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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、緩やかな回復が続くことが期待される一方
で、世界経済の不確実性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思われます。
当業界におきましては、住宅市場では、さまざまな住宅取
得支援策による市場の活性化が期待されますが、中長期的に
は、新設住宅着工戸数の減少が見込まれております。一般建
設市場では、東京オリンピック・パラリンピック開催後に建設
投資が調整局面に入ることが懸念される中、2025年の大阪・
関西万博が、建設需要の喚起に寄与することが期待されま
す。一方で、建設業の人手不足や、資材価格の変動には継続
的に対処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6次中期経営計画」に基づき、戸建・賃貸住宅領域の
再成長に向けた基盤整備や、商業・事業施設領域の継続的な
事業拡大に加え、総合力を活かした複合開発を推進してまい
ります。またガバナンス体制の強化と継続的な最適化を行っ
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

支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
2019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。
当中間期におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや雇
用情勢・所得環境の改善が継続するなど、緩やかな回復傾向
が続いてまいりました。
当業界におきましては、住宅市場では、新設住宅着工戸数
で持家・分譲戸建が増加したものの、貸家・マンションが減少
し、全体でも前年比マイナスとなりました。一般建設市場に
おきましては、建築着工床面積で倉庫・病院等が増加する一
方、工場・店舗等がそれぞれ減少し、全体でも前年比マイナ
スとなりました。
このような経済状況の中で当社グループは、本年度より開
始した3か年計画「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投資を行い、Business分野（商
業施設・事業施設事業）の拡大や、海外展開の加速に取り組ん
でまいりました。またガバナンスの強化策として、事業責任
者への権限委譲および役割責任の所在の再定義や、グループ
各事業・地域により異なるリスクへの組織対応力強化等、将
来の成長に向けた体制の整備を行ってまいりました。
以上の結果、当中間期における当社の業績は、売上高2兆

1,793億円、営業利益2,093億円、親会社株主に帰属する中間
純利益は1,473億円となりました。

株主のみなさまへ

代表取締役社長

グループのさらなる成長を 
支えるガバナンス体制を強化し、 
持続させてまいります。
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（前期比 9.9%増） （前期比 10.4%増） （前期比 12.1%増）

（単位：百万円）

第81期中間 第80期 第80期中間 第79期

売上高 2,179,389 4,143,505 1,983,326 3,795,992

営業利益 209,324 372,195 189,586 347,141

経常利益 207,910 359,462 191,741 344,593

親会社株主に帰属する 
中間（当期）純利益 147,390 237,439 131,481 236,357

総資産 4,454,545 4,334,037 4,147,925 4,035,059

純資産 1,737,753 1,643,717 1,589,271 1,513,585

自己資本比率 38.0% 36.8% 37.2% 36.5%

1株当たり中間（当期）純利益 222円2銭 357円29銭 197円70銭 355円87銭

1株当たり純資産 2,552円23銭 2,404円32銭 2,318円31銭 2,218円17銭

注1：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）。
注2： 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）等を第80期第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態につきましては、遡及処理後

の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。

売上高（中間） 営業利益（中間）
親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益

（億円） （予想）
（中間）
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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」の作成日現在におきまし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）

2兆1,793億円 2,093億円 1,473億円
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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

●  戸建住宅商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」や、木造住宅商品「xevo 
GranWood（ジーヴォ グランウッド）」、3・4・5階建て戸建住宅商品
「skye（スカイエ）」等の多彩な商品ラインアップで、戸建専用住宅は
もちろん、併用住宅等の幅広いニーズへの対応に注力。

●  「xevoΣ PREMIUM（ジーヴォシグマ プレミアム）」および「V1サッ
シ」が、2019年度グッドデザイン賞を受賞。

●  海外においては、Stanley-Martin Communities, LLCによる米国
ワシントンD.C.周辺での住宅販売が好調に推移。

●  3階建て商品や中高層賃貸住宅の提案に注力するとともに、寮や社
宅、店舗併用賃貸住宅等の提案バリエーションを拡大し、物件の大
型化に注力。

●  海外においては、米国での賃貸住宅事業や、ベトナムや豪州での
サービスアパートメント事業が順調に推移。

●  「プレミスト山吹神楽坂」（東京都）や「プレミスト大津ステーション
レジデンス」（滋賀県）等の物件を中心に引渡しが順調に進捗。

●  当社初の1棟まるごとリノベーションマンション「リブネスモア茨
木」（大阪府）の販売を開始。

●  （株）コスモスイニシアにおいて、共同出資型投資用不動産「セレサー
ジュ表参道」（東京都）の販売が好調に推移し、総募集口数を完売。

●  海外においては、豪州で開発・販売した物件の引渡しが順調に進捗。

●  再生可能エネルギーの固定価格買取制度において買取期間満了を
迎える戸建住宅オーナーさまに向けた家庭用蓄電池の販売や、法人
のお客さまの事業用資産に向けたメンテナンス提案に注力。

●  空き家の防犯・管理・不動産活用をサポートするサービス「リブネス
空き家管理サービス」を開始するなど、既存住宅の購入や売却、リノ
ベーション等のお客さまのニーズに幅広く対応。
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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：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。　注3：当期より、「その他」セグメントに含まれていた海外事業について、事業内容に基づき各セグメ
ントへ含めて表示するなどの変更を行っており、第80期は遡及処理後の数値を表示しております。

■■ 売上高（左軸） 営業利益（右軸）

商業施設事業 事業施設事業
●  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、
エリアの特性を活かしたバリエーション豊富な企画提案を実施。

●  投資用不動産の購入を検討されているお客さまに向けて、当社で土
地取得・建物建築・テナントリーシングまで行った物件を販売する
など業容の拡大を推進。

●  商業施設とオフィス、さらにダイワロイヤル（株）が運営する「ダ
イワロイネットホテル広島駅前」が一体となった大型複合施設
「GRANODE（グラノード）広島」をオープン。

その他事業 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 10.9%
■ 賃貸住宅 23.1%
■ マンション 7.3%
■ 住宅ストック 3.5%
■ 商業施設 17.5%
■ 事業施設 27.8%
■ その他 9.9%

ホームセンター事業
●  ロイヤルホームセンター（株）において、市内最大の売場面積※を誇
る「ロイヤルホームセンターキセラ川西」（兵庫県）をオープン。

アコモデーション事業
●  大和リゾート（株）において、新スタイルのホテル「ダイワロイヤルホ
テルD-CITY（ディーシティ）」の、全国4店舗目となる「D-CITY 名古屋
伏見」をオープン。

物流事業
●  大和物流（株）において、「小牧物流センターⅠ、Ⅱ」（愛知県）を新た
に開設。

フィットネスクラブ事業
●  スポーツクラブNAS（株）において、コラーゲンの生成を促す光ト
リートメントを浴びながら、ホットヨガ等のエクササイズを行える
「ホットコラーゲンスタジオ」を設置した「スポーツクラブNAS 蕨」
（埼玉県）等、新たに3か所をオープン。
※ 兵庫県川西市のホームセンター売場として最大面積。

●  当社最大の延床面積を誇るマルチテナント型物流施設「DPL流山Ⅳ」
（千葉県）をはじめ、全国9か所の物流施設を新たに着工。
●  老朽化した施設や、耐震基準を満たしていない病院の建替・移転の
提案や、高齢者住宅・複合介護施設等医療法人さまの経営課題を解
決するソリューション提案を強化。

●  広島西飛行場跡地を産業団地として再開発する「広島イノベーショ
ン・テクノ・ポート」に着手し、当社開発の工業団地への企業誘致を
強化。
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大和ハウスグループトピックス

6月5月4月2019年

「ダイワロイネットホテル広島駅前」 
グランドオープン

ダイワロイヤル（株）は、2019年4月1日にオープンした複合施設
「GRANODE広島」に中国・四国地域初となるオフィス併設型のビ
ジネスホテル「ダイワロイネットホテル広島駅前」をオープンいた
しました。当ホテルは、地元の食材を利用したビュッフェスタイ
ルの朝食レストランや、ご宿泊のお客さまに無料でご利用いただ
けるフィットネスルームを併設いたし
ました。また、オフィスフロアと、レス
トラン・コンビニエンスストア等の商
業施設、バス発着場やレンタカー受付
窓口等も併設され、滞在中の利便性が
より高まっているとともに、JR広島駅
新幹線口から徒歩4分の好立地で、幅
広いお客さまにご利用いただけます。

寝室用パネルエアコン「眠リッチ」発売

（株）フジタは、（株）長府製作所と共同開発した、寝室用パネルエア
コン「眠リッチ」を発売いたしました。当商品は、赤外線を利用した放
射冷暖房システムを採用し、風が直接当たらず体に負担をかけない温
度管理と優れた静音性を実現し、睡眠時に最適な室内環境を提供いた
します。今後、全国のマンションや戸建住
宅等へ順次導入を目指すほか、全国のディ
ベロッパーや住宅メーカー、ホテル、医療
福祉施設等の事業者さま、および一般のお
客さまへの提案を進めてまいります。

当社初の1棟リノベーションマンション 
「リブネスモア茨木」販売開始　

当社は、1棟まるごとリノベーションした分譲マンション「リブ
ネスモア茨木」の販売を開始いたしました。当マンションは、阪急
京都線茨木市駅から徒歩6分の場所に位置し、近隣には教育施設
や商業施設もそろっており、日常の生活利便性が高い環境にあり
ます。約20年前から他社の社宅として利用されていた建物を当社
が買い取り、大規模修繕することで、資産価値を高め、セキュリ
ティ機能や利便性を向上させたリノベーションマンションとして
販売を開始いたしました。今後も、物件を買い取り、新たに付加
価値をつけて販売する買取再販事業を推進してまいります。

GRANODE広島

「船橋塚田プロジェクト」で 
「再エネ100％のまちづくり」を開始

当社は、日本初※の「施工」から「暮らし」まで実質再生可能エネ
ルギー電気（以下、「再エネ電気」）を100%供給するまちづくり「船
橋塚田プロジェクト」を開始いたしました。当プロジェクトは、千
葉県船橋市において分譲マンション、賃貸住宅、戸建住宅、商業
施設を計画した大規模開発プロジェクトであり、ご入居者さまが
利用される電気はもちろん、共用部や街灯の電気、施工時の工事
用電源にも再エネ電気のみを利用いたします。再エネ電気は、当
社グループが管理・運営する「菅沼水力発電所」で発電する電気を
中心に供給いたします。また戸建住宅と分譲マンションの太陽光
発電システムで創出した電気は、可能な限り居住街区で消費する
など、当プロジェクト街区外から供給する再エネ電気をさらに削
減する取り組みを行います。
※  当社調べ
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当社最大の大型マルチテナント型物流施設「DPL流山Ⅳ」着工

当社は、千葉県流山市において、当社最大の延床面積約32万3千m2を
有するマルチテナント型物流施設「DPL流山Ⅳ」を着工いたしました。当
施設は、働き方改革の支援として、テナント企業さまの従業員専用の保
育施設や大和リビング（株）による住宅の斡旋システムの導入、無人コン
ビニエンスストアを完備するとともに、免震システムや非常用自家発電
機を設置するなど、BCPにも対応した防災配慮設計を施しております。
立地面では、常磐自動車道「流山インターチェンジ」に近接し、首都圏の
みならず、国内外の物流を
カバーする一大拠点として
ご利用いただけます。

金沢の伝統様式や工芸を採り入れた都市型ホテル 
「ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM金沢」グランド
オープン

大和リゾート（株）は、金沢の伝統様式や工芸等を採り入れた都市
型ビジネスホテル「ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM金沢」を10
月1日にオープンいたしました。当ホテルは、伝統文化が承継されて
いる歴史的な市街地である金沢市のまちづくりに合わせ、デザイン
の隅々に金沢の情緒を採り入れて
おります。今後も、地域の伝統や
特色を反映したリゾートホテル感
覚の都市型ビジネスホテルとして
「D-PREMIUM」ブランドを順次展開
してまいります。

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。

卒FITオーナーさま向け余剰電力買取および 
電力販売サービス「ダイワハウスでんき」開始

当社は、太陽光発電システムの余剰電力買取および電力販売を
行うサービス「ダイワハウスでんき」を11月1日より開始いたしま
した。当サービスは、太陽光発電システムの余剰電力の固定価格
買取制度において、買取期間満了（卒FIT）を迎える戸建住宅のオー
ナーさまに、余剰電力買取と電力販売をセットでご契約いただき、
当社が買い取った余剰電力は、企業さまやオーナーさまに向けて
販売するほか、当社グループの施設で有効活用いたします。

兵庫県川西市において 
「ロイヤルホームセンターキセラ川西」オープン

ロイヤルホームセンター（株）は、兵庫県川西市にお
いて「ロイヤルホームセンターキセラ川西」をオープン
いたしました。当店は、川西市のホームセンターにお
いて最大の売場面積を有し、梱包材や段ボール等の近
年利用者が増えているフリマアプリに対応した商品や、
ペット関連商品、職人向け商品等、約11万点をご用意し
ております。また、取付・交換代行、工具のレンタル等
さまざまなサービスをご用意し、お客さまの「困った」
にお応えい
たします。

外観イメージ

ロイヤルホームセンターキセラ川西

エントランス
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軽量鉄骨商品　xevoΣ（ジーヴォシグマ）
「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、2014年
1月の販売開始より累計販売棟数17,106棟※3

を達成しました。

※1  天井高は2m40cm、2m72cm、さらに床を一部下げたグラン
リビングモア（36cmダウン）と折上天井（8cmアップ）を組み
合わせることで、最高3m16cm（1階のみ）まで実現可能です。
なお、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 2019年9月末時点。

1

xevoΣ 平屋暮らし・和暮らし

xevoΣ 平屋暮らし

xevoΣ 和暮らし

勾配天井

続き間

当社戸建住宅商品のご紹介特 集
1

広がりを感じる空間
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賃貸
注文住宅で培った経験・実績を活かしたクオリティの高
い賃貸住宅のプランニングが可能です。市場性に合わせ
た提案により高い資産価値を実現します。

店舗
柱のない大空間を設けられる「skye＋」は、店舗にも適し
た構造です。商店の建替えやカフェ、フラワーショップ
等趣味を活かした店づくりを楽しめます。

「xevoΣ PREMIUM」は、「日々の暮らしに充足感を提供す
る都市の邸宅」をコンセプトに展開している当社の最上位グ
レード商品です。業界最高水準（当社調べ）の断熱・耐震性
能、長期保証が好評をいただいています。

業界トップレベル12mmの深彫外壁
「ベルサイクス」

天井まで続く全面窓を実現
「グランフルサッシ」

「skye＋」は、賃貸マンションから店舗・医療併用まで、立地条件や敷地形状、暮
らし方や仕事環境等あらゆる条件やニーズに合わせてプランニングできる3・4・5
階建て住宅商品です。より快適でご入居者さまに選ばれる付加価値の高い空間づ
くりのために、上下階居室間の床衝撃音を軽減するオリジナル界床構造「SRスラ
ブ55」も採用できます。

重量鉄骨商品　skye＋（スカイエ・プラス）

軽量鉄骨商品　xevoΣ PREMIUM （ジーヴォシグマ プレミアム）

3

2
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木造商品　xevoGranWood   （ジーヴォ グランウッド）～都市暮らし～

五感のゆらぎと人とのつながりが、
都市のストレスを解放する。

当社戸建住宅商品のご紹介特 集
1

4

人生100年時代を見据えた住まいをつくるプロジェクト『都市ストレスか
ら解放する「森が家」』を、2019年1月より販売開始しました。私らしく、人間
らしく、人生100年時代を謳歌するために。その土台となる大切な居場所と
して。都市にいながらも、自然を感じる。歳を重ねても、健やかに暮らせる。
まるで森に包まれるような、潤いと彩りのある木の住まいです。

繰り返しの地震から資産を守る 「Gran-Device（グランデバイス）」※1

繰り返し地震が発生した際も当初の耐久性を維持できるエネルギー吸収型木造制
震耐力壁「Gran-Device」。BCJ※2制震構造評定・国土交通大臣認定耐力壁として一
般的な在来木造工法と比べ、構造の変形を最大1/2まで抑制。より安全・安心な住ま
いが実現できます。
※1 オプション　※2 一般財団法人 日本建築センター

「森が家」コンセプトモデルハウス
品川GranWood展示場
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軽量鉄骨新商品　Lifegenic   （ライフジェニック）5

「Lifegenic」は、「自分らしく生きることを追求するライフスタイルに適し
た住まい」をコンセプトに、2019年11月1日より販売を開始した、セミオー
ダー型の軽量鉄骨新商品です。
販売窓口はウェブ経由に限定し、サイト上で2種類のシミュレーション、
概算見積もりや問い合わせ、来場予約が行えます。
ターゲット層であるミレニアル世代を意識した外観デザインやインテリ

アスタイルで、本体価格2,000～2,500万円（太陽光発電含む）※1、標準仕様で
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）に対応する※2商品です。

10の外観デザイン、5つのインテリアスタイル、89
の間取り等を組み合わせ、じっくりと自分の好みの
Lifegenicをつくることができます。

6つの質問に答えていただくことで、お客さまに合った
ライフスタイルを診断し、そのライフスタイルにマッチ
する外観デザインとインテリアスタイルをご提案。簡単
にオススメの家を見つけることができます。

ライフスタイルで選ぶ こだわりの条件で選ぶパパッと、簡単に。 じっくり、こだわって。

※1 建設地などにより、仕様および金額が異なる場合があります。　※2 建設地などの諸条件により、ZEHに対応できない場合があります。
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リブネスタウンプロジェクトとは、当社が過去に開発した郊外の
大規模戸建住宅団地「ネオポリス」の再生事業です。
高度経済成長期に当社が開発を進めたネオポリスでは、開発から
半世紀が経過し、超高齢社会や人口減少、空き家の増加等、さまざま
な課題が顕在化しています。
当プロジェクトは、行政機関や地元団体等と協力して、地域内に
交流とサービス提供の場となる拠点（サテライト）をつくるなど、地
域の課題を解決し、価値を高め、いつまでも住み続けられるまちに
再耕するプロジェクトです。

地域の魅力をあげ、住み替えを促進することが当社の事業につながる

広がるリブネス事業～リブネスタウンプロジェクトの取り組み～特 集
2

移住·住み替え

移動· 
配達支援

働く

健康増進

地域互助

子育て

居場所
サテライト

大和ハウスグループの社会的責任（SDGsへの貢献）を果たすことになる

当社開発の団地にお住まいの方々が 
安心して住み続けられるようにする

個々のお客さまへのリレーションだけで 
なく、持続可能なまちに向けた対策をする

課題を解決し、持続可能なまちへ再び耕し育てる

■ いつまでも住み続けられるまちに再耕
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緑が丘ネオポリス

コンビニエンスストア併設型コミュニティ施設移動販売車

上郷ネオポリスは、地域住民の有志による「上郷ネオポリスま
ちづくり委員会」にて、まちづくり活動を開始しました。
現在、「安心・つながり・生きがい・健康」をキーワードとして、

目指すべき、まちの将来像を検討しています。その中で、コンビ
ニエンスストアと地域住民の
コミュニティスペースが一体
となった施設をオープンす
るなど、活動支援・コミュニ
ティ拠点を使った住民組織の
運営と生きがい創出プロジェ
クトの展開を進めています。

緑が丘ネオポリスは、産官学民が連携して各種事業を行う
ための組織である「一般社団法人三木市生涯活躍のまち推進機
構」が設立され、機構の事業活動を行政と当社が主体となり、
大学や民間企業と協力しながら実施・運営しています。

2017年4月には商店街の空き店舗を活用したサテライト拠
点をオープンし、地域のコミュニケーションの活性化や機構の
活動内容普及に努めています。

緑が丘ネオポリス（兵庫県三木市）

上郷ネオポリス（神奈川県横浜市）

モデルケース①

モデルケース②
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実施日： 2019年10月4日（金）
見学先：  TRY家Lab・ 

D’s TETOTE 等
参加者数： 30名（応募数：290名）

東京

株式関連トピックス

統
合
報
告
書 

2
0
1
9

大和ハウスグループ

2 0 1 9

■  「大和ハウスグループ統合報告書2019」を発行

当社は事業戦略や財務状況等の財務情報とESG等に関する非財務情報をまとめた「大和ハウスグルー
プ統合報告書2019」を発行いたしました。

“大和ハウスグループの価値創造” 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）と、一気通貫で社会に貢献し続ける当社の強み（複合的な事業提案力）や、価値創造プロセスを
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おります。
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、引き続き建
設的な対話を通じて、持続的な成長を目指してまいります。

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。 

   「大和ハウスグループ
統合報告書 2019」を 
ご覧いただけます

今年も、株主さまに当社の企業理念や事業内容につきまして、ご理解を深めていただく機会として
「株主さま向け施設見学会」を実施いたしました。

実施日： 2019年9月27日（金）、28日（土）
見学先：  総合技術研究所・ 

D-roomプラザ館 等
参加者数： 95名（応募数：428名）

奈良

ご参加いただいた株主さまからは、 
「社会課題を捉え、それを解決する
ことで事業を拡大してきた企業姿勢
がすばらしい」 「未来を見つめて経営
していることがよくわかった」 「これ
からも応援したい気持ちになった」 
など、ご好評をいただきました。

株主さま向け施設見学会について
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IR情報ウェブサイトはこちらから

https://www.daiwahouse.com/ir/
大和ハウス工業　大和ハウス工業　大和ハウス工業　IRIRIR情報情報情報 検索

決算情報などIR関連の最新情報をメールでお届けしております。配信
をご希望の方は、IR情報ウェブサイトの入力フォームに、必要事項を
ご入力のうえお申し込みください。

IR情報メール配信サービスのご案内

株式の状況 （2019年9月30日現在）

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）

売買高 : 千株 株価 : 円（終値平均）
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最高値:3,699円
（2019年1月18日）

10月
2018年

7月 8月 9月
2019年

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

4,000

0

25,000

50,000

3,000 最安値:2,841円
（2019年4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 45,253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） 59,603 8.97
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 40,449 6.09
株式会社三井住友銀行 16,117 2.43
株式会社三菱UFJ銀行 15,470 2.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7） 13,568 2.04
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 12,868 1.94
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 12,432 1.87
大和ハウス工業従業員持株会 12,422 1.87
JP MORGAN CHASE BANK 385151 12,379 1.86
日本生命保険相互会社 11,944 1.80

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を控除して計算しております。

1株当たりの年間配当金
中間 期末

2020年3月期 115円00銭（予定） 55円00銭 60円00銭（予定）
2019年3月期 114円00銭 50円00銭 64円00銭
2018年3月期 107円00銭 45円00銭 62円00銭

45,253名
666,238,205株

45,253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 
188名 313,908,367株 （47.12%）
■ 外国人 

913名 202,228,264株 （30.35%）
■ 個人・その他 

42,746名 70,143,092株 （10.53%）
■ その他国内法人 

1,367名 58,115,593株 （8.72%）
■ 証券会社 

37名 19,713,164株 （2.96%）
■ 自己名義株式 

1名 2,127,725株 （0.32%）
■ 政府・地方公共団体 

1名 2,000株 （0.00%）

■ 10,000,000株以上 
10名 207,256,879株 （31.11%）
■ 1,000,000株以上 

94名 300,400,876株 （45.09%）
■ 100,000株以上 

288名 92,851,189株 （13.94%）
■ 10,000株以上 

1,109名 29,464,434株 （4.42%）
■ 1,000株以上 

14,482名 29,832,559株 （4.48%）
■ 100株以上 

24,676名 6,268,281株 （0.94%）
■ 100株未満 

4,594名 163,987株 （0.02%）

株価と売買高の推移（東京証券取引所）

14



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 2019 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.

取締役
取締役会長 樋口 武男
代表取締役社長 芳井 敬一
代表取締役副社長 石橋 民生
代表取締役副社長 香曽我部 武
取締役専務執行役員 土田 和人
取締役専務執行役員 藤谷  　修
取締役常務執行役員 山本  　誠
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
取締役常務執行役員 浦川 竜哉
取締役常務執行役員 出倉 和人
取締役常務執行役員 有吉 善則
取締役常務執行役員 下西 佳典
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 西村 達志
監査役 平田 憲治
監査役 中里 智行
監査役（社外） 飯田 和宏
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 廣瀬 眞一
佐々木 幹雄 柴田 英一
山﨑 考平 山田 裕次
木下 健治 宮武 孝之
廣森 隆樹

上席執行役員
田村 哲哉 西岡 直樹
中村 康夫 片岡 幸和
一木 伸也 水谷  　勲
加藤 恭滋 南川 陽信
原納 浩二 和田 哲郎
濱  　博文 能村 盛隆
多田 和弘 永瀬 俊哉
石橋 信仁 橋本 好哲
林  　直樹 福島  　斉

執行役員
小髙 一浩 高松 幸男
落合 滋樹 金井 雅孝
河野 　 宏 伊藤 光博
中尾 剛文 竹林 桂太朗
仁部 数典 岩淵 義徳
名島 弘尚 八田 政敏
杉浦 雄一 泉本 圭介
橋本 英治 杉本 昌文
小柳出 隆一 久保 文昭
河村 太郎 吉岡 憲一
富樫 紀夫

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

資 本 金 161,699,201,496円

社 員 数　（ 連 結 ） 46,824名

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 　
その他必要があるときは

3月31日 
9月30日 　 

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

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、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。

●  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。
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