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通期の見通し
今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる消費の冷え込みからの回復や、先送りされた企業の設備
投資の顕在化による活性化が期待されますが、世界経済は楽
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、「すまい給付金」に期待しつつも、

中長期で見ると新設住宅着工戸数の減少が見込まれていま
す。一般建設市場では、2025年の大阪・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ます。一方で、建
設業の人手不足や建設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、戸建・賃貸住
宅領域の再成長に向けた基盤整備や、商業・事業施設領域お
よび海外の事業拡大、総合力を活かした複合開発を推進して
まいります。
ガバナンス体制につきましては、グループ全体での一体経営
を強化するなどの対策を実行し、今後も最適化を進めてまいり
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。

2020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、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のために2020年4月に発出された緊急事態宣言に
よる外出自粛の影響により景気が冷え込みましたが、緊急事
態宣言解除後、2020年6月以降は個人消費の持ち直しが見ら
れ、国内経済は回復傾向にあります。
住宅市場は、新設住宅着工戸数がすべての用途で前年比マ

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
工床面積で倉庫のみ前年比プラスとなった一方、他の用途は
減少し、全体では前年比マイナスとなりました。
このような事業環境の中で当社グループは、昨年度より開
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」
に基づきながらも各事業戦略を見直し、ニューノーマル時代
を見据えた商品を提案するなど、新型コロナウイルス感染症
の影響に対応してまいりました。また、ガバナンスの強化策
として社外取締役の増員や多様性の確保、事業執行における
役割・責任の所在の再定義等、将来の成長に向けた体制の再
構築を実行してまいりました。
以上の結果、当中間期における当社の業績は、売上高1兆

9,664億円、営業利益1,560億円、親会社株主に帰属する中間
純利益は913億円となりました。

株主のみなさまへ

代表取締役社長

ガバナンスの強化を図るとともに 
社会課題に真正面から向き合い、 
新たな成長機会を生み出します。
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（前期比 9.8%減） （前期比 25.5%減） （前期比 38.0%減）

（単位：百万円）

第82期中間 第81期 第81期中間 第80期

売上高 1,966,448 4,380,209 2,179,389 4,143,505

営業利益 156,024 381,114 209,324 372,195

経常利益 150,466 367,669 207,910 359,462

親会社株主に帰属する 
中間（当期）純利益 91,329 233,603 147,390 237,439

総資産 4,841,707 4,627,388 4,454,545 4,334,037 

純資産 1,805,146 1,773,388 1,737,753 1,643,717 

自己資本比率 36.2% 37.3% 38.0% 36.8%

1株当たり中間（当期）純利益 138円71銭 351円84銭 222円2銭 357円29銭

1株当たり純資産 2,680円16銭 2,600円82銭 2,552円23銭 2,404円32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）
親会社株主に帰属する
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：既受注の請負工事の施工や米国住宅事業の順調な推移等を背景に、2020年5月に公表した業績予想を上回る見通しとなるため、2021年3月期の業績予想を修正いたしました。
注3： 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）

1兆9,664億円 1,560億円 913億円
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事業の概況（連結）
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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）」、ウェブ販売住宅商品「Lifegenic（ライフジェニッ
ク）」等の多彩な商品ラインアップで、幅広いニーズに対応。

●  快適に在宅勤務ができる当社オリジナルのテレワークスタイル「快
適ワークプレイス」と「つながりワークピット」の提案を開始。

●  海外においては、Stanley-Martin Communities, LLCが引き続きIT
を活用した販売に注力し、事業が順調に推移。

●  洗練された外観デザイン、構造躯体・防水の初期保証30年※に加え
て、業界最高クラスの遮音性能を備えた都市部・中心市街地向け
3階建て商品「GRACA（グラサ）」を発売。

●  緊急事態宣言を受け、大和リビング（株）が管理する賃貸住宅のご入
居者さまに対して賃料支払猶予措置を実施。

●  オリジナル宅配BOX「D-room BOX（ディールームボックス）」の販
売・設置提案を開始。

※ 保証期間内に各部位・機器等のメンテナンス工事（有料）が必要。

●  「プレミスト平和台」（東京都）において、マンション各住戸への太陽
光発電エネルギーの供給を実現。

●  旧耐震マンションの建替事業物件「プレミスト北浦和ブライト
フォート」（埼玉県）において、都心部への快適なアクセスと生活利
便施設が徒歩圏内にある環境が評価され、販売が順調に進捗。

●  「施工」から「暮らし」まで再生可能エネルギー由来の電気のみを利
用した、大規模複合開発プロジェクト「プレミスト船橋塚田」（千葉
県）の販売が順調に推移。

●  当社施工の戸建・賃貸住宅を所有されているオーナーさまに対し、
インスペクション（点検・診断）からのリフォーム提案に注力。

●  より良質な既存住宅の流通の活性化に向けた「Livness（リブネス）」
事業においては、オーナーさまを中心としたあらゆるお客さまの
ニーズにお応えするため、住宅事業部門内に全国で57拠点を展開。
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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：第81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

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 12.3%
■ 賃貸住宅 23.8%
■ マンション 6.6%
■ 住宅ストック 2.8%
■ 商業施設 20.8%
■ 事業施設 23.5%
■ その他 10.2%

●  大型のマルチテナント型物流施設※「DPL新横浜Ⅰ」（神奈川県）をはじ
め、全国19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え・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。

●  海外においては、マレーシアのクアラルンプール近郊においてマル
チテナント型物流施設第二弾「D Project MalaysiaⅡ」を着工。

※ 複数のお客さまが入居できる物流施設。

●  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。

●  商業・オフィスビル等の大型物件への取り組みを強化するとともに、
投資用不動産として、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。

●  沖縄県初となる水族館併設の大型商業施設「iias（イーアス）沖縄豊
崎」をグランドオープンするなど、お客さまのニーズに合わせた複合
施設開発に注力。

ホームセンター事業
●  生活スタイルが変化したことで巣ごもり需要が高まり、ロイヤ
ルホームセンター（株）において、DIY用品や園芸用品、お手軽レ
ジャーとしてのアウトドア用品の販売が好調に推移。

アコモデーション事業
●  ダイワロイヤルホテルシティ（株）が運営する都市型ビジネスホテル
「D-PREMIUM（ディープレミアム）大阪新梅田」をオープン。

物流事業
●  大和物流（株）において、「草加物流センター」（埼玉県）等2か所の物
流センターを新たに竣工。

フィットネスクラブ事業
●  スポーツクラブNAS（株）において、緊急事態宣言解除後、レッスン
数や時間の縮小、飛散防止パネルの設置等の対応を行いながら営業
を再開。
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大和ハウスグループトピックス

6月5月4月2020年

新型コロナウイルスの影響に伴う 
賃料支払猶予措置実施

大和リビングマネジメント(株)は、子会社の大和リビン
グ(株)が管理する賃貸住宅において、新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策により収入に著しい影響を受けられた
ご入居者さまを対象に、最大3か月分の月額家賃、駐車場
代、共益費につき、最長24か月間で分納可能とする支払猶
予措置を実施いたしました（現在は申込の受付を終了して
おります）。

幅広い駐車スペースと子どもも喜ぶ空間演出 
「D-Parking 浜松ゆりの木通り」オープン 
子育て世帯向け駐車場「D Micke」を共同開発

大和ハウスパーキング（株）は､静岡県浜松市に5階建て立体
駐車場｢D-Parking(ディーパーキング）浜松ゆりの木通り｣を
オープンいたしました｡ 5階には､子育て世帯のお出かけを応
援する駐車場｢D Micke（ディーミッケ）｣をコンビ（株）と共同開
発いたしました。｢D Micke｣は、最大幅3.6m（一般的な駐車ス
ペース幅の約1.5倍）の広い駐車スペースで、チャイルドシート
の乗せ降ろしやベビーカーの組み立てを安全に行うことがで
きます。また、コンビ（株）のオリジナルキャラクターがお迎え
するポップなデザインが特徴です｡
今後、開発する駐車場において、地
域特性等を踏まえて｢D Micke｣の
展開を順次検討し、子育て世帯が
車で外出しやすい社会環境を整備
してまいります。

大型マルチテナント型物流施設「DPL札幌レールゲート」着工

当社と日本貨物鉄道(株)は、北海道札幌市の「札幌貨物ターミナル駅」
構内において、両社の共同事業による東北・北海道最大となるマルチテナ
ント型物流施設「DPL札幌レールゲート」を着工いたしました。当施設は、
最大12テナントが入居できる東北・北海道最大の物流施設であり、道央自
動車道「大谷地インターチェンジ」から約1kmと、札幌市内だけでなく、道
央エリア全域へのアクセスが容
易な立地に位置しております。ま
た、テナント企業さまの職場環境
整備の一環として、従業員専用の
保育施設やカフェテリアを完備
しております。

外観イメージ

公共施設を活用したアウトドアリゾート「ETOWA」誕生  
第一弾「ETOWA KASAMA」オープン

(株)コスモスイニシアは、アウトドアリゾート新ブランド「ETOWA（エ
トワ）」を立ち上げ、国や地方自治体が所有する公共施設等を活用したア
ウトドアリゾート事業を開始いたしました。第一弾として茨城県笠間市
が所有する公共宿泊施設「旧あたご天狗の森スカイロッジ」をリノベー
ションし、アウトドアリゾート施
設として運営を開始しておりま
す。今後も、国や地方自治体が所
有している利用者減少や遊休化
が課題となっている公共施設の
価値向上等、社会課題の解決を
目指してまいります。 ETOWA KASAMAD-Parking 浜松ゆりの木通り

5



渋谷区公共トイレプロジェクト「THE TOKYO TOILET」
に参画

当社は、日本財団が行う、東京都渋谷区内の17か所に新しい公共ト
イレを設置するプロジェクト「THE TOKYO TOILET（ザ トウキョウ ト
イレット）」に参画いたしました。当プロジェクトは、渋谷区の協力を
得て区内17か所に、性別、年齢、障害を問わず、誰もが快適に使用で
きる公共トイレを設置するもので、著名
な建築家、デザイナーによる優れたデザ
イン・クリエイティブの力で、新しい社会
のあり方を広く提案・発信することを目
的としており、当社は設計・施工で協力い
たしました。

自社施設・物流施設のグリーン化、再生100%の 
まちづくりを加速「大和ハウスグループグリーン
ボンド（無担保社債）」発行

当社は、国内の公募形式による「大和ハウスグループグリー
ンボンド（無担保社債）」を発行いたしました。グリーンボンド
とは、環境配慮型施設の開発や再生可能エネルギーの活用等、
環境負荷低減のための資金を調達する目的で発行する債券で
す。当社では「環境負荷ゼロ」および「環境と企業収益の両立」
を実現するために、研修施設「（仮称）大和ハウスグループ新研
修センター」や、再生可能エネルギー100%のまちづくり「船橋
グランオアシス」、環境配慮型物流施設等の開発・建設費用と
して充当する予定です。なお、再生可能エネルギーを全面的に
取り入れた複合型のまちづくりを対象とするグリーンボンド
の発行は日本初となります。

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。

業界最高クラスの3階建て賃貸住宅商品「GRACA」発売

当社は、都市部および中心市街地向けに業界最高クラスの3階建て賃貸
住宅商品「GRACA（グラサ）」を発売いたしました。当商品は、「上質で優雅
なレジデンス」をコンセプトに、洗練された外観デザインや上質な屋内共
用空間に加え、業界最高クラスの高遮音床や高遮音界壁を採用し、ご入居
者さまの快適な居住空間を実現いたします。また、当社オリジナル外壁「外
張り断熱通気外壁」を採用したことで、
構造躯体・防水の初期保証30年を実現※

し、オーナーさまの大切な資産を長期に
わたりサポートいたします。
※  保証期間内に各部位・機器等のメンテナンス工事
（有料）が必要。

米国ニューヨーク州マンハッタンにおける 
マンション事業「100クレアモントアベニュー
プロジェクト」概要決定

当社は、米国ニューヨーク州マンハッタンにおいて進め
ている、複合型超高層分譲マンションプロジェクト「100ク
レアモントアベニュープロジェクト」の概要を決定いたし
ました。当プロジェクトは、「モー
ニングサイドハイツ地区」最大の
超高層建築で、地上41階建て、販
売住戸165戸、ユニオン神学校の
教育施設や教職員住宅で構成され
た、延床面積約33,000m2の建物で
す。販売開始は2021年8月、竣工は
2023年3月を予定しております。 外観イメージ（右側高層建物）

GRACA

恵比寿公園トイレ
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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20,192棟※3

を達成いたしました。

※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ります。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 2020年9月末時点。

1

「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おります。

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」

軽量鉄骨商品　xevoΣ PREMIUM （ジーヴォシグマ プレミアム）2

当社戸建住宅商品のご紹介特 集
1
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「skye3」は「もっとをかなえる3階建て」を商品コンセプトに、2020年9月1日より販売を
開始した、3階建て住宅商品です。
当商品は、強くしなやかな重量鉄骨ラーメン構造に、新開発の「Σ形制震パネル」を搭載

しております。
広がりも明るさも想像以上の大空間「エアグランリビング」と、限られた敷地をフル活

用する「敷地対応力」で、もっと豊かで自由な3階建ての暮らしを実現いたします。

重量鉄骨新商品　skye3 （スカイエ・スリー）4

軽量鉄骨商品　Lifegenic （ライフジェニック）3

「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」をコンセプトに展開している、ウェブ限定の軽量鉄骨商品です。
ウェブサイトで6つの質問に答えていただくだけで、ライフスタイルを診断。
その結果に基づきプランや概算見積もりがその場で提示され、問い合わせも行
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1,978万円～（税込・太陽光発電システム含む）※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。

※1 建設地等により、仕様および金額が異なる場合があります。　※2 建設地等の諸条件により、ZEHに対応できない場合があります。
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木造商品　PREMIUM GranWood  （プレミアムグランウッド）

当社戸建住宅商品のご紹介特 集
1

「PREMIUM GranWood」は、「今だけ、ここだけ、あなただけ」を
テーマにした、最高級木造フルオーダー邸宅です。

これまでの規格型住宅とは異なり、
「光と影をあやつる」「窓できりとる」
「壁であらわす」「空間をむすぶ」の4つ
を追求した設計思想に基づく空間設計
や内外のデザイン、そして自然素材の
選定等、その一つひとつにこだわり抜
いており、住む人を美しく魅せる一邸
を提案いたします。

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

5

プレミアムグランウッドを住宅展示場として初出展

シエスタ21高松展示場（香川県）

まちなかジーヴォ豊中新千里北町（大阪府）

9



ダイワハウスのプラス提案 !

当社は、ニューノーマル時代を見据えた住まい提案として、快適に在宅勤
務ができる当社オリジナルのテレワークスタイル「快適ワークプレイス」と
「つながりワークピット」の提案を2020年6月1日より開始しております。

■ ダイワハウスのテレワークスタイル

ストレスなく仕事に集中したい人へ。

「快適ワークプレイス」

仕事にストレスなく専念できる、防音仕様のクローズド空間。声が
外に漏れず、家族の生活音も気になりません。さらに、仕事の効率
を高める通信環境や照明、ワークスペース等の技術とアイデアを取
り入れております。

仕事と家事・育児を両立したい人へ。

「つながりワークピット」

リビングやダイニングに隣接する、セミクローズ空間。家族の気配
を感じながら仕事に集中でき、家事や育児にも活用できる、多用途
空間です。ゆるやかな距離感があり、仕事と暮らしを上手に両立で
きます。
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大和ハウスグループのまちづくり

インフラ

複合的な事業提案力

家 まち 暮らし・サービス

一気通貫の
新しいまちづくり

まちの再耕

線路

高速道路 空港 集合住宅 マンション 物流施設 学校 電力 福祉施設

トンネル 戸建住宅 商業施設 病院 スポーツクラブ ホテル

複合的な事業提案力から生まれる新しいまちづくりとまちの再耕

特 集
2

　当社は、多彩な事業ポートフォリオとグループ総合力を活かした
複合的な事業提案力を強みに、一気通貫の新しいまちづくりや既存
のまちの再耕（再生）にも取り組み、社会に貢献しております。

当社が手掛けた施設の例

iias沖縄豊崎
「iias（イーアス）沖縄豊崎」は、これまでの「モ
ノ消費」や「コト消費」だけでなく、非再現性・限
定性・参加性・貢献性等滞在時間を楽しむ「トキ
消費」、精神的な満足感を重視する「エモ消費」を
喚起する複合商業施設です。

HANEDA INNOVATION CITY
「HANEDA INNOVATION CITY（羽田イノベー
ションシティ）」は、「先端」と「文化」の2つをまち
のコア産業として、商業・オフィスをはじめ、多
くの特徴的な機能を内包した、未来志向の新た
な体験や価値に出会える大規模複合施設です。

〈将来のまちづくりのイメージ〉
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新型コロナウイルス感染症への対応特 集
3

新型コロナウイルス感染症の各基盤への対応

当社グループにおいて重要な3つの基盤に対しては、お客さま、お取引先さま、従業員やその家族、すべてのステークホルダー
の命と健康を守ることを最優先に、以下の対応策を講じてまいりました。
今後は、施工現場における働き方改革に向けてデジタルコンストラクションの取り組み※1を進めるなど、アフターコロナを 
見据え、成長の基盤づくりを進めてまいります。

お客さま、お取引先さま、従業員やその家族、
すべてのステークホルダーの命と健康を守ることを最優先に対応いたします。

基盤への対応基盤への対応 対応策対応策

人財基盤
（従業員の安全）

●  緊急事態宣言下における事業所閉鎖 
（対象：日本国内76事業所）
●  濃厚接触者およびこれに準じる者（「周辺者」※2を独自に定義）を隔離
●  小学校6年生以下の子を養育する従業員（小学校就学前の子も含む）で、休校等により保護者の
見守りが必要になる場合の「特別休暇」制度の運用

●  妊娠中の女性従業員に対する配慮の最優先を指示
●  帰国を希望する外国人労働者への対応

顧客基盤
（お客さまへの配慮、提案）

●  緊急事態宣言下における展示場・モデルルームの一時閉鎖 
（営業再開後も、1組のみのご案内や入店前の検温の実施等、感染症対策を徹底）
●  定期点検等の延期により保証期間や遡及対象期間が過ぎたお客さまに対し、無償での修理・交
換対応を実施

●  収入が著しく減少した賃貸住宅ご入居者さまに、賃料の支払いを猶予（最大3か月分）
●  当社オリジナルのテレワークスタイルの提案
●  仮設医療施設の提案

技術・ものづくり基盤
（お取引先さま・施工現場への配慮）

●  全国の施工現場を休工 
（期間：2020年4月20日～5月10日） 
（対象現場：約3,500件）
●  当社を支える協力会社さまに対して、休工期間中に予定していた工事に対する費用補償等を実施

※1 現場の見える化等による管理・監理の省力化・無人化、IoT機器の活用等による施工の省人化・無人化などを重点テーマとしております。
※2 感染者が就労する場所（机）の半径5m以内。
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株式関連トピックス
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■  「大和ハウスグループ統合報告書2020」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2020」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
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2020」をご覧いただけます

当社は2020年度（第26回）「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」において、 
全18業種のうち「建設・住宅・不動産部門」（対象企業16社）で1位を獲得いたしました。
「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」は、企業の情報開示における質や量、 
タイミング等の優劣を判断するために開催される表彰制度です。

今回の受賞を励みに、引き続き当社は株主・投資家のみなさまへの適切な情報開示と建設的な対話
を通じて、持続的な成長と企業価値向上を目指してまいります。

「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」で1位を獲得 

全20項目の評価基準のうち、経営陣のIR姿勢や情報開示が迅速かつ十分な
公平性があること、またESG情報や統合報告書といった非財務情報の積極
的な開示が高く評価されました。

選定理由
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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　IR情報 検索

決算情報等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 （2020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:3,819円
（2019年11月8日）
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最安値:2,230円50銭
（2020年3月17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 52,552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） 70,777 10.82
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 42,415 6.48
株式会社三井住友銀行 16,117 2.46
大和ハウス工業従業員持株会 13,052 2.00
株式会社日本カストディ銀行（信託口5） 12,939 1.98
日本生命保険相互会社 11,944 1.83
株式会社三菱UFJ銀行 10,829 1.66
株式会社日本カストディ銀行（信託口7） 10,588 1.62
JP MORGAN CHASE BANK 385781 10,505 1.61
第一生命保険株式会社 8,682 1.33

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：当社は自己株式12,087千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
注3：持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
注4：持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

1株当たりの年間配当金
中間 期末

2021年3月期 110円00銭（予定） 50円00銭 60円00銭（予定）
2020年3月期 115円00銭 55円00銭 60円00銭
2019年3月期 114円00銭 50円00銭 64円00銭

52,552名
666,238,205株

52,552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 
186名 312,020,184株 （46.83%）

■ 外国人 
938名 187,304,361株 （28.11%）

■ 個人・その他 
49,939名 75,634,473株 （11.35%）

■ その他国内法人 
1,448名 54,896,488株 （8.24%）

■ 証券会社 
40名 24,295,569株 （3.65%）

■ 自己名義株式 
1名 12,087,130株 （1.81%）

■ 10,000,000株以上 
10名 211,256,547株 （31.71%）

■ 1,000,000株以上 
99名 298,044,321株 （44.74%）

■ 100,000株以上 
287名 87,392,289株 （13.12%）

■ 10,000株以上 
1,126名 29,560,959株 （4.44%）

■ 1,000株以上 
15,435名 32,282,077株 （4.85%）

■ 100株以上 
30,219名 7,536,201株 （1.13%）

■ 100株未満 
5,376名 165,811株 （0.02%）

株価と売買高の推移（東京証券取引所）
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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 2020 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.

取締役
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
取締役常務執行役員 一木　伸也
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
取締役（社外） 桑野  幸徳
取締役（社外） 関   　美和

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） 織田 昌之助
監査役（社外） 渡邊  明久

常務執行役員
山本   　誠 廣森  隆樹
田辺  𠮷昭 柴田  英一
岡田  恵吾 山田  裕次
佐々木 幹雄 宮武  孝之
山﨑  考平 田村  哲哉

上席執行役員
中村  康夫 和田  哲郎
原納  浩二 能村  盛隆
濱   　博文 永瀬  俊哉
多田  和弘 橋本  好哲
石橋  信仁 福島   　斉
林   　直樹 河野　   宏
片岡  幸和 中尾  剛文
水谷   　勲 名島  弘尚
南川  陽信

執行役員
小髙 一浩 岩淵 義徳
落合 滋樹 八田 政敏
仁部 数典 泉本 圭介
杉浦 雄一 杉本 昌文
橋本 英治 久保 文昭
小柳出 隆一 吉岡 憲一
河村 太郎 前田 忠利
富樫 紀夫 野辺 克則
高松 幸男 諏訪 和美
金井 雅孝 松山 竜蔵
伊藤 光博 北　  真夫
竹林 桂太朗

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 ） 48,933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。

役員一覧 （2020年11月1日現在） 株主メモ


