
技術開発

調達設計商品開発 生産

サプライチェーンネットワーク

コア
技術

「個客思考」によるニーズの把握

ニーズに応え課題解決力を向上

ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積

連
携

社会性中期計画（2016～2018）の振り返り

取引先と共に、現場の安全と品質を前提とした生産性を高め、責任ある調達を推進

技術・ものづくり基盤への影響が大きいメガトレンド

▶
方針を策定した目的

• 国内の少子高齢化
• 移民社会の本格化（外国人労働者の受入れ拡大）
• AI・IoT・自動化の進展
• 酷暑の常態化
• 「責任ある調達」への社会からの要請・期待の増加

・ いわゆる3Kに代表される建設業界のネガティブイメージを払
拭し、今後の現場の担い手になる、女性や高齢者、外国人労働
者、そして将来世代にとって働きやすい現場環境をつくるため
・働きやすい現場環境、休日確保には生産性向上が必須なため
・ 責任ある調達がリスク回避と、サプライチェーンの強化・差別
化につながるため

新・社会性中期計画「エンドレス ソーシャル プログラム2021」技術・ものづくり基盤の方針

基本的な考え方

♳  施工現場の安全・安心の徹底
国内の少子高齢化による取引先の熟練技
能者の減少、外国人技能者の増加などに
よる、施工現場での安全管理能力の低下
（不安全行動の増加）に対応する。
　また、酷暑化や自然災害の増加など、
長期的に施工現場で増加する傾向のある
労働災害リスクに対応する。

安全管理能力の維持・向上

STOP
取引先

交流 ロボット化

研修

外国人技能者の増加

熟練技能者の減少 施工現場労働災害の度数率※1

 2018年度 2021年度

 0.23 0.21
※1　 100万延実労働時間当たりの労働

災害による死傷者数（休業4日以上）

技術・ものづくり基盤の重要課題とKGI（経営目標指標）

♴  取引先企業との連携によるものづくり
の生産性向上

IoTの活用による技能伝承や生産性向上に
よる省人化、長時間労働の是正を進める。
離職のない職場環境の整備を進めるとと
もに、建設技能者の定着を進める。

取引先との
プラットフォーム構築

技術力の
向上

長時間労働
是正

ものづくり・生産性の向上

施工現場の年間休日
 2018年度 2021年度

 77日 112日
 （4週5休） （4週8休100%）

工場年間休日
 2017年度 2021年度

 105日 117日

♵ グループCSR調達の促進と効率化
グループ会社の取引先（川上・川下含む）
に対するCSR調達の推進について、ICT
など新しい技術を活用しながらPDCAを
回すマネジメント体制を構築する。

川上の
グループ会社
取引先

CSR調達
ガイドライン

川下のグループ会社
取引先

高い倫理観の醸成に向けたプロセスの定着

① 主要取引先※2におけるCSR
調達ガイドライン適合比率

70%
（80点以上を適合と判定）
※2　 主要取引先：従業員数300名以上の

取引先

② 全取引先へのCSR調達ガ
イドラインに伴うセルフ
チェックの回答率

70%
注　 推進はグループ7社、KGI管理対象は
大和ハウス工業、フジタ・大和リー
スの取引先を対象

2021年度目標重要課題

2016年度 
（実績）

2018年度 
（実績）

取引先および購買業務の自主
基準に基づく取引先評価 4.2点 4.6点

2016年度 
（実績）

2018年度 
（実績）

現場職人育成人数（住宅系） 214人 481人

基盤名 方針 重要課題 2021年度目標
内部統制を徹底し、かつ
役職員が企業倫理を醸
成する
リスク対応基盤
（凡事徹底）

自然災害等への事業
継続体制を強化する
とともに、海外拠点を
含めた企業倫理・人
権・コンプライアンス
を確立

① 災害・異常気象を前提とした 
事業実施体制の確立

事業継続体制スコア 100点
（従業員の安全、電源確保および情報システムのバックアッ
プ体制、顧客支援体制、生産購買体制、グループ全体の機能
維持、開発体制などの取り組み状況をスコア化）

②人権デューデリジェンスの確立 工場における人権デューデリジェンスプロセスの手
法確立

③企業倫理・コンプライアンスの確立 内部統制体制充実度 15%向上
④ グローバル展開に向けた長期視点
での経営基盤の構築

海外拠点におけるCSR意識調査スコアの改善

サステナビリティレポート2019　▶P.29-35（社会性中期計画）

その他の基盤の方針について
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基盤の強化

お客さまのニーズに応える独自技術を育て
「個客価値・社会的価値」を共創します

社会性中期計画　技術・ものづくり基盤の強化
マテリアリティ　基盤2（重点テーマ⑦⑨） 経営基盤の構築とステークホルダーとの関係性強化（安全・品質の向上/リスクマネジメントの強化）

基
盤
の
強
化

https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/BusinessPartners.pdf
https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/ESP.pdf
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Chapter 4

執行役員　産業調査本部副本部長 
　　　　　兼　経営企画部サステナビリティ経営室長

ESG投資が拡がりを見せる中、投資家代表として日本政策

投資銀行さまと、環境課題の解決に向けて機会・リスクの両

面から取り組みを進めている当社との対話を行いました。

創業理念をベースに、環境対応を事業機会として推進

竹ケ原 啓介氏（以下、竹ケ原）　事業領域が変化している中でも、

業界のトップランナーとして高度な環境経営を実践されている

背景についてお聞かせください。

小山 勝弘（以下、小山）　創業理念が従業員一人ひとりに根付

いているのが大きいと思います。「どういう事業が世の中のた

めになるかを考えよ」という創業者の言葉は全役職員が共有し

ており、環境問題がこれだけ深刻化する中、注力するのはむし

ろ必然と考えています。

竹ケ原　創業理念を掲げる会社はたくさんありますが、一貫し

て継続するのは簡単ではありません。

小山　具体的な危機感を経営層が共有しているのも重要な点

です。ひとつは、2018年7月の西日本豪雨が示す通り、私たち

の提供価値の根幹である住まいや暮らしの安全・安心が脅かさ

れている点です。もうひとつは、世界が未だかつてないスピー

ドで「脱炭素」へと動き始めている点です。グローバルに事業を

展開していくにあたり、世界の動きに後れを取るわけにはいき

ません。

竹ケ原　気候変動に伴う物理リスクと移行リスクですね。ただ、

御社の場合はリスク対応というより、上手く事業機会として取

り込んでおられる印象があります。

小山　新・環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 

2021（EGP2021）」では、新たに「環境貢献型事業の売上高」を

重要管理指標のひとつに設定しました。これは、「環境対応を事

業機会に」という考えをグループ各社に浸透し推進するととも

に、ステークホルダーのみなさまにもその進捗を分かりやすく

お伝えすることを意図したものです。私たちの事業領域である

「住宅・建築・まちづくり」の分野は温室効果ガスの削減ポテンシャ

ルが非常に高く、商品・サービスを事業機会につなげやすい利

点があります。加えて、私たちは工場や物流施設、店舗やホテ

ルなど、さまざまな施設を保有・運営しており、こうした自社

施設で蓄積された省エネや再エネ、CO2削減、さらにはBCP（事

業継続計画）といったノウハウがそのまま建築事業や環境エネ

ルギー事業の競争力向上につながる点も特徴です。

竹ケ原　確かにそれは他の住宅メーカーやゼネコンにはない

大きな強みですね。CO2削減といった気候変動を「緩和」する分

野で事業機会が見込めることがわかりました。では、既に起こ

りつつある気候変動の影響に備える「適応」の分野での取り組

みは、いかがですか。

小山　「適応」の分野にも関心を持って取り組んでいます。私た

ちの事業に関連するところでは、異常気象などに伴う自然災害

によって、お客さまの事業が一時的に継続できなくなったり、

住宅のお客さまが生活し続けられなくなるような事態が想定さ

れます。2018年に竣工した当社の「大和ハウス佐賀ビル」で取

り組んだ、再エネと蓄電池を組み合わせた、再エネ100%によ

る電力自給システムは、普段は再エネで脱炭素に貢献しつつ、

災害に伴う停電時には電力を自給することでBCPをサポート

します。2019年3月に発表した戸建住宅の「災害に備える家」も

LCP（生活継続計画）をサポートする「適応」商品のひとつと言え

ます。

竹ケ原　お客さまのBCPやLCPに関わるソリューションを開発・

提供していくことは、御社にとっての重要な使命であり事業機

会のひとつと言えますね。

TCFD※1に基づく情報開示でも期待されるリーダー
シップ

竹ケ原　しっかりリスクを認識した上で、それをチャンスに変

えようとされている御社の考えがよく分かりました。ただ、昨

Ｅ
環境

大和ハウス工業  環境部長　小山 　勝弘株式会社日本政策投資銀行　竹ケ原　啓介氏

今はそうした戦略をしっかり論理立てて説明することも求めら

れ、金融安定理事会によるTCFDの最終提言では複数のシナリ

オを想定し企業としてのレジリエンスを示すべきとされていま

す。御社のTCFD提言への対応はいかがでしょうか。

小山　当社では、比較的早く2018年9月に賛同を表明しまし

た。この提言で求められている開示項目は、ガバナンス・戦略・

リスク管理・指標/目標の4つですが、いずれもこれまで取り組

んできた内容でしたので、その概要を整理し「サステナビリティ

レポート2019」で開示しています。

竹ケ原　とはいえ、財務影響の開示やシナリオ分析は難しいと

聞きます。

小山　確かにその2つは大きなハードルです。ただ、財務影響

の開示もまずは<大・中・小>といった『程度』での開示とし、シ

ナリオ分析も過去に行ったマテリアリティ分析をベースに複数

の外部シナリオを参照しながら整理し直しました。いずれもま

だ不十分と認識していますが、投資家のみなさまからご意見を

頂戴し、精度を高めていければと考えています。

竹ケ原　TCFD提言については開示する側、利用する側、双方

に課題があります。最終的には、企業の戦略やレジリエンスに

ついて、いかに納得感がある説明をできるかが鍵です。御社が

財務影響の程度などを定性的に示しつつ、戦略の妥当性を説

明されようとしている点は、第一ステップとして評価できます。

御社にはTCFD対応でもリーダーシップの発揮を期待してい

ます。

国際イニシアティブに参画し、脱炭素への取り組みを加速

竹ケ原　2016年に早くも環境長期ビジョンを策定しているの

は先駆的な取り組みと言えますし、そこからバックキャストし

て環境行動計画を展開していることもESG投資が期待するロ

ジックです。

小山　環境長期ビジョン「Challenge ZERO 2055」は、「パリ協

定」を契機に私たちが目指したい場所をはっきりさせようとい

うことで描いた、いわば「究極のゴール」であり、社内外の「非

連続的なイノベーション」に期待している部分もあります。逆

に言えば、現時点とのギャップもあり、足元の具体的な活動に

はつながりにくいとの課題も認識しています。そこで、より具

環境貢献型事業売上高（億円）

サステナビリティレポート2019　▶P.163-164（TCFD への対応）
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基盤の強化

サステナブルな社会の実現を目指し、グループ、グローバル、 
サプライチェーンを通じて環境負荷 “ゼロ”に挑戦します

対談  大和ハウスグループの環境への取り組み
マテリアリティ　基盤1  環境負荷の低減と企業収益の両立

基
盤
の
強
化

https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/env_All.pdf
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RE100※4

達成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※2

達成 15年度比
1.27倍

15年度比
1.4倍

15年度比
2倍

15年度比
1.5倍

（年度）

EP100※3

達成

20302018 2021 2055
（100周年）

2015

再生可能エネルギー率（再エネ発電量／電力使用量）
再生可能エネルギー利用率（再エネ利用量／電力使用量）

売上高当たり温室効果ガス排出量 エネルギー効率
（売上高／エネルギー使用量）

ため池を利用した太陽光発電所（大阪府泉南市）

ECOサポーター研修の様子

体的なゴールとして2030年のマイルストーンとすべくSBT※2

の認定を取得。国際的なお墨付きを得つつ、その達成に向けた

施策目標としてエネルギー効率の倍増を目指す「EP100」※3と

再エネ100%を目指す「RE100」※4への参画を果たしました。

竹ケ原　EP100、RE100への同時加盟は住宅・建設業では世界

初となり、SBTの認定も含めて、気候変動対策に非常に積極的

に取り組んでおられますが、これらイニシアティブに参画され

たねらいについて教えてください。

小山　SBTは今後国内外でビジネスをしていく上でのパスポー

トと認識しています。その達成に向け、まずは省エネを徹底し、

それでも必要なエネルギーは再エネでまかなおうと、包括的に

検討を進めました。したがって、当社にとってはこれら3つに同

時に参画するのは必然でした。

竹ケ原　確かにエネルギーは使い放しのまま、それらを再エネ

に転換するというのでは合理性に欠けますね。その点、省エネ

を徹底した上で再エネに転換するという御社の考えは非常に納

得感があります。

小山　EP100とRE100は温室効果ガスの削減目標を達成する

ための手段でもありますが、それ以上に機会の獲得という側面

もあります。ドイツで開催されたCOP23（気候変動枠組条約締

約国会議）に参加した際、欧米の大手企業がこうしたイニシア

ティブを次々と立ち上げ、大きなうねりになっているのを目の

当たりにし、日本でも同じ志を持ったメンバーと省エネ・再エ

ネの取り組みをリードしていくことで、スピード感と影響力を

持って推進していけるのではないかと考えました。事実、私た

ちの加盟以降、参加企業が増えつつあるのは心強い限りです。

今後は、こうした動きをさらに加速させ、省エネや再エネ、蓄

エネといったマーケットの拡大を図ることで、ゼロ・エネ施設

やメガソーラー、蓄電池ビジネスといった事業機会につなげて

いきたいと考えています。

ネをどう調達するか」ではなく、「いかに新たな再エネを増やすか」

ということに軸足を置いて進めたいと考えています。具体的に

は、現在、私たちが運営している再エネ発電所は、全国217ヵ所、

約300MW（メガワット）で、その発電量は当社の電力使用量の

約85%に相当します。まずはこれを2030年に100%まで増や

したい。その後、順次自家消費に切り替え、2040年にはすべて

の使用電力を再エネでまかない、RE100を達成する計画です。

竹ケ原　RE100も達成までの道筋が見えているのですね。既

に自らの再エネが電力使用量の85%に相当するとは驚きです。

今後もそれらを自らつくって増やそうという考えにも深く共感

します。今後カーボンプライシングの導入が検討されているこ

となどを考えると、移行リスクの低減にもつながり、企業のレ

ジリエンスの観点からも価値があります。

人財育成により営業力の強さと環境意識の高さを両立

竹ケ原　こうした長期ビジョンの実践には、従業員の各層が自

分ごととして理解し行動に移していくことが不可欠です。営業

力の強さと環境意識の高さを両立する人財育成について教え

てください。

小山　環境に関しても「徹底した“現場主義”と“積極精神”」とい

う基本的な考えは変わりません。まずはとにかくやってみて、

お客さまや地域の方から「ありがとう」と言っていただいたり、

逆にご指摘をいただく中で、自分ごととして実感して欲しいと

思っています。

　そのための仕掛けのひとつが、当社独自の「ECOサポーター

制度」です。全事業所に配置したECOサポーターを中心に、自

分たちで考え作成した事業所独自の環境計画を推進する形で、

※1　TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）とは、気候関連財務情報開示タスクフォースのこと。投資家に適切な投資判断を促すため、一貫性や比較可能性、信
頼性などをもつ気候に関する財務情報の開示を企業に促すことを目的に提言を発表した。　　※2　SBT（Science Based Targets）とは、パリ協定の「2°C目標」に整合した科学的根拠を有
する温室効果ガス削減目標の設定を企業に促す国際的なイニシアティブ。　※3　EP100とは、事業のエネルギー効率を倍増させることを目標に掲げる企業連合。　※4　RE100とは、事
業運営に要する電力を100%再生可能エネルギーでまかなうことを目標に掲げる企業連合。　　※5　RPA（Robotic Process Automation）とは、ロボットによる業務の自動化のことで、
従来よりも少ない人数で生産力を高めるための手段。

事業所の自主性と全社戦略遂行の両立を図っています。さらに、

より積極的な創意工夫を促すため、全社戦略を反映した10の

管理指標を用いて四半期ごとに「事業所ECO診断」と称した成

績表を公開、通期の実績を事業所単位の業績評価に反映する仕

組みも取り入れています。

竹ケ原　ECOサポーターが、全社戦略をかみ砕いて自事業所

の計画に落とし込む役割を果たしているのですね。強い理念と

崇高なビジョン、野心的な目標を掲げると同時に、それらを現

場に落とし込む精緻な仕組み、その両輪で強固な環境経営が実

践されているのがよく分かりました。

今後の課題は、グローバルとサプライチェーンへの展開

竹ケ原　気候変動を中心に網羅的かつ先進的に環境経営に取

り組んでおられますが、最後に今後の課題をお聞かせください。

小山　グローバルとサプライチェーンが課題と考えています。

海外では法規制も違えば文化も違う、環境意識や関心の高さも

それぞれです。事業の海外展開が加速する中、この3ヵ年で環

境マネジメントの対象範囲をすべての海外連結子会社に拡大

するとともに、一部の海外事業では環境パフォーマンスの目標

管理や環境貢献型事業の推進にも取り組んでいきます。

　また、サプライチェーンとの協働については、これまで建材

の「化学物質管理」や木材の「原産地管理」など、リスクの顕在化

に合わせて対応を進めてきました。この3ヵ年は、さらに「気候

変動リスク管理」にも踏み込み、当社のサプライヤー組織内で

の推進体制を構築し、温室効果ガス削減に向けた直接支援にも

取り組んでいきます。

竹ケ原　新たなフロンティアとして、グローバル・サプライチェー

ンの領域でも、先駆的な取り組みを期待しています。

竹ケ原　ここでも環境対応を事業機会に活かすという姿勢が

一貫していますね。ただ、EP100やRE100はかなり野心的な目

標です。どのように達成されようとしていますか。

小山　まずEP100については、既存施設で省エネ改善を徹底す

るとともに、新築施設はショールームとしての活用も視野に、

原則すべてゼロ・エネ施設としていく計画です。「長年省エネに

取り組んできた日本企業にとってEP100が一番難しい」と言わ

れますが、私は達成できると考えています。というのは、これ

は省エネというより、生産性（Productivity）の指標だからです。

オフィスで今から10%の省エネをするのは至難の業ですが、2

時間の残業を無くせば、それだけでエネルギー効率は20%向

上します。ゼロ・エネ住宅や施設の提案によって請負物件の一

棟単価を上げることも、同程度の業務負荷で売上を増やすとい

う意味では、エネルギー効率の向上に寄与します。

竹ケ原　その考え方は面白いですね。「省エネ」は限界かもしれ

ませんが、「生産性の向上」と考えれば、AI（人工知能）やRPA※5

の導入、現場施工の自動化など、まだまだ余地がありそうです。

「働き方改革」にもつながりますし、建設業の人手不足といった

社会課題の解決にもつながります。

RE100の方はいかがですか。こちらも国内ではなかなか難し

いと思いますが。

小山　私たちは電力の需要家である一方で、自ら再エネ発電所

を建設し運営を行う再エネ事業者でもあります。「今ある再エ

サステナビリティレポート2019　▶P.140-181（環境との共創共生）
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社外監査役 常勤監査役 社外取締役

Chapter 4

取締役会+監査役会

指名諮問委員会　 N 取締役会　 B 監査役会　 A

報酬諮問委員会　 R コーポレートガバナンス委員会　 G

芳井　敬一

社長
CEO/COO

B N R G

B B B B B

B N R G B N R G B N R G

B G

石橋　民生

副社長　 
情報システム担当　サステナビリティ担当

B N R G

香曽我部　武

副社長　 
経営管理本部長　CFO

取締役会のモニタリング機能を強化するための委員会体制

業務執行に係る委員会（マネジメント委員会）の設置に関する考え方
幅広い事業領域での事業展開を行う上で、取締役会におい
て意思決定したことを迅速かつ適確に実行するための「合同役
員会」、取締役会における意思決定や経営の舵取りに必要とな
る事項の審議機関としての「不動産投資委員会」や全社的な内
部統制システムの監督ならびに運用の実効性確保のための「内
部統制委員会」、「リスク管理委員会」など、業務執行に係る委
員会（マネジメント委員会）を設置し、ビジネス機会への確実性
の高いアプローチとリスクコントロールのバランスを備えた事
業展開に努めています。

合同役員会
取締役会と執行役員の意思疎通を図り、取締役会で意思
決定された事項を適切に執行するための合議体として設
置しています。（議長：社長）

内部統制
委員会

「内部統制システム構築の基本方針」の定めに則った適切
な内部統制の実施のため、その運用状況の報告を求め、監
督します。（統括責任者：社長、委員長：経営管理本部長）

リスク管理
委員会

当社グループの経営に係るリスク発生の予防・抑制、リス
ク発生後の損失の軽減およびそれらを行うためのリスク
管理システムを構築・維持しています。（委員長：経営管
理本部長）

不動産投資
委員会

不動産開発投資事業における資本の合理的かつ効果的な
投資の意思決定に資するため、事業性およびリスクを評
価します。（委員長：社長）

取締役会の構成の考え方
当社の取締役会は「多くの人の役に立ち、喜んでいただける」
事業を推進するという創業当時から大切にしてきた考え方に
基づき、これを「人・街・暮らしの価値共創グループ」として経
営ビジョンに掲げ、具現化することならびに将来にわたり継承
する人財を育成することを使命としています。
経営ビジョンの実現のために、業務執行を担う経営幹部は、

現場主義の精神のもと、社会のニーズを常に探求し、取締役会は、
社会が求めるニーズを事業としてどのように具現化するかを審
議・決定しなければなりません。これらの考えから、適確かつ迅
速に実行できる業務執行取締役を中心とした取締役会を構成
しています。

取締役会諮問委員会（ボード委員会）の設置に関する考え方
当社の機関設計は、業務執行取締役を中心としたマネジメ
ント機能と、複数の独立社外取締役および取締役会の意思決
定に投票しない監査役・監査役会を中心としたモニタリング機
能（監督機能）の、両面のバランスを備えています。
その中で指名・報酬に関する事項については、取締役会の機
能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の諮問委
員会を設置しています。当諮問委員会は独立社外取締役の適
切な関与・助言を得られるよう、独立社外取締役を委員長とし、
過半数を独立社外取締役で構成しています。
さらに、中長期的な経営課題等幅広いテーマについて、社外
取締役・社外監査役の有する知見を取り込むためのコーポレー

トガバナンス委員会を設置し、自由闊達な意見交換を行って
います。

指名諮問 
委員会

取締役の選解任に関する株主総会に付議される内容およ
び各取締役の評価について、人事担当役員から説明を受
け、妥当性を協議し意見を述べています。（委員長：独立
社外取締役）

報酬諮問 
委員会

取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針および株
主総会に付議される報酬等の内容について諮問を受け、
意見を述べています。（委員長：独立社外取締役）

コーポレート 
ガバナンス 
委員会

コーポレートガバナンスや企業経営全般に関するビジョン・
戦略等について、多様な視点、長期的な視点に基づく意見
交換を行っています。（委員長：最高経営責任者）

織田　昌之助 中里　智行 木村　一義桑野　幸徳 平田　憲治 重森　豊飯田　和宏 西村　達志 籔　ゆき子

山本　誠 浦川　竜哉 下西　佳典 出倉　和人 大友　浩嗣

（独立役員） （管理） （独立役員）（独立役員） （営業） （独立役員）（技術） （独立役員）

常務執行役員
営業推進副担当

常務執行役員
建築事業担当

常務執行役員
流通店舗事業担当

常務執行役員
集合住宅事業担当

常務執行役員
住宅事業担当

樋口　武男

会長

B

非
業
務
執
行
者

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
委
員
会（
年
2
回
）

内
部
統
制
委
員
会（
年
4
回
）

代
表
取
締
役

業
務
執
行
取
締
役

A G A G A G A G A G A G

B

有吉　善則

常務執行役員
法令遵守・品質保証
推進本部長

B

田辺　𠮷昭

常務執行役員
総合技術研究所長
商品開発担当

B

土田　和人

専務執行役員
未来共創センター長 
環境担当

B

藤谷　修

専務執行役員
営業本部長

社外
27.3%

代表取締役
3名

13.6%

取締役
10名

45.5%

社外取締役
3名

13.6%

常勤監査役
3名

13.6%

社外監査役
3名

13.6%

22名

Ｇ
ガバナンス

（不動産投資委員会に関する詳細）P.91
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Chapter 4

持続的な発展のための後継者育成の仕組み

政策保有株式の売却

取締役候補者の選任および 
取締役の解任提案手続き

当社の持続的な発展のための最重要課題は人財育成です。「企
業は人なり」という創業者の教えのもと、階層的な人財育成の
仕組みを構築することに注力しています。経営上の経験や蓄積
したノウハウが途切れることなく継承されることが、健全で持
続的な発展のために不可欠な要素であるとの考えから、各階層

における人財が交わる場を意図的に設けることで常に上位の
職責を意識付け、人財プールの拡充を図っています。
これにより、新たな事業分野への挑戦や、事業領域・事業地
域の拡大に対応できる人財基盤を強化するとともに、有事や経
営環境の変化に即時に対応できる体制を構築していきます。

当社は、相手企業との関係・提携強化を図る目的で、政策保
有株式を保有しています。取締役会は毎年、個別の政策保有株
式について、取引の状況、財務諸表、外部格付及び当社資本コ
スト（WACC）から算出した「株式保有に見合う必要利益額」等
から、株式の保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証してい
ます。その結果、政策保有株式の銘柄数は2014年度末時点の
98銘柄から、2018年度末時点で69銘柄へと削減しています。

合同役員会
創業者精神の継承と
中長期的な経営責任を
果たすための体制

次世代経営者層

執行役員

取締役

代表取締役

当社では2018年6月に改訂されたコーポレート
ガバナンス・コードの「原則3－1」に基づき、取締
役候補者の選任および取締役の解任提案手続きを
定めています。
取締役候補者の選任を行う際には、独立性・客
観性の確保のため社外取締役3名と社内取締役2
名で構成される「指名諮問委員会」での審議を行い、
その審議結果を踏まえて取締役会で決議を行います。
取締役の解任提案については取締役会にて決議
を行います。

【政策保有株式売却時の判断基準】
株式の保有目的を「取引拡大」「関係強化（仕入先等）」「事業提携」「その他」
に分類し、現在の取引状況を基に年に1回政策保有株式の保有理由を確
認し、保有理由の薄い銘柄を売却しています。

【CEO職解任手続き】
当社では2018年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コード補充原則4－3③に基づき、CEO職の解任手続きについて定めています。
業績目標に対する定量的な評価やその他の状況を勘案し、指名諮問委員会の開催および審議を行い、取締役会への解任議案付議の要否を審議します。
その後に取締役会に付議し過半数が解任に賛成すればCEO職の解任となります。
なお、それぞれの審議や決議にはCEOは加わりません。 

取締役候補者の選定基準
1.  優れた人格・見識を有し、経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していること
2.  全社的な見地、客観的に分析・判断する能力に優れていること
3.  先見性・洞察力に優れていること
4.  時代の動向、経営環境、市場の変化を適確に把握できること
5.  自らの資質向上に努める意欲が旺盛なこと
6.  全社的な見地で積極的に自らの意見を申し述べることができること
7.  会社法第331条第1項に定める取締役の欠格事由に該当しないこと

取締役の解任基準
1.  公序良俗に反する行為を行った場合
2.  健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合
3.  職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合
4.  会社法第331条第1項に定める取締役の欠格事由に該当することとなった場合
5.  選定基準に定める資質が認められない場合

取締役候補者
の選任手続き

過去3年間（年度ごと）の政策保有株式売却実績

経営後継者育成研修「大和ハウス塾」

グループ全体で大和ハウス塾より多数の役
員を輩出

取締役会 経営トップの後継者育成

年度 売却銘柄数
2016年度 全株売却8銘柄、一部売却1銘柄
2017年度 全株売却6銘柄、一部売却2銘柄
2018年度 全株売却6銘柄、一部売却1銘柄

指名諮問委員会 取締役会
上記の基準に該当するかどう
かを審議し、取締役会へ付議 取締役候補者の選任を決議

選任

選定報告 監督

監査

助言

連携　

連携連携

提言

情報提供意思決定に基づく
業務執行

選任 選任

監査
諮問

答申

会計
監査

連携
監査

連携内部統制
推進

株主総会

内
部
監
査
部
門

不
動
産
投
資
委
員
会

監督・意思決定機能

業務執行機能

取締役・執行役員
合同役員会

各部門
（本社・事業部門・支社・支店）

会
計
監
査
人リスク管理委員会

内部統制委員会

代表取締役社長

執行役員

グループ会社

指名諮問委員会
報酬諮問委員会

コーポレート
ガバナンス委員会

全社環境推進委員会
サステナビリティ委員会

内部統制組織執行組織

取締役会 監査役会

監査役
社外監査役

取締役
社外取締役

コーポレートガバナンス体制図

その他の制度・取り組み等

ボード委員会・マネジメント委員会

取締役会・監査役会

コーポレートガバナンス向上のための取り組み

～2010 2016～ （年度）2013～2011～
第3次中期経営計画 第4次中期経営計画 第5次中期経営計画

▪取締役の任期を1年に短縮（2001）

▪リスク管理委員会の設置（1999）

▪全社環境推進委員会の設置（1997）

▪コーポレートガバナンス委員会の設置（2012）

▪業績連動型有償ストック・オプション発行（2013/2016）

▪不動産投資委員会の設置（2008）

▪執行役員制度の導入（2007）

▪独立役員による株主からの意見の聴取（独立役員への報告会）（2012）

▪社外取締役の選任（2012）※社外2名

▪女性社外取締役の選任（2016）※社外3名

▪取締役会実効性評価実施（2015）

▪報酬諮問委員会の設置（2015）
▪指名諮問委員会の設置（2015）

▪内部統制委員会の設置（2015）
▪サステナビリティ委員会の設置（2017）

▪ガバナンスガイドライン制定（2015）
▪株式報酬制度導入（2016）
▪従業員持株会ESOP導入（2016）

▪監査役通報システム導入（2016）
▪SDGs・ESGの推進体制整備（2018）
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Chapter 4

報酬方針
目的
当社の取締役報酬※1は、業績との連動ならびに企業価値創造

の対価として適切な報酬制度を設計することにより、優秀な経
営人財を生み、また確保し、上場企業として持続的な発展に資
することを目的としています。
経営環境の変化に対し、上場企業の経営者として、あくまで

中長期的な企業価値向上に向けた適切な経営判断がなされるよう、
バランスを備えた報酬制度を構築しています。
※1　社外取締役を除く。

内容
報酬の内容は以下の通りです。
① 固定報酬
　すべての取締役及び監査役を支給対象とし、「職責を果たす」こ
とへの対価として、金銭にて固定報酬として支給します。なお、
株主総会決議により、取締役の報酬限度額は月額7,000万円、監
査役の報酬限度額は月額1,800万円です。
②年次賞与
　取締役（社外取締役を除く）を支給対象とし、「利益を出し、企
業を成長・発展させる」ことへの対価として、連結経常利益の0.5%
以内で、金銭にて業績連動報酬として支給します。（KPI：連結経
常利益）
③株式報酬
　取締役（社外取締役を除く）を支給対象とし、株主利益とのより
一層の連動を図り、中長期的な企業価値向上へのインセンティブ
を高めるため、株式にて業績連動報酬として以下の2種類の株式
報酬を支給します。
（1） 業績連動型譲渡制限付株式報酬(以下、「譲渡制限付株式報酬」)
　中期の業績目標達成と株主価値向上へのコミットメントを促
すために支給します。中期経営計画の開始とともに、中期経営計
画期間における各事業年度の連結営業利益の達成状況に応じて、
退任までの譲渡制限を付した当社株式を交付する制度です。（KPI：
中期経営計画期間の連結営業利益）

（2）株式交付信託
　「長期的な株主価値創造」への対価として支給します。
　株主総会にて決議した金額を上限に金銭を信託、当社株式を
取得し、ROE（自己資本当期純利益率）の達成度に応じて取締役
へ株式を交付する制度です。（KPI：各事業年度のROE）
また、支給額については、より中長期的な企業価値向上への
インセンティブとなる株式報酬については、原則10%程度を確
保するよう努めます。

決定プロセス
これらの内容については、独立性・客観性を確保するため、委
員の過半数を社外取締役で構成し、委員長を社外取締役とする
報酬諮問委員会での協議を経て取締役会にて決定します。
また、年次賞与は、当該事業年度の実績に対する役員への支
給額について株主のみなさまの意思をお諮りすべく、毎年の株
主総会議案に上程することとしています。

株主のみなさまとの一層の価値共有のための取り組み
当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重

した行動に資するため、持株会などを通じて役職員の自社株保
有を推奨しています。
特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重

要な役割を果たす経営者および経営者候補生については、以下
の通り持株ガイドラインを定め、原則として一定数以上の自社
株を保有することとしています。
＜持株ガイドライン＞
当社取締役：  原則、就任から3年以内に 

当社株式を6,000株以上保有する
執行役員：  原則、就任から3年以内に 

当社株式を3,000株以上保有する
グループ会社取締役※2： 原則、就任から3年以内に 

当社株式を2,000株以上保有する
※2　100%子会社の取締役のみ対象。

報酬体系

期間 報酬の種類 KPI

短期
固定報酬（金銭） —（月額7,000万円以内）

年次賞与（金銭） 連結経常利益（0.5%以内で支給）

中長期

譲渡制限付株式報酬（株式） 中期経営計画期間の連結営業利益
（2019年度：3,780億円　2020年度：3,900億円　2021年度：4,050億円）

株式交付信託（株式）

ROE（ROEの実績に応じて業績連動部分の交付株式数が変動）
　13%以上※3＝1（満額支給）
　8%以上※413%未満＝0.5
　8%未満＝0

※3　当社が第6次中期経営計画に掲げる目標値。　　※4　伊藤レポート（2014年8月に公表された、経済産業省が事務局を務める「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資
家の望ましい関係構築～」プロジェクトの最終報告書）において提言されている上場企業としての最低限の目標値。

第5次中期経営計画
（2016年度～2018年度）

固定報酬

賞与

株式交付 
信託

有償ストック・
オプション

短期

短期

中長期

中期
投
資
制
度

報
酬
制
度
業
績
連
動

第6次中期経営計画
（2019年度～2021年度）

固定報酬

賞与

株
式
報
酬

譲渡制限付 
株式報酬

株式交付 
信託

短期

短期

中長期

中長期

報
酬
制
度
業
績
連
動

報酬支給実績
（百万円）

報酬内容 2016年度 2017年度※5 2018年度 2018年度
報酬構成比率

取締役固定報酬
（社外取締役除く）

  756
（18名）

735
（19名）

742
（16名） 43.1%

取締役賞与 1,010
（16名）

986
（15名）

836
（16名） 48.5%

株式報酬   153
（16名）

129
（15名）

145
（16名）  8.4%

※5　 2018年6月28日開催の当社第79期定時株主総会の決議により贈呈した退任代表取
締役に対する特別功労金100百万円を除いています。

アンケート内容については、右記の項目について選択式設問
31問、記述式設問9問となっています。
選択式設問については5段階での評価を行いました（5が最高

評価、1が最低評価）。
相対的に取締役会全体についての評価は高かったものの、ト
レーニング（必要な知識の習得機会）についての評価が低くな
りました。

評価項目

各評価項目の状況から、取締役会の実効性は十分確保されているものと評価しました。
一方、取締役会の構成については、さらなる事業の発展のため、知識・経験・専門性、ジェンダー、国際性などバランスの取れた
構成にする必要性を認識しました。また、変化し続ける経営環境に対する必要な知識の習得のため、取締役および執行役員を対象
に、「海外事業の拡大とマネジメントの強化」について、外部講師による研修を実施しました。

2018年の評価結果の概要

当社では2015年より「コーポレートガバナンスガイドライン」
に基づき、取締役会の機能および実効性の向上を目的として
取締役会の実効性評価を実施しています。
評価方法については、全取締役・監査役によるアンケート調
査を行い、その結果ならびに監査役会による評価を踏まえて取
締役会としての実効性評価を実施しています。

2015年および2016年については自社にてアンケート項目の
選定およびアンケートの集計を行っていましたが、2017年お
よび2018年においては外部機関の協力を得てアンケートを実
施し、回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確
保しました。

取締役会の実効性評価の概要

評価プロセス

全取締役・監査役による 
アンケート 外部機関による集計

アンケート結果を踏まえた
監査役会による評価

アンケート結果・監査役会に
よる評価結果を踏まえた
取締役会の自己評価

評価結果に基づく検討

評価項目 評価平均点

取締役会の構成 4.2

取締役会の運営 4.5

取締役・監査役に対する支援体制 4.3

トレーニング 3.9

株主との対話 4.4

取締役・監査役自身の職責への姿勢 4.5

取締役会全体に対する評価 4.6
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Chapter 4

内部統制

内部統制システムの構築と運用

法令遵守・リスク管理体制

当社では、全役職員が法令を遵守した効率的な業務遂行を
行い、大和ハウスグループが持続的に成長することができるよう、
代表取締役社長を統括責任者とする内部統制委員会の規律の
下に、次のような内部統制システムを構築し、実践しています。

（1）リスク管理委員会
本社、事業所およびグループ会社（海外含む）においてリスク
事案が発生した場合には、即時に本社のリスク管理委員会の
事務局へ報告するというルールを設けています。事務局へ報告
されたリスク情報は、速やかに役員や関連部門責任者に伝達
されるとともに、毎月1回開催されている本社のリスク管理委
員会へ報告されます。
また、事業所やグループ会社においても、定期的にリスク管
理委員会を開催し、本社リスク管理委員会の議事内容を水平
展開するとともに、事業所・グループ会社内のリスク管理シス
テム構築や、本社に対する業務改善の提案を行う機能も担っ
てい ます。

（2）コンプライアンス研修
法令知識やリスク管理意識の向上を目指し、コンプライアン
ス研修を積極的に実施しています。具体的には、新入社員・中
堅社員・管理職といった各階層別に必要な知識・素養を養うた
めの階層別研修や、それぞれの部門に関連する法令知識等を
学習するための部門別研修などを行っています。

（3）内部監査
内部監査の専従部門である内部監査室は、事業所・グループ
会社の役職員に対するヒアリング、書類等の確認を実施するこ
とにより、法令および規程等に則った業務が実現されているか
を検証・評価しています。監査の結果、問題が発覚すれば、そ
の点について改善計画書の提出を求め、提出の半年後に当該
改善計画の進捗状況の報告を求めています。

グループ管理体制 監査役による監査
グループ会社の管理についてのルールとして「グループマネ
ジメント規程」を制定し、グループ各社が自主自立の精神を持っ
て事業の発展を図ることを基本原則としつつ、重要事項につい
ては当社に報告を求めることとしています。これにより、グルー
プ各社の機動的・効率的な業務遂行を尊重しつつ、当社による
適度な管理・規律を及ぼして、業務の適正を担保しています。

監査役は、取締役会のみならず、コーポレートガバナンス委
員会や全国支店長会議等の会議に出席しており、また会計監
査人と年4回の意見交換会を実施しています。これにより、当
社の業務執行に関する重要な情報が、逐一監査役に報告され
ることを制度的に担保しています。

取締役会

本社 事業所 グループ各社

監査役会

内部統制委員会

委員長：経営管理本部長
委　員：各事業担当役員

内部統制システム統括責任者
代表取締役社長

内部統制状況の
報告

内部統制状況の
報告

内部統制状況の
報告

内部統制上の不備の
改善指示など

【企業倫理綱領・行動規範に基づく凡事徹底の実践】
従業員一人ひとりが企業理念やシンボルメッセージ「共に創る。共に生きる。」を実践するため、
企業倫理綱領・行動規範、ケーススタディ、内部通報窓口について掲載した教育用小冊子「CASE 
BOOK」を2年に1度作成し、グループ全従業員に配付しています。

2018年4月に第8版を発行し、各職場において朝礼などの機会を活用した読み合わせを通
して凡事徹底に努めています。

不動産投資委員会の設置

独自の基準に基づいた審議

当社では、不動産開発事業への投資について、その事業性お
よびリスクを評価し、十分に審議検討することにより適切な判
断を期するため、不動産投資委員会を設置しています。委員会
は原則10日に1回程度開催し、委員長は、代表取締役社長が務
めています。なお、会社の意思決定は委員会と並行して行われ
る電子稟議決裁および取締役会決議により行われます。
不動産投資委員会では、稟議および取締役会の意思決定に
資するために、投資金額区分に従い、一定額以上の国内外の不
動産投資案件について審議を行っていますが、「東京オリンピッ
ク・パラリンピック」関連案件、公共性の高い施設等の運営権

などに関する案件（空港、公園、道路などのインフラ施設関連
コンセッション）、このほか、土地・施設が官民いずれのものでも、
社会的な影響が大きいニュースバリューを有する案件は、投資
金額にかかわらず、審議の対象としています。さらに、会社に
大きな風評被害をもたらすリスクを秘めている場合や、共同事
業者の構成により当社の出資比率が低くても実質的に全責任
を負うリスクがある場合等も、金額要件にかかわらず審議の対
象としています。なお、当委員会は2008年より審議を開始し、
2018年度末までに291件の審議を行っています。

審議の際は、該当する案件についての起案部門および関連部
門からの説明などに基づき十分な審議を行います。投資基準に
ついては、IRRをハードルレートに設定し、当該基準をクリアし
た場合に投資実行が採択されますが、同時に、投資実行が当社
の経営理念・経営戦略・ブランドイメージと合致しているかといっ
た側面、また、法務リスク、土壌・地下水汚染等の環境リスク、

地盤リスク、建築費の妥当性など、多面的なリスク評価（15部門、
25項目）を行い審議します。従って、経済的な観点からはクリ
アする投資案件であっても、当該投資実行が当社の目指すべ
き姿・ビジョンと大きく相違する場合や、環境への影響が大き
い場合等には、当該投資は採択されません。2018年度は40件
の審議を行いました。

リ
ス
ク（
投
資
金
額
ベ
ー
ス
）

【経済的なリスク評価】
・IRRをハードルレートに設定※

+
【多面的なリスク評価（15部門、25項目）】
・経営理念・経営戦略・ブランドイメージとの合致
・法務リスク
・土壌・地下水汚染、地盤リスクなど環境への影響
・建築費の妥当性　など

投資判断のためのリスク評価対象となる主な不動産開発事業

リスク（投資金額ベース）の影響度に応じた審議・意思決定プロセス

分譲住宅、分譲マンション 
などの販売用不動産

土地の購入・賃借、建物建設
による収益不動産

特別目的会社（SPC）などへの
出資を伴う収益不動産

PFI事業、再開発事業、 
土地区画整理事業など

審議

不動産投資委員会で審議

社会的な影響が大きいニュースバリューを有する 
案件は不動産投資委員会での審議対象とする

意思決定

電子稟議決裁

取締役会決議

不動産投資委員会で必要と判断された 
場合や事業地域（海外）等の一部の条件に
よっては取締役会での決議対象とする

高

低

※　 WACC（株主資本コストと負債コストの加重平均）を基準にリスクプレミアムなど
を加味して設定。 サステナビリティレポート2019　▶P.36-65（CSR経営の基盤）
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経営体制

基
盤
の
強
化

https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/CsrManagement.pdf


Chapter 4

当社は、経営ビジョンに掲げる「共創共生」の精神のもと、株主・
投資家との目的を持った対話を実現するために、双方向のコミュ
ニケーションの充実を図っています。中長期的な企業価値を判
断するための情報開示に努め、株主・投資家との対話を通じて

いただいた意見・要望については取締役また経営幹部ならびに
社外役員へフィードバックを適時適切に行い、課題認識を共有し、
会社の持続的な成長と企業価値の向上に努めています。

ミーティングでは、「統合報告書2017」で顕在化した課題
に対して、「統合報告書2018」で取り組んだ内容をご説明し
ました。新たに追加した社会的貢献と当社の持続的成長を
実現する価値創造プロセスにより、事業面だけでなく、E・S
面からも重要課題を認識し、事業(財務)と基盤(非財務)へ
落とし込むプロセスを可視化しました。将来像では、競争優
位性を維持・向上しながら、社会課題を起点としてビジネス
フィールドの拡大を目指す姿を整理しています。また環境・
社会・ガバナンスの各テーマにおける取り組みや今後の課
題についてもご説明しました。
参加いただいた機関投資家からいただいたご意見として

は、「『人が心豊かに生きる社会の実現』と、売上高10兆円の
企業グループの達成は、どのように繋がるのか」「ESGに取り
組むことで御社の資本コストにどのような影響を及ぼすか」
「マテリアリティの特定を進めて欲しい」「社外からはそのガ
バナンスの良さを計り知ることができない」「ガバナンスの
実効性をどのように高めているのか」「社会にとってはアウト
カムの方が重要度は高いが、御社が立てたアウトプットが計
画通りに達成できたが、アウトカムには影響がなかったとし
たら、なぜか、という振り返りを大切にしてほしい」など、多
くの貴重なご意見・ご要望をいただきました。
今後も、対話を通じて相互における理解を深めてまいります。

2018年度 取り組み実績

ESGスモールミーティング

株主総会（2019年6月25日） 
●出席者数 835 名
●議決権行使比率 84.78 %

機関投資家・アナリストとの対話 延べ751 社
国内外の機関投資家との面談・電話取材の対応 随時 334社
電話カンファレンスでの決算説明会 4回 201社
経営トップによる経営説明会 2回 109社
機関投資家向け施設見学会 7回 63社
事業担当役員による事業戦略説明会 1回 10社
ESG関連の対話実績 随時 34社

経営トップによる海外ロードショー
英国、北米、

シンガポール、
香港

個人投資家との対話 延べ509 名
個人投資家向けオンライン会社説明会 1回 509名

IR活動を通じていただいた
意見・要望の社内フィードバック
取締役会での活動報告 年1回
社外取締役への活動報告 半期毎
事業部門との業績・市場動向についての意見交換 四半期毎

「統合報告書2018」を投資家とのコミュニケーション・ツールとして
活用したESGスモールミーティングを実施しました。

日　　　時 2018年12月19日
参　加　者 機関投資家　28名

当社参加部門 CFO、IR担当役員、総務部、環境部、
サステナビリティ企画部（旧CSR部）、IR室

売上高や
利益

価値創造
ストーリー

経営理念・
DNAや経営基盤

2019年6月18日に第三者委員会および外部調査委員会からの最終報告と再発防止策の提言を受けております。現在、再発防止
策の策定およびその着実な実行に努めるとともに、グループ全体のガバナンス体制の再整備に取り組んでおり、その内容について
は2019年11月に公表予定です。

中国関連会社における不正行為（第三者委員会からの報告書）

概要 1.預金の不正な出金について
•  関連会社の大連大和中盛房地産有限公司（以下、大連

JV）において、合弁先である大連中盛集団有限公司（以
下、中盛集団）から派遣された取締役ならびに出納担当
者（計3名）により14 億人民元（約228億円）の資金が不
正に引き出されていました

2.販売用不動産の無断売却について
•  中盛集団の債務の代物弁済に供するため、大連JVの販
売用不動産167件が無断で売却されていました

原因・背景 1.  中盛集団による問題行為の発生や、中盛集団の資金
不足により当社の出資比率が80%超となっていたに
も関わらず、50：50の議決権比率を維持したことに
より、当社が十分に大連JVをコントロールできなかっ
たこと

2.  本社部門による大連JVの内部統制システムの構築支
援が十分でなかったこと

3.  本社部門における役割分担が明確でなく、発生した
問題に対する効果的な解決が図れなかったこと

4.  監査役監査をはじめとしたモニタリングの結果に対し、
取締役会などで十分な対応が取られなかったこと

影響額 125億円※1

※1　2019年3月期に持分法投資損失として経常損益に計上しています

委員会から 
提言された 
再発防止策

1.合弁会社の設立・管理について
① 合弁会社管理の基本方針の策定、合弁契約および定款
への落とし込み
②合弁スキームの慎重な検討
③合弁パートナーに対する調査　など

2.合弁会社の平時の運営について
①財産管理方法の見直し
②定款その他社内規則の整備、見直し
③派遣駐在員の適切な配置
④現地監査法人が行う監査の品質確保に関する検討　など

3.現地の制度、法律、商習慣についての理解の向上
4.現地法人・合弁会社の運営を支援する本社体制の構築
5.有事に対応できる体制づくり

 海外事業に関する現地・本社間および事業部間の所掌、
責任および権限の明確化　など

6.ガバナンス・内部統制機能の拡充
①内部監査・財務検査の見直し
②グローバル内部通報制度の周知
③ 取締役会等の重要な会議体における指示後のフォロー

7.  不正リスクに対する役職員の理解向上を目的とする
研修

現状 大連のプロジェクト（イワ・セイカイ）の工事はストッ
プしており、事業の継続に向けてさまざまな方策を検
討しています（2019年8月現在）

建築基準に関する不適合等（外部調査委員会からの報告書）

概要 内部通報をきっかけに、弊社が建設した戸建住宅・
賃貸共同住宅の一部の建物における建築基準に関す
る不適合等が発覚

1.防火安全性が不十分な可能性（賃貸共同住宅77棟）
2.型式不適合（L字型受柱192棟、独立基礎3,763棟）

原因・背景 1. 法令遵守体制の運用上の問題
　 型式適合認定制度の実際の運用において、設計者全員
が同制度に基づき取得した仕様を正確に理解しないま
ま設計したこと

2.  事業所と本社（商品開発部門および技術本部）のコ
ミュニケーション不足
 型式適合認定制度について全社的な統括部門である技
術本部が、型式適合認定制度の下における建築基準法等
の法令に従った申請手続きなどの法令遵守を周知徹底し
ておらず、運用が個々の設計者に委ねられていたこと

3.設計図書作成のプロセスの問題
 技術本部が各事業所および生産業務センターに対し、
CADシステムにおける仕様制限の意味・重要性を十分
に連絡・説明できていなかったこと

影響額 15億円※2

※2　2019年3月期に売上原価として営業損益に計上しています

委員会から
の提言を受
け、公表し
た対策基本
方針

1.  型式不適合認定制度をはじめとする建築関係法令に
関する法令遵守体制の再構築

2.型式不適合認定制度に関する社内資格制度の導入
3.  型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令に関
するリスク情報を社内に伝達する仕組みの強化

4.  型式適合認定制度をはじめとする建築関係法令の社
内監査体制の強化

5.事業所の法令遵守状況に対する適正評価
•  事業所評価において、コンプライアンス体制を推進す
るため、型式適合認定制度をはじめとする建築関係法
令の遵守状況を事業所の業績評価項目に追加する

6.本社・事業所間の情報共有の強化、教育の再徹底
7.型式適合遵守ルールの再整備

•  社内の標準的な設計ルール（設計要項）＝標準仕様の再
整備

•  型式適合チェック体制を強化する設計プロセスの改善
•  住宅系BIMCADの開発・早期導入による法令適合チェッ
ク機能の強化

•  社内記録管理の強化（設計図書の長期保管が可能な仕
組みの再構築）

現状 •  防火安全性が不十分の可能性があった77棟について
はすべて改修済です

•  仕様不適合の全物件は、第三者機関に構造安全性を検
証いただき、建築基準法が求める必要な構造安全性能
が確保されていることを確認しています。構造安全性
が確認された物件については、順次オーナーさまにご
説明し構造評定書をお渡ししています（2019年7月現在）

サステナビリティレポート2019　▶P.73-74（建築基準に関する不適合等について）

リリース： 中華人民共和国の関連会社における不正行為に関する
「第三者委員会報告書」受領のお知らせ

https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190618-1.pdf
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基盤の強化

中華人民共和国の関連会社における不正行為、
および戸建住宅・賃貸共同住宅における建築基準に関する不適合等の問題について

経営体制

株主・投資家のみなさまとの対話

基
盤
の
強
化

https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/Customers.pdf
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