
賃貸住宅 住宅ストック 事業施設 その他戸建住宅 マンション 商業施設

リフォーム内装請負住宅 商業施設低層賃貸住宅 物流施設 環境エネルギー分譲マンション

住宅の価値を保つリフォームと
住み替えサポートの売買仲介を
通じて優良なストックを継承。

オーナーさまのニーズに応える
請負住宅、まちづくりと住環境
を開発する分譲住宅を提供。

▶ 販売戸数（国内） 
請負住宅 6,524戸 
分譲住宅 2,192戸

▶ 販売戸数（国内） 
低層賃貸住宅 34,481戸
中高層賃貸住宅 3,424戸

▶管理戸数 572,238戸

▶ 販売戸数（国内） 2,203戸
（コスモスイニシア含む）

▶ 管理戸数 360,619戸

▶リフォーム件数
約52,000件※2

▶営業スタッフ数 973人※2

▶施工数 43,662棟※3 

（2018年度累計）

▶ 転貸建物の貸付可能面積
6,375,278m2

▶ 物流施設の開発延床面積
6,697,496m2

（2018年度累計）

▶ 医療・介護施設の請負受注件数
621件※4

▶ホームセンター購入者数
28,660千人

▶リゾートホテル利用者数
3,321千人

▶スポーツクラブ会員数
191,092人

土地オーナーさまとテナント企
業さまを結び、地域社会の発展
に貢献する商業施設を開発。

ご入居者さまには心地良い暮ら
しを、オーナーさまには多角的
なサポートで、長期安定経営を
提供。

豊富な土地情報と多彩なスキー
ムでお客さまの目的に応じた
施設建設をプロデュース。

エネルギーの総合提案など暮ら
しに関わる幅広い分野で事業を
展開。

安全・安心で快適なマンション
を開発・分譲し、総合的な管理
事業で資産価値を維持。

事業概要

年間実績

※1　セグメント別の数値は、セグメント間の内部取引を含んでいます。　　※2　件数および営業スタッフ数は、大和ハウスリフォームの数値です（2019年3月31日現在）。
※3　大和ハウス工業の流通店舗事業の施工数です。　　※4　大和ハウス工業、大和リースおよびフジタの合計値です。

※5　従業員数は正社員の人数です。合計値には全社（共通）の人員が含まれています。　　※6　当社グループが住宅や建築物・省エネ・創エネソリューションを提供することにより、どれ
だけCO2排出量の削減に貢献できたかを示す数値。（算出根拠の詳細は「サステナビリティレポート2019」P.216参照）。

3,838

10,613

2,805

1,1456,939

10,223

7,161

売上高※1

（億円）

4兆1,435億円

199（5.2%）

1,022
（9.6%）

159（13.9%）

1,377（19.8%）

989（9.7%）

325（4.5%）

営業利益※1

（億円、利益率（%））

135（4.8%）3,721億円

4,677

6,974

5,859

2,6065,146

6,863

12,017

従業員数※5

（人）    

44,947人

34.2
42.2

11.8
9.6

122.1
97.7

95.7

CO2削減貢献量※6

（万t-CO2）

413.3万トン

43 319
54

0

794

1,062

664

設備投資額
（億円）  

2,931億円

2018年度 事業別主要数値（構成比） 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 その他
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事業別概況
マテリアリティ　事業1  社会的課題を起点とした事業機会の拡大
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3,8383,853

199

165
192

215

3,783

3,903

■ 売上高（億円）
 営業利益（億円）

2015 201820172016 （年度）

5,4004,900

220

80

238

28

190

39

5,035

1,570
1,2501,181

2018
（実績）

2021
（計画）

2019
（計画）

（年度）

■ 売上高（億円）　　■ 内、海外（億円）
 営業利益（億円） 内、海外（億円）

注　2019年度からのセグメント組替えに合わせた実績・計画になっています。

当事業においては、2019年10月に消費税増税が及ぼす影
響について注視しています。当社においては、2018年8月か
ら2019年3月まで8か月連続で展示場来場者数はプラスで
推移し、受注・契約とも前年を上回るなど一部駆け込みの影
響は見られたものの、政府から過去よりも手厚い支援策があ
ることなどから、大きな駆け込み需要には至っていません。
しかしながら、増税後は消費者マインドが低下する可能性も
あると見ております。

第5次中期経営計画の業績

第6次中期経営計画の業績目標

第5次中期経営計画の振り返り

第6次中期経営計画の取り組み

取締役
常務執行役員
大友　浩嗣

営業本部副本部長
住宅事業担当
リブネス事業担当

時代のニーズを先取りした多彩な商品ラインアップを提供

工業化住宅のパイオニアとして先進的な技術を進化させ
てきた当社の戸建住宅は衣食住のうち「住」＝「建築」という
人の営みに欠かせない社会インフラを提供する役割を担っ
ており、販売累計実績は63万戸を超えています。国内人口の
減少に伴い、住宅着工戸数が減少する中、安全・安心かつ快
適で豊かな生活を送ることへのニーズは高まっています。当
社では、常に時代のニーズを先取りした商品ラインアップと、
営業や建築士、施工技術者など専門スタッフが全工程でお
客さまに寄り添う姿勢を大切にしながら、シェア拡大を目指
しています。今後も事業を通じて社会インフラを守り続けて
まいります。

第5次中計期間においては、戸建住宅商品「xevoΣ」の主力
化により1棟当たり単価は、3,730万円となり360万円（2015
年度対比）増加しました。賃貸・店舗併用住宅に対応できる3・
4・5階建商品「skye」の販売にも注力するほか、30年の長期
保証を備えた新商品「xevoΣ PREMIUM」を2018年10月よ
り発売するなど、提案の幅を拡大してきました。
また、共働き世帯のために家事の時間的・心理的負担を軽
減する戸建住宅「家事シェアハウス」の発売や、戸建住宅の
IoT化として「Google Home」の活用など、社会課題の解決
に貢献する取り組みも進めています。
最終年度である2018年度は、売上高3,838億円、営業利益

199億円となり、3ヵ年の平均成長率は各々+0.5%、+6.4%
となりました。

1.  「xevoΣ」を中心に、「xevoΣPREMIUM」などの富裕層向
けの商品や、高付加価値商品の販売拡大による単価の向上

2.  コンビネーションハウジング（賃貸、店舗、医院などの併
用住宅）の取り組み強化

3.  ZEHなどの環境配慮型住宅や災害に強い家などの提案強
化、戸建住宅のIoT化の推進など、事業を通じた社会課題
への貢献

4.  海外においては安定成長が見込めるエリアとして、米国で
はスタンレー・マーチン社、豪州ではローソン社を中心に
事業を拡大

大和ハウス工業、スタンレー・マーチン社、ローソン社

事業の特徴と強み

事業を取り巻く環境

第6次中計における基本方針

主要会社

31.6%

2015年度

41.3%

2018年度

主力商品「xevoΣ」比率の拡大（受注棟数ベース）

（年度）2015 2016 20182017

33.7 34.3
37.335.9

（百万円）

戸建住宅1棟当たり単価 2018年度
大手住宅メーカー 販売戸数ランキング※1

xevoΣ（ジーヴォシグマ）

xevoΣ PREMIUM 医院併用住宅

住宅市場においては、長期的な人口減少に伴う構造的な
変化から、新設住宅着工戸数は2030年度には約60万戸に減
少する※2という見通しもあります。近年、台風や地震などの
自然災害の多発などから、安心して住み続けられる家・まち
づくりへのニーズはますます高まっています。また建設業界
においては人手不足問題が深刻化しており、サプライチェー
ンにおける基盤強化ならびに省人化・自動化による業務効
率化を実現することで競争力の向上を目指す必要があります。
※2　野村総合研究所「2030年度の住宅市場と課題」

順位 企業名 販売戸数

1 積水ハウス 11,636

2 セキスイハイム 10,200

3 旭化成ホームズ 9,848

4 大和ハウス工業 8,716

5 住友林業 7,900
※1　各社公表資料より当社作成

スタンレー・マーチン社が展開する戸建住宅
（イメージ）
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事業別概況　戸建住宅

安定品質を確保する体制づくりなど、
サプライチェーンを再整備し競争力を強化します
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11,60010,900

1,150

90

1,046

37

1,120

44
5,514

193

5,192

5,145

492

4,909

10,547

760
315342

2018
（実績）

2021
（計画）

2019
（計画）

（年度）

■ 売上高（億円）　  請負・分譲　  賃貸・管理　  開発物件売却　
■ 内、海外（億円）
 営業利益（億円）　　　 内、海外（億円）

10,61310,308

1,022

819
942

1,066

8,801
9,772

2015 201820172016 （年度）

■ 売上高（億円）　  請負・分譲　  賃貸・管理　  開発物件売却
 営業利益（億円）

4,9645,0914,574

5,1304,602
4,031

212

4,903

5,337

372
78

195

注　2019年度からのセグメント組替えに合わせた実績・計画になっています。

取締役
常務執行役員
出倉　和人

集合住宅事業担当
ご入居者さま目線の商品開発力とオーナーさまとのリレーションを
強みにシェアを拡大

賃貸住宅事業では、ご入居者さま目線に立った良質な住ま
いを提供する商品開発力と、土地オーナーさまの賃貸住宅経
営を土地診断から設計、建築、お引き渡し後まで一貫してサポー
トする総合力で、社会に貢献し、おかげさまで、当社グループ
管理戸数57万戸、入居率約97%と高い実績を上げています。
防犯配慮型賃貸住宅をはじめ、高齢者向け住宅施設や不動
産流動化スキームを活用した中高層賃貸住宅など、多様化す
る賃貸住宅へのニーズに応える豊富な商品ラインアップにより、
付加価値の高い賃貸住宅を提案し、さらなる事業拡大を図っ
ています。

事業の特徴と強み

全国着工戸数と当社販売戸数 階層別比率（受注金額ベース）

賃貸併用住宅 寮・社宅、官舎

中高層賃貸住宅 賃貸住宅  
ノースクラーク（シカゴ）

2006 2011 2018 （年度）

537,943

289,762

シェア

28,738

390,093

27,115

37,905

約10%

全国貸家新設着工戸数※1（戸）
当社販売戸数（戸）

約5%

2016 2017 2018 （年度）

9% 10% 13%

42% 48% 49%

49% 42% 38%

2階建て 3階建て 中高層

（年度末）2015 2016 2017 2018

グループ管理戸数（万戸）
入居率（%）

47.1 51.0 54.3 57.2

96.9
97.4

97.3

97.1

賃貸住宅事業 
グループ管理戸数・入居率

※1　出所 全国住宅着工戸数（国土交通省）

賃貸住宅事業においては、2015年1月の相続税法改正を
受け、新規参入企業による賃貸住宅建設が増加し、着工戸数
は2016年度で42.7万戸にまで増加しました。しかし、空室
率に関するマスコミ報道や、シェアハウス運営会社の経営破
たん等の影響により、金融機関の融資姿勢が厳格化、直近の
受注環境は厳しい状況が続いています。
国内人口は今後減少するものの、単独世帯をはじめとする
少人数世帯の増加に伴い2025年度までは世帯数の増加が見

第6次中期経営計画の業績目標

1.  都市部における取り組みを強化し、3階建・中高層物件の
受注拡大

2.  テナント併用賃貸住宅や介護施設、寮・社宅などの物件の
大型化の推進

3.  既存物件の建て替え需要の取り込み
4.  IT、IoT、AIを活用した省人化による管理業務効率化の推進
5. 米国において現地優良パートナーとの賃貸住宅の開発

事業を取り巻く環境

第6次中計における基本方針

大和ハウス工業、大和リビングカンパニーズ

主要会社

込まれています。また内閣府の試算によると、賃貸住宅の潜
在的需要は年間35万戸程度との推計※3も出されています。
そのような見通しの中、当社はエリアニーズを的確に捉え
た立地選定と高品質な住まいの提供により高い入居率を維
持し、今後もシェアの拡大を図ってまいります。また高齢者、
外国人の増加に伴い、ご入居者さまの多様化への対応がさ
らに必要になってくると考えています。
※3　内閣府政策統括官「経済財政分析ディスカッション・ペーパー」（2017年1月）より

第5次中期経営計画の業績

第5次中期経営計画の振り返り

第5次中計期間においては、3階建や中高層賃貸住宅への
取り組みを強化し、大型物件の受注拡大を図りました。さ
らに、敷地の有効活用が図れる「セジュール キューヴⅡ」「セ
ジュールオッツ キューヴⅢ」の発売に加え、共働き世帯向け
に家事の時短をサポートする新たな間取り・設備「Du-Smica
（ドゥ スミカ）」の提案を行いました。また、自然災害時の安全・
安心に配慮し、当社賃貸住宅3商品に家庭用リチウムイオン
蓄電池を標準装備するなど、商品ラインアップや仕様拡充に
も取り組みました。最終年度である2018年度は、売上高1兆
613億円、営業利益1,022億円となり、3ヵ年の平均成長率は
各々+6.4%、+7.7%となりました。

2018年度
大手住宅メーカー 販売戸数ランキング※2

順位 企業名 販売戸数

1 大東建託 60,343

2 大和ハウス工業 37,905

3 積水ハウス 30,078

※2　各社公表資料より当社作成

第6次中期経営計画の取り組み
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事業別概況　賃貸住宅

エリアニーズを的確に捉え、立地選定と高品質な住まいを提供します
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3,8003,700

867

2,832

1,218

2,216

200

10

207

59

140

-12

3,435

280
145

330

2018
（実績）

2021
（計画）

2019
（計画）

（年度）

■ 売上高（億円）　  分譲　  賃貸・管理　■ 内、海外（億円）
 営業利益（億円）　　　 内、海外（億円）

2,8052,850

135

157

134 133

2,793 2,628

2015 201820172016 （年度）

■ 売上高（億円）　  分譲　  賃貸・管理　
 営業利益（億円）

1,851

777

2,021

771

1,997

852

1,887

917

注　2019年度からのセグメント組替えに合わせた実績・計画になっています。

地域特性に応じた高付加価値商品を提供

マンション事業は、快適で安全・安心な暮らしの実現と資
産価値の維持を目指し、全国で開発・分譲・管理事業を展開
しています。グループ力を活かした複合開発や、都市再生の
まちづくり、アクティブシニア向けマンションの開発など、
地域特性に応じた高付加価値マンションの提供に取り組み、
供給累計実績は19.9万戸となりました。管理事業では、長期
的な維持修繕やご入居者さまへのサービスの充実に注力し
ています。

事業の特徴と強み

グループ分譲マンション管理戸数

分譲マンション開発
フラワー・ミル・オブ・サマーヒル（豪州）

コスモスイニシア グランコスモ 武蔵浦和プレミスト 船橋塚田（完成予想図）

執行役員
富樫　紀夫

マンション事業担当

プレミスト有明ガーデンズ グレース・レジデンス（中国・常州市）

6,466

33.2 34.1 35.3 36.0

6,171 6,332
5,929

15.4

15.5

5.1

15.2

15.1

5.0

14.8

14.6

4.7

14.5

14.1

4.6

2015 2016 20182017 （年度）

管理戸数（万戸）  関東圏　  近畿圏　  その他　　
 管理棟数（棟）

※1　大和ハウス工業  ※2　共同開発事業の戸数は、出資率で配分しています。

北海道・東北
68戸

関東
829戸

中部
141戸

近畿
318戸

九州・沖縄
387戸

中四国
46戸

売上総戸数※2

1,789戸
（2018年度）

地域別売上状況※1

当事業においては、2013年のアベノミクス開始以降、首都
圏の新築マンション価格は著しく上昇しており、過去3年間
においては高止まりの状態が続いています。景気拡大による
所得環境の改善や大規模金融緩和による低金利環境に加え、
建設工事コストが東日本大震災以降高止まりしていること
に起因しています。

第6次中期経営計画の業績目標

1. グループシナジーを発揮する大規模複合開発事業の拡大
2. 主要地方都市のターミナル駅周辺での再開発事業の展開
3. 小規模世帯向けマンションやシニア向けマンションの開発
4.  既存物件のバリューアップと買取再販事業の展開
5.  日本の高品質なマンションを豪州、中国を中心に展開

事業を取り巻く環境

第6次中計における基本方針

大和ハウス工業、コスモスイニシア、大和ライフネクスト、
グローバルコミュニティ

主要会社

また東京オリンピック・パラリンピック開催決定以降は、
関連する建設工事が増加しております。加えて、インバウン
ド需要によるホテル建設が増加していることなどからホテル
用地との競合により、マンション用地の取得は厳しくなって
おり、建設用地の需給もひっ迫しています。そのような状況
の中、当社では一気通貫で住・商一体のまちづくりの強みを
活かしていきます。

第5次中期経営計画の業績

第5次中期経営計画の振り返り

社会やお客さまにとって付加価値の高いマンションづくり
に努めるとともに、安心・快適な暮らしを支える管理サービ
スの提供に取り組みました。

2018年度においては、首都圏の「プレミスト東京王子」や
株式会社コスモスイニシアにおける「イニシア港北ニュータ
ウン」（神奈川県）が都心への好アクセスや商業施設が揃う生
活利便性の高さが好評を博し、販売は順調に進捗しました。
管理事業においては、管理戸数が増加し36万戸を超えるマ
ンション管理戸数となりました。最終年度である2018年度
は、売上高2,805億円、営業利益135億円となり、3ヵ年の平
均成長率は各々+0.1%、-4.9%となりました。

マンション 供給戸数ランキング※3 

（2018.1～2018.12）

順位 企業名 供給戸数
1 住友不動産 7,377
2 プレサンスコーポレーション 5,267
3 野村不動産 5,224

9 大和ハウス工業 1,627

̶ コスモスイニシア 330
※3　 不動産経済研究所「全国マンション 売主･事業

主別 供給戸数ランキング（上位20社 2014～
2018年）」より

第6次中期経営計画の取り組み
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Chapter 3 事業の推進

事業別概況　マンション

グループシナジーを活かし、大規模複合開発事業を拡大します

事
業
の
推
進
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（計画）

2019
（計画）

（年度）
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1,055
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 営業利益（億円）

2015 201820172016 （年度）

注　2019年度からのセグメント組替えに合わせた実績・計画になっています。

顧客基盤を活かし、お客さまの資産価値をワンストップで高める

住宅ストック事業は、グループの顧客基盤を強みに、これ
まで培ってきた技術と経験による適切なインスペクション（点
検・診断）をコアとして、戸建住宅やマンション、賃貸住宅を
中心に、設計から施工までワンストップで対応するリフォー
ム事業を展開しています。さらに、法人施設のリフォームや
メンテナンスの提案への取り組みを開始し、業容の拡大を図っ
ています。
また、既存住宅を買い取り、機能性を向上させたリノベー
ション住宅の販売を開始するなど、事業のさらなる成長を目
指しています。

事業の特徴と強み

代表取締役
社長
村井　勝行

大和ハウスリフォーム 
株式会社

リフォーム事例 Before  After

顧客・建物ストックの状況（2018年度）

当事業においては、国が方針・施策として掲げている「住生
活基本計画」に基づき、既存住宅の流通と空き家の利活用の
促進による住宅ストック活用型市場への転換の加速が進め
られています。今後、既存住宅流通・リフォームの市場規模
は倍増し、20兆円市場へという方策も打ち出されています。
既に住宅ストック数は総世帯数に対し量的に充足していま
すが、今後も国内新設着工戸数の減少と都市部への人口集中、

第6次中期経営計画の業績目標

1.  「Livness」ブランドの認知度向上により、自社販売物件の
売買仲介・買取再販関与率の向上

2.  顧客ストックと新築販売網を活用した積極的な買取再販
事業の拡大

3.  積極的な採用活動によるリフォーム人員の拡大
4.  ビジネス分野の営業・施工体制の構築により事業用建物の
メンテナンス、改修工事の取り込み

5. 既存物件のバリューアップと再販事業の展開
6. リブネスタウンプロジェクトの推進

事業を取り巻く環境

第6次中計における基本方針

大和ハウスリフォーム、日本住宅流通、大和ハウス工業

主要会社

高齢社会の進展も加わり、地方における空き家問題はさらに
深刻化する可能性があります。また消費者ニーズは、「安全・
安心」に対応する耐震性強化や省エネ性能への期待、住まい
方の多様化、購入意欲の中古住宅へのシフトなど、幅広くなっ
ています。
大和ハウスグループ一丸で社会課題解決と、住宅ストック
市場の活性化に向け、取り組む必要があると考えています。

第5次中期経営計画の業績

第5次中期経営計画の振り返り

第5次中計期間においては、良質な既存住宅の流通の活性
化に向けグループ統一の新ブランド「Livness（リブネス）」を
立ち上げました。当社グループ各社が個別に展開してきた住
宅ストック事業の情報を集約し、全国に展開する営業拠点
網や不動産仲介ノウハウ、点検・リフォーム技術など、グルー
プで保有する経営資源を最大限に活用し、お客さまの状況
に応じた一気通貫のワンストップサービスの提供を進めて
きました。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し、最終年度である2018年度は、
売上高1,145億円、営業利益159億円となり、3ヵ年の平均
成長率は各々+6.2%、+12.4%となりました。

2017年度
住宅リフォーム売上高ランキング※

「Livness（リブネス）」—大和ハウスグループで社会課題に取り組む事業

順位 企業名 売上高 
（億円）

1 積水ハウスグループ 1,368

2 住友不動産グループ 1,222

3 大和ハウスグループ 1,121

4 積水化学工業グループ 951

5 住友林業グループ 673
※　リフォーム産業新聞より当社作成

第6次中期経営計画の取り組み

Housing Business

戸建住宅自社販売物件の関与率（当社推計） 非住宅リフォーム・リニューアルマーケット
自社販売物件の売買仲介・買取再販の関与
率を向上させる。 平成29年度 国土交通省 建築物リフォーム・リニューアル調査報告より18%

8.6兆円

戸建住宅 
顧客数

42万戸

賃貸住宅 
管理戸数

57万戸

マンション 
管理戸数

36万戸

商業施設 
累計施工数

4.3万棟

テナント 
企業数

4,200社超

物流施設 
延床面積

669.7万m2

大和ハウスリフォーム
コスモスイニシア

大和ハウス工業
日本住宅流通
コスモスイニシア

大和ハウス工業
日本住宅流通
大和ハウスリフォーム
コスモスイニシア

家を
売る
貸す

暮らす 家を
リノベーション
する

家を
買う

大和ライフネクスト
〈マンション管理〉

情報提供

大和リビングマネジメント
〈賃貸住宅管理〉

拠点活用

デザインアーク
〈インテリア事業〉

リフォーム／デザイン／サポート
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Chapter 3 事業の推進

事業別概況　住宅ストック

Livness事業の積極的な展開により事業を拡大します

事
業
の
推
進
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4,0173,7013,158

2,0691,917
1,767

121

4,424

2,285

228

78
29

賃貸借契約

【4,200社超】 【オーナー会会員数：
約6,600名】

（2019年3月31日）

【営業人員：約690名】

建物請負
契約

出店希望に
沿った

立地情報提案

大和ハウス
工業

テナント企業
さま

土地オーナー
さま

再受注率：約30％
（2018年度）

注　2019年度からのセグメント組替えに合わせた実績・計画になっています。

第5次中期経営計画の振り返り

時代のニーズに寄り添うビジネス

商業施設事業は、モータリゼーションが急速に進んでいた
1976年に発足し、人々が必要とする店舗建設により、人の
流れを活性化させることで、まちの活性化を図ってきました。
不動産の有効活用を希望する土地オーナーさまと新たな拠
点を求めるテナント企業さまのニーズを結び付けて店舗建
築をプロデュースする当社独自の「LOC（ロック）システム」を
ベースとして全国で事業展開しており、豊富な土地情報と詳
細な市場調査によりエリア特性を活かし受注を拡大してい
ます。またグループ会社では、企画・建設からリーシング、管
理・運営までを一貫して推進する商業施設開発や、都市型ホ
テルの運営なども手掛けています。

事業の特徴と強み

取締役 
常務執行役員
下西　佳典

流通店舗事業担当

ロードサイド店舗 大型ショッピングモール
「イーアス高尾」

店舗・非店舗の請負比率 
（受注金額ベース）

ダイワロイネットホテル東京有明複合施設
「GRANODE（グラノード）広島」

2018年度

非店舗　
51.7%

その他
8.3%

店舗　
40.0%

（年度）2015 2016 20182017

2.2

2.8
3.2

3.8

1棟当たり単価の推移 
（億円）

LOCシステム

当事業は、常に時代のニーズを的確に捉え、エリア特性・
社会情勢を踏まえ、最適な建築提案を行っております。2020
年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックや、2025年
の大阪・関西万博、統合型リゾートなどを含め、インバウン
ド需要の拡大に対応できる宿泊施設・サービスの提供が求め
られるなか、都市型ホテル建設は増加しており、今後も旺盛
な需要が見込まれます。また高齢化社会のための介護施設や、

第6次中期経営計画の業績目標

1.  エリアの特性を活かし、物流施設、事務所、医療・介護施設、
ホテルなどの大型案件の請負拡大

2.  既存物件の買い取りによる収益不動産事業の拡大
3.  投資物件の開発・販売の拡大
4.  ASEANや北米市場への参入による海外事業の強化

事業を取り巻く環境

第6次中計における基本方針

大和ハウス工業、大和リース、ダイワロイヤル、
大和情報サービス 

主要会社

首都圏を中心に待機児童解消に向けて保育・教育施設の建
設需要も高まっています。
店舗においては、特にドラッグストアの出店意欲は引き続
き堅調に推移しています。今後も、消費者のライフスタイル
の変化などを受け、多様なニーズに対応できる店舗・施設の
需要がますます高まると考えています。

第5次中期経営計画の業績 時代のニーズに合わせて、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、エリア特性を活かしたバ
リエーション豊富な企画提案を推進しており、現在は店舗以
外の請負比率は5割を超えています。店舗以外のさまざまな
用途の物件開発に積極的に取り組み、第5次中計期間におい
ては、1棟当たり単価が2.2億円から3.8億円と約1.7倍に上昇
しました。またホテル・商業ビル等の大型物件への取り組み強
化や、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図りました。最終年度であ
る2018年度は、売上高6,939億円、営業利益1,377億円となり、
3ヵ年の平均成長率は各々+11.9%、+19.7%となりました。

第6次中期経営計画の取り組み

● ダイワロイネットホテルズ
● ロイトン札幌
● 大阪マルビル（大阪第一ホテル）
● ラ・ジェント・ホテル／ステイ
● MIMARU
（2019年3月31日現在）

66 
business and

 city hotels

都市型ホテル
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Chapter 3 事業の推進

事業別概況　商業施設

エリア特性を活かした提案力により事業を拡大します

事
業
の
推
進
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注　2019年度からのセグメント組替えに合わせた実績・計画になっています。

リレーション強化による、提案型ソリューションを提供

事業施設事業では、豊富な土地情報を活用して、法人のお
客さまのニーズに応じた施設建設をプロデュースし、国内外
を問わず業容の拡大を図っています。また、転用に専門的な
手続きが必要な土地に物流施設を建設するといった土地資
産の有効活用により、地域の雇用創出にも貢献しています。
グループ会社のフジタとのシナジーを活かし、お客さまのニー
ズに柔軟に応えながら、医療・介護・福祉・高齢者施設、食品
施設、事務所・工場などにも積極的に取り組み、お客さまと
の長期にわたるリレーションを活かした提案型ソリューショ
ンを提供しています。

事業の特徴と強み

取締役
常務執行役員
浦川　竜哉

建築事業担当

物流施設 医療・介護施設

DPL流山 物流施設で働く従業員向けの保育施設
（ママスクエアと資本提携）

ダイワ・マヌンガル工業団地（インドネシア）

BTS型
66%

マルチテナント型
　34%

2018年度
BTS型
57%

2021年度
（イメージ）

マルチテナント型
　43%

31.6万m2

79.8万m2

全国計
669.7万m2

東北地区

406.7万m2
関東地区

北信越・中部地区

11.7万m2
北海道地区

20.9万m2
中国・四国地区

69.1万m2
近畿地区

49.5万m2
九州地区

物流施設　タイプ別　開発累計延床面積エリア別　物流施設の開発延床面積※

注　 2019年3月末現在、施工中を含む 注　 土地取得済の物件のみカウント

当事業においては、eコマースの拡大を背景に引き続き高
機能物流施設の需要は堅調に推移すると見ております。また、
農林水産業における国内就労人口は減少しており、日本の食
糧自給率も低下の一途をたどっています。食糧の多くを海外
からの輸入で賄う現在の日本にとって、主にアジアからの冷
蔵・冷凍食品の流通におけるコールドチェーンの維持は切実
な課題であり、海外のコールドチェーンや食品の品質・鮮度
管理に注力し、国内外で活動する日本企業をサポートするこ
とは重要であると考えています。
建設業界においては、2020年の東京オリンピック・パラリ

第6次中期経営計画の業績目標

1.  オフィスやR&Dなどの複合機能を備えた物流施設や、IoT、
AIなどの導入による付加価値の高い物流施設の展開

2.  テナントニーズを的確に捉え、従来のBTS型物流施設の取
り組みを維持しつつ、マルチテナント型の開発にも注力

3.  医療・介護・福祉施設の大型化による複合開発の推進
4.  海外における物流不動産、工業団地開発などによる進出国
の拡大

事業を取り巻く環境

第6次中計における基本方針

大和ハウス工業、フジタ、大和リース、ダイワロイヤル、 
大和情報サービス

主要会社

ンピックに向けての工事受注は一服感があるものの、2025
年の大阪・関西万博などにより国内経済の好循環が進展す
るなかで，建設投資は今後も底堅く推移することが期待され
ます。
一方、国内における少子高齢化の進展による人手不足は
ますます深刻化することが想定されます。働き方改革や外国
人労働者の受け入れ拡大、IoTやロボット活用などによる業
務効率化・省力化を図っていくことが必要不可欠であると考
えています。

第5次中期経営計画の業績

第5次中期経営計画の振り返り

第5次中計期間においては、eコマースの拡大を背景に物
流施設の開発に積極的に取り組み、豊富な経験とノウハウで
テナント企業さまの物流戦略をバックアップしてきました。
物流業界の人手不足問題の解決に向けては、付加価値の高
い次世代型物流施設開発を進めており、AIやIoTを活用した
次世代物流プラットフォーム「Intelligent Logistics Center」
の構築にも取り組み、2018年4月にはDPL市川で最新鋭の
ショールームをオープンさせました。また、老朽化・耐震基
準を満たさない病院をターゲットに建て替えや移転の提案
を行うとともに、高齢者住宅・複合介護施設等の運営を行
う医療法人の経営課題を解決するソリューション提案も強
化しました。最終年度である2018年度は、売上高1兆223
億円、営業利益989億円となり、3ヵ年の平均成長率は各々
+11.6%、+13.3%となりました。

※　 大和ハウス工業　2018年度末累計実績（施工中含む）

第6次中期経営計画の取り組み
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Chapter 3 事業の推進

事業別概況　事業施設

IoTやAIなどの導入により、
付加価値の高い物流施設の展開を中心に、大型複合開発も推進します

事
業
の
推
進
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 営業利益（億円） 内、海外（億円）

注　2019年度からのセグメント組替えに合わせた実績・計画になっています。

技術力、提案力、総合力でエネルギー問題を解決

大和ハウス工業、大和エネルギー、エネサーブでは、「創エ
ネ」「省エネ」「畜エネ」「電力小売」「発電」を中心とした環境エ
ネルギーソリューション事業を展開しています。グループの
総合力を生かし、太陽光発電や風力発電などの再生可能エ
ネルギーの普及に向けて、積極的に推進しています。また、
電力小売事業の拡大にも力を入れています。
世界的に「脱炭素」への流れが強くなっており、当事業の役
割は益々重要になっています。

環境エネルギー

298MW／217ヵ所
（2019年3月31日現在） ※　グループ16社の合計

太陽光・風力・水力発電所の発電容量（稼働中のみ）※

太陽光発電事業

（2019年3月31日現在）

69店舗 26店舗

フィットネスクラブ店舗数 エステティックサロン店舗数

パーキング事業

（2019年3月31日現在）

● DAIWA ROYAL HOTEL

● 西脇ロイヤルホテル

27 hotels

1 hotel ホームセンター
地域に密着した品揃えや独自のサービス提供を推進

ロイヤルホームセンターでは、DIY、インテリア、ガーデニ
ング、ペット、リフォーム、プロ用建材など、快適性や利便
性を高める商品・サービスを取り揃えています。個人のお客
さまへはお買い上げ商品の配達や施工サポート、シニア向
けの割引サービスなど付加価値のあるサービスを提供。建
設業者などのプロに向けては建築資材や工具などに加え、
作業衣料の品揃えを充実しています。ネットストアも拡充
し、地域のみなさまに必要とされるホームセンターとしてお
役に立っています。

 フィットネスクラブ
幅広い年齢層が楽しめる環境を創出

スポーツクラブNASでは、従来のフィットネスクラブの枠
を超え、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方がプライ
ベートタイムやコミュニケーションを楽しめるクラブや店
舗の開発を進めています。同社初の女性専用フロア「BEAUTY  

AREA（ビューティエリア）」を設置した「スポーツクラブNAS 
西葛西」（東京都）をオープンするなど、高まるスポーツ・健康・
美容志向に応えています。

 物流サービス

お客さまのビジネスモデルに合わせた 
最適な物流サービスを提供

大和物流では、効率的な物流を実現する「総合ロジスティ
クスソリューション」を展開。「建築建材」「流通小売」「アパ
レル・EC」など、多岐にわたる事業分野に対して、お客さま
のビジネスモデルに合わせた最適な物流サービスを提供し
ています。

 インテリア事業
お客さまのニーズと時代の流れを捉えた空間を創出

インテリア事業は全国にコーディネータのネットワーク
を擁し、お客さまのニーズと時代のトレンドを促えた空間
を提案しています。戸建住宅やマンション、住宅展示場・モ
デルルームといった住空間において、既製家具からオーダー
商品、施工を伴う造作家具まで幅広い商品をご提案してい
ます。また、ホテルやオフィスなどの商業空間の内装も手掛け、
さまざまな空間でお客さまのご要望をかたちにしています。

建設支援

健康余暇 その他

物流事業

（2019年3月31日現在）

58店舗

ホームセンター店舗数

ホームセンター事業

©Prof. Sankai, University of Tsukuba / CYBERDYNE Inc.   
HAL®はCYBERDYNE（株）が開発・製造する製品です。

クレジットカード事業 ロボットスーツHAL®の
作業現場での使用例

（2019年3月31日現在）

490人

インテリアコーディネーター数

インテリア事業

 リゾートホテル
地域の特性を活かしたリゾートライフの提供

大和リゾートが手掛けるダイワロイヤルホテルでは、北海
道から沖縄まで、その土地ならではの自然、季節感、歴史、食、
伝統、産業を活かしながら、地域発展の原動力となることを
目指しています。また女性やツーリストにも利用しやすい新
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）」や「ダイワロイヤルホテルグランデ京都」をオープン
するなど、地域特性や立地条件に配慮したホテル展開を進
めています。

利便性の高い駐車場づくりを通して地域の発展に貢献す
るパーキング事業や、快適な暮らしの場として地域福祉に
貢献し、高齢者の日常を支える有料老人ホーム・サービス
付き高齢者向け住宅などの運営、クレジットカード事業・保
険代理業の金融サービス業などを展開しています。
また医療・介護現場や工場、建設現場においてロボット技
術を活用した「働き方改革」のモデル構築に取り組んでいます。

第6次中期経営計画の業績目標
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Chapter 3 事業の推進

事業別概況　その他事業

建設支援、環境エネルギー、健康余暇など幅広い分野で、
暮らしに関わる事業を通じ、価値を提供しています

事
業
の
推
進



1960年代から開始した大和ハウスグループの海外事業は、
これまで培ってきた経営資源を最大限に活かした事業展開に
より、世界20ヵ国で業容を拡大しています。第5次中期経営
計画では「海外展開の加速」を基本方針に、米国・オーストラ
リア・ASEANを中心に事業を拡大してきました。
第6次中期経営計画においては、管理体制を強化しつつ、当

社の高品質な建築・サービスを世界の人々へお届けできるよ
う、グループの強みを活かしながら、継続的な事業投資を行い、
最終年度である2021年度は売上高4,000億円を目指します。

当社グループにおける海外事業に関して、「事業全般のガ
バナンス・リスク管理」の強化および「事業部門、グループ会
社間での情報共有」の促進を図るため、2019年2月に海外戦
略委員会を設置。すべての海外での案件を対象に当委員会
において諮問を行った後、従来通りのプロセスに則って意思
決定をしています。海外での経験、業務手続や事業ノウハウ
を集約・共有（水平展開）し、グループ全体としての事業精度
の向上・リスク低減を図っていきます。

海外戦略委員会の設置

海外展開エリア

マレーシア
建設事業 

戸建住宅・工業化住宅研究開発 
物流施設開発事業

スリランカ
建設事業

インド
建設事業 

不動産市場調査

カタール
建設事業

ケニア
建設事業

香港
建設事業

アラブ首長国連邦
建設事業

タイ
建設事業 

物流施設開発 
物流施設運営管理 
戸建住宅事業

フィリピン  建設事業

シンガポール   投資事業
ニュージーランド
サービスアパートメント事業

メキシコ
建設事業
環境事業
不動産開発事業
サービスアパート 
メント事業

ペルー
建設事業

米国
不動産開発事業
賃貸住宅事業
戸建住宅事業
海外建設技術調査

中国
不動産開発事業、不動産管理事業
工業化住宅部材製造販売
サービスアパートメント事業、ホテル事業
アウトソーシング事業、建設事業

韓国
賃貸住宅事業
建設事業

豪州
不動産開発事業
サービスアパートメント事業 
戸建住宅事業　　

台湾   商業施設事業 
不動産活用事業 
建設事業

インドネシア
建設事業 
工業団地開発事業 
レンタル工場事業 
物流施設開発・運営管理
不動産開発事業

ベトナム   建設事業 
工業団地開発事業 
アウトソーシング事業 
レンタル工場事業 
物流施設開発・運営管理 
不動産開発事業 
サービスアパートメント事業

ミャンマー
建設事業

不動産開発事業

  海外グループ会社
  海外事業所・駐在員事務所

（2019年6月1日現在）20ヵ国

サステナビリティを軸とした「まちづくりビジョン」の策定
ー 2015年 創業60周年を機に制定ー

Vision
まちの価値を、
未来へ

Value
8HEARTS

-人と地域に、8つの価値を-

Mission
共に創り、共に育む

-Design & Management-

安心 健康 快適 つながり持続性 経済性 地域性 環境性

上席執行役員　都市開発部長

原納　浩二
執行役員　事業統括部長

高松　幸男

サステナビリティレポート2019　▶P.197（大和ハウスグループまちづくりビジョン）

マテリアリティ　事業1（重点テーマ④） 社会的課題を起点とした事業機会の拡大（まちと住まいの再耕）

不動産開発における社会的包摂の推進
インクルージョン

2030年、2055年でもまちや物件の魅力が下がらず、価値が高まるよ
う、長期視点での設計やエリアマネジメントを行い、包摂的かつ持続可
能な都市化を促進し、居住計画・管理の能力を強化する。
当社グループが提供する都市開発や大型物件建設におけるすべての開
発プロセスに、多様な存在を包摂する「インクルーシブデザイン」の考
え方を導入する。

重要課題　事業4　まちづくりビジョンの推進

まちづくりガイドラインに基づいた
大型案件・各事業部門大型物件の開発比率

※開発件数または延床面積にて算出
※対象は不動産投資委員会対象のまちづくり案件を想定

KGI（2021年度目標）

70％

基本方針（5）　S（社会）イノベーション基盤

当社は2015年の60周年を機に、サステナビリティを軸とした「まちづくりビジョン」を策定しましたが、第6次中期経営
計画（以下、第6次中計）においては、事業面で「リブネスタウンプロジェクトの推進」、基盤面で「開発における社会的包摂の
推進（まちづくりガイドラインの大型案件・各事業部門への展開）」を織り込んだことで、当社のまちづくりへの貢献がより
具体化してきました。
当社が考える「未来につながるまちづくり」における事業推進と基盤強化の両面が生み出す価値について、都市開発担当
の原納上席執行役員と事業統括担当の高松執行役員が対談しました。
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Chapter 3 事業の推進

事業別概況　海外事業

時代と地域のニーズに応え、
「未来につながるまちづくり」に取り組みます

グループ全体の事業精度の向上とリスク低減を図りながら、
日本発の高品質な建築・サービスを世界の人々へお届けします

サステナビリティを軸とした「まちづくりビジョン」
ー2015年 創業60周年を機に制定ー

Chapter 3 事業の推進

対談  未来につながる「まちと住まいの再耕」

事
業
の
推
進

https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/CsrGuidelines.pdf


時代と地域のニーズに応える大和ハウスグループの
都市開発

原納上席執行役員（以下、原納）　当社の都市開発事業は、

1962年、民間初のデベロッパーとして大規模団地「羽曳野

ネオポリス」を開発・分譲したことに始まります。自然と調

和したまちづくり、快適な住環境を創造し、常に地域の人々

にとっての将来にわたる最適な土地活用を念頭におき、開

発計画から、造成、治水、そして設計施工、維持管理に至る

まで、ワンストップで時代と地域のニーズに応えています。

高松執行役員（以下、高松）　事業統括部門では、都市開発事

業のみならず、長年にわたり蓄積されたノウハウと幅広い

事業領域が最大限に活かされるよう、不動産開発における

長期視点でのマネジメントと、包摂的かつ持続可能な都市

化の推進のための取り組みを進めています。

長く住み続けられるまちづくりへ、ビジョンを共有

原納　当社は「人・街・暮らしの価値共創グループ」として

新たな価値創造に挑戦し続けています。まちづくりに対し

ても、創業者精神や「ア（安全・安心）・ス（スピード・ストック）・

フ（福祉）・ カ（環境）・ケ（健康）・ツ（通信）・ノ（農業）」を具現

化し、価値を提供してきました。しかし、各事業部門でスク

ラムを組んで進めているとはいえ、事業領域が広がったこ

とで当社のまちづくりのコンセプトにばらつきが生まれま

した。そこで、タスクフォース型で委員会を設置し、SDGs

のような共通言語を社内で作るところからスタートし、安全・

安心を含めた快適性・経済性などの価値提供を踏まえながら、

「まちづくりビジョン」を策定しました。

高松　サステナビリティを軸に、まちづくり委員会でつくっ

た8つの価値基準が「安心・健康・快適・つながり・持続性・

環境性・経済性・地域性」の8Heartsです。SDGsのターゲッ

トと同様に、基準に即した細かな項目を決めて評価してい

くことにしました。人々に、いかに安心・快適・健康な生活

を提供できるか。地域の経済性・環境性・地域らしさをどこ

まで高められるか。今後、物件そのものがESGの観点で評

価される時代が来るはずです。先手を打ってしっかり対応

していきたいということです。

原納　「8」を横にすると「∞（無限大）」となり、いわゆる永続

性。共創共生を基本姿勢に、人と人、人と地域がつながり、

未来へ続いていくまちづくりを目指す意味合いが込められ

ています。

高松　ちょうどSDGsが採択された頃でしたので、タイミン

グが良かったですね。

原納　SDGsの17の目標は、当社の創業者精神そのものと

いうぐらいの内容でしたからね。当時のまちづくりはイン

フラや建物を建設することを指しており、完成後のサービ

スはあまりできていませんでした。さまざまなサービスを

提供する場へと変えていこうと言い始めていた頃でしたが、

取り組むには少し早いかなという思いもありましたから、

タイミング的には非常に良かったですね。

　その後、高齢化が進んで空き家・空地が増えていた三木市

緑が丘について、三木市側から問題提起をしていただき、当

社がそれを受けて官民連携してプロジェクトを開始しまし

た。人が住まないとまちは広がっていかないわけですから、

過去に手掛けた団地に新しい住民が住むことで新しいまち

へと変貌させ、高齢者も活躍できる場、安全・安心に長く住

み続けられるまちとして再耕させる。「リブネス」というのは

「住み続けられる」という意味で、“住まい”の「第二章」を共に

創ろうというものです。リブネスタウンを広めていけるよう、

今後もさまざまな展開をしていきたいと思っています。

高松　当社が手掛けるまちづくりには、新規開発型案件と

再耕型案件の2つがあります。私は昨年から事業を統括す

る立場になりましたが、まちづくりへの貢献に対しては、常

に社会にとって良い開発なのか、周辺住民にとって住みや

すいまちづくりになっているかどうかという、事業を通じ

高尾サクラシティ（東京都八王子市）

た社会的価値という観点に立って考えます。だからこそ人財、

顧客、技術・ものづくりの 3つの基盤は非常に大事です。団

地の再耕案件ではありませんが、私が中心となって手掛け

た高尾のプロジェクト。これは工場跡地の取得に始まり、高

尾山の自然を暮らしに取り入れながら、商業施設を中心と

したマンションや戸建住宅という3事業で新しいまちづく

りに取り組んだ案件です。建物を作るだけではなくて、そこ

で生活するすべての人に対する住まい方、暮らし方を長期

目線で考えました。

原納　会社が大きくなると、ガバナンスを効かせていくこ

とが難しい局面も出てきますが、当社は、みなで力を合わ

せていかなる局面でも最大限の力を発揮して対応する、そ

れができる会社だと思います。SDGsの11番目「住み続け

られるまちづくりを」の原文は「Sustainable cities and 

communities（持続可能なまちとコミュニティ）」です。つ

まり、「まち」だけではなく「コミュニティ」をつくることが重

要です。高松さんが事業を統括し、地域やお客さまにとっ

て最良の提案をするために、もう一度基盤を紡いでいこう

とされていますが、このまちづくりビジョンを多くの人々

と共有し、実現させていきたいですね。

まちの物語を未来へ紡ぐリブネスタウンプロジェクト

原納　リブネスタウンは、まちの物語を未来へと紡ぐもの

という考えです。オープンイノベーション型でプラットフォー

ムを構築していますが、プラットフォームとは別に、いろい

ろな業態の方々からいただいたアイデアも取り入れていき

たいと考えています。

高松　あわせて、実際に住まわれている地域の方々の声も

伺っています。

原納　それが一番大事ですね。私は長く開発の仕事に携わっ

てきましたが、地権者、近隣住民といった地域市民の方々と

のコミュニケーション不足があると、スムーズに開発でき

ない要因となります。地域の方々とコミュニケーションを

豊かにできるスタッフがいれば、良いまちづくりができます。

高松　リブネスタウンプロジェクトとして実際に進んでい

る事例は上郷ネオポリス（神奈川県横浜市）と緑が丘ネオポ

リス（兵庫県三木市）の2つになります。

官民連携し、持続可能なまちへ

国・兵庫県 三木市
補助金
交付金
支援制度

生涯活躍のまち推進機構

地域住民

移住・住み替え促進

サービスプラットフォーム

人材 活動拠点 移動 IoT

地域互助 子育て 新たな働き方 移動・配達支援 健康増進
空家・空地管理

若年者層・高齢者・住み替え支援
資産活用・コンサルティング

人材バンク
困りごと支援

キッズスペース
こどもの見守り
子育てサロン

クラウドディレクター
コワーキングスペース
テレワーク

一括集配支援
移動支援
配食サービス

健康データ蓄積・見える化
健康相談
健康データ
測定サービス

提案・実証

参画・協働

支援・協業

郊外型住宅団地
ライフスタイル
研究会・会員企業

持続可能な
生活サービスの提供実装

運営支援

緑が丘ネオポリス（兵庫県三木市）における再耕に向けての全体像
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Chapter 4 基盤の強化

当社グループでは、価値創造プロセスに欠かせない「経営基盤」の強化を

図るため、第6次中期経営計画に合わせて、2021年度を最終年度とする社

会性向上に関する計画「エンドレス ソーシャル プログラム2021」および環

境行動計画「エンドレス グリーン プログラム2021」を策定しました。

経営ビジョンや長期ビジョンの実現に向けた経営を行う上で、特に重要

となる課題を下記のステップで特定し、当社グループのバリューチェーン

を踏まえ、メガトレンドや社会課題を念頭にマテリアリティ（重要課題）を

特定し、目標設定しています。

各課題に対して、目標とする指標を明確にし、その達成に向けて取り組

むことで、事業を推進するプロセスの強化や、事業を通じた社会的価値の

向上に寄与していきます。

環境・社会におけるマテリアリティ（重要課題）特定のステップ

STEP1

国内外における社会課題と当
社グループが認識している社
会課題を把握し、経営基盤や
将来の事業に関わる中長期的
なリスク・機会を踏まえ、統合
思考を基にマテリアリティ（重
要課題）の案を選定。

STEP2

全社環境推進委員会、サステナ
ビリティ委員会よりコーポレー
トガバナンス委員会へ重要課
題の案および特定プロセスの
提案・審議を経て決定し、各領
域の重要課題および中期計画
を、取締役会で報告。

STEP3

環境・社会の両領域の重点テー
マに対して重要課題を特定し、
2019年～2021年度の3ヵ年計
画として策定。

STEP4

2030年・2055年の当社グルー
プの長期的視点で目指すべき 
姿を念頭に、バックキャスティ
ングによる2021年度の目標
を設定。

課題の把握・
課題の整理

重要課題案の
協議

重要課題案の
特定 目標設定

社会性中期計画におけるガバナンスの位置づけ
計画の策定にあたり、コーポレートガバナンスは「狭義のガバナンス」として位置づけております。一方、リスクマネジメン

トや企業倫理・コンプライアンスといった「広義のガバナンス」については、「社会性」領域に位置づけています。

狭義のガバナンス
【コーポレートガバナンス】

・取締役会評価
・取締役の多様性
・監査役および会計監査人の選定
・指名諮問委員会
・報酬諮問委員会
　など監督・意思決定機能に関する項目

原納　上郷では、一部国の助成をいただいたコミュニティ

ストアの建設を進めています。利便性とコミュニティの活

性化から手掛けていこうと建築を始めたところです。施設

が完成し、実際に高齢者に働いていただいたりする中で、新

たなアイデアが出てくると思います。

　緑が丘については5年ほど前に市長さんがお見えになり、

「まちを何とかしたい」という熱い思いを伺い、当社が協力

させていただくことになりました。そこで早速プラットフォー

ムとなる郊外型住宅ライフスタイル研究会を作り、産官学

連携で実証実験を開始しました。高齢化してきたまちには

やはり移動支援が必要なので、自動運転実験も含めた移動

支援サービスを開発しているところです。農業事業向けの

ハウスも作っています。さらに三木市に緑が丘事業部とい

うコミュニティ拠点を作り、健康増進、自動運転、空き家活

用のサテライトやクラウドソーシングなどさまざまなこと

を手掛けています。今後は戸建賃貸やサービス付き高齢者

向け住宅の建築なども進めていく考えです。

高松　今回の2つの案件がビジネスモデルとして確立し、

強みを活かせる事業に成長すると期待しています。そのた

めに長期的にまちや物件の価値が高まるよう、長期視点で

の設計やエリアマネジメントを行い、包括的かつ持続可能

な都市化を促進し、居住計画・管理の能力を強化していき

ます。また、策定した「まちづくりガイドライン」の普及を

図るために、不動産投資案件や大型プロジェクトでの企画

支援シートの活用を義務付けるなど、内容の浸透を図って

いく予定です。特に、まちづくりガイドラインに基づいた大

型案件・各事業部門大型物件の開発比率は2021年度までに

70%までに引き上げる予定です。やはり不動産投資委員会

に挙がってくる案件は規模の大きい投資案件です。社会へ

の影響度の大きいものからまず展開していきます。まちの

価値を高められれば、さらなる不動産投資を呼び込む好循

環が生み出せると考えています。

原納　人口減によってまちの在り方も変わりますから、や

はり長期、超長期で考えていかないと、少子高齢化、気候変

動、第4次産業革命にはついていけません。そして、いずれ

はリブネスタウンも海外展開できればと考えています。

　当社は川上から川下までサービスも含めて一気通貫で提

供できますので、大和ハウスグループの経営資源を丸ごと

パッケージにして提供できるのではないかと考えています。

埋もれているまちの課題を耕し、興し、循環させる

高松　サステナブルなまちを作る上で、新規開発について

は事業性や世の中の状況に合うかどうかですが、再耕は既

に在るものをどう使うかという発想になり、事業としてど

れだけ長く手掛けられるか、ということがポイントになり

ます。仕事はやりがいがないと続けられませんから、やらな

ければいけない仕事を従業員のやりがいにつなげる、とい

うことも考えるのが私たちの役目だと思っています。

　実際に上郷と緑が丘の開発現場を見て、現場の人たちが

本当にやりがいを持って仕事に取り組むためには、本社サ

イドのバックアップが必要だということを強く感じました。

簡単なことではありませんが、根を張っていくためにも収

支面を考えた中期的な目標が必要です。

原納　そのためにも、より一層のグループ間や当社各事業

部門との連携が重要になってきますね。まずはまちづくり

ビジョンの現場への浸透が必要です。

高松　私も社内での浸透がまず必要だと思いますし、そこ

から広げていかないといけないと思います。

原納　リスクや課題としては、まちづくりは行政と住民から

の理解を得られないと実現できませんし、災害に強いまちで

ないといけません。その他、ESG評価への対応、自治体との

連携などがありますが、特に地域に根ざした仕組みへのカ

スタマイズが重要です。その意味では、私自身は行政よりも

その地域、そこに根ざしてこられた方々からのご理解をいた

だくことが一番重要だと思っています。あまり長期だと問題

ですが、ある程度時間と労力をかけて十分に理解を得られ

たら、早く手掛けることも大事ですね。そして、お求めやす

い、アフォーダブルな住宅や仕組みにしなければならないと

も考えています。

　再耕とは、もう一度いろいろな課題を掘り起こして新し

い種をまいて育てていくというイメージです。表に見えてい

ない部分も大切ですので、ネオポリスに埋もれている課題

をしっかりと耕して、興して、循環させていくことが基本です。

広義のガバナンス
【経営管理体制の強化と凡事徹底】

・人権マネジメント
・リスクマネジメント（内部統制）
・企業倫理・コンプライアンス・腐敗防止
・ステークホルダーとのコミュニケーション
・外部パートナーとの協業
　など執行機能に関する項目

事業の推進

基盤の強化

Ｅ
環境

Ｓ
社会

Ｇ
ガバナンス

顧客 技術・
ものづくり人財

イノベーション基盤
コミュニケーション基盤
リスク対応基盤（凡事徹底）

＋
＋

Ｇ
ガバナンス

Ｓ
社会

サステナビリティレポート2019　▶P.19-35（大和ハウスグループのマテリアリティ）
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https://www.daiwahouse.com/sustainable/csr/pdfs/2019/ManagementFramework.pdf
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