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大和ハウス工業株式会社
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エネルギー“ゼロ”の住宅・建築・街づくりで、
低炭素社会へ。
大和ハウス工業は、Fun to Shareに賛同しています。
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当報告書では、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2015」の対象
組織である大和ハウス工業及び連結子会社32社の国内における事業活動
を対象としています。なお、環境データの対象組織・集計範囲の詳細は、

「資料・データ編（P53～P82）」をご参照ください。
※海外拠点の環境負荷については、海外事業の売上高が連結売上高の約2.3%と小さいため、
   今年度は資料・データ編P61「海外拠点のCO2排出量」でのみ開示しています。

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。

・ 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（G4）」
・ 環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
   ※GRIガイドライン対照表をWEBサイトで公開しています。

 2016年6月（次回発行予定 : 2017年6月）

 大和ハウス工業株式会社
 環境部:TEL06-6342-1346 CSR部:TEL06-6342-1435

【免責事項】 
当報告書には、大和ハウスグループの将来についての計画や
戦略、業績に関する予想や見通しに関する記述があります。こ
れらの記述は、現在入手可能な情報から判断した事項にもと
づく見込みです。

大和ハウスグループは、年一回、環境・社会活動に関する情報を「CSRレポート」としてまとめ、発行しています。
当「環境報告書」では、「CSRレポート」から環境に関する情報を抜粋するとともに、第三者保証や第三者意見等を追加し、情報量

の充実と質の向上を図っています。
今年度の「環境報告書」では、新たに策定した「環境長期ビジョン」や環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2018」につ

いて、策定プロセスを含めて紹介しています。また、4つの環境活動重点テーマ（地球温暖化防止、自然環境との調和、資源保護、
化学物質による汚染の防止）ごとに、社会課題をふまえた「ステークホルダーからの期待」や当社グループにおける長短期の「リスク
と機会」の分析を行い、「当社グループの目指す姿」の実現に向けた主な取り組みと成果・課題を報告しています。

さらに、ステークホルダーの関心が高いサプライチェーンマネジメントについて、掲載情報の充実を図りました。

■ 報告対象組織

■ 報告対象期間

■ 参考にしたガイドライン

■ 発行日

■ お問い合わせ先

新たに策定した「環境長期ビジョン」、「新環境行動計画2018」
を策定プロセスも交えてご紹介しています。

トップメッセージ 
環境長期ビジョン     
環境行動計画（EGP2018）
　マテリアリティ（重要課題）の特定
環境行動計画（EGP2015）             

4つの環境活動重点テーマごとに環境行動計画の重点戦略の
進捗について、主要データと事例を交えて報告しています。

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）  
資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）     
化学物質による汚染の防止              

環境に関する方針や推進体制、サプライチェーンマネジメント、
リスクマネジメントに関する基本事項を掲載しています。

環境マネジメント、サプライチェーンマネジメント
環境コミュニケーション       
　外部団体との協働、外部からの評価   

グループ概要                     
環境データの算定と報告について 
環境行動計画（EGP2015）の実績と自己評価
戦略的環境活動          
地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）
　バリューチェーンのCO2排出量
自然環境との調和（生物多様性保全）
資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護・グリーン購入）
化学物質による汚染の防止
環境負荷マテリアルフロー、環境会計
サイトレポート（当社10工場）

第三者保証報告書、第三者意見
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■ 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、非財務情報を統合した報告書。
   2016年9月末発行予定

・CSRレポート
＜日本語版＞
＜英語版＞

（資料・データ編含）
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

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
（資料・データ編、
サイトレポート含）

連 携

当報告書に掲載しているCO2情報等について、第三者保証を受け
ており、その対象となる情報については、各項目に　　を記載して
います。（第三者保証報告書はP83に掲載）

1 環境報告書 2016
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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、非財務情報を統合した報告書。
   2016年9月末発行予定

・CSRレポート
＜日本語版＞
＜英語版＞

（資料・データ編含）
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

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
（資料・データ編、
サイトレポート含）

連 携

当報告書に掲載しているCO2情報等について、第三者保証を受け
ており、その対象となる情報については、各項目に　　を記載して
います。（第三者保証報告書はP83に掲載）
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