
創業者・石橋信夫（1921〜2003年）

2005

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」にお客さまと私たちの永遠の絆と 
私たちグループの連帯感を託しました。

既成概念にとらわれることなく、いつの時代も常に新
しい価値を創造してきた私たちは、

「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、
これからの未来も原点を忘れることなく継承を重ね、
サステナブルな社会の実現へと貢献してまいります。

事業の考え方
創業者精神に基づく

「何をしたら儲かるかという発想でことにあたるな。
どういう商品が、どういう事業が世の中のために 
なるかを考えろ。会社は社会の公器やからな。」

創業者精神
すべてはここから始まった

儲かるからではなく、
世の中の役に立つからやる

創業者である石橋信夫が常に社員に語っていた 
この言葉は、大和ハウスグループの原点です。

1955
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2019年度よりスタートしている第6次中期経営計画における最優先課題はガバナンスの再

構築です。今後のさらなる成長と経営ビジョンの実現に向けて、経営体制の最適化、次世代

経営者の育成、業務執行体制の改善、リスク管理体制の確立に取り組み、グループ全体の機

動性を維持しつつ、多様化するリスク・機会にも対応していきます。そして、それらを継続的

にアップデートしていくことで、幅広い事業領域を支える強固な経営基盤を構築していきます。

ガバナンスの強化3

私たちは、自社を取り巻く外部環境を認識したうえで、コーポレートガバナンスガイドライン

から制定した4つの管理項目に沿って、事業面・社会面・環境面から取り組むべきマテリアリ

ティを特定しました。

第6次中期経営計画の基本方針に取り組むことで、マテリアリティの解決を目指し、経営ビジョ

ンの実現を目指します。

マテリアリティの解決に向けた取り組み2

当社のビジネスモデルの特徴は、人・街・暮らしに関わる多様な「事業」を進めることで、「基盤」

を強化し、その基盤を活かして次の新たな事業機会を生み出す価値創造プロセスにあります。

そして、持続的成長を支える価値創造プロセスに、社会・環境面から中長期の視点を統合し、

事業を通じた社会貢献を果たしています。世の中の役に立つ「事業の推進」と「基盤の強化」

を循環させながら、持続的な企業価値向上を実現していきます。

社会課題解決による価値創造の推進

「世の中の役に立つ事業の推進」を原点に持続的な企業価値向上を実現します。

E環境
S社会

Gガバナンス

事業の推進

基盤の強化

原点　
世の中の役に立つ事業の推進

1

経営ビジョン「人が心豊かに生きる社会の実現」を目指します。

業務執行体制を再整備し、多様化するリスク・機会にも対応します。

マテリアリティ

社会的課題を起点とした事業機会の拡大

フロー事業とストック事業のバランス

ライフサイクルの異なる事業ポートフォリオの構築

資本コストを意識した効率経営と財務健全性の両立

環境負荷の低減と企業収益の両立

コーポレートガバナンスの強化

経営基盤の構築とステークホルダーとの関係性強化

大和ハウスグループが注力すること

2020

経営体制の最適化

リスク管理体制の確立

次世代経営者の育成

業務執行体制の改善

社外取締役による
監督機能の強化と
中長期的な
経営戦略の強化

上限年齢の設定による
円滑な継承と

次世代育成
プログラムの

実施

有事対応体制・
未然防止体制の確立と
業務環境の整備

責任・権限の
委譲による

業務執行体制の再整備

継続的な
アップデート

フォローアップ・改善で
増大する新たな
リスク・機会に

対応する

統合報告書2020重要コンテンツ

（価値創造プロセス）P.07-08

（3つの基盤とESGの取り組み）P.45-46

（社会課題と各事業の取り組み）P.31-32

（経営体制）P.53-62

私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、常にお客さまや社会と共に歩み続け、いつの時代にも新し

い価値を創造してきました。ステークホルダーと大和ハウスグループとの絆、そして、当社グループの連帯感を表

したグループシンボル「エンドレスハート」には、当社の持続的な成長と発展を目指す姿・想いが込められています。

2019年度より開始した3ヵ年計画「大和ハウスグループ第6次中期経営計画」に基づき、積極的な不動産開発と、ビ

ジネス分野の拡大や海外展開の加速に取り組んでまいりましたが、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により不確実性は高まっており、先行きへの不透明感は増しております。

このような事業環境下ではありますが、当社グループは、これまで培ってきた強みを活かし、社会課題解決のための「事

業の推進」とステークホルダーとの絆による「基盤の強化」を循環させることで価値を生み出し続け、経営ビジョン「人

が心豊かに生きる社会の実現」のために特定したマテリアリティの解決に取り組んでいます。そして、それらを実現

させるために、最優先課題としてガバナンスの強化に取り組んでいます。

本書を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指す大和ハウスグループの企業姿勢をご理解いただ

ければ幸いです。

代表取締役社長／CEO, COO

「社会課題解決による価値創造の推進」、
「マテリアリティの解決に向けた取り組み」、
「ガバナンスの強化」の3つに注力し、持続的な
成長と中長期的な企業価値向上を目指します。
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本書は、株主・投資家をはじめステークホルダーの皆さまに向けて発行して
います。大和ハウスグループの価値創造ストーリーにおいて、事業戦略や財務
戦略といった財務情報と私たちが考える本源的企業価値に関する非財務情報を
統合し、そのプロセスに欠かせない3つの経営基盤（人財基盤、顧客基盤、技術・
ものづくり基盤）や強みである複合的な事業提案力をご紹介しながら、創業者
精神を軸とした経営ビジョンの実現に向けた取り組みをまとめています。

本書の制作においては、IIRC「国際統合報告フレームワーク」、経済産業省「価
値協創ガイダンス」を参考にしています。

本書は、大和ハウス工業を中心に大和ハウスグループ全体（2020年3月31日
現在、連結子会社317社、持分法適用関連会社40社、持分法非適用関連会社2
社）について報告しています。

記載金額は単位未満を切り捨てて表示しています。また2019年度より、報告セ
グメントの区分方法を見直し、従来「その他」セグメントに含まれていた海外に
おける事業について、事業内容に基づき各セグメントへ含めて表示する等の変
更を行っています。

本書には当社グループの見通し、目標、計画、戦略など将来に関する記述が含
まれています。これらの記述は、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。

企業理念
（社是）

経営ビジョン

社員憲章

企業理念（社是）
一、事業を通じて人を育てること
一、 企業の前進は先づ従業員の生活環境の

確立に直結すること
一、 近代化設備と良心的にして誠意にもとづ

く労
ろうどう

仂の生んだ商品は社会全般に貢献
すること

一、 我々の企業は我々役職員全員の一糸乱
れざる団結とたゆまざる努力によっての
み発展すること

一、 我々は相互に信頼し協力すると共に常に
深き反省と責任を重んじ積極的相互批
判を通じて生

せいせい
々発展への大

だいどう
道を邁

まいおう
往する

こと

経営ビジョン
心を、つなごう
私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」
として、お客さまと共に新たな価値を創り、活か
し、高め、人が心豊かに生きる社会の実現を目
指します。そして、お客さま一人ひとりとの絆を
大切にし、生涯にわたり喜びを分かち合えるパー
トナーとなって、永遠の信頼を育みます。

社員憲章
私たちは、

「人・街・暮らしの価値共創グループ」の社員として
一、 品質、技術、情報力の向上に努め、環境に配慮した

安全で確かな商品、安らぎとくつろぎの空間を提
供します。

一、 誠意をもってお客さまと向き合い、感動と喜びを
分かち合います。

一、 社会規範に基づく公明正大な行動により、社会的
評価を高め、企業価値の向上に努めます。

一、 感謝の気持ちを忘れず、公正であることに努め、
取引先と共に成長・発展を図ります。

一、仕事を通じて自らの成長と幸せを追求します。
一、 「共創共生」を基本姿勢に、心豊かに生きる暮らし

と社会の実現を目指します。

編集方針

参考にしたガイドライン

報告の範囲

財務数値およびグラフの表示に関する注意事項

将来予測記述に関する特記

理念体系 C O N T E N T S

事業の推進

基盤の強化

P17 P65CEOメッセージ CFOメッセージ

事業別概況
社会課題と各事業の取り組み
戸建住宅事業・賃貸住宅事業
マンション事業・住宅ストック事業
商業施設事業・事業施設事業

29
31
33
35
37

その他事業
特集ページ：大和ハウスグループの
不動産開発

特集ページ：大和ハウスグループの
海外事業展開

39
41

43

Chapter3 事業の推進

価値創造プロセス
大和ハウスグループの歩み
バリューチェーンの強化・拡充に
よるビジネスの進化（事業の推進）

07
09
11

Chapter1 価値創造ストーリー

価値創造の源泉(基盤の強化)
大和ハウスグループの将来像

13
15

Chapter4 基盤の強化

3つの基盤とESGの取り組み
人財基盤の強化
顧客基盤の強化
技術・ものづくり基盤の強化

45
47
48
49

新たに強化すべき基盤
環境への取り組み
経営体制
再発防止策の進捗状況

50
51
53
63

データ編

77
79

81
82

財務ハイライト
非財務ハイライト

（中期計画自己評価指標）

会社概要
編集後記

CEOメッセージ
新型コロナウイルス感染症への
対応と影響

17
23

Chapter2 CEOメッセージ

リスクと機会27

CFOメッセージ
資本政策の基本方針

65
69

Chapter5 CFOメッセージ

財政状態および経営成績等の分析
株主・投資家の皆さまとの対話

70
75
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