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通期の見通し
今後のわが国経済につきましては、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、緩やかな回復に向
かうことが期待されます。一方で、急速な円高や中国経済の
減速等が国内景気に悪影響を与えることも懸念され、楽観視
できない状況が続くものと見られます。
当業界におきましては、住宅市場では、短期的には消費増

税の再延期により市場の急激な冷え込みは回避されたもの
の、中長期的には人口減少による新設住宅着工戸数の減少に
より市場全体が冷え込んでいくことが予想されます。一般建
設市場では、平成32年の東京オリンピック・パラリンピック
開催に向けて建設需要の高まりが見込まれる一方で、建設資
材価格の動向には引き続き注視していく必要があります。
このような経済状況の中で当社グループは、「大和ハウス
グループ第5次中期経営計画」に基づき、将来の環境変化に備
えつつ、幅広い領域の多様な収益源を活かし、計画の達成を
目指してまいります。
株主のみなさまにおかれましては、今後ともなお一層のご

指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年12月

当中間期の業績
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当中間期における当業界は、住宅市場において、新設住宅
着工戸数が分譲マンションでマイナスとなった一方、持家・
貸家・分譲住宅ではプラスとなるなど、全体としては堅調に
推移いたしました。一般建設市場では、東京五輪関連の大型
工事や不動産業の積極的な設備投資等がけん引する形で、公
共・民間工事ともに堅調に推移いたしました。
このような経済状況の中で、当社グループは平成28年度を
初年度とする3か年計画「大和ハウスグループ第5次中期経営
計画」に基づき、堅調な国内需要の取り込みによるコア事業
の拡大を図るとともに、不動産開発投資を積極的に行ってま
いりました。
以上の結果、当中間期における売上高は1兆6,987億8千8

百万円、営業利益は1,456億1千5百万円、親会社株主に帰属
する中間純利益は960億4千6百万円となりました。

株主のみなさまへ

代表取締役社長

将来の環境の変化に「備え」、
さらなる成長に向けた基盤を「築く」
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（単位：百万円）

第78期中間 第77期 第77期中間 第76期

売上高 1,698,788 3,192,900 1,535,590 2,810,714

営業利益 145,615 243,100 130,482 180,352

経常利益 143,400 233,592 129,121 202,628

親会社株主に帰属する 
中間（当期）純利益 96,046 103,577 92,722 117,133

総資産 3,286,720 3,257,805 3,062,607 3,021,007

純資産 1,222,340 1,181,986 1,190,124 1,112,817

自己資本比率 36.8% 35.9% 38.5% 36.6%

1株当たり中間（当期）純利益 144円84銭 156円40銭 140円39銭 177円74銭

1株当たり純資産 1,823円41銭 1,762円97銭 1,775円63銭 1,678円24銭

注：記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております（自己資本比率、1株当たり中間（当期）純利益および1株当たり純資産を除く）。

売上高（中間） 営業利益（中間）
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中間（当期）純利益
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注1： 記載金額は億円未満を切り捨てて表示しております。
注2：   連結業績予想は、本「株主のみなさまへ」の作成日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。今後実際の業績は、金融市

場の動向、経済の状況、競合の状況や地価の変動の他、さまざまな要因によって大きく異なる可能性があります。

業績ハイライト（連結）

1兆6,987億円 1,456億円 960億円
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事業の概況（連結）
	

■■■ 売上高（左軸）　■■ 営業利益（右軸）
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 戸建住宅事業

 マンション事業

 賃貸住宅事業

 住宅ストック事業
●  当社施工の戸建・集合住宅を所有されているオーナーさまへのイン
スペクション（点検・診断）を通じたリレーションの強化を推進。

●  戸建住宅のオーナーさま向けに太陽光発電システムやリチウムイ
オン蓄電池等の設置の提案を、集合住宅のオーナーさま向けには
外装やキッチンのリノベーション等の提案を行うキャンペーンを 
開催。

●  地域に根ざしたリフォーム専用ショールームとして、「リフォーム 
サロン箕面」（大阪府）、「リフォームサロン横浜都筑」をオープン。

●  「プレミスト日本橋浜町公園」（東京都）の販売が順調に推移すると
ともに、仙台市青葉区に立地する「プレミスト広瀬町」の販売を開始
するなど、都心・地方中核都市における販売に注力。

●  「ジ・オーシャンテラス豊崎シーサイドテラス」（沖縄県）※では、VR（仮
想現実）を用い、沖縄の自然に囲まれた暮らしを疑似体験できるプレ
ゼンテーションシステムを導入し、首都圏における遠隔販売を実現。

※ 当社、（株）コスモスイニシア、（株）大京の共同事業。

●  新たに8拠点を新設し、国内170拠点の体制で地域に密着した営業
活動と受注の拡大に注力。

●  平成28年8月に、優れた防犯性と安全性でご入居者さまに満足いた
だいているセキュリティ賃貸住宅の累計契約戸数が20万戸を超え
るなど、事業を推進。

●  大和リビング（株）が、最大3つのサービスまで選択できるご入居者
さま向け特典「D-room＋」に、新たに荷物保管サービス等を追加
し、ご入居者さまへのサービス向上に注力。

■■■ 売上高（左軸）　■■ 営業利益（右軸）

3,830
（予想）

170
（予想）

74
（中間）

1,926
（中間）

第76期 第77期 第78期

4,000

3,000

2,000

1,000

0

200

150

100

50

0

（億円） （億円）

88

3,7833,753

165

■■■ 売上高（左軸）　■■ 営業利益（右軸）

9,600
（予想）

7,729
920

（予想）

443
（中間）

4,684
（中間）

10,000

7,500

2,500

5,000

0

1,000

500

750

250

0

（億円） （億円）

695

第76期 第77期 第78期

8,801

819

注1：  記載金額は億円未満を切り捨てて表示しております。
注2：  各事業の売上高は外部顧客に対する売上高に各事業間の内部売上高等を加算して表示しております。

■■ 売上高（左軸） 営業利益（右軸）

●  繰り返しの大地震でも初期性能を維持する持続型の耐震性能と
2m72cmの高い天井がもたらす大空間のゆとりを実現する戸建住
宅商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」の販売拡大に注力。

●  熊本地震復興支援策として、建築地が熊本県、もしくは熊本地震に
よる罹災証明を取得した方を対象とした復興支援戸建住宅「xevoΣ
K（ジーヴォ・シグマケイ）」と「xevo BK（ジーヴォ・ビーケイ）」を同
時発売。
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 商業施設事業

 その他事業

 事業施設事業

都市型ホテル事業
●  西陣織を客室や館内のデザインに取り入れた「ダイワロイネットホ
テル京都駅前」、名古屋市内で3か所目となる「ダイワロイネットホ
テル名古屋太閤通口」をオープン。（都市型ホテル：全国46か所）

フィットネスクラブ事業
●  フィットネスクラブの基本施設に加え、アリーナ（体育館）を備え
た大型複合施設「スポーツクラブNAS藤沢」（神奈川県）をオープン。
（スポーツクラブNAS：全国72店舗）

ホームセンター事業
●  商業施設として日本最大のZEBを実現する次世代環境配慮型ホー
ムセンター「ロイヤルホームセンター津島店」（愛知県）をオープン。
（ロイヤルホームセンター：全国55店舗）

物流事業
●  名古屋市内や東海北陸エリアをカバーできる好立地な物流セン
ター「加福町物流センター」（愛知県）をオープン。

●  物流施設関連では、国内最大級の物流施設「DPL流山」（千葉県）の3棟 
のうちの1棟「DPL流山Ⅰ」を着工するとともに、東京都江東区にて開 
発する物流施設「Dプロジェクト有明Ⅰ」を売却するなど、事業を推進。

●  生産施設関連では、食品製造企業さまを対象としたセミナーを開催
するとともに、HACCPやFSSC22000等の安全認証取得に対応した
施設建設の提案を強化。

●  （株）フジタにおいて、国内でトラックターミナルや自動車工場等の
大型建築事業を、海外で空港関連の大型土木事業を受注。

●  テナント企業さまの事業戦略に対応した適切な出店計画の提案や
エリア特性を活かしたバリエーション豊富な企画提案を行うととも
に、大型物件への取り組みを強化。

●  都市型商業施設「BiVi土山」（兵庫県）や郊外型商業施設「フレスポ大
町」（長野県）をオープンするなど、引き続き商業施設の全国展開に
注力。

●  当社複合開発物件「高尾サクラシティ」（東京都）に立地し平成29年開
業予定の大型複合商業施設「イーアス高尾」の建設工事に着手。
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事業別売上高構成比

注：グループ内取引を除いた比率。

■ 戸建住宅 11.3%
■ 賃貸住宅 27.6%
■ マンション 5.8%
■ 住宅ストック 2.9%
■ 商業施設 16.1%
■ 事業施設 25.1%
■ その他 11.2%
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軽量鉄骨商品

天井が高い

天井高2m72cm 持続型耐震 外張り断熱

地震に強い 一年じゅう快適

当社戸建住宅商品のご紹介特 集
1

xevoΣをテーマとしたTVCM、放映中!

とある休日の昼下がり、竹野内豊さん演じる夫は、
大空間のリビングで家族と団らんの時間を過ごして
います。しかし夫には誰にも言えない秘密が・・・。
家族の幸せと自分の幸せとのギャップに揺れる竹野
内さんの迫真の演技は見ものです。

「xevoΣ」は、天井高2m72cm※1・開口幅
最大7m10cm※2の大空間・大開口を採用し
た「グランリビング」をはじめ、繰り返しの
巨大地震を受けても初期性能を維持する耐
震性能が好評をいただいており、平成26年 
1月の発売より累計販売棟数が約7,000棟※3

となりました。
今後、提案バリエーションの拡充により、

幅広いターゲット層に訴求し、さらなる受
注拡大を目指します。

※1  天井高は2m40cm、2m72cm、さらに3m8cm（1階のみ）の仕
様を選ぶことができます。天井高については間取りや建設地、
法令等により対応できない場合があります。

※2  幅3m45cmの窓を2枚連続で配置することによる。プランによ
り採用できない場合があります。また、中間に柱が入ります。

※3 平成28年9月時点。

1

xevoΣ（ジーヴォシグマ）

かつてない大空間・大開口
「グランリビング」

エネルギー吸収型耐力壁
「D-NΣQST（ディーネクスト）」

外気をさえぎり、部屋の熱を逃が
さない「外張り断熱通気外壁」
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「xevoΣ 和暮らし」は、居室間の仕切りを取り払うこと
で大きなリビングとしても使用できる「続き間」などの和
の住まいの提案を追加した商品です。
自然と寄り添い、空間を愉しみ、人とつながる「和」の暮

らしを提供します。

「xevoΣ 平屋暮らし」は、「xevoΣ」でご好評をいただい
ている「グランリビング」に、縦への広がりを生む勾配天井
と横への広がりを生む軒下空間を追加した商品です。
外の自然や心地よさを内の暮らしに取り入れることで、

より自由な暮らし方が生まれます。

xevoΣ 平屋暮らし・和暮らし（平成28年10月発売）

5階建てイメージ

xevoΣ 平屋暮らし

xevoΣ 和暮らし

勾配天井

続き間

「skye」は、高強度とプラン自由度を兼ね備えた構法を採用し、5階建
て対応制震装置や狭小スペースを有効活用する敷地対応システムを取り
入れた3・4・5階建て住宅商品です。
また、高強度の構造躯体により、大空間・大開口を実現可能としており 
ます。二世帯住宅等の多様な家族構成での住
まいや賃貸併用・店舗併用住宅といった、お客
さまの幅広いご要望にお応えします。

重量鉄骨商品　skye（スカイエ）2

天井高2m72cm

最大8m19cmの
ワイドスパン
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当社戸建住宅商品のご紹介特 集
1

木造商品3

xevo GranWood （ジーヴォグランウッド）

xevo GranWood 平屋暮らし xevo GranWood 都市暮らし

「xevo GranWood」は、「高耐震」「省エネ」「高耐久」を特長とした、当社
木造戸建住宅商品（木造軸組工法）の統一ブランドです。木の魅力はその
ままに、安全・安心・快適な住まいを提案します。

「xevo GranWood 平屋暮らし」は、伝統的な平屋本来の特長に加
え、現代の多様なニーズにお応えできるよう、多彩な空間提案が可能
な木造戸建住宅商品です。

「xevo GranWood 都
市暮らし」は、都市部の
狭小地に建設されるお
客さまからのご要望が多
い日射や通風、プライバ
シーを確保できるよう、
7つのアイデアと多彩な
外観提案が可能な木造
戸建住宅商品です。

高耐震を実現するオリジナル接合金物 高耐久を実現するシームレス基礎
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ダイワハウスのプラス提案 !

体験施設の
ご案内

1  住まいまるごと体験館 （奈良県）
2  TRY家Lab（トライエ・ラボ）（東京都）
3  TRY家Chubu（トライエ・中部）（三重県）

「スマ・エコ」の中心となるのは、「D-HEMS」と「太陽光
発電」です。太陽光を活かしてつくったエネルギーを、
HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）で
「見える化」し、上手に使うことで日々の生活を支えます。
さらにダイワハウス独自の「D-HEMS3」は、家じゅうの空
調や蓄電池等と連携して、住まいの安心や経済性を高め、
より豊かな生活へと導くことができます。

「わが家で思う存分、いつでも音楽を愉しみたい」、その 
想いを実現するために、ダイワハウスの快適防音室「奏で
る家」は生まれました。
一般的な箱型の防音室と違い、建物と同時に設計する

ため、吹き抜けや勾配天井もつくることができます。ま
た、響きの豊かさや美しさも徹底的に追求しました。

全国3か所の
体験施設にてご来場を
お待ちしております。

奏でる家スマ・エコ

各施設の詳細は

ダイワハウス　体験施設 検 索

　

   当社戸建住宅商品の資料請求画面に 
進むことができます

QRコードから誘導されるサイトについてのご注意
• 紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。 • 当サイト上のコ
ンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
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大和ハウスグループトピックス

  住宅業界初 「ECOサポーターによる 
事業所での環境活動」が「環境 人づくり 
企業大賞2015」において「優秀賞」を受賞
当社は、住宅業界において初となる「環境 人づくり企業大賞

2015」※の「優秀賞」を受賞いたしました。当社では、各事業所
のECOサポーターがそれぞれの事業所にあった環境活動を自
ら考え、実施し、本社部門にて評価・フィードバックを行うこと
で、環境活動の活性化に努めてお
ります。こうした取り組みを通し
て、主体的に行動する環境人材の
育成につなげている点を高く評
価いただきました。
※  主催：環境省、環境人材育成コンソーシアム。

  「攻めのIT経営銘柄2016」に選定
当社は、スマートデバイスを活用した現場完結型のワークスタ
イル変革のための取り組みや、スマートシティ開発を積極的に推
進する取り組みが評価され、「攻めのIT経営銘柄2016」※に選定さ
れました。当社は「コーポレートガバナンスガイドライン」におい
て、「IT技術を積極的に活用した人の暮らしに役立つ価値創造」、
「情報データベースを価値創造の源泉となる重要な資産としてと
らえた分析・活用の仕組みの構築」、「情報技術を活用したスマー
トコミュニティへの取り組み」の3点を掲
げております。今後もIT・情報を活用し、
豊かな住生活の実現と企業価値の向上を
目指してまいります。
※ 経済産業省と東京証券取引所による選出。

   豪州で分譲マンション・商業施設等の 
複合開発プロジェクトを開始
当社は、オーストラリア連邦（以下、豪州）ニュー・サウス・ウェー
ルズ州シドニー近郊において、現地の不動産投資管理会社EG Funds 
Management Pty Ltdと共同で複合開発プロジェクト「（仮称）ドゥル
モインプロジェクト」を開始いたしました。
同事業は、平成26年9月より豪
州で進めている「フラワー・ミル・
オブ・サマーヒル・プロジェクト」と
同様、当社と（株）コスモスイニシ
ア、住友林業（株）による共同事業
です。

  賃貸住宅業界初 全戸に家庭用リチウム 
イオン蓄電池を標準搭載 防災配慮型賃貸
住宅商品「セジュールNewルピナ」を発売
当社は、防災配慮型2･3階建て賃貸住宅商品「セジュールNew

ルピナ」を発売いたしました。北欧風のトラディショナルな外観
デザインをベースに、木目調外壁と白色の窓枠･破風※1のアクセ
ントが際立つカラーバリエーションとし、ご入居者さまの災害
時の「安全・安心」に配慮すべく、
賃貸住宅業界としては初※2とな
る家庭用リチウムイオン蓄電池
を全戸に標準搭載いたしました。
※1 屋根を構成する三角形の部分。
※2 当社調べ。

完成予想図

授賞式の様子

6月5月4月平成28年

セジュールNewルピナ
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  東京2020オリンピック・パラリンピック 
競技大会オフィシャルパートナーに決定
当社は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会と「東京2020スポンサーシッププログラム」
における「東京2020オフィシャルパートナー（施設建設&住宅
開発）」契約を締結いたしました。当社は、平成21年からJOC
オフィシャルパートナーとしてオリンピック日本代表選手団
を応援するなど、さまざまなスポーツ活動を支援してまいり
ました。今後も「施設建設&住宅開発」のオフィシャルパート
ナーとして、東京を世界に誇れる都市にするための事業活動
を行うことで、東京2020大会の成功に貢献してまいります。

  リノベーション事業に特化した 
「& Renovation渋谷青山営業所」をオープン
（株）コスモスイニシアは、同社初となるリノベーション事業に
特化した営業所「& Renovation（アンドリノベーション）渋谷青山
営業所」（東京都）をオープンいたしました。お客さまのニーズに合
わせた3つのリノベーションプランをご用意するとともに、空間イ
メージを実感していただきやすいよう、一部のサービスを実際に
再現した体感スペースを
営業所内に用意しており
ます。今後同社では、「新
築・中古」といった従来
の枠にとらわれず、リノ
ベーション事業を強化し
てまいります。

  「xevoΣ」ラインアップ拡充  
「xevoΣ 平屋暮らし」・「xevoΣ 和暮らし」を発売
当社は、戸建住宅商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」のラインアップの
拡充のため、新商品「xevoΣ 平屋暮らし」（軽量鉄骨造、平屋建て）およ
び「xevoΣ 和暮らし」（軽量鉄骨造、平屋建て・2階建て）を発売※いたし
ました。高い勾配天井が特長の「平屋暮らし」や、自由度の高い居住空
間を実現する「和暮らし」を提案バリエーションに加えることで幅広い
ターゲット層に訴求
し、さらなる受注拡
大を目指してまいり
ます。
※ 平成28年10月より発売。

  世界的な社会的責任投資株式指数  
「ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・ 
アジア・パシフィック・インデックス」に 
4年連続で選出
当社は、世界的な社会的責任投資（SRI）※株式指数である「ダウ・

ジョーンズ・サスティナビリティ・アジア・パシフィック・インデッ
クス（DJSI Asia Pacific）」に4年連続で選出されました。
今回、当社は環境面において、方針やマネジメントの内容、気候
変動や生物多様性への取り組み等が高く評価されるとともに、経
済面ではサプライチェーンの仕組み、社会面では労働慣行・人権
への取り組みが高評価を得ました。
※  企業への株式投資の際に、財務的分析に
加えて、ESG（環境、社会、ガバナンス）の
評価を加味した投資手法。

店内全景 xevoΣ 和暮らしxevoΣ 平屋暮らし

8月 9月7月

注：記載している情報は発表日時点のものです。
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特 集
2 株主さまに当社の企業理念や事業内容についてご理解を深めていただく機会として、今年度も奈良・東京の 

2か所で施設見学会を開催いたします。みなさまのご応募を心よりお待ち申し上げております。

株主さま施設見学会のご案内

見学会概要

見学先（東京都）
● 戸建住宅体感施設
　「TRY家Lab（トライエ・ラボ）」など
（所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号）

「注文住宅の『試着』」をコンセプトに、住宅の技術・知識など
を楽しみながら理解できる施設です。
エコな暮らしに関するクイズや、当社住宅の断熱・防水・遮
音・耐震性能についての展示と、性能
の特長がわかる簡単な実験を通して
「性能を選ぶ基準」を理解していただ
くことができます。その他、ロボット
事業等の紹介も予定しております。

総合技術研究所では、先進の技術を見て、触れて、体感でき
る展示エリア「テクノギャラリー」や、「環境共生」をテーマにし
た展示物や映像をご覧いただける「D’ミュージアム」をご見学
いただきます。賃貸住宅体験館「D-roomプラザ館」では、当社
賃貸住宅の遮音性や住まいごこちを体感いただく体験館や、基
礎・構造を確認できるテクノロジー館をご見学いただきます。
また創業者であり、プレハブ住宅の先駆者として、国民生
活の向上に大きく貢献した石橋信夫の軌跡を展示した「石橋
信夫記念館」では、日本社会の発展という大きな夢を抱き、建
築の工業化を旗印に掲げ、激動の人生を歩んだ石橋信夫の心
と志に触れていただくことができます。

● Aコース　総合技術研究所+「石橋信夫記念館」 
● Bコース　賃貸住宅体験館「D-roomプラザ館」+「石橋信夫記念館」
（所在地：奈良県奈良市左京六丁目6番2号）

見学先（奈良県）

日時 平成29年3月17日（金）
  第1回   14：30より約2時間半
平成29年3月18日（土）
  第2回   10：00より約2時間半
  第3回   15：00より約2時間半

集合・解散場所 JR奈良駅（予定）

募集人数 各回とも30組60名さま（各コース15組30名さま）

参加費 無料
（ただし、ご自宅から集合・解散場所までの 
往復交通費等はご本人さまのご負担となります。）

日時 平成29年3月27日（月）
  第4回   10：00より約2時間半
  第5回   15：00より約2時間半

集合・解散場所 大和ハウス工業東京本社（予定）

募集人数 各回とも20組40名さま

参加費 無料
（ただし、ご自宅から集合・解散場所までの 
往復交通費等はご本人さまのご負担となります。）
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昨年度実施しました「株主さま施設見学会」には、
680名の株主さまにご応募いただき、抽選で85名の株
主さまにご見学いただきました。

◆ 実施日　平成28年3月4日（金）
◆ 見学先　 戸建住宅体感施設「TRY家Lab」 

「D’s TETOTE（ディーズテトテ）」（東京都）

◆ 実施日　平成28年3月11日（金）
◆ 見学先　 総合技術研究所 

賃貸住宅体験館「D-roomプラザ館」 
「石橋信夫記念館」（奈良県）

第77期株主さま施設見学会のご報告

ご参加いただいた株主さまからは、
「大和ハウスへの理解が深まり、ますますファンに
なった」、「創業者の理念が受け継がれていると感じた」

など、ご好評をいただきました。

お問い合わせ先（代表番号） 06–6346–2111
※受付時間：9：00～18：00 （土・日・祝日・年末年始を除く）

   応募締切　　平成29年1月10日（火）

   応募方法　　  参加をご希望される株主さまは、同封の応
募はがきに必要事項をご記入の上、お申し
込みください。

応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。当選された方
には、平成29年1月下旬頃に、詳しいご案内を株主名簿に記載
されたご住所宛に送付する予定です。

 注意事項

※終了時間は、前後する恐れがあります。予めご了承ください。

※ 見学時は、徒歩移動、バスの乗り降りおよび階段の上り下りがございます。 
予めご了承ください。

※ 株主さまお1人につきお1人まで同伴いただけます。同伴者は小学生以上の方
とさせていただきます。15歳未満の方の見学には必ず成人の方がご同行くだ
さい。

※ 記入項目に誤記入、記入漏れがあった場合は応募を無効とさせていただくこと
がありますので、ご注意ください。

※ 応募に際し当社が取得する個人情報は、本施設見学会を実施する上で必要な 
限りにおいてのみ使用いたします。

※ 単元未満株式（100株未満）のみをご所有の株主さまには、応募はがきを同封し
ておりませんのでご了承ください。

応募要領
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株式の状況 （平成28年9月30日現在）

株価と売買高の推移（東京証券取引所）

最高値:1,128円
（平成24年3月27日）

最安値:885円
（平成23年8月19日）

平成23年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成24年1月 2月 3月

売買高 : 千株 株価 : 円（終値平均）
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株価（終値平均）売買高

最高値:3,654円
（平成28年2月3日）

最安値:2,500円
（平成28年8月19日）

発行可能株式総数 1,900,000,000株
発行済株式の総数 666,238,205株
株主数 43,832名
大株主

株主名
当社への出資状況

持株数（千株）持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 39,459 5.92

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 36,108 5.42

株式会社三井住友銀行 16,117 2.42

株式会社三菱東京UFJ銀行 15,470 2.32

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 13,270 1.99

大和ハウス工業従業員持株会 12,310 1.85

日本生命保険相互会社 11,944 1.79

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 11,116 1.67

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 10,424 1.56

JP MORGAN CHASE BANK 380055 10,020 1.50

注1：株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
注2：持株比率は自己株式127千株を控除して計算しております。

株式関連トピックス

■  「大和ハウスグループ統合報告書 2016」を 
発行いたしました
当社は、グループ全体の事業戦略や
財務状況等の財務情報とESG※1等に関
する非財務情報をわかりやすくまと
めた「大和ハウスグループ統合報告書 
2016」を発行いたしました。本誌は、株
主・投資家のみなさまを対象として、当
社グループの中長期的な企業価値向上
に向けた取り組みを紹介しております。
コーポレートガバナンス・コード※2の
適用等により、企業経営にはさらなる
透明性・情報開示が求められている中で、今後当社は、本誌を株主・
投資家のみなさまとのコミュニケーション・ツールとして活用し、
積極的な対話を通じて持続的な成長を目指してまいります。

※1 環境：Environment、社会：Social、ガバナンス：Governanceの略語のこと。
※2  東京証券取引所が実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する原則を取りまとめ
たもので、有価証券上場規程の別添として整備されたもの。

Creating Dreams, Building Hearts

　当社は、株主のみなさまからお預かりした資金に適正水準の

財務レバレッジを効かせ、中長期的な企業価値の最大化のため

に不動産開発、海外事業、M&A、研究開発および生産設備などの
成長投資に資金を投下しています。事業投資にあたっては、資本

効率やリスクの検証に基づく意思決定基準のもと、コア事業の

推進、事業の多角化、新規事業の創出によりライフサイクルの異

なる事業ポートフォリオを構成しています。そして、自然環境や

地域社会との親和性が高く、社会に必要とされる付加価値の高い

商品・サービスの提供を通じて、人が心豊かに生きる社会の実現

に貢献したいと考えています。この事業活動の結果として、安定

的に営業キャッシュ・フローを確保し、社会や株主のみなさまに

還元するとともに、新たな価値の提供に向けて資源の再配分を

行っています。

　これらを持続的かつ適正に実現するため、自律と他律のバラ

ンスを備えたコーポレートガバナンスを構築し、中長期的な視

点から、イノベーションを生み出す資産への取り組みや、ステー

クホルダーとの良好・円滑な関係の構築を重ねています。これに

より、キャッシュを生み出す力として私たちが考える本源的企

業価値（エンドレスハートの価値）の向上に努めています。

　絶えず変化する経営環境の中で、その時々の適正な資源配分

により、持続的な企業価値向上を目指しています。

重要な管理項目

持続的な企業価値向上に向けて

世界のくらしをより良くする
人が心豊かに生きる
社会の実現

価値

提供
コア事業・多角化事業・新規事業

社会に必要とされる
商品・サービスの提供

私たちが考える本源的企業価値
（エンドレスハートの価値）

自律と他律のバランスを備えたコーポレートガバナンス

信頼性・透明性の高い 経営体制

営業
利益

売上高

株主
資本

負債

株主のみなさま

1株当たり当期純利益の増大
＋
配当

再投資
出資 株主への還元

対話

リターン事業投資

経営基盤強化

B/S P/L

社会 国家

配当

商品

提供

当期
純利益

事業活動
意思決定基準に基づく事業投資

（回収期間・収益率・リスクコントロール）

総資産

従業員

納税

協力会社

雇用

取引

資本効率の検証 自然環境・地域社会との親和 お客さま満足

地域貢献

社会への還元

資源配分とフロー

持
続
的
な
企
業
価
値
向
上

第2章 P24～45

事業価値の向上

第3章 P46～51

財務基盤の強化

第4章 P52～61

無形資産の蓄積

第5章 P62～73

資本コストの低減

中
期
経
営
計
画

中
期
C
S
R
計
画

ライフサイクルの異なる
事業ポートフォリオの構築

フロー型事業とストック型事業の
バランス

資本効率・リスクの検証に基づく
重点投資分野の設定

成長投資と格付維持の均衡

資本配分・回収期間の最適化

生産性向上のための
人財の育成・最適活用

強い技術・ものづくり基盤の構築

IT・情報資本の戦略的活用

研究開発・知的財産の創出と管理

お客さま満足の向上・
お客さまとの関係性向上

従業員が働きやすい職場づくり

取引先・サプライヤーとの関係強化

環境・地域社会との親和性の向上

実効性の高い取締役会・監査役会

内部統制・リスクマネジメント

情報開示とコミュニケーション

安定的な
営業キャッシュ・フロー確保

最適資本構成に基づく
ROEの維持・向上

エンドレスハートの
価値向上

信頼性・透明性の高い
経営体制

総資産回転率

財務レバレッジ

ステークホルダーとの
良好・円滑な関係

コーポレートガバナンス

建設的な対話
（エンゲージメント）

イノベーションを
生み出す資産

売上高利益率

コア事業

新規事業

多角化事業

経営の視点 中長期的な企業価値に
影響を与える要素 計画

社
会
的
貢
献

価
値
創
造
ス
ト
ー
リ
ー

株
主
価
値
創
造

経
営
体
制

エ
ン
ド
レ
ス
ハ
ー
ト
の
価
値
向
上

【グループシンボル「エンドレスハート」の意味】
顧客との絆、大和ハウスグループの連帯感と絆が包み込む優しいハート。メビウスの輪を想起させる造形は、絶えることのないグループの行動と、無限に続
く成長・発展性を表しています。中心の正円はグループの原点であり、和を表します。

Daiwa House Group Integrated Report 2016 Daiwa House Group Integrated Report 2016

QRコードから誘導されるサイトについてのご注意
• 紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読
み取ってください。 • 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除するこ
とがあります。 • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

  「大和ハウスグループ統合報告書 2016」をご覧いただけます
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役員一覧 （平成28年10月1日現在）

取締役

代表取締役会長	 樋口	武男
代表取締役社長	 大野	直竹
代表取締役副社長	 石橋	民生
代表取締役副社長	 河合	克友
代表取締役専務執行役員	 西村	達志
代表取締役専務執行役員	 香曽我部	武
取締役専務執行役員	 石橋	卓也
取締役専務執行役員	 藤谷	　修
取締役専務執行役員	 土田	和人
取締役専務執行役員	 堀	福次郎
取締役専務執行役員	 芳井	敬一
取締役常務執行役員	 濱　	　隆
取締役常務執行役員	 山本	　誠
取締役常務執行役員	 木口	雅博
取締役常務執行役員	 田辺	𠮷昭
取締役常務執行役員	 大友	浩嗣
取締役（社外）	 木村	一義
取締役（社外）	 重森	　豊
取締役（社外）	 籔	ゆき子

監査役

監査役	 平田	憲治
監査役	 松本	邦昭
監査役（社外）	 飯田	和宏
監査役（社外）	 岩﨑	輝一郎
監査役（社外）	 桑野	幸徳
監査役（社外）	 織田	昌之助

常務執行役員

岡田	恵吾	 髙井	基次
浦川	竜哉	 山﨑	考平
佐々木	幹雄	 出倉	和人

上席執行役員

土谷	　勝	 田村	哲哉
廣瀬	眞一	 中村	康夫
柴田	英一	 下西	佳典
千葉	雅治	 山田	裕次
木下	健治	 一木	伸也
廣森	隆樹

執行役員

石橋	信仁	 有吉	善則
加藤	恭滋	 宮武	孝之
田中	彰二	 壹岐	義人
原納	浩二	 中尾	剛文
林	　直樹	 能村	盛隆
西岡	直樹	 濱　	博文
片岡	幸和	 空　	道一
小高	一浩	 永瀬	俊哉
落合	滋樹	 橋本	好哲
多田	和弘	 和田	哲郎
水谷	　勲	 仁部	数典
南川	陽信	 藤田	信二
下平	喜庸	 名島	弘尚
河野	　宏

1株当たりの年間配当金
中間 期末

平成29年3月期 85円00銭（予定） 40円00銭 45円00銭（予定）

平成28年3月期 80円00銭 35円00銭 45円00銭※

平成27年3月期 60円00銭 25円00銭 35円00銭

※うち60周年記念配当10円

43,832名
666,238,205株

43,832名
666,238,205株

所有株数別株式分布状況

配当の状況

所有者別株式分布状況

注：（　）内は発行済株式の総数に占める割合を表示しております。

■ 金融機関 
212名 282,495,253株 （42.40%）
■ 外国人 

777名 236,272,493株 （35.46%）
■ 個人・その他 

41,388名 72,263,899株 （10.85%）
■ その他国内法人 

1,386名 63,570,884株 （9.54%）
■ 証券会社 

68名 11,508,073株 （1.73%）
■ 自己名義株式 

1名 127,603株 （0.02%）

■ 10,000,000株以上 
10名 176,242,847株 （26.45%）
■ 1,000,000株以上 

109名 323,984,619株 （48.63%）
■ 100,000株以上 

303名 97,684,821株 （14.66%）
■ 10,000株以上 

1,173名 30,628,648株 （4.60%）
■ 1,000株以上 

15,961名 31,608,281株 （4.74%）
■ 100株以上 

21,913名 5,916,799株 （0.89%）
■ 100株未満 

4,363名 172,190株 （0.03%）
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会社概要 （平成28年9月30日現在） 株主メモ

■ 社　 　 　名／ 大和ハウス工業株式会社 
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.

■ 本　 　 　社／大阪市北区梅田三丁目3番5号

■ 電　 　 　話／06-6346-2111（代表）

■ 創　 　 　業／昭和30年4月5日（設立／昭和22年3月4日）

■ 資 　本 　金／161,699,201,496円

■ 社員数（連結）／39,899名

■   事 　業 　所／［本社］ 大阪市北区梅田三丁目3番5号 
　　　　　　　［東京本社］ 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号 
　　　　　　　［支社・支店］ 82か所 
　　　　　　　［工場］ 10か所

決 算 期 毎年3月31日

基 準 日
定 時 株 主 総 会
期 末 配 当
中 間 配 当

3月31日
3月31日
9月30日
その他必要があるときは予め公告する一定の日

単 元 株 式 数 100株

株 主 名 簿 管 理 人
（ 特 別 口 座 管 理 機 関 ）

の 郵 便 物 送 付 先 
および電話照会先

〒168-0063 
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 
フリーダイヤル　0120-782-031

上 場 証 券 取 引 所 東京

証 券 コ ー ド 1925

お知らせ
株式に関する諸手続きについて

　当社株式に関する諸手続き（住所変更、姓名等の変更、配当金の振込方法、振込先の変更、単元未満株式の買取・買増の請求等）につきましては、
株主さまの口座のある証券会社にお申し出ください。上記株主名簿管理人（三井住友信託銀行株式会社）ではお取り扱いできませんのでご注意 
ください。
　なお、特別口座に記録された株式に関する諸手続きにつきましては、上記特別口座管理機関（三井住友信託銀行株式会社）にお申し出ください。

未受領の配当金について

　未受領の配当金につきましては、上記株主名簿管理人（三井住友信託銀行株式会社）にお申し出ください。

大和ハウスグループの経営のシンボルである「エンドレスハート」は、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。
© Copyright 2016 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.




