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GRI(Global Reporting Initiative）「サステナビリティレポー
ティングガイドライン第4版」、国際標準化機構「ISO26000」、
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

CSRレポート関連ツールは、当冊子であるCSRレポート（資料・データ編）、環境報
告書（資料・データ編、サイトレポート含）、CSRレポート＜英語版＞を発行します。

投資家を主たる読者対象とし、お客さま、株主、取引先、従業員、地域社会、NPO・
NGO、行政など幅広いステークホルダー（利害関係者）を対象としています。

大和ハウス工業を中心に大和ハウスグループ全体（2016年3月31日現在、連
結子会社142社および持分法適用関連会社25社）について報告しています。

2015年度（2015年4月1日～2016年3月31日）を基本として、必要に応じて
2015年度以前・2016年度以降の活動内容も掲載しています。

本レポートについての
お問い合わせ先

大和ハウス工業株式会社
● CSR部 TEL 06-6342-1435 

TEL 06-6342-1346● 環境部

大和ハウスグループCSRレポートは、私たちが掲げる「共創共生」の精神とその取り組みをより明
確にお伝えするため、報告体系を従来のISO26000からステークホルダー別へと変更しました。ま
た、当社グループのあり方をより深くご理解いただくため、以下のポイントを充実しました。

大和ハウスグループがサステナブル経営を行うにあたって、中長期的なビジョンをもとに、何を重要
なテーマ（マテリアリティ）と考え、どのようにマネジメントしていくのかについて、「サステナブル・ビ
ジョン」「中期CSR計画」「マテリアリティの特定」「CSR自己評価指標」を定めて報告しています。

ステークホルダーとの関係について、各責任者へのインタビューをもとに、目指す姿、課題への対応、取
り組みの成果についてお伝えしています。

それぞれの活動において、課題が整理され、効果的なマネジメントが行われていることをお伝えする
ため、課題に対する「考え方」と「マネジメント」を記載しています。

大和ハウスグループ
CSRレポート2016

編集方針 ・ビジョンと戦略／マテリアリティ／ KPI

・責任者によるコミットメント

・マネジメントアプローチ

■ 想定している読者対象

当レポートに掲載している環境パートは、「環境報告書2016」を基
に作成しており、「環境報告書2016」のCO2情報等については第三
者機関による保証を受けています。（検証対象に　　を記載、第三
者保証報告書は「環境報告書2016」P83に掲載）

■ コミュニケーションの全体像

財 務 情 報 非 財 務 情 報

WEB IR情報
http://www.daiwahouse.com/ir/

CSR（環境・社会）への取り組み
http://www.daiwahouse.com/
sustainable/

http://www.daiwahouse.com/
sustainable/eco/

http://www.daiwahouse.com/
sustainable/social/

環境への取り組み

社会への取り組み

報告書 ・有価証券報告書
・事業報告書
・コーポレート・ガバナンスに関する報告書

情
報
量

・統合報告書
　財務情報と非財務情報の重要情報を
   整理・統合した報告書。2016年9月末発行予定

・CSRレポート

CSRレポートから
環境に関する情報を
抜粋し、まとめた報告書

＜日本語版＞
＜英語版＞

（資料・データ編含）

対話
・決算発表    ・経営説明会　・現場見学会
・アナリスト/機関投資家向け電話カンファレンス

・ダイアログ
・ステークホルダーミーティング

多

・環境報告書

連 携

（資料・データ編、
サイトレポート含）

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム2015）
主な実績と自己評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123
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戸 建 住 宅

事業分野

お客さまのニーズにお応えする「請負住宅」
と、街づくりを含めた住環境をご提供する

「分譲住宅」を展開。

入居者さまには心地よい暮らしを、
土地オーナーさまには安定経営を
多角的にサポート。

マンションを開発・分譲・管理し、
独自のサポートシステムで
資産価値を維持。

「住宅リフォーム」と、優良中古住宅の
「仲介」で、社会資産である住宅ストックの
継承を推進。

ショッピングセンターや各種専門店の
開発・建築と管理・運営事業を展開。

物流施設、医療介護施設、法人施設の
開発・建築事業を展開。

環境エネルギーの総合提案やホームセン
ターの運営など、建設支援事業、健康余暇事
業、都市型ホテル事業、その他を展開。

先の先を読め。
何をやったら儲かるかを考えたらあかん。
世の中がこの先、どういうものを必要とするかを考えろ。

̶ 創業者 故・石橋 信夫

かつて戦後の森林乱伐のなか、日本列島に森林を残すために鋼管構造の
パイプハウスを開発し、私たちは創業を果たしました。その後、ベビーブーム
世代で勉強部屋のなかったこどものために3時間で建つミゼットハウスを開発し、
本格的なプレハブ建築の礎を築いて、当時の社会に大きな価値をもたらしました。

「何をやったら儲かるかではなく、何が
世の中の役に立てるか、喜んでもらえる
か」大和ハウス工業の原点は、創業者 石
橋信夫の創業者精神にあります。
「建築の工業化」からスタートした当社

は、総合生活産業として半世紀に渡って多
様な事業を展開してきました。これからも

「アスフカケツノ」をキーワードとした事業
により社会の公器としての役割を果たし
ていきます。

先の先を読み、社会に役立つものを創
り出す原動力は「人」。社是の筆頭にある

「事業を通じて人を育てること」の精神を
忘れず、創業50周年を機に導入した「エン
ドレスハート」のもと、大和ハウスグルー
プ全従業員一丸となって、社会の要請に
応え続けます。

賃 貸 住 宅 マンション 住 宅 ストック 商 業 施 設 事 業 施 設 そ の 他

※「アスフカケツノ」事業については　
　P.60をご参照ください

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．誠意をもってお客様と向き合い、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。  

私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」の社員として

私たちの行動の指針であり、日々の活動において常に意識すべきものです。

企業理念（社是）

大和ハウスグループ
理念体系

社員憲章

グループの根幹を成す考え方であり、将来にわたって私たちが共有すべきものです。

経営ビジョン 時代に必要とされる存在となるために打ち出したグループの方針であり、
各々の事業において実践すべきものです。

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働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
　  生々発展への大道を邁往すること 

せいせい だいどう まいおう
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創業者の精神・理念体系

大いなる和をもって、
社会に貢献する
事業を追及する。

私たちは「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、お客様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、お客様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。

心を、つなごう

企業理念
（社是）

経営ビジョン

社員憲章
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　  生々発展への大道を邁往すること 

せいせい だいどう まいおう
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創業者の精神・理念体系

大いなる和をもって、
社会に貢献する
事業を追及する。

私たちは「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、お客様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、お客様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。

心を、つなごう

企業理念
（社是）

経営ビジョン

社員憲章



代表取締役会長

創業精神を軸に100周年に向けて
世界の人々の暮らしに貢献する。
～人財づくりをベースとしたサステナブル経営の実現へ～

大和ハウス工業の創業者、石橋信夫は戦後、日本の荒廃した
森林に心を痛め、創業商品の「パイプハウス」を世に送り日本の
鋼管構造建築の成長に寄与しました。高品質な建物に多くの
人々が住めるよう「建築の工業化」を目指し、勉強部屋がない子
どもたちのために「ミゼットハウス」を開発。原点となるこの商
品にある技術と思いは、その後の戸建住宅や被災者のための
仮設住宅にも息づいています。「どうしたら儲かるか」ではなく、

「世の中の多くの人に役に立ち、喜んでもらえるような事業・商
品を考える」という創業精神は現在にも続いています。

2050年に日本の人口は、１億人を割り込むまで減少し、高齢
化率は40％に近づくと言われています。また、現在国内に約
6,000万戸の住宅があり、そのうち空き家が820万戸もある一
方、高い耐久力をもった長期優良住宅は全体の1％しかありま
せん。また、気候変動や生物多様性の減少など、地球規模での
環境問題も深刻化しています。こうした社会的課題に対して、
事業やそのプロセスを通じて柔軟に応えていかなければ、当社
グループのサステナブル経営は実現できません。これからも社
会に必要とされる企業であり続けるためには、経営の根幹に

「社会に貢献する」という創業者の精神があり、このDNAは次
世代へと引き継いでいかなければなりません。

当社グループ172社の約57,000人の従業員には、創業者を
直接知らない世代も増えています。社会に貢献する事業を生み
出し、動かしていくのは「人」です。創業者は100年以上続く企
業はわずかしかないことを念頭に、「企業は人なり。人を間違え

たら会社をつぶす」と繰り返し説いていました。当社グループは
創業100周年（2055年）に売上高10兆円となる企業グループ
を目指しています。世の中の多くの人々に役立つ事業を通じて、
この目標を達成するという “夢”を実現するには、軸となる考え
が不可欠です。私たち全役職員は、創業精神をベースとして、お
客さま、会社、従業員、株主、社会そして将来にとって良いこと
か、事業の現場で判断できなくてはなりません。

近年、経営者や従業員の誤った倫理観を発端とした企業不
祥事が多発しています。当社グループが2015年5月に制定した
コーポレートガバナンスガイドラインは当社が今まで築いてき
た仕組みを包括したものとなっています。しかし、ガバナンスも
突き詰めれば「人」。形だけの仕組みとならないためには、私た
ちは、「当たり前のことを当たり前に」できる「凡事徹底」を引き
続き大切にしていきます。

創業精神や仕事の基本的な考え方を共有した上で、当社が
さらに社会の変化に対応できるようになるには、人財の多様性

（ダイバーシティ）が必要となります。人には多様な考え方や得
意分野があり、組織にはそれを積極的に認め合い議論し合う風
土が根底にあるべきです。私たちは、女性や高齢者、障がい者
など多様な立場の人が、働きやすく能力を発揮できる組織を目
指しています。当社グループの女性従業員の比率は21.6％と
なっており、女性管理職の比率は3.4%です。これらは日本の建
設業界の中では比較的高い比率ですが、今後はより高いレベル
を目指して進めていきます。

また、次世代の経営者育成について、「大和ハウス塾」を開講
し9年目を迎えています。これまでの修了者291名の中から92
名が執行役員以上の経営者に就任するなど成果が現れてきて
います。新入社員から経営者まで働きがいと誇りをもった人財
が育つ環境を整備していきます。

当社グループは、事業をつくる際のキーワードとして「アスフ
カケツノ」を掲げています。これは、安全・安心、スピード・ス
トック、福祉、環境、健康、通信、農業という世界の人々が抱え
る課題に対して、事業を通じて解決するという企業姿勢を示し
ています。

例えば「福祉」では、1989年にシルバーエイジ研究所を立ち
上げ、医療介護施設の建設プロデュースを始め、現在では自動
排泄処理ロボットの販売などロボット事業まで展開していま
す。多様な事業を展開していると思われることもありますが、
根幹となる事業への考え方は同じです。こうした事業づくりに
は、自社で事業を立ち上げるだけでなく、志を同じくするパー
トーナー企業へ出資するなどイノベーションを生み出すための
柔軟な方法を取り入れています。
「環境」では、昨年度末に開催されたCOP21で「パリ協定」が

採択され、世界の平均気温上昇を2℃未満に抑えるために、人
間の活動による温室効果ガス排出量を実質的にゼロにしていく
ことが、長期目標として掲げられました。この実現に向け、当社
グループでは新たに創業100周年（2055年）を見据えた「環境
長期ビジョン」を策定、環境負荷ゼロを目指して活動を進めて
います。ネット・ゼロ・エネルギー・タウンの開発をはじめ、街
の中で電力を融通できる取り組みなど、風と太陽と水を活かし
たエネルギーゼロの街づくりを推進しています。

今後も、100周年に向け、創業精神を大切にし、多くの人 と々
共に協力しあいながら、世界の人々に役立つ事業を広げていく
よう、挑戦を続けていきます。

課題に立ち向かい社会へ貢献する創業者のDNA

創業100周年の壮大な“夢”に向けた人財の育成

世界の人々の暮らしをより良くする挑戦
～明日不可欠の事業～
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代表取締役社長

ステークホルダーの皆さまと共に
社会の変化に備える“仲間の時代”。
～第５次中期経営計画を通じてサステナブル経営の基盤を築く～

2016年4月に発生しました熊本地震により、被害を受けら
れた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。大和ハウスグルー
プは被災され困難な状況に置かれている人々と地域の発展に
微力ながら尽力していきたいと考えています。

当社グループの2013年～2015年度を対象とした第4次中期
経営計画は、最終年度で売上高3兆1,929億円、営業利益
2,431億円、当期純利益1,035億円となり、売上高と営業利益
ともに過去最高を更新しました。この3ヵ年は、コア事業を中
心とした成長の加速と多角化事業の育成、そして経営基盤の強
化として、優秀技能者の認定など取引先への支援や、女性管理
職の育成・シニア世代の活用など人財育成に努めてきました。
2016年度から始まる第5次中期経営計画では、さらなるコア
事業の拡大、不動産開発や海外展開、新規事業の育成を行うと
同時に、ダイバーシティの推進など人財基盤の強化と、強い技
術・ものづくり基盤の構築を掲げています。

計画の最終年度である2018年度まで、東京オリンピックな
ど建設需要の拡大が期待される一方で、少子高齢化、人口減
少、中国や欧州など世界経済の低迷などの影響により当社グ
ループの経営環境が厳しくなることが予想されます。こうした
社会の変化に対して、「備え、築く」には、ステークホルダーの皆
さまの要請を理解し、「建設業従業者の減少」、「地域社会の衰
退」などの社会的課題に応えることが重要となります。

私たちは取引先と関わる際の当社のあるべき姿を「仲間の時
代」と表現しています。これは、建設業を主体とする当社にとっ
て、協力して工事を施工したり資材を調達する取引先は「仲間」

であること。そして、技能者不足など厳しい事業環境の昨今に
おいて、取引先の日頃のご貢献に敬意を払う視点をもっていな
ければ、緊急時や困難な状態の際にご協力いただけないことを
意味しています。「仲間の時代」は取引先だけに当てはまる考え
方ではありません。私たちは、さまざまなステークホルダーの
さらに先にいる人々や将来の姿まで配慮したうえで、コミュニ
ケーションを深めていく必要があると考えています。

住宅をコア事業としている当社は、建物が完成し存続する
間の数十年にわたってお客さまとお付き合いをしていきます。
お客さまの人生設計に携わり、長期で密なコミュニケーション
を続けていくという当社のこの基本姿勢は、集合住宅、流通店
舗、建築などあらゆる事業を行ううえでも貫かれています。お
客さまの要望や課題をお伺いし、創意工夫をもって共に創る
ことは、事業を成功させ信頼を培っていくうえで必要なことで
す。また、お客さまと直接関わるのは人財である従業員です。
従業員に対しても、多様性を認め、一人ひとりが誇りを感じな
がら能力を発揮できる組織を構築します。

全国47都道府県や海外にも事業所をもつ当社グループは、
地域社会の一員でもあります。当社グループは事業を通じてご
迷惑をかけないよう注意するとともに、地域の社会的課題に対
して事業や地域共生活動を通じて応えていきます。

また、株主の皆さまは、「大和ハウスはどのような会社か」「今
後どのようなことができるのか」について関心をもっています。
私たちは根本となる考え方を示し、事業の全体像や、社会性・
環境性・ガバナンスのあり方についての情報を開示することを
通じて、信頼される企業であることを目指します。

当社グループはスピードと積極精神を忘れず、ステークホル
ダーの皆さまへ、謙虚な姿勢をもって、正面から向き合い、先の
先を考えた貢献を続けていきます。

当社グループは2006年度より、ステークホルダーとの対話
を行い、社会の要請と当社グループの考えをふまえた重要課題

（マテリアリティ）を特定しています。そして「あるべき姿」を実
現するため、CSR自己評価指標を運用し、数値目標をもとにし
た改善（PDCA）を進めてきました。

2016年度、第5次中期経営計画の策定に伴い、当社グループ
の中長期的な価値創造に向けたビジョンである大和ハウスグ
ループの「サステナブル・ビジョン」を制定。このビジョンの根幹
となる「世界のくらしをよりよくする。社会と共に、人と共に、限
りない挑戦へ」は、当社の経済性（財務）・環境性・社会性・ガバ
ナンスの考え方を統合した社内外に向けたメッセージでもあり
ます。併せて、これを実現するため、社会性と環境についての長
期ビジョンも一新しました。また、中期経営計画に寄り添うかた
ちで、中期CSR計画を策定し、計画を着実にマネジメントして
いくためにCSR自己評価指標を5年ぶりに改定しています。

社会性の中期計画については、ステークホルダーとの信頼関
係構築を目指し、各ステークホルダーと当社の関わりにおける
課題に対して応えていきます。また、環境の中期計画について
は環境と企業収益の両立を目指し、地球温暖化防止や自然環
境との調和、資源保護、化学物質による汚染防止を重点テーマ
に、調達・自社活動・商品といったバリューチェーンを通じた取
り組みを加速し、いずれも2018年度の目標達成に向けて取り
組みを着実に実践していきます。

今後もステークホルダーの皆さまとの関わりを深めながら、来
るべき時代の変化に備え、サステナブル経営の基盤を築き、「世
界のくらしをよりよくする」企業グループを目指していきます。

中期経営計画と目指すべき方向性について

仲間の時代～ステークホルダーの皆さまへの考え方～

サステナブルビジョン・中期CSR計画の策定
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代表取締役社長

ステークホルダーの皆さまと共に
社会の変化に備える“仲間の時代”。
～第５次中期経営計画を通じてサステナブル経営の基盤を築く～

2016年4月に発生しました熊本地震により、被害を受けら
れた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。大和ハウスグルー
プは被災され困難な状況に置かれている人々と地域の発展に
微力ながら尽力していきたいと考えています。

当社グループの2013年～2015年度を対象とした第4次中期
経営計画は、最終年度で売上高3兆1,929億円、営業利益
2,431億円、当期純利益1,035億円となり、売上高と営業利益
ともに過去最高を更新しました。この3ヵ年は、コア事業を中
心とした成長の加速と多角化事業の育成、そして経営基盤の強
化として、優秀技能者の認定など取引先への支援や、女性管理
職の育成・シニア世代の活用など人財育成に努めてきました。
2016年度から始まる第5次中期経営計画では、さらなるコア
事業の拡大、不動産開発や海外展開、新規事業の育成を行うと
同時に、ダイバーシティの推進など人財基盤の強化と、強い技
術・ものづくり基盤の構築を掲げています。

計画の最終年度である2018年度まで、東京オリンピックな
ど建設需要の拡大が期待される一方で、少子高齢化、人口減
少、中国や欧州など世界経済の低迷などの影響により当社グ
ループの経営環境が厳しくなることが予想されます。こうした
社会の変化に対して、「備え、築く」には、ステークホルダーの皆
さまの要請を理解し、「建設業従業者の減少」、「地域社会の衰
退」などの社会的課題に応えることが重要となります。

私たちは取引先と関わる際の当社のあるべき姿を「仲間の時
代」と表現しています。これは、建設業を主体とする当社にとっ
て、協力して工事を施工したり資材を調達する取引先は「仲間」

であること。そして、技能者不足など厳しい事業環境の昨今に
おいて、取引先の日頃のご貢献に敬意を払う視点をもっていな
ければ、緊急時や困難な状態の際にご協力いただけないことを
意味しています。「仲間の時代」は取引先だけに当てはまる考え
方ではありません。私たちは、さまざまなステークホルダーの
さらに先にいる人々や将来の姿まで配慮したうえで、コミュニ
ケーションを深めていく必要があると考えています。
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全国47都道府県や海外にも事業所をもつ当社グループは、
地域社会の一員でもあります。当社グループは事業を通じてご
迷惑をかけないよう注意するとともに、地域の社会的課題に対
して事業や地域共生活動を通じて応えていきます。
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後どのようなことができるのか」について関心をもっています。
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環境性・ガバナンスのあり方についての情報を開示することを
通じて、信頼される企業であることを目指します。

当社グループはスピードと積極精神を忘れず、ステークホル
ダーの皆さまへ、謙虚な姿勢をもって、正面から向き合い、先の
先を考えた貢献を続けていきます。

当社グループは2006年度より、ステークホルダーとの対話
を行い、社会の要請と当社グループの考えをふまえた重要課題

（マテリアリティ）を特定しています。そして「あるべき姿」を実
現するため、CSR自己評価指標を運用し、数値目標をもとにし
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の中長期的な価値創造に向けたビジョンである大和ハウスグ
ループの「サステナブル・ビジョン」を制定。このビジョンの根幹
となる「世界のくらしをよりよくする。社会と共に、人と共に、限
りない挑戦へ」は、当社の経済性（財務）・環境性・社会性・ガバ
ナンスの考え方を統合した社内外に向けたメッセージでもあり
ます。併せて、これを実現するため、社会性と環境についての長
期ビジョンも一新しました。また、中期経営計画に寄り添うかた
ちで、中期CSR計画を策定し、計画を着実にマネジメントして
いくためにCSR自己評価指標を5年ぶりに改定しています。

社会性の中期計画については、ステークホルダーとの信頼関
係構築を目指し、各ステークホルダーと当社の関わりにおける
課題に対して応えていきます。また、環境の中期計画について
は環境と企業収益の両立を目指し、地球温暖化防止や自然環
境との調和、資源保護、化学物質による汚染防止を重点テーマ
に、調達・自社活動・商品といったバリューチェーンを通じた取
り組みを加速し、いずれも2018年度の目標達成に向けて取り
組みを着実に実践していきます。

今後もステークホルダーの皆さまとの関わりを深めながら、来
るべき時代の変化に備え、サステナブル経営の基盤を築き、「世
界のくらしをよりよくする」企業グループを目指していきます。

中期経営計画と目指すべき方向性について

仲間の時代～ステークホルダーの皆さまへの考え方～

サステナブルビジョン・中期CSR計画の策定
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ステークホルダーとの関わりや対話を通じて当社に対す
る要請を理解し、企業市民として応えるよう努めること
でステークホルダーとの信頼関係構築を目指します

事業領域（価値創造のターゲット）

基本姿勢（価値創造を支える基盤）

サステナブル・ビジョン

大和ハウスグループは、第5次中期経営計画のスタートに伴い、
目指す姿「世界の暮らしをよりよくする。社会と共に、人と共に、限
りない挑戦へ。」のもと、事業領域と基本姿勢を明確にしたうえで、
E(環境)/S(社会)/G(ガバナンス)の観点を加味し、グループの経
営の根幹となる長期ビジョンを制定しました。

創業者 石橋信夫は生涯、日本のため、社会のために、何をすれば良いの
かを考え続けました。そして、事業を通じて人を育て、社会を発展させて
いくことが、企業経営の根幹であると説き続けました。これからの未来
も、私たち一人ひとりが、原点を忘れることなく継承を重ね、成熟した日
本でのさらなる成長、そして、無限の可能性が広がる世界市場への開拓
を進め、サステナブルな社会を実現するための限りない挑戦を続けてま
いります。

世界のくらしをよりよくする。
社会と共に、人と共に、
限りない挑戦へ。

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。

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。
私たちは健康と安全に留意すると共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。
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。
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。
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
の目的をも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。

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CO2排
出ゼロを目指します。
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、緑あふれる街づくりによる緑のノー・ネッ
ト・ロスを目指します。
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を通じて資源の持続可能な
利用を目指します。

住宅・建築物のライフサイクルを通じた化学物質の適正
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（ゼロ）を図ります。

長 期 ビ ジョン

経営ビジョン

心を、つなごう

中 期 計 画・主 な 評 価 指 標

第5次中期経営計画（2016年度～2018年度）

中期CSR計画（2016年度～2018年度）

Challenge1

Challenge2

Challenge3

Challenge4

1.

2.

3.

4.

5.

大和ハウスグループは、人・
街・暮らしの価値共創グルー
プとして、5つの視点でステー
クホルダーとの接点を強化
し、事業を通じて社会に貢献
します。

社会性
長期ビジョン

大和ハウスグループは、人・
街・暮らしの価値共創グルー
プとして、サステナブルな社
会の実現を目指し、環境負荷

“ゼロ"に挑戦します。

環境
長期ビジョン

人・街・暮らしの価値共創グループ

Housing Business Life

共に創る。共に生きる。

事業を通じた
社会貢献

ステークホルダー
との共創共生

社員
一人ひとりの

行動規範

CSR経営の基盤

“Challenge ZERO 2055"

サステナブル・ビジョン

「環境と企業収益の両立」に向け、「ライフサイクル思考に
もとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推
進」をコンセプトに、環境への取り組みを加速させます

業務改善による組織の活性化を通じたCSRマインドの醸
成と、意識向上による強固な経営基盤づくりを行います

2015年5月、当社グループは「コーポレートガバナンスガイドライン」
を制定。経営ビジョンの実現を通じて、企業価値を向上させ、社会に
必要とされる企業グループであり続けるため、社会やグローバルな経
営環境に適合した最良のコーポレートガバナンスの実現を目的として
います。
これに伴い、健全経営に必要不可欠な「CSR経営の基盤」という観点で
中期CSR計画のテーマ及び評価指標の設定を行い、CSRマネジメント
の一環に位置付けました。

※重要課題の特定に関する詳細はP13～23をご覧下さい  ※評価指標の詳細はP147～150をご覧下さい

ステーク
ホルダー 重要課題 評価指標 2018年度

目標

お客さま

取引先

100%

4.5以上

160名

50%

長期にわたる信頼獲
得に向けた取り組み
CSRの取り組みにお
ける取引先への働き
かけ
多様な従業員が柔軟
に働ける職場づくり
地元地域発展のため
の積極的な関わりや
連携

1ヶ月アンケート
での満足度（住宅）
取引先、および購買
業務の自社基準に
基づく取引先評価

女性管理職登用数

NPO・NGO
協働機会

従業員

地域市民

重要課題 評価指標 2018年度
目標

リクスマネジメント

人権問題への対応

50%
削減

100%

優先して取り組むべきと特定し
たリスクの発生率
企業倫理・人権ヘルプラインの
相談対応（解決率）

重要課題 評価指標 2018年度
目標

地球温暖化
防止

売上高あたりCO2排出量
<2005年度比>
購入電力量における
再生可能エネルギー発電割合
CO2削減貢献量
調達木材におけるCランク木材比率
緑被面積

自然環境
との調和

53%削減

50%

390万t
0%

910千m2

長 期 ビ ジョン

売上高

営業利益

当期純利益

ROE

3兆7,000億円
2,800億円
1,800億円

10%以上

国内需要を取り込みつつ、
将来の環境の変化に「備え」、
4兆円に向けた基盤を「築く」

ステークホルダーとの信頼関係構築

環境と企業収益の両立
～エンドレス グリーン プログラム 2018～

CSRマインドの醸成と管理体制の強化

● 短・中期的な成長力強化
● 将来の成長に向けた布石
● 環境変化に対応できる経営基盤整備
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ステークホルダーとの関わりや対話を通じて当社に対す
る要請を理解し、企業市民として応えるよう努めること
でステークホルダーとの信頼関係構築を目指します

事業領域（価値創造のターゲット）

基本姿勢（価値創造を支える基盤）

サステナブル・ビジョン

大和ハウスグループは、第5次中期経営計画のスタートに伴い、
目指す姿「世界の暮らしをよりよくする。社会と共に、人と共に、限
りない挑戦へ。」のもと、事業領域と基本姿勢を明確にしたうえで、
E(環境)/S(社会)/G(ガバナンス)の観点を加味し、グループの経
営の根幹となる長期ビジョンを制定しました。

創業者 石橋信夫は生涯、日本のため、社会のために、何をすれば良いの
かを考え続けました。そして、事業を通じて人を育て、社会を発展させて
いくことが、企業経営の根幹であると説き続けました。これからの未来
も、私たち一人ひとりが、原点を忘れることなく継承を重ね、成熟した日
本でのさらなる成長、そして、無限の可能性が広がる世界市場への開拓
を進め、サステナブルな社会を実現するための限りない挑戦を続けてま
いります。

世界のくらしをよりよくする。
社会と共に、人と共に、
限りない挑戦へ。

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。

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。
私たちは健康と安全に留意すると共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。
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。
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。
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
の目的をも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。

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CO2排
出ゼロを目指します。
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、緑あふれる街づくりによる緑のノー・ネッ
ト・ロスを目指します。
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を通じて資源の持続可能な
利用を目指します。

住宅・建築物のライフサイクルを通じた化学物質の適正
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（ゼロ）を図ります。

長 期 ビ ジョン

経営ビジョン

心を、つなごう

中 期 計 画・主 な 評 価 指 標

第5次中期経営計画（2016年度～2018年度）

中期CSR計画（2016年度～2018年度）

Challenge1

Challenge2

Challenge3

Challenge4

1.

2.

3.

4.

5.

大和ハウスグループは、人・
街・暮らしの価値共創グルー
プとして、5つの視点でステー
クホルダーとの接点を強化
し、事業を通じて社会に貢献
します。

社会性
長期ビジョン

大和ハウスグループは、人・
街・暮らしの価値共創グルー
プとして、サステナブルな社
会の実現を目指し、環境負荷

“ゼロ"に挑戦します。

環境
長期ビジョン

人・街・暮らしの価値共創グループ

Housing Business Life

共に創る。共に生きる。

事業を通じた
社会貢献

ステークホルダー
との共創共生

社員
一人ひとりの

行動規範

CSR経営の基盤

“Challenge ZERO 2055"

サステナブル・ビジョン

「環境と企業収益の両立」に向け、「ライフサイクル思考に
もとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推
進」をコンセプトに、環境への取り組みを加速させます

業務改善による組織の活性化を通じたCSRマインドの醸
成と、意識向上による強固な経営基盤づくりを行います

2015年5月、当社グループは「コーポレートガバナンスガイドライン」
を制定。経営ビジョンの実現を通じて、企業価値を向上させ、社会に
必要とされる企業グループであり続けるため、社会やグローバルな経
営環境に適合した最良のコーポレートガバナンスの実現を目的として
います。
これに伴い、健全経営に必要不可欠な「CSR経営の基盤」という観点で
中期CSR計画のテーマ及び評価指標の設定を行い、CSRマネジメント
の一環に位置付けました。

※重要課題の特定に関する詳細はP13～23をご覧下さい  ※評価指標の詳細はP147～150をご覧下さい

ステーク
ホルダー 重要課題 評価指標 2018年度

目標

お客さま

取引先

100%

4.5以上

160名

50%

長期にわたる信頼獲
得に向けた取り組み
CSRの取り組みにお
ける取引先への働き
かけ
多様な従業員が柔軟
に働ける職場づくり
地元地域発展のため
の積極的な関わりや
連携

1ヶ月アンケート
での満足度（住宅）
取引先、および購買
業務の自社基準に
基づく取引先評価

女性管理職登用数

NPO・NGO
協働機会

従業員

地域市民

重要課題 評価指標 2018年度
目標

リクスマネジメント

人権問題への対応

50%
削減

100%

優先して取り組むべきと特定し
たリスクの発生率
企業倫理・人権ヘルプラインの
相談対応（解決率）

重要課題 評価指標 2018年度
目標

地球温暖化
防止

売上高あたりCO2排出量
<2005年度比>
購入電力量における
再生可能エネルギー発電割合
CO2削減貢献量
調達木材におけるCランク木材比率
緑被面積

自然環境
との調和

53%削減

50%

390万t
0%

910千m2

長 期 ビ ジョン

売上高

営業利益

当期純利益

ROE

3兆7,000億円
2,800億円
1,800億円

10%以上

国内需要を取り込みつつ、
将来の環境の変化に「備え」、
4兆円に向けた基盤を「築く」

ステークホルダーとの信頼関係構築

環境と企業収益の両立
～エンドレス グリーン プログラム 2018～

CSRマインドの醸成と管理体制の強化

● 短・中期的な成長力強化
● 将来の成長に向けた布石
● 環境変化に対応できる経営基盤整備
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中期CSR計画

サステナブル・ビジョンの実現に向け、2016年度より
経営基盤の強化を目的とした中期CSR計画を策定し、運
用を開始しました。中期CSR計画の策定にあたっては、社
会・環境それぞれに長期ビジョンを掲げ、中期経営計画に
合わせて3 ヵ年目標を設定し、CSR重要課題を特定しまし
た。また、その実績については改定したCSR自己評価指標
を用いて年度ごとに進捗を管理するとともに、今後は全社
CSR委員会・全社環境推進委員会等を通じて関連部門と
課題・改善策を共有し、PDCAを回すことで目標を達成し
ていきます。

大和ハウスグループは、「共創共生」を基本姿勢にステークホルダーの皆さまとの活発なコミュニケーションを通じて社会か
らの期待や要請に応えるよう努めるとともに、“大いなる和”の精神に則ってサステナブルな社会の実現を目指します。

ステークホルダーとの信頼関係構築

CSRマインドの醸成と管理体制の強化

環境と企業収益の両立

中期 C S R 計画

お客さま

従業員

取引先

地域市民

当社では、CSR活動の成果を測定し、「見える化」を図る独自のマネジメントシ
ステムとして「CSR自己評価指標」を2006年度より運用し、CSR活動の改善に
つなげています。これまで2009年度、2012年度と社会の情勢の変化に応じ
て、ステークホルダーの意見をふまえながら従来の指標を見直し、改定してきま
した。

そして今回、中期CSR計画の策定とともに、共創共生の精神と、その取り組み
をより明確にするため、これまでのISO26000の観点からステークホルダーご
との観点に見直しを図るとともに、CSR重要課題を再特定し、それに伴う評価
指標を設定しました。

これまで、大和ハウスグループでは、環境ビジョン
の実現に向け、中期経営計画の対象期間に合わせ
て、およそ3ヵ年ごとに具体的な目標と計画を「エン
ドレス グリーン プログラム」として策定し、活動を
推進してきました。

今般、2016年度からは社会性長期ビジョン、環
境長期ビジョンを定め、目指す方向性を明確にし、
定量的な目標の実現に向けた「中期CSR計画」を新
たに策定しました。

CSR自己評価指標を改定

・高品質な商品の提供
・お客さまとの適切な
  コミュニケーション
・長期にわたる信頼獲得  
  に向けた取り組み

・公正な競争
・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

リスクマネジメント

・リスクマネジメント
・人権啓発
・人権問題への対応

・透明性
・ステークホルダー・
  エンゲージメント

・倫理的行動
・企業倫理・法令遵守
・安全

コンプライアンス IR活動

・安全かつ健康的に
  働くことのできる職場
・人財の育成
・多様な従業員が柔軟に
  働ける職場づくり
・優秀な人財に対する
  雇用機会の提供

・地元地域発展のための
  積極的な関わりや連携
・事業で蓄えた
  ノウハウの社会還元

地球温暖化防止

資源保護
水資源保護

自然環境との調和

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

・エネルギーゼロの住宅・
  建築・街づくりの推進
・再生可能エネルギーに
  よる発電事業の拡大

・持続可能な木材調達の
  推進
・開発・街づくりにおける
  緑の保全・創出の推進

・建設廃棄物における
 ３R活動の推進
・資源循環型商品
  （高耐久・長寿命・省資源）
  の普及および再生建材の
  採用推進

・居住系施設における
  室内空気質のさらなる
  改善
・土地購入時の土壌汚染
  リスク管理の強化

「中期CSR計画」を新たに策定

3ヵ年計画による
改善の推進

サステナブル
ビジョンの実現

CSR重要課題およびステークホルダーの特定D

C CSR自己評価指標の改定

A 多様なステークホルダー
とのダイアログ

中期CSR計画

CSR観点に基づく
中期CSR計画の
策定

P

P

A

2018

中
期

経
営

計
画

C

2016
D

ステークホルダーとの関わりや対話を通じて当社に対す
る要請を理解し、企業市民として応えるよう努めること
でステークホルダーとの信頼関係構築を目指します

「環境と企業収益の両立」に向け、「ライフサイクル思考に
もとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推
進」をコンセプトに、環境への取り組みを加速させます

業務改善による組織の活性化を通じたCSRマインドの醸成と、意識向上による
強固な経営基盤づくりを行います

中期CSR計画
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中期CSR計画
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合わせて3 ヵ年目標を設定し、CSR重要課題を特定しまし
た。また、その実績については改定したCSR自己評価指標
を用いて年度ごとに進捗を管理するとともに、今後は全社
CSR委員会・全社環境推進委員会等を通じて関連部門と
課題・改善策を共有し、PDCAを回すことで目標を達成し
ていきます。

大和ハウスグループは、「共創共生」を基本姿勢にステークホルダーの皆さまとの活発なコミュニケーションを通じて社会か
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ステークホルダーとの信頼関係構築

CSRマインドの醸成と管理体制の強化

環境と企業収益の両立

中期 C S R 計画
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地域市民

当社では、CSR活動の成果を測定し、「見える化」を図る独自のマネジメントシ
ステムとして「CSR自己評価指標」を2006年度より運用し、CSR活動の改善に
つなげています。これまで2009年度、2012年度と社会の情勢の変化に応じ
て、ステークホルダーの意見をふまえながら従来の指標を見直し、改定してきま
した。

そして今回、中期CSR計画の策定とともに、共創共生の精神と、その取り組み
をより明確にするため、これまでのISO26000の観点からステークホルダーご
との観点に見直しを図るとともに、CSR重要課題を再特定し、それに伴う評価
指標を設定しました。

これまで、大和ハウスグループでは、環境ビジョン
の実現に向け、中期経営計画の対象期間に合わせ
て、およそ3ヵ年ごとに具体的な目標と計画を「エン
ドレス グリーン プログラム」として策定し、活動を
推進してきました。

今般、2016年度からは社会性長期ビジョン、環
境長期ビジョンを定め、目指す方向性を明確にし、
定量的な目標の実現に向けた「中期CSR計画」を新
たに策定しました。

CSR自己評価指標を改定

・高品質な商品の提供
・お客さまとの適切な
  コミュニケーション
・長期にわたる信頼獲得  
  に向けた取り組み

・公正な競争
・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

リスクマネジメント

・リスクマネジメント
・人権啓発
・人権問題への対応

・透明性
・ステークホルダー・
  エンゲージメント

・倫理的行動
・企業倫理・法令遵守
・安全

コンプライアンス IR活動

・安全かつ健康的に
  働くことのできる職場
・人財の育成
・多様な従業員が柔軟に
  働ける職場づくり
・優秀な人財に対する
  雇用機会の提供

・地元地域発展のための
  積極的な関わりや連携
・事業で蓄えた
  ノウハウの社会還元

地球温暖化防止

資源保護
水資源保護

自然環境との調和

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

・エネルギーゼロの住宅・
  建築・街づくりの推進
・再生可能エネルギーに
  よる発電事業の拡大

・持続可能な木材調達の
  推進
・開発・街づくりにおける
  緑の保全・創出の推進

・建設廃棄物における
 ３R活動の推進
・資源循環型商品
  （高耐久・長寿命・省資源）
  の普及および再生建材の
  採用推進

・居住系施設における
  室内空気質のさらなる
  改善
・土地購入時の土壌汚染
  リスク管理の強化

「中期CSR計画」を新たに策定

3ヵ年計画による
改善の推進

サステナブル
ビジョンの実現

CSR重要課題およびステークホルダーの特定D

C CSR自己評価指標の改定

A 多様なステークホルダー
とのダイアログ

中期CSR計画

CSR観点に基づく
中期CSR計画の
策定
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営

計
画
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ステークホルダーとの関わりや対話を通じて当社に対す
る要請を理解し、企業市民として応えるよう努めること
でステークホルダーとの信頼関係構築を目指します

「環境と企業収益の両立」に向け、「ライフサイクル思考に
もとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推
進」をコンセプトに、環境への取り組みを加速させます

業務改善による組織の活性化を通じたCSRマインドの醸成と、意識向上による
強固な経営基盤づくりを行います

中期CSR計画
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CSR重要課題の特定
今回、中期CSR計画の軸として、新たにCSR重要課題を特定しました。大和ハウスグループの事
業活動プロセスや影響する範囲を考慮し、社会視点と自社視点の両面から重要な課題を検証。社
会課題の解決に向けた積極的な取り組みを新たな成長の機会とすべく、中期的に取り組むべき課
題を特定しました。

当社グループでは、2011年にISO26000を参考に、ステークホルダーと当社にとって重要度の高い6つ
の課題を最重要課題として特定していましたが、社会情勢や当社グループの方針の変化、CSR中期計画策
定のタイミングなどから、ステークホルダーの観点で重要課題を見直すこととしました。

重要課題のテーマ選定にあたっては、ISO26000をはじめ、GRIガイドライン、国連グローバル・コンパク
ト、持続可能な開発目標（SDGs）、日本国内における主な社会課題などから抽出。ステークホルダーとの意
見交換、社内での関係役員の議論を中心に、当社グループが優先して取り組むべき課題を特定しました。

〈CSR重要課題の見直し〉

CSR重要課題の特定
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当社グループがすでに取り組んでいるCSR活動に、ISO26000やGRIガイドラインなどで提示された
重要な課題および、日本国内における主な社会問題などを加えて検討し、22項目の重要課題をCSR
重要課題の候補として抽出しました。各テーマの影響範囲を特定した上で、評価方法を共有しました。

自社から見た重要度と、社会からの要請・期待の重要度にギャップはないか、CSR重要課題の各候補
の重要性について、ステークホルダーミーティングを開催するとともに、有識者ダイアログを社会面・
環境面それそれで実施。ステークホルダー視点での各課題の重要性について理解を深めました。

STEP2「妥当性の確認」を踏まえ、社内での最終検討を行い、
最重要課題であるCSR重要課題を特定しました。

CSR重要課題に選ばれたものは、当社独自のマネジメントシ
ステム「CSR自己評価指標」にて重み付けを行い、PDCAサイ
クルを回しながら、目標達成に向けて取り組んでいます。

〈CSR重要課題の特定プロセス〉

課題の把握・整理

妥当性の確認

マテリアリティ（最重要課題）の特定

評価指標の設定 ‒CSR自己評価指標による目標管理‒

当社グループの事業は多岐にわたり、社
会に貢献できる範囲が広がると同時に責任
の範囲も広がっていると認識しています。

グローバルおよび国内のサステナビリ
ティに関する懸念事項に加え、住宅や建築
に深く関わる課題など多様な社会課題があ
ります。これらに対応する社会からの期待
や要請と、これまでの当社グループの取り
組みや今後取り組むべき範囲などを検討
し、重要課題を抽出しました。

大和ハウスグループの事業

国内外における社会課題

ISO26000 国連グローバル
コンパクト 国連SDGs 少子高齢社会 地方の過疎化/

都市一極集中 世帯数の増加

多発する
自然災害 空き家の増加 建設技能労働者

の減少
GRI

ガイドライン 主要SRI
など

など

大和ハウスグループが認識している社会課題

照合

これまでのCSR活動

自社分析

今後取り組むべきCSR課題

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP

課題の
把握・整理1

STEP

・高品質な商品の提供
・施工中のお客さまとの適切なコミュニケーション
・引き渡し後のお客さまとの適切なコミュニケーション
・長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み
・公正な競争
・取引先におけるCSR活動への働きかけ
・施工会社における労働条件の改善と人財の確保
・安全かつ健康的に働くことのできる職場
・人財の育成
・多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

・優秀な人財に対する雇用機会の創出
・地元地域発展のための積極的な関わりや連携
・地元地域発展のための投資
・事業で蓄えたノウハウの社会への還元
・地球温暖化防止
・生物多様性保全
・資源保護
・水資源保護
・化学物質による汚染防止
・土壌汚染防止

戸建住宅 賃貸住宅 マンション

住宅ストック 商業施設 事業施設

スポーツクラブ リゾートホテル ホームセンター

環境エネルギー 農業 パーキング



CSR重要課題の特定
今回、中期CSR計画の軸として、新たにCSR重要課題を特定しました。大和ハウスグループの事

業活動プロセスや影響する範囲を考慮し、社会視点と自社視点の両面から重要な課題を検証。社
会課題の解決に向けた積極的な取り組みを新たな成長の機会とすべく、中期的に取り組むべき課
題を特定しました。

当社グループでは、2011年にISO26000を参考に、ステークホルダーと当社にとって重要度の高い6つ
の課題を最重要課題として特定していましたが、社会情勢や当社グループの方針の変化、CSR中期計画策
定のタイミングなどから、ステークホルダーの観点で重要課題を見直すこととしました。

重要課題のテーマ選定にあたっては、ISO26000をはじめ、GRIガイドライン、国連グローバル・コンパク
ト、持続可能な開発目標（SDGs）、日本国内における主な社会課題などから抽出。ステークホルダーとの意
見交換、社内での関係役員の議論を中心に、当社グループが優先して取り組むべき課題を特定しました。

〈CSR重要課題の見直し〉

CSR重要課題の特定
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当社グループがすでに取り組んでいるCSR活動に、ISO26000やGRIガイドラインなどで提示された
重要な課題および、日本国内における主な社会問題などを加えて検討し、22項目の重要課題をCSR
重要課題の候補として抽出しました。各テーマの影響範囲を特定した上で、評価方法を共有しました。

自社から見た重要度と、社会からの要請・期待の重要度にギャップはないか、CSR重要課題の各候補
の重要性について、ステークホルダーミーティングを開催するとともに、有識者ダイアログを社会面・
環境面それそれで実施。ステークホルダー視点での各課題の重要性について理解を深めました。

STEP2「妥当性の確認」を踏まえ、社内での最終検討を行い、
最重要課題であるCSR重要課題を特定しました。

CSR重要課題に選ばれたものは、当社独自のマネジメントシ
ステム「CSR自己評価指標」にて重み付けを行い、PDCAサイ
クルを回しながら、目標達成に向けて取り組んでいます。

〈CSR重要課題の特定プロセス〉

課題の把握・整理

妥当性の確認

マテリアリティ（最重要課題）の特定

評価指標の設定 ‒CSR自己評価指標による目標管理‒

当社グループの事業は多岐にわたり、社
会に貢献できる範囲が広がると同時に責任
の範囲も広がっていると認識しています。

グローバルおよび国内のサステナビリ
ティに関する懸念事項に加え、住宅や建築
に深く関わる課題など多様な社会課題があ
ります。これらに対応する社会からの期待
や要請と、これまでの当社グループの取り
組みや今後取り組むべき範囲などを検討
し、重要課題を抽出しました。

大和ハウスグループの事業

国内外における社会課題

ISO26000 国連グローバル
コンパクト 国連SDGs 少子高齢社会 地方の過疎化/

都市一極集中 世帯数の増加

多発する
自然災害 空き家の増加 建設技能労働者

の減少
GRI

ガイドライン 主要SRI
など

など

大和ハウスグループが認識している社会課題

照合

これまでのCSR活動

自社分析

今後取り組むべきCSR課題

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4
STEP

課題の
把握・整理1

STEP

・高品質な商品の提供
・施工中のお客さまとの適切なコミュニケーション
・引き渡し後のお客さまとの適切なコミュニケーション
・長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み
・公正な競争
・取引先におけるCSR活動への働きかけ
・施工会社における労働条件の改善と人財の確保
・安全かつ健康的に働くことのできる職場
・人財の育成
・多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

・優秀な人財に対する雇用機会の創出
・地元地域発展のための積極的な関わりや連携
・地元地域発展のための投資
・事業で蓄えたノウハウの社会への還元
・地球温暖化防止
・生物多様性保全
・資源保護
・水資源保護
・化学物質による汚染防止
・土壌汚染防止

戸建住宅 賃貸住宅 マンション

住宅ストック 商業施設 事業施設

スポーツクラブ リゾートホテル ホームセンター

環境エネルギー 農業 パーキング



妥当性の確認2
STEP  in OSAKA 2016.1.28

ステークホルダーミーティング

CSR重要課題の特定

大和ハウス工業が抽出した重要課題について、ステークホルダーの皆
さまが何を重視しているのかを確認するため、ステークホルダーミー
ティングを開催しました。

各ステークホルダーでグループに分かれてご意見をいただき、認識の
ギャップを埋めることによって、持続可能な社会を目指すために優先的
に取り組む重要課題についての貴重な示唆をいただきました。

・お客さま
・取引先
・企業担当者
・NPO/NGO
・従業員
・その他

………………… 5名
………………… 5名

…………… 3名
…………… 2名

………………… 4名
………………… 1名

■ 開催日時
2016年1月28日(木)
13：00～18：00

■ 開催場所
大和ハウス工業株式会社
大阪本社

■ テーマ … 20名■ 参加ステークスホルダー
「創業60周年を迎えた大和ハウス工業が
将来に向けて期待される役割とは」

■ ファシリテーター

今後も大和ハウス工業がサステナブルに
発展するには、ファンを増やす必要があ
る。長期にわたってお客さまとの信頼関係
を築くためにも、商品引き渡し後のアフ
ターフォローは、個々の営業担当者に依存
するのではなく、会社の仕組みとしてお客
さまと円滑にコミュニケーションが取れる
方法を検討すべきではないか。

お客さま
重要課題 重要課題 重要課題

<ステークホルダーのご意見>（抜粋）
施工店も材料納入メーカーも、自
社だけで成り立つ業界ではないの
で、川上から川下まで個々が役割を
果たし、一体となって発展を目指し
たいと考えている。その中で大和ハ
ウス工業が「ALL DAIWAHOUSE」
としてサプライチェーンの中でリー
ダーシップを示して牽引してほしい。

取引先
重要課題

<ステークホルダーのご意見>（抜粋）
人財の育成により一人ひとりが期待
される役割を理解し実践すること
ができれば、不適切な労務管理も、
メンタル不調者も減り、結果的に

「安全かつ健康的に働くことのでき
る職場」づくりに寄与するであろう。
今後も継続的に人財の育成に努め
てほしい。

従業員

<ステークホルダーのご意見>（抜粋）

・地元地域発展のための
  積極的な関わりや連携
・地元地域発展のための投資
・事業で蓄えたノウハウの
  社会への還元

※ミーティングでは、全体がつながって
いるとのご意見から「次世代型地域
発展のための取り組み」という新たな
重要課題が提示されました。

地域と事業所とをつなぐ地域共生
推進委員の役割は非常に重要であ
る。地域密着の企業として、共生活
動を通じた地域課題解決を目指す
のであれば、地域共生推進委員の
企画力や実行力を磨く機会を提供
してはどうか。

地域市民

<ステークホルダーのご意見>（抜粋）

地球温暖化防止に対応する商品
の開発・普及は、自社の競争力
向上につながるため注力すべき
である。

生物多様性に配慮した街づくりは、今は付加価値
と考えられているが、長期的にみると資産価値向
上につながり、今後は配慮していて当たり前にな
ると思う。

環境
重要課題

<ステークホルダーのご意見>（抜粋）

ステークホルダーミーティングでいただいたご意見ならびに回答の詳細は、当社のホームページに掲載しておりますので、そちらをご覧下さい。

関連項目　ステークホルダーミーティング第12回

★が最も優先的に取り組むべき重要課題としてご意見を頂きました。

当社に関連する6つの環境テーマを抽出し、住宅・
建築物のライフサイクルから、環境影響範囲を3つ
の段階に区分し、合計18課題を検討しました。

当社に関連する
6つの環境テーマ

環境影響を生じる
3つの段階

調達

自社活動 商品・
サービス

・高品質な商品の提供
・施工中のお客さまとの適切な
  コミュニケーション

★引き渡し後のお客さまとの適切な
  コミュニケーション
・長期にわたる信頼獲得に向けた
  取り組み

・安全かつ健康的に
  働くことのできる職場

★人財の育成
・多様な従業員が柔軟に
  働ける職場づくり
・優秀な人財に対する
  雇用機会の創出

・公正な競争
★取引先における
　CSR活動への働きかけ
・施工会社における
  労働条件の改善と
  人財の確保

水資源保護

土壌
汚染防止

小山 嚴也 様関東学院大学 経済学部 教授

・地球温暖化防止
  （調達）
・地球温暖化防止
  （自社活動）
・地球温暖化防止
  （商品・サービス）
・資源保護
  （自社活動）
・資源保護
  （商品・サービス）
・自然環境との調和
  （商品・サービス）

資源保護

化学物質による
汚染の防止

地球温暖化防止

自然環境との調和
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の開発・普及は、自社の競争力
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である。
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 in TOKYO
2016.2.29

CSR重要課題の特定

ご意見を受けて

大和ハウス工業株式会社
代表取締役専務執行役員
環境担当役員 西村 達志

大和ハウス工業のCSR活動における最重要課題（マテ
リアリティ）の特定に向けて、環境面においては、サステ
ナビリティ日本フォーラム 代表理事の後藤氏、LRQA
ジャパンの冨田氏のお二人を、社会面においては（株）創
コンサルティング 代表取締役の海野氏、一般財団法人
CSOネットワーク 事務局長の黒田氏、（株）日本政策投
資銀行 環境・CSR部長（当時）の竹ケ原氏をお招きし、
それぞれ有識者ダイアログを実施しました。

有識者ダイアログ

■ 開催日時 2016年2月29日(月) 
13：00～16：00

■ 開催場所 大和ハウス工業株式会社 
東京本社

「当社グループが取り組むべき
重要な環境課題」

■ テーマ

有識者2名、
大和ハウス工業（株）4名

■ 出席者

後藤 敏彦 氏
サステナビリティ日本フォーラム 代表理事

冨田 秀実 氏
LRQAジャパン 事業開発部門長

・中期環境行動計画のマテリアリティとして考えると、特定プロセス・内容とも概ね
妥当で適切に実施されていると言えます。今後、COP21のパリ協定に基づいて
CO2削減目標が5年ごとに見直されるように、環境長期ビジョンに向けて、マテリ
アリティが変わってくる場合があるので、定期的に見直していく必要があります。

・海外では水問題が、地域性のある社会リスクとなっています。これから事業が海外
にシフトしていくとすると、捉えるべきリスク・課題が大きく変わってくる点にも留
意が必要です。

・現状、規制要因はリスクとして捉えられていますが、長期的な観点から見るとむし
ろ機会と捉えられるので、要因をしっかりと認識して自社の競争力を高める観点か
ら、機会として活かしていく視点も大切でしょう。

・プロセスについては、妥当に実施されているという印象を受けました。今後、事業と
の関連性を見極めるためには、事業ごとに細分化して分析をしていくと良いでしょう。

・外部のステークホルダーを巻き込むことも重要ですが、課題抽出や解決策を考え
るにあたっては、社内の人をもっと巻き込んで議論していくことが必要です。

・住宅の長寿命化、資産価値の維持は特に日本の住宅において強く意識していくべき観
点で、「資源保護」×「商品」にあたる部分は重要度が高いのではないかと思いました。

・マテリアリティを形式的に決めるだけではなく、それを中期環境行動計画に落とし
込んで具体的にどのような活動に反映させていくのかが重要です。そこをつなげて
戦略的に取り組んでいかれることを期待します。

　今回、マテリアリティ（最重要課題）を見直すにあたり、特定するプロセスを含めてご意見
をいただきましたが、プロセスについてもまだ十分ではなく、今後さらに改善していく必要
があることを改めて感じました。
　特に、当社グループの事業は多岐にわたりビジネスモデルが異なりますので、各々の事業
のサプライチェーンについて分析し、重要な課題に取り組んでいく必要があります。また各種
規制については、ネガティブなリスクとしてだけでなく、ビジネスチャンスとして捉えること
で、企業収益の向上はもちろんのこと、社会への貢献に結びつくことがよく理解できました。
これからも、多様なステークホルダーの方々にご意見をいただき、継続的にマテリアリティ
の見直しを図るとともに、それらに対応した新しい環境行動計画（エンドレスグリーンプログ
ラム2018）を着実に遂行していきます。

■ 開催日時 2016年3月1日（火）
13:00～15:00

■ 開催場所 大和ハウス工業株式会社 
東京本社

■ テーマ

有識者3名、
大和ハウス工業（株）4名

■ 出席者

社 会

外部有識者 いただいた主なご意見

妥当性の確認2
STEP

環 境

環 境

「当社グループが取り組むべき
重要な社会課題」
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 in TOKYO
2016.2.29

CSR重要課題の特定

ご意見を受けて

大和ハウス工業株式会社
代表取締役専務執行役員
環境担当役員 西村 達志

大和ハウス工業のCSR活動における最重要課題（マテ
リアリティ）の特定に向けて、環境面においては、サステ
ナビリティ日本フォーラム 代表理事の後藤氏、LRQA
ジャパンの冨田氏のお二人を、社会面においては（株）創
コンサルティング 代表取締役の海野氏、一般財団法人
CSOネットワーク 事務局長の黒田氏、（株）日本政策投
資銀行 環境・CSR部長（当時）の竹ケ原氏をお招きし、
それぞれ有識者ダイアログを実施しました。

有識者ダイアログ

■ 開催日時 2016年2月29日(月) 
13：00～16：00

■ 開催場所 大和ハウス工業株式会社 
東京本社

「当社グループが取り組むべき
重要な環境課題」

■ テーマ

有識者2名、
大和ハウス工業（株）4名

■ 出席者

後藤 敏彦 氏
サステナビリティ日本フォーラム 代表理事

冨田 秀実 氏
LRQAジャパン 事業開発部門長

・中期環境行動計画のマテリアリティとして考えると、特定プロセス・内容とも概ね
妥当で適切に実施されていると言えます。今後、COP21のパリ協定に基づいて
CO2削減目標が5年ごとに見直されるように、環境長期ビジョンに向けて、マテリ
アリティが変わってくる場合があるので、定期的に見直していく必要があります。

・海外では水問題が、地域性のある社会リスクとなっています。これから事業が海外
にシフトしていくとすると、捉えるべきリスク・課題が大きく変わってくる点にも留
意が必要です。

・現状、規制要因はリスクとして捉えられていますが、長期的な観点から見るとむし
ろ機会と捉えられるので、要因をしっかりと認識して自社の競争力を高める観点か
ら、機会として活かしていく視点も大切でしょう。

・プロセスについては、妥当に実施されているという印象を受けました。今後、事業と
の関連性を見極めるためには、事業ごとに細分化して分析をしていくと良いでしょう。

・外部のステークホルダーを巻き込むことも重要ですが、課題抽出や解決策を考え
るにあたっては、社内の人をもっと巻き込んで議論していくことが必要です。

・住宅の長寿命化、資産価値の維持は特に日本の住宅において強く意識していくべき観
点で、「資源保護」×「商品」にあたる部分は重要度が高いのではないかと思いました。

・マテリアリティを形式的に決めるだけではなく、それを中期環境行動計画に落とし
込んで具体的にどのような活動に反映させていくのかが重要です。そこをつなげて
戦略的に取り組んでいかれることを期待します。

　今回、マテリアリティ（最重要課題）を見直すにあたり、特定するプロセスを含めてご意見
をいただきましたが、プロセスについてもまだ十分ではなく、今後さらに改善していく必要
があることを改めて感じました。
　特に、当社グループの事業は多岐にわたりビジネスモデルが異なりますので、各々の事業
のサプライチェーンについて分析し、重要な課題に取り組んでいく必要があります。また各種
規制については、ネガティブなリスクとしてだけでなく、ビジネスチャンスとして捉えること
で、企業収益の向上はもちろんのこと、社会への貢献に結びつくことがよく理解できました。
これからも、多様なステークホルダーの方々にご意見をいただき、継続的にマテリアリティ
の見直しを図るとともに、それらに対応した新しい環境行動計画（エンドレスグリーンプログ
ラム2018）を着実に遂行していきます。

■ 開催日時 2016年3月1日（火）
13:00～15:00

■ 開催場所 大和ハウス工業株式会社 
東京本社

■ テーマ

有識者3名、
大和ハウス工業（株）4名

■ 出席者

社 会

外部有識者 いただいた主なご意見

妥当性の確認2
STEP

環 境

環 境

「当社グループが取り組むべき
重要な社会課題」

017　DaiwaHouseGroup CSR Report 2016 　　DaiwaHouseGroup CSR Report 2016　018



 in TOKYO
2016.3.1

CSR重要課題の特定

大和ハウス工業株式会社
代表取締役副社長
経営管理本部長 河合 克友

ご意見を受けて
有識者の皆さまには大所高所から大変貴重なご意見をいただき、感謝しています。大和

ハウスグループでは、刻々と変化し深刻さが増す社会課題に対して、当社グループの事業特
性をふまえて注力すべき取り組みを強化していく考えです。それは、重要な課題を検証し、解
決に向けて積極的に取り組むことが新たな成長の機会につながると考えているからです。

そのためには、短期的視点に陥らず先を見据えた事業をどのようにしていくか、また実践
者である従業員の能力をいかに高めていくか、地域市民や取引先といかに協働していくかと
いったことが優先事項であるとのご指摘いただきました。同時に、CSRへの取り組みはすべ
ての事業において関係し、切り離すことのできないものだと改めて確認することができまし
た。頂いたご意見は真摯に受け止めるとともに、各部門に横串を通してグループ一体となっ
て取り組んでまいります。

海野 みづえ 氏
株式会社創コンサルティング　代表取締役

黒田 かをり 氏
一般財団法人CSOネットワーク 事務局長

いただいた主なご意見

・お客さまの議論をするには、地域が抱える社会的な課題を
事業でどう解決していくのかという姿勢をもち、地域全体
と将来を見通す長期的な視点をもつことが欠かせません。

・「人財の育成」については、社会の変化に適応していく思考
と行動力をもちえる人材が求められます。地域を大切に考
える御社ですから、OJTばかりでなく、実際に地域の一員
となって現地で課題を学びとるといった手法で、地域に根
差した企業文化を育むことを望みます。

・「職人不足への対応」は、施工現場の課題として、1社だけで
なく業界で協力して取り組むことでしょう。そうしなければビ
ジネス自体が発展しないという認識のもとに、支援や育成な
ど将来展望をもった対応を行うことが重要だと思います。

・「長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み」は非常に広い
意味を持ちます。個人のライフステージの変遷に寄り添う
だけでなく、今後はニュータウンの「限界集落化」など変化
する社会課題の解決を視野に、健康や安全・安心を進めて
いっていただきたいと思います。

・会社として今後グローバルに事業を展開されるのであれ
ば、ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂性）に
ついて、明確な方針が打ち出されるべきであると考えます。

・地域の課題や発展を考えた場合、ポイントとなるのは誰の
声を吸い上げるかです。地域の住民や地域に根ざした活動
をしている組織等と対話を重ね、必要に応じて連携できる
ように日頃から関係づくりをすることも重要でしょう。

外部有識者

竹ヶ原 啓介 氏
株式会社日本政策投資銀行 環境・CSR部長（当時）

いただいた主なご意見

・「人財の育成」は、あらゆる企業にとって競争力の源泉であり重要な要素だ
と考えます。そうした意味では人財に関わる「安全・健康」や「多様性」と
いった観点も、優秀な人財を獲得・維持する上で重要ですね。

・バリューチェーンを構成する取引先とWin-Winの関係を構築するためにも
「取引先におけるCSR活動への働きかけ」は重要だと思います。
・「お客さまとのコミュニケーション」についてはユーザーニーズを引き出し、

的確に応える技術力が求められます。また、今後はストックを活用したビジ
ネス展開が増えることを考えると、特に「商品引渡し後のコミュニケーショ
ン」が重要ではないでしょうか。

外部有識者

有識者ダイアログ妥当性の確認2
STEP

社 会
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 in TOKYO
2016.3.1

CSR重要課題の特定

大和ハウス工業株式会社
代表取締役副社長
経営管理本部長 河合 克友

ご意見を受けて
有識者の皆さまには大所高所から大変貴重なご意見をいただき、感謝しています。大和

ハウスグループでは、刻々と変化し深刻さが増す社会課題に対して、当社グループの事業特
性をふまえて注力すべき取り組みを強化していく考えです。それは、重要な課題を検証し、解
決に向けて積極的に取り組むことが新たな成長の機会につながると考えているからです。

そのためには、短期的視点に陥らず先を見据えた事業をどのようにしていくか、また実践
者である従業員の能力をいかに高めていくか、地域市民や取引先といかに協働していくかと
いったことが優先事項であるとのご指摘いただきました。同時に、CSRへの取り組みはすべ
ての事業において関係し、切り離すことのできないものだと改めて確認することができまし
た。頂いたご意見は真摯に受け止めるとともに、各部門に横串を通してグループ一体となっ
て取り組んでまいります。

海野 みづえ 氏
株式会社創コンサルティング　代表取締役

黒田 かをり 氏
一般財団法人CSOネットワーク 事務局長

いただいた主なご意見

・お客さまの議論をするには、地域が抱える社会的な課題を
事業でどう解決していくのかという姿勢をもち、地域全体
と将来を見通す長期的な視点をもつことが欠かせません。

・「人財の育成」については、社会の変化に適応していく思考
と行動力をもちえる人材が求められます。地域を大切に考
える御社ですから、OJTばかりでなく、実際に地域の一員
となって現地で課題を学びとるといった手法で、地域に根
差した企業文化を育むことを望みます。

・「職人不足への対応」は、施工現場の課題として、1社だけで
なく業界で協力して取り組むことでしょう。そうしなければビ
ジネス自体が発展しないという認識のもとに、支援や育成な
ど将来展望をもった対応を行うことが重要だと思います。

・「長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み」は非常に広い
意味を持ちます。個人のライフステージの変遷に寄り添う
だけでなく、今後はニュータウンの「限界集落化」など変化
する社会課題の解決を視野に、健康や安全・安心を進めて
いっていただきたいと思います。

・会社として今後グローバルに事業を展開されるのであれ
ば、ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（包摂性）に
ついて、明確な方針が打ち出されるべきであると考えます。

・地域の課題や発展を考えた場合、ポイントとなるのは誰の
声を吸い上げるかです。地域の住民や地域に根ざした活動
をしている組織等と対話を重ね、必要に応じて連携できる
ように日頃から関係づくりをすることも重要でしょう。

外部有識者

竹ヶ原 啓介 氏
株式会社日本政策投資銀行 環境・CSR部長（当時）

いただいた主なご意見

・「人財の育成」は、あらゆる企業にとって競争力の源泉であり重要な要素だ
と考えます。そうした意味では人財に関わる「安全・健康」や「多様性」と
いった観点も、優秀な人財を獲得・維持する上で重要ですね。

・バリューチェーンを構成する取引先とWin-Winの関係を構築するためにも
「取引先におけるCSR活動への働きかけ」は重要だと思います。
・「お客さまとのコミュニケーション」についてはユーザーニーズを引き出し、

的確に応える技術力が求められます。また、今後はストックを活用したビジ
ネス展開が増えることを考えると、特に「商品引渡し後のコミュニケーショ
ン」が重要ではないでしょうか。

外部有識者

有識者ダイアログ妥当性の確認2
STEP

社 会
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社 会 面 環 境 面

■ 社会面における重要テーマ

STEP2「妥当性の確認」をふまえて決定した「社会視点」に加
え、大和ハウスグループにとっての重要性を評価するべく、関係
役員を中心に社内検討会にて議論を重ね、「自社視点」での重要
度を決定。社会視点と自社視点の2軸によりマッピングし、当社
グループが優先的に取り組むべき最重要課題を特定しました。

STEP２「妥当性の確認」をふまえ、社内で環境担当
役員を中心に関連部門を交えて、最終検討を行い、
ステークホルダー視点と当社視点による重要性の評
価結果を「マテリアリティマップ」として整理し、当社
グループが優先して取り組むべき最重要課題を特定
しました。

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待 

当 社 事 業 にお ける重 要 度

大

大

優秀な人財に対する
雇用機会の提供

お客さまとの適切な
コミュニケーション

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

地元地域発展のための積極的な関わりや連携

事業で蓄えたノウハウの社会への貢献

公正な競争

安全かつ健康的に働く
ことのできる職場

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み

高品質な商品の提供

施工会社における労働条件の改善と人財の確保

人財の育成

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

■ 環境面における重要テーマ

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

当 社 事 業 にお ける重 要 度

大

大小

地球温暖化防止
（調達）

資源保護
（商品・サービス）

水資源保護（調達）

水資源保護（自社活動）

水資源保護
（商品・サービス）

化学物質による
汚染の防止（調達）

土壌汚染防止
（自社活動）

自然環境との調和（調達）

土壌汚染防止（調達）
化学物質による汚染の
防止（商品・サービス）

自然環境との調和
（商品・サービス）

地球温暖化防止
  （自社活動）

地球温暖化防止
  （商品・サービス）

資源保護（自社活動）

土壌汚染防止
（商品・サービス）

化学物質による汚染の
防止（自社活動）

自然環境との調和
（自社活動）

資源保護（調達）

最 重 要 課 題最 重 要 課 題

小

CSR重要課題の特定
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マテリアリティ
（最重要課題）の特定3

STEP



社 会 面 環 境 面

■ 社会面における重要テーマ

STEP2「妥当性の確認」をふまえて決定した「社会視点」に加
え、大和ハウスグループにとっての重要性を評価するべく、関係
役員を中心に社内検討会にて議論を重ね、「自社視点」での重要
度を決定。社会視点と自社視点の2軸によりマッピングし、当社
グループが優先的に取り組むべき最重要課題を特定しました。

STEP２「妥当性の確認」をふまえ、社内で環境担当
役員を中心に関連部門を交えて、最終検討を行い、
ステークホルダー視点と当社視点による重要性の評
価結果を「マテリアリティマップ」として整理し、当社
グループが優先して取り組むべき最重要課題を特定
しました。

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待 

当 社 事 業 にお ける重 要 度

大

大

優秀な人財に対する
雇用機会の提供

お客さまとの適切な
コミュニケーション

CSRの取り組みにおける取引先への働きかけ

地元地域発展のための積極的な関わりや連携

事業で蓄えたノウハウの社会への貢献

公正な競争

安全かつ健康的に働く
ことのできる職場

長期にわたる信頼獲得に向けた取り組み

高品質な商品の提供

施工会社における労働条件の改善と人財の確保

人財の育成

多様な従業員が柔軟に働ける職場づくり

■ 環境面における重要テーマ

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

当 社 事 業 にお ける重 要 度

大

大小

地球温暖化防止
（調達）

資源保護
（商品・サービス）

水資源保護（調達）

水資源保護（自社活動）

水資源保護
（商品・サービス）

化学物質による
汚染の防止（調達）

土壌汚染防止
（自社活動）

自然環境との調和（調達）

土壌汚染防止（調達）
化学物質による汚染の
防止（商品・サービス）

自然環境との調和
（商品・サービス）

地球温暖化防止
  （自社活動）

地球温暖化防止
  （商品・サービス）

資源保護（自社活動）

土壌汚染防止
（商品・サービス）

化学物質による汚染の
防止（自社活動）

自然環境との調和
（自社活動）

資源保護（調達）

最 重 要 課 題最 重 要 課 題

小

CSR重要課題の特定
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マテリアリティ
（最重要課題）の特定3

STEP
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組織統治

2013～
2015年度

2016～
2018年度人権

労働慣行

環境

公正な
事業慣行

消費者
課題

コミュニティへの
参画及び

コミュニティの発展

お客さま
（S）

地域市民
（S）

従業員
（S）

取引先
（S）

環境
（E）

評価指標の設定
‒CSR自己評価指標による目標管理‒4

STEP

大和ハウスグループでは、CSR活動の成果を測定し「見える化」を図るため、2006年度より
「CSR自己評価指標」を導入し、CSR活動の改善につなげています。 2013年度から、国際規格
ISO26000を参考に指標を設定・運用してきましたが、「共創共生」の精神とその取り組みをより
明確にお伝えするため、この度ステークホルダー別に課題を再整理のうえ、新設の中期CSR計画
に基づき、E(環境)、S（社会）、G（ガバナンス）を軸に指標を改定し26重要課題・47指標を設定
しました。 今回新たな試みとして、2016年度よりスタートする第5次中期経営計画に合わせて
3ヵ年目標を定めてPDCAを回し、業績目標の達成及び経営基盤の強化を目指します。

長期にわたる
信頼獲得に向けた
取り組み★

お客さま
指標最重要課題

Social Environment

Governance

お客さま（オーナーさま）の満足度
長期的視点での評価
入居後アンケート評価

地元地域発展の
ための積極的な
関わりや連携★

地域市民
指標最重要課題

NPO・NGO協働機会
エンドレス募金加入率
事業所による地域共生活動の金額換算

CSRの取り組みに
おける取引先への
働きかけ★

取引先
指標最重要課題

施工会社における
労働条件の改善と
人財の確保★

社内従業員向け教育
取引先、および購買業務の自社基準に
基づく取引先評価
取引先行動規範に基づくセルフチェックの回答率

協力会の会員数
労災件数

※詳細はデータ編P147～P150をご覧下さい。

現場職人育成人数

人財の育成★

従業員
指標最重要課題

多様な従業員が
柔軟に働ける
職場づくり★

人財育成全般に対する従業員の満足度
OJTに関する評価
若年層の資格取得率

障がい者雇用率
女性管理職登用数
男性育児休業の取得率

地球温暖化防止

資源保護

環境
指標重要課題

自社活動

自然環境との調和
（生物多様性保全）

化学物質による汚染の防止

土壌汚染防止

自社活動

商品・サービス

自社活動

自社活動

調達

商品・サービス

商品・サービス
調達

透明性
倫理的行動

CSRマインドの醸成
リスクマネジメント

CSR経営の基盤
指標重要課題

ESG情報開示に対する外部評価

ステークホルダー・
エンゲージメント

安全
人権啓発
人権問題への対応

CSR研修訪問事業所数

安全運転管理
人権啓発活動
企業倫理・人権ヘルプラインへの相談対応（解決率）

優先して取り組むべきと特定したリスクの発生率

ステークホルダーミーティング参加者満足度

社内CSR意識調査

Cランク木材比率（％）
CO2削減貢献量（万t-CO2）

売上高あたりCO2排出量の
2005年度比削減率（％）

緑被面積（㎡）
建設廃棄物排出量の2012年度比
削減率（％）【生産・新築】
リサイクル率（％）

【生産・新築・土木・解体・改修】

PRTR対象化学物質排出・移動量の
2012年度比削減率（％）

水資源保護 売上高あたり水使用量の
2012年度比削減率（％）

長期優良住宅認定率（％）
システム建築採用率（％）

土地購入時における土壌汚染重大リスク

CSR重要課題の特定

担当役員メッセージ

品質へのこだわり

お客さま満足の向上

長期保証とアフターサービス

持続可能な消費

025
027
029
031
033

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お客さまとの共創共生

CSR経営
の基盤
（G）
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