
大和ハウスグループのまちづくり

まちづくりビジョン

スマ・エコ タウン晴美台

緑が丘・三木青山 団地再生PJの取り組み体制

「人・街・暮らしの価値供創グループ」を掲げる当社は「第10回エコプロダクツ大賞 エコプロダクツ部門 国土交通大臣賞」を受賞
した「スマ･エコ タウン晴美台」など、各地で先進的なまちづくりを行っています。また、兵庫県三木市ではまちの再生を目指す「緑が
丘・三木青山 団地再生プロジェクト」を行い、その取り組みの幅を広げています。さらに、当社グループを横断する組織「未来まちづ
くり推進委員会」においては、「まちづくりビジョン*」を制定するなどその取り組みを強化しています。

今後も「社会課題の解決」と「新たな価値創造」をテーマに、当社グループ一丸となってまちづくりに取り組んでいきます。

当社グループの強みは、住宅・集合住宅・マンションといった住居系、商業・オフィス・物流施設などの事業系、さらには、エネル
ギー・フィナンシャル・フィットネス事業などのサービス系まで、まちづくりに必要な事業を幅広く展開していることです。富山市
のPPP（公民連携）事業「セーフ&環境スマートモデル街区整備事業」では、この強みを活かした提案により、公共施設と住宅街区
の複合開発の事業者に選定されました。これからも「人のため」「地域のため」に価値あるまちづくりに励んでいきます。

TOPICS

私たちは、建物が建った時が完成ではなく、そのまちの価値が未来へとつながっていく
まちづくりを行います。

まちづくりビジョンは、当社グループのまちづくりへの姿勢や考え方をまとめたも
のです。私たちが目指すまちづくり「Vision（ビジョン）」、私たちが果たすべき役割
･使命「Mission（ミッション）」、私たちが大切にする価値軸「Value（バリュー）」の３
つの要素で構成しています。

私たちは、人と地域と共に価値あるまちをデザインし、確かなマネジメント力を持って、
ここで暮らし活動する人と共に、まちの価値を育み、未来へとつなげます。

「Vision」・・・・まちの価値を、未来へ

「Mission」・・・共に創り、共に育む -Design & Management-

私たちのまちづくりは、「人のため」「地域のため」の２つを軸とし、人に対しては  安心   
健康   快適  を、地域に対しては  環境性   経済性   地域性  という価値を創造します。
そして「未来のため」に  つながり  と  持続性  という価値を創り上げます。

「Value」・・・・ 8HEARTS ‒人と地域に、8つの価値を-

まちの開発 

緑が丘・三木青山 団地再生プロジェクト

事例

まちの再生事例

スマ・エコ タウン晴美台、スマ・エコ タウン陽だまりの丘、
セキュレア 豊田柿本

日本初のネット・ゼロ・エネルギー・タウンを実現した「スマ・エコ タウン晴美台」、
まちの太陽光発電所（約100kW）の売電収益を戸建住宅のメンテナンス等に活用す
る「スマ・エコ タウン陽だまりの丘」、戸建住宅間の電力融通を行う「セキュレア 豊田
柿本」などまちづくりを通して、社会に新しい価値を創出し続けています。

高度経済成長期に開発された郊外型住宅団地の多くは約半世紀が経ち、住民の高
齢化・独居世帯や空き家の増加など、数々の課題を抱えています。

当社が手掛けた「緑が丘ネオポリス」では、これらの課題解決を図るため「郊外型住
宅団地 ライフスタイル研究会」を設立。産・官・学・民が連携することで、多様な世代が
いつまでも暮らしやすい「多世代循環型コミュニティ」の早期実現を目指しています。

8HEARTS

大和ハウスグループのまちづくり：http://www.daiwahouse.com/businessfield/community
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2014年2月に導入された日本版スチュワードシップ・コード
（「責任ある機関投資家」の諸原則）にともない、株主・投資家は
企業の財務側面だけでなく、非財務側面、すなわち企業のCSR
の取り組みにも関心を払うべきとする考え方が広まっています。
株主・投資家の皆さまに対しては、財務側面に非財務側面を統
合させた経営により、中長期的な視点で企業の持続可能性を伝
える必要があると言えます。

また、CSRの取り組みを積極的に行うだけでなく、これら活
動の「企業価値への貢献」を効果的に発信することもますます
求められるようになっています。

当社グループは、住宅事業をコアにしながら、商業施設や
物流・介護施設の建築・開発などさまざまな事業を展開して
いますが、その背景には「社会に貢献する」という考えがありま
す。どのような事業を、なぜ実施しているかを伝えることは当
社グループをご理解いただくうえで重要と考えます。

当社では、安定した財務基盤を確保しながら、事業の成長を
図り、事業活動を通じて創出した利益を株主の皆さまに還元す
ることと併せ、5年、10年の中長期の企業価値の最大化のた
め、成長投資に資金を投下し、1株当たりの利益を増大させるこ
とをもって「株主価値」の向上を図っております。また、社会の
課題に取り組むことで「社会にとっての価値」を創出すること
は、「株主価値」の向上にも寄与するものであり、目に見えない
資産である非財務資本の有効活用が必要不可欠であります。

第４次中期経営計画（2014年3月期～2016年3月期）におい
ては、37年ぶりに増資を行い、財務基盤の強化を図り、積極的
な成長投資を続けたことにより、当初計画を大きく上回る業績
を達成することができたとともに、１株当たり利益を増大させ、
業績に連動した利益還元により、株主の皆さまの期待に応える

社会的課題

ビジョンと戦略
大和ハウスグループの目指す姿
株主の皆さまに価値を創出するとともに、
社会にとっての価値も創出します

リスク
・当社グループの財務面・非財務面に対する情報を効果的

にお伝えできなければ、長期的・安定的に株を保有いた
だける株主さまだけでなく、潜在的な株主さまを失う可
能性がある。

機会 ・株主さまとの建設的な対話を通じていただいたご意見・
要望はより良い経営を考える機会となる。

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

当社が取り組むべきことを明確化し、株主の皆さまに対する
受託者責任・説明責任を果すため2015年5月に「コーポレート
ガバナンス・ガイドライン」を制定し、株主の皆さまへの対応の
あり方を示す方針を下記の通り公表しています。今後は中長期
的な企業価値を判断いただくため、当社グループの統合思考や
ESG情報の発信を拡充し、財務・非財務資本について情報の透
明性を高めていきます。

〈株主との建設的な対話（エンゲージメント）を促進するための方針〉
当社は、株主との建設的な対話が、会社の持続的な成長と中

長期的な企業価値の向上に資するよう、
（1）株主からの対話（面談）の申し込みに対して、株主の希望と面談

目標と実績

透明性の向上
取り組むべき重要テーマ

2015年度の総括（CSR自己評価指標）

アニュアルレポート外部評価
2015年度
実績 A－（AR2014）

2015年度
実績 68.4％

2015年度
実績 4.5未満

CSRレポートにおける
GRIガイドライン対応率

IRサイト外部評価

代表取締役専務執行役員/CFO
経営管理本部管理部門担当

香曽我部 武

日本版スチュワードシップ・コードの
受け入れ表明をした機関投資家 200超
出所：金融庁「「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫
～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～の受入れを表明した機関投資家の
リストの公表について（平成28年3月24日更新）

ことが出来たと考えております。当社グループが描く事業戦略
を株主の皆さまにご理解いただき、信頼いただいた結果、「株主
価値」の向上、及び、社会にとっての価値も創出できた一つの例
と言えると思います。

今後も株主の皆さまが必要とする情報に加え、従来の発信
内容や方法にとらわれず、対話を深めていきたいと考えていま
す。株主の皆さまに対する受託者責任・説明責任を十分に果た
し、持続可能な成長を目指してまいります。

当社グループの事業や戦略をご理解いただき、長期にわたっ
て株式を保有いただける株主さまが増えることは、株価の正し
い価格形成につながると考えております。適時適切に情報開示
を行わず、当社グループが持つ本源的企業価値をご理解いただ
けない場合は、持続的な成長に向けた財務資本に影響を及ぼ
す可能性があります。

の主な関心事項も踏まえたうえで、合理的な範囲で、社外取締
役を含む取締役または経営幹部が望むことを基本とする。

（2）IR担当役員は、建設的な対話の実現のため、社内部門と協
力して対応する。

（3）中長期的な企業価値を判断するための情報開示に努め、株
主との対話（エンゲージメント）を通じて企業価値を高める。

（4）IR担当役員は、個別面談のほか、経営説明会や施設見学会
などを開催し、IR活動の充実を図る。

（5）IR担当役員は、自社の考えていることを対話を通じて株主に
伝え、株主から頂いたご意見・ご要望について取締役または
経営幹部へフィードバックするとともにフィードバックを適時
適切に行い、独立・客観的な観点から課題を共有する。

（6）IR担当役員は、未公表の重要な内部情報（インサイダー情
報）が外部へ漏洩することを防止するため、「内部者取引に関
する規則」に基づき、情報管理責任者と連携を図り情報管
理を徹底する。

（コーポレートガバナンス・ガイドライン第44条3項）

株主・投資家の皆さまが必要とする中長期的な企業
価値を判断いただく情報をより広く的確に伝えていく
ため、アニュアルレポートやCSRレポートを通じた情報
開示の改善を行いました。その結果、アニュアルレポー
トの外部評価機関からのレイティングはB＋からA－
に、CSRレポートのGRIガイドライン対応率は60.6％
から68.4％へと、いずれも向上しました。
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株主還元とIR活動

経営説明会の様子

機関投資家とのコミュニケーション

個人投資家とのコミュニケーション

公式ウェブサイト『IR情報』による情報開示

当社では、公式ウェブサイトを活用し、株主・機関投資家をはじ
めとする全てのステークホルダーへの適時適切な情報開示に努め
ています。業績情報では、法定開示のほか、決算内容を詳細に説明
した決算概要や月次の受注速報の開示に加え、四半期毎の機関投
資家・アナリスト向け決算説明会、半期毎の経営説明会におけるプ
レゼンテーションや質疑応答の内容についても、日本語・英語で配
信しています。このほか、経営陣によるカンファレンスや個人投資
家向け会社説明会でのプレゼンテーションの動画も配信しており、
経営方針や事業の取り組みについてご理解いただけるよう注力し
ています。

当社の経営ビジョンや事業戦略、株主還元方針をよりご理解い
ただくために、2015年度は延べ948社の機関投資家・アナリスト
とのIR対応を実施しました。海外IRについては、経営トップが英国・
欧州、北米、シンガポール・香港の投資家を訪問し、面談を実施。
投資家・株主との対話を通じていただいたご意見やご要望、ならび
に資本市場における評価を真摯に受け止め、経営に活かすことが
できるよう、対話活動に努めてまいります。

個人投資家向けには、インターネット上でのオンライン会社説明
会を実施し、当日は285名の方にご参加いただきました。当社の主
要事業における成長ドライバー、海外事業や新規事業、株主還元策
など幅広いご質問をいただき、活発な意見交換の場となりました。
また昨年に引き続き開催した個人株主さま向けの施設見学会は、
東京・奈良の2会場で実施し、当社の事業活動への理解をより深め
ていただく機会を設けました。

ご参加いただいた株主さまからは、「創業者の理念が受け継がれ
ている」、「大和ハウスの理解が深まり、ますますファンになった」な
どのご感想をいただきました。今後も株主の皆さまの声を参考に
内容を充実させていきます。

■ 2015年度の主なIR活動

■ マネジメント

四半期ごとに電話カンファレンスでの機関投資家・アナリスト向け決算説明会

半期ごとに経営トップによる機関投資家・アナリスト向け経営説明会の実施

証券会社主催のIRカンファレンスへの積極的参加

国内外の機関投資家との個別面談、電話取材の対応

機関投資家向け施設見学会の実施

個人投資家向けのオンライン会社説明会の実施

個人株主向け施設見学会の実施

株主優待制度をご紹介する株主優待本での情報拡充や、IR雑誌への記事掲載

株主還元フェア等への株主優待紹介の出展

IRツールの提供

■ 1株当たり当期純利益
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当社では、経営ビジョンに掲げる「共創共生」の精神のもと、株主
の皆さまとの対話を実現するため、双方向のコミュニケーションの
充実を図っています。会社の持続的な成長と中長期的な企業価値
の向上に資するよう、株主との面談は経営陣ならびにIR担当役員
が臨むことを基本方針とし、当社の経営戦略や経営計画を正確・
迅速に説明することに努めています。

当社のIR活動では、株主・投資家の皆さまからの信頼と、市場か
らの適切な評価を得られるよう、対話を通じていただいたご意見・
ご要望は、取締役や経営幹部に報告するとともに、社外役員に対して
も年2回の報告会を実施するなど独立・客観的な観点から課題認識
を共有し、経営に反映することによって企業価値の最大化に取り組ん
でいます。

■ 方針・考え方

大和ハウス工業は、事業活動を通じて創出した利益を株主
の皆さまへ還元することと併せ、中長期的な企業価値の最大
化のために不動産開発投資、海外事業展開、M&A、研究開発
および生産設備等の成長投資に資金を投下し、1株当たり利
益（EPS）を増大させることをもって株主価値向上を図ること
を株主還元に関する基本方針としています。配当性向につい
ては、親会社株主に帰属する当期純利益の30%以上として業
績に連動した利益還元を行い、かつ安定的な配当の維持に努
めていきます。なお、自己株式の取得については、市場環境や
資本効率等を勘案し、適切な時期に実施することとします。

■ 株主還元に関する基本方針

トライエ・ラボ（東京）

石橋信夫記念館（奈良）

IR情報ウェブサイトをリニューアル

■ IRに関する基本方針

2016年3月4日（金）
トライエ・ラボ（戸建住宅体感施設）、
リビングサロン、
ディーズ・テトテ（介護福祉機器展示場）

2016年3月11日（金）
総合技術研究所、
賃貸住宅体験館 D-room（ディールーム）プラザ館、
石橋信夫記念館

・東京開催
　日時:
　場所:

・奈良開催
　日時:
　場所:
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■ SRI（社会的責任投資）インデックス組み入れ状況

■ 「CSR企業ランキング」において55位にランクイン

■ 「NICES」において31位にランクイン

その他の社外からの主な評価

IRに関する社外からの評価

当社は2013年より3年連続で「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）」に選出されました。

「DJSI」は、1999年にアメリカの出版社ダウ・ジョーンズ社とスイスの調
査・格付け会社SAMグループが共同開発した指標で、「DJSI AsiaPacific」
では、日本・アジア・オセアニア地域において、経済面・環境面・社会面で
の実績をさまざまな項目で分析し、持続的に成長が見込まれる企業を選出
します。当社が選出された理由は、事業活動における幅広い環境への取り
組みなどが持続可能な企業として高く評価されたものです。

FTSE4Goodはイギリス・フィナンシャルタイムズ社とロンドン証券取引所
の合弁会社であるFTSE社が2001年に開発したSRIインデックスです。銘
柄選定の際、独自のネガティブ・スクリーニング（銘柄選定規制）を行い、

「環境的持続可能性」、「社会問題とステークホルダーの関係」、「人権」につ
いて評価します。当社は2006年より、当指数に選出されています。

MSCI Global Sustainability Indexesは米国のMSCI社が開発した、環
境・社会・ガバナンス（ESG）面で優れた企業を選定する代表的な株価指数
の一です。MSCI社は、株価指数を算出して投資家に提供する世界的な会
社です。当社は2011年より、当指数に選出されています。

MS-SRIは、モーニングスター株式会社と特定非営利活動法人パブリック
リソースセンターが共同で開発した日本企業を対象とした社会的責任投資
株価指数です。当社は2003年7月22日公表開始より、継続して構成銘柄
となっています。

週刊東洋経済誌が毎年発表している「CSR企業ランキング」の最新版（2016年3月5日号に掲載）では、当社は55位にランキングされ
ています。「CSR企業ランキング」は東洋経済新報社が「CSR企業総覧」2016年版掲載の1,325社について、CSR分野の「人材活用」、

「環境」、「企業統治」、「社会性」の4つと財務のデータを調査し、評価するランキングです。

日本経済新聞が毎年実施している「NICES」の最新版（2015年11月27日号に掲載）では、当社は31位にランキングされています。
「NICES」はステークホルダーの観点から、「投資家」、「消費者・社会」、「従業員」、「潜在力」の四つの項目で企業を総合的に評価するラ
ンキングです。
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環境長期ビジョン

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム2018）

マテリアリティ（重要課題）の特定

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム2015）

地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

自然環境との調和（生物多様性保全）
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