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大京グループの総合力
　私たち大京グループは、それぞれの会社が役割
に応じた質の高いサービスをお届けするだけでな
く、グループ全体の強固なネットワークを駆使し
た安心のサポート体制を確立しています。
　情報やノウハウの共有だけでなく、お客さまの
ライフステージに合わせたきめ細かいトータルサ
ポートを可能にし、永い期間にわたって価値を守
るお手伝いをしています。

一つの｢工夫｣から
誠実にお客さまの声に耳をかたむけ、先見性を持
ち、私たちにしかできない付加価値のある仕事を
追求し、企業価値向上に貢献します。

私たちは、グループの力をあわせ、
あらゆるライフステージに応える
住まいとサービスを提供し、
｢住文化｣の未来を創造していきます。

社会に対して
地球環境を守りつつ、 
地域を活性化する。
私たちは、住まいづくりを通じて、街の永続的発
展に寄与し、調和のある社会の実現に貢献して	
いきます。

一つの｢チーム｣から
一人ひとりが自ら成長を志すとともに、部門やグ
ループ各社を超えるオープンなコミュニケーショ
ンを通じて一体となり、最高の仕事を実現します。

社員に対して
社員・家族が誇りをもてる職場をつくる。
私たちは、共に働く喜びをわかちあい、互いを尊重
しながら、グループ社員一人ひとりが成長し満足
できる職場をつくりあげます。

お客さまに対して
お客さまの声を真摯に受け止め、
先見性を持ってニーズを具現化する。
私たちは、人々が実感できる快適さを追求し、最適
な住まいとサービスの提供を通じて、お客さまの満
足度を高めつづけます。

お取引先に対して
ビジネスパートナーとして、 
目的を共有し、協働する。
私たちは、お客さまにとって最良のこたえを産み出
すことを目指し、お取引先と深い信頼関係を築き、
共に発展していきます。

一つの｢良識｣から
常に環境に配慮し、ルールを守り、地域発展と住文
化の永続的向上を実現することで、企業市民とし
ての社会的責任を果たします。

株主に対して
収益力と成長力を持続することによって、
企業価値を高める。
私たちは、時代の変化に応えて、経営努力を続け、
正しい情報開示を行い、自らの価値を向上させて
いきます。
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不動産開発事業
　不動産開発事業において、特に新築マンショ
ン事業を取り巻く事業環境は、用地仕入や建築
におけるコスト上昇等の影響により厳しさを一
段と増している状況です。
　このような中、当社グループではグループ内
のリソース・ネットワークを最大限活用すること
で、お客さま満足度の高い、価値ある商品の開
発・提供に努めるとともに、収益意識の徹底によ
り適正な収益の確保も図ります。
　今後に向けては、お客さまの多様化・高度化す
る価値観・ニーズに対応すべく、新築マンション
に次ぐビジネスの確立に向け、戸建事業のさらな
る成長拡大を図るほか、サービス付高齢者向け
住宅事業などの新規事業にも積極的に取り組み
ます。

　当社グループはこれまでストック事業を安定収益
基盤の柱と位置付け、市場環境の変化に対して柔軟
に対応できるビジネスモデルへの転換を図り、財務
基盤の強化に努めてまいりました。
　これらが一定の水準まで達したことから、当社グ
ループを次のステージへ進めていくため、新たな経
営方針として定めた、お客さま満足度の向上とグ
ループ連携の深化による顧客価値経営を実践してま
いります。既存事業におけるイノベーションと国内外
の新たなビジネス領域へのチャレンジにより、お客さ
まに選ばれる住生活をコアとした新しい「不動産サー
ビス事業」の実現を目指してまいります。

　不動産サービス事業の実現に向け、現在推進している具体的な取り組みについてご説明いたします。

不動産流通事業
　不動産流通事業は、良好な市場環境やこれま
での業務改革の成果を背景として、順調に業績
を伸ばしています。今後さらに成長スピードを速
めるため、店舗網の整備・拡充を行い、出店エリ
ア内での認知度向上、シェアアップを図ること
で、売買仲介取扱件数およびリノベーションマ
ンションブランド「Renoα（リノアルファ）」販売
戸数のさらなる拡大を目指します。加えて、お客
さまの購入物件に関する設備保証等のアフター
サービスを強化するなど、特にソフト・サービス
面における競合他社との差別化を目指します。
　賃貸管理では、賃貸管理戸数の拡大のため、既
存サービス・オペレーションの両面において品質
向上を図り、プレゼンスを高めるとともに、オー
ナーさまに対して賃貸管理サービスを含めた不
動産全般に関わるサービスの提供が可能となる
体制構築も推進します。

不動産管理事業
　不動産管理事業では、収益成長とお客さま満
足度の向上を両立すべく、グループ内における
人財の適所配置や有効活用を図り、事業部門内
の企業・組織の再編を実施いたしました。
　これにより、まずマンション管理では、既存
サービスの提供スピードや品質の向上、新規
サービスの提案力向上に努めることで、管理受
託戸数業界 No.1グループとして、価値あるサー
ビスの提供に努めマンション管理受託戸数の拡
大を図ります。
　ビル管理では、専門分野での受注強化および
新たな事業領域への積極展開を図ることで、成
長・拡大を目指します。
　また、請負工事では、管理会社・工事会社の密
な連携により提案力を高め、グループ管理物件
からの確実な工事受注を推進するほか、新たな
サービス・技術開発の推進により競争力強化を
図り、当社グループ外市場からの工事受注の拡
大も目指します。
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大京グループサービスの提供

大京グループの顔が見える仕事

大京グループは
お客さまの心の充足を第一に考えた
お客さまに選ばれる不動産サービス
事業グループを目指します。

フロー事業 ストック事業

Corporate Vision



業界初、マンション管理受託戸数
50万戸突破の豊富な実績

マンション管理受託戸数
（2014年3月末）

戸516,658
　新築マンション累計供給戸数業界トップのライオンズ	
マンションの管理受託に加え、Ｍ＆Ａによる増加も寄与し、
業界で初めて50万戸を超える管理受託戸数となりました。

賃貸管理戸数
（2014年3月末）

戸36,668
　新規連結子会社の戸数が加わることで、前期末に比べ約
40％増加しました。

OurValue

スナップショット

0504 大京グループレポート 2014大京グループレポート 2014



お客さまニーズをもとに開発した商品数
（2014年3月末）

アイテム53
　大京グループでは、「ライオンズリビングラボ」というモ
ノづくりプロジェクトにおいてモニターアンケートや座談
会を実施し、お客さまニーズを商品化する取り組みを行っ
ています。

新築マンション累計供給戸数
（2014年3月末）

位第 戸1（371,291    ）
　大京グループでは1968年にマンションを分譲してから
累計で371,291戸、6,875棟のマンションを供給してき
ました。2013年4月に連結子会社化した穴吹工務店の供
給戸数を加えると、累計44万戸、8,200棟を超える供給
実績となります。

OurValue
お客さまとともに
住み心地の良いマンションづくりを考える
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本社ビル発電
（2014年3月期）

ワット11,170
　大京グループでは、省エネルギーへの取り組みを積極
的に推進しており、本社ビルに太陽光発電パネルを設置
しているほか、リチウムイオン蓄電池により、災害時、停
電時において、数日間の稼働を可能とする電力も確保して
います。

消費電力
（大京本社ビルの消費電力：2012年3月期比）

　2013年に、照明の LED化、空調の水冷式から空冷式へ
の更新、遮熱フィルムの導入等本社ビル内設備機器類のリ
ニューアル工事を実施しました。これにより同ビルの消費
電力は、リニューアル工事前と比べ27％減少しました。

％減27OurValue
グループ全体で省エネルギーに貢献
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OurValue
ワーキングマザー比率

（大京のみ）

企業内大学累計受講者

　大京グループでは、女性が働きやすく活躍しやすい職場
環境の整備に努めております。女性社員の内、4人に1人が
12歳未満の子どもを持つワーキングマザーです。

　大京グループでは、次世代のグループを担う若手・中堅
社員の早期育成を図るため、経営陣自らが講師を務める企
業内大学（大京ネクサスアカデミー：DNA）を開校。2010
年から毎年実施し、累計で76名 (内、女性15名）の社員が
受講しました。

％

名

25

76

能力を発揮できる環境づくり
女性も活躍しやすい企業風土
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営業収入 1株当たり当期純利益

総資産

ROE当期純利益

純資産 D/Eレシオ

営業利益 1株当たり純資産

有利子負債 ROA

（億円） （円）

（億円）

（％）（億円）

（億円） （倍）

（億円） （円）

（億円） （％）

2,953 3,026
3,338
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3,183
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自己資本比率
（％）

30.3

47.7
49.5

40.5

26.4

2014201320112010 2012

1.45

0.53
0.42

0.77
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2014201320112010 2012

4.2
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H i g h l i g h t s事業ハイライト
3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

会計年度：
　営業収入 ¥450,651 ¥434,302 ¥376,666 ¥394,102 ¥351,623 ¥318,356 ¥295,374 ¥298,696 ¥302,610 ¥333,813
　売上総利益 20,468 70,456 71,853 68,739 (6,612) 36,527 39,415 46,711 48,635 48,605
　営業利益 (20,480) 30,237 34,994 31,117 (44,075) 9,098 13,597 22,069 22,101 18,128
　経常利益 (26,032) 26,131 32,823 27,700 (51,845) 6,359 10,779 19,240 20,270 16,865
　当期純利益 (101,616) 31,899 24,683 16,255 (56,414) 6,307 9,752 21,787 15,535 21,829
会計年度末：
　総資産 ¥430,072 ¥400,886 ¥429,362 ¥464,733 ¥367,521 ¥330,456 ¥319,085 ¥290,261 ¥275,442 ¥302,820
　有利子負債 223,914 164,128 188,503 228,648 182,449 160,760 140,304 91,032 69,164 63,646
　純資産 53,722 91,080 98,853 113,201 62,820 87,367 96,723 117,629 131,314 149,994
1株当たり情報：
　1株当たり当期純利益（円） ¥(543.43) ¥97.61 ¥  74.33 ¥  46.84 ¥(164.87) ¥  16.52 ¥  20.18 ¥  47.43 ¥  33.25 ¥  45.50
　1株当たり純資産（円） (19.74) 93.26 204.43 268.87 79.81 116.67 136.78 184.10 214.99 173.65
財務指標：
　ROE（％） (137.4) 44.1 27.7 16.3 (64.4) 8.4 10.6 20.3 12.5 15.5
　ROA（％） — 7.3 8.4 7.0 (10.6) 2.6 4.2 7.2 7.8 6.3
　自己資本比率（％） 12.5 22.7 20.3 24.2 17.1 26.4 30.3 40.5 47.7 49.5
　D/Eレシオ（倍） 4.17 1.80 2.16 2.03 2.91 1.84 1.45 0.77 0.53 0.42 
その他：
　従業員数（人） 3,650 6,511 6,524 6,809 6,894 7,257 7,226 3,712 3,940 5,088

※2012/3期は遡及処理後の金額を記載しております。2012/3期より社員算出方法変更。契約社員数を臨時従業員として従業員数から除外。
　自己資本比率 = 自己資本 / 総資産
　D/Eレシオ ＝ 有利子負債/自己資本
※純資産額の算定にあたり、2007年3月期から｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準｣（企業会計基準第5号）及び｢貸借対照表の純資
　産の部の表示に関する会計基準等の適用指針｣（企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。
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M e s s a g e
トップメッセージ

当期の事業環境

　不動産開発事業の主力である新築マンション分譲事業におきましては、販売面に

おける需要は底堅く、低金利や消費税増税に対する住宅取得優遇政策などを背景

に、契約は順調に推移いたしました。その結果、営業収入が期初計画をわずかに上

回った一方で、営業利益は好調な新築マンション販売を背景に大幅な計画超過とな

りました。

　不動産管理事業におきましては、消費増税に伴う駆け込み受注等を背景に、マ

ンション・ビルともに工事部門の受注および売り上げが好調に推移したことにより

営業収入が期初計画を超過したものの、マンション管理組合さまやビル・施設オー

ナーさまといった主要顧客のコスト削減意識は引き続き高く、一部における営業費

用の増加も見られたため、営業利益はわずかに計画を下回る結果となりました。

　不動産流通事業におきましては、中古マンション市場環境が年度を通じ良好で

あったことに加え、利益率が想定を上回ったことなどにより、営業収入はほぼ期初計

画通りでしたが、営業利益は大幅な計画超過となりました。

　このような事業環境のもと、当連結会計年度の業績は、営業収入は3,338億円、

営業利益は181億円、経常利益は168億円となりました。当期純利益は、穴吹工務

店の連結子会社化に伴う負ののれん発生益の計上などにより、218億円となりま

した。

取締役 兼 代表執行役社長
山口　陽

	 	 2014年3月期計画	 2014年3月期実績	 計画比

	 	
営業収入	 3,300	 3,338	 ＋38

	 	 営業利益	 160	 181	 ＋21

	 	
経常利益	 145	 168	 ＋23

	 	 当期純利益	 210	 218	 ＋8

当期決算概要（億円）
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配当方針

　株主さまに対する利益還元は、持続的な企業価値の向上と株主価値の増大を通し

て実施していくという基本方針のもと、健全な財務体質を維持しつつ、成長に向けた

投資ならびに安定した配当を行ってまいります。

　当期の期末配当金につきましては、当期業績等を勘案し、１株当たり３円といたし

ました。

　なお、次期（２０１５年３月期）の期末配当金につきましては、安定かつ継続的な配

当の実施を踏まえ、１株当たり３円とする予定です。

今後に向けた課題

　当社グループは昨年、アペックス和光、穴吹工務店およびその系列５社を連結子

会社化しましたが、当期には既存のグループ会社との間で、事業手法の多様化や調

達力の向上といったシナジー効果が一部結果となって現れ、当初の狙い通り、グルー

プとしてストック事業を中心とした事業基盤は大幅に強化されました。

　また、当下半期には不動産管理事業部門を中心にグループ会社間の合併等再編を

決定しましたが、これは、強化された事業基盤のもと、各社における既存のサービス

レベルの底上げ、向上および新たなサービスの開発等によりお客さまの満足度を高

め、競合他社との差別化を実現するためのものであり、また、各社の有する人財等リ

ソースの有効活用等により一層の効率化を推進するためのものです。

　このようなグループ全体としての最適化を早期に図っていくことで、更なる収益

成長の実現を目指してまいります。

オリックス株式会社による当社の連結子会社化について

　当社は、2005年3月のオリックス株式会社（以下「オリックス」）との資本提携以

降、新築マンション分譲事業を主力とするフロー事業主体のビジネスモデルから、不

動産管理事業ならびに不動産流通事業のストック事業とのバランスの取れたビジネ

スモデルへの転換を図りながら安定した収益構造の構築を進め、それを実現してま

いりました。

　今回の連結子会社化によって、オリックスのサポートのもとストック事業の成長を

今まで以上に強力に推進していくことができるだけでなく、経営課題であった優先

株式の処理という点におきましても、その大部分における解決を得られることができ

ました。

　今後につきましては、これまでの経営方針を含めた現行の体制のもとで、従来通り

すべてのステークホルダーの皆さまのご期待に応えられるよう、企業価値の向上に

全力で努めてまいるとともに、お客さまに選ばれる住生活をコアとした新しい「不動

産サービス事業」グループの実現に向け邁進してまいります。

　ステークホルダーの皆さまには、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますよ

う、心よりお願い申し上げます。

取締役兼代表執行役社長
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M a r k e t E n v i r o n m e n t
市場環境

　大京グループを取り巻くマンション・ビル市場の動向と現在の大京グループのポジションについて
ご説明します。

　ビル管理市場規模は、清掃、設
備管理、警備業務の主要３業務に
加え、事業者が請け負う修繕工
事、改修工事、リニューアル工事
等の周辺業務も含む。関連工事は
震災以後、復旧や省エネ・節電に
係る需要増加により市場規模を
底支え。市場全体としては、建築
物の新設需要の頭打ち等により大
きな成長は見込めないものの、近
年は３兆円を超える規模で推移。

大京グループ
ビル管理の営業収入

　1970年代から急速に普及した
マンション分譲は、1990年代以
降、年間10万戸以上を供給。しか
し、加熱気味であった不動産業界
向けの融資が2008年の金融危機
以降抑制され、建設資金不足から
着 工は 激 減し、2007年の22.7
万戸をピークに減少。その後、底
堅い住宅需要もあり、2011年は
震災による影響があったものの、
年間一定規模の供給までに回復。

出所：国土交通省

全国分譲マンション
累計供給戸数
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　マンションストックの増加に加
え、新築マンションの供給減少を
背景に、中古マンションに対する
需要が拡大。近年首都圏の中古マ
ンション成約件数は増加傾向。良
質なストックの増加を反映し、成
約物件の築年数も上昇。出所：（公財）東日本不動産

　　　流通機構

首都圏
中古マンション
成約状況
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主な流通会社の仲
介実績

（2014 年 3 月期）
出所：（株）週刊住宅新聞社

出所：（株）不動産経済研究所
　　　資料より当社作成

事業開始からの
累計供給戸数
ランキング

	 会社名	 手数料収入（百万円）	 取扱件数（件）	 取扱高（百万円）	 期末店舗数（店）

	 1	 三井不動産リアルティ	 74,657	 42,550	 1,401,741	 273
	 2	 住友不動産販売	 52,666	 35,455	 987,799	 251
	 3	 東急リバブル	 40,096	 19,435	 911,544	 138
	 4	 野村不動産グループ	 24,520	 7,437	 672,774	 60
	 5	 三井住友トラスト不動産	 15,114	 7,029	 357,674	 71
	 6 三菱 UFJ不動産販売 13,905 5,949 410,265 41
	 7	 三菱地所不動産サービス事業	 10,578	 3,052	 391,032	 26
	 8	 みずほ信不動産販売	 10,103	 4,062	 247,445	 45
	 9	 大京グループ	 7,987	 6,840	 163,900	 62
	10	 大成有楽不動産販売グループ	 6,546	 4,269	 149,074	 37

	 会社名	 供給戸数（戸）	

	 1	 大京	 338,983	
	 2	 A社	 159,103	

	 3	 B社	 122,558	

	 4	 C社	 110,768	

	 5	 D社	 106,465	 2.8

資料：㈱不動産経済研究所

グループ別
マンション総合管理
受託戸数
ランキング

（2014 年 3 月期末）
出所：（株）マンション管理
         新聞社

    	 会社名	 管理受託戸数（戸）

	 1	 大京グループ	 	 516,658
	 2	 東急コミュニティーグループ	 	 476,506
	 3	 日本ハウズインググループ	 	 397,024
	 4	 大和ハウスグループ	 	 309,330
	 5	 長谷工コミュニティグループ	 	 303,260
	 6	 三井不動産レジデンシャルサービスグループ	 	 238,027
	 7	 合人社計画研究所グループ	 	 192,731
	 8	 三菱地所グループ	 	 180,820
	 9	 住友不動産建物サービス	 	 169,543
	10	 日本総合住生活	 	 158,045

	 会社名	 管理受託戸数（戸）

大京アステージ	 416,963
穴吹コミュニティ	 70,872
グランドアメニティ	 28,823

　2012年末のマンションストッ
ク推計は589.7万戸（出所：国土
交通省）。マンションデベロッパー
系列の管理会社が分譲物件の管
理を受託するケースが一般化し、
マンション管理市場においては、
管理受託戸数10万戸以上の企業
が約46％のシェアを占め、寡占
化の傾向。

マンション管理
受託戸数
出所：（株）マンション管理新聞
									社資料より当社作成
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会社規模別割合（上位
437社）
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ビル管理市場規模
出所：（株）矢野経済研究所
　　　｢ビル管理市場に関する
　　　調査結果	2013｣　
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※	各社事業開始から2013年までの累計戸数は、不
動産経済研究所発行の｢全国マンション市場・30
年史｣から抜粋した2002年までの各社供給実績
に、同社発表の事業主別年間発売戸数（2003年以
降）を加えたものです。
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大京グループとしての
累計供給戸数は約44万戸。



 

S e g m e n t I n f o r m a t i o n
ビジネス概況

　当社グループでは、決算にて開示している3セグメント
の内、新築マンション分譲を中心とした不動産開発セグ
メントを「フロー事業」、マンションを中心にビルやその他
施設の管理受託およびそれらから派生する工事請負を中
心とした不動産管理セグメントと、不動産売買仲介やマン
ション販売、そして賃貸管理を中心とした不動産流通セグ
メントを「ストック事業」と位置付け、この2事業を柱とし
た事業展開を推進しています。

■ 住生活におけるお客さまと当社グループの関わり（例：新築マンションの場合）

マンション購入検討 契約

リフォーム

売却

賃貸

¥¥

お客さま

所有者全員で
管理組合を設立

管理組合さま

時間の経過

管理サポートや建物・設備管理業務、管理員業務などの受託

修繕工事を実施

賃貸運営をサポート

売却を仲介

リフォームを実施定期点検・アフターサービス

新築マンションをご紹介

建替えサポートを実施

居住者向けサービスを提供

管理組合による組合運営

お客さまのマンションライフ

営業収入に占めるストック・フローの割合

フロー事業

ストック事業

不動産開発

不動産管理・不動産流通

82% 61%78% 57%78% 55%76% 52% 42%

18%

39%

22%

43%

22%

45%

24%

48%
58%

2006/3 2010/32007/3 2011/32008/3 2012/32009/3

〜2009/3 2010/3〜

2013/3 2014/3

大京グループ
フロー事業

連結

不動産
管理

不動産
流通

不動産
開発 ストック事業

営業収入	1,427億円
営業利益	 91億円

営業収入	1,582億円
営業利益	 96億円

営業収入	 366億円
営業利益	 23億円

営業収入	3,338億円
営業利益	 181億円

入居

建替え修繕工事

大京グループの
ビジネスは、ストック事業と
フロー事業に分類されます。

ストック事業と
フロー事業はお客さまの
生活におけるさまざまな
シーンでビジネスを
展開しています。

2014年3月期
2014年3月期

2014年3月期

2014年3月期
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フロー事業 ストック事業

不動産投資

マンション賃貸・賃貸管理

リノベーション
マンション販売リフォーム工事居住者向けサービス戸建分譲

不動産売買仲介マンション修繕マンション管理サポート新築マンション分譲

省エネコンサルティング他社マンション建築請負

設備工事・解体工事ビル・施設管理不動産販売代理

B to C
B to B

※BtoC：企業と一般消費者の商取引、または、企業が一般消費者向けに行う事業のこと
　 BtoB：企業間の商取引、あるいは、企業が企業向けに行う事業のこと

※

※



Real Estate Development and Sales

フロー事業
不動産開発事業

　不動産開発は仕入から企画・販売、アフター
サービスまで一貫した事業展開を実施してい
る事業です。直近ではマンションだけではな
く、戸建分譲も開始しています。

F l o w B u s i n e s s

竣工

建築確認
申請下付

用地仕入

販売
（供給）

販売
（供給）

アフター
サービス

着工

契約 引渡

既契約

売上

■ 一般的な新築マンション事業の流れ

　新築マンション事業では、まずマンションを建設するための「用地仕入」を行い、「建築確認」の申請が下付された後、「着工」となります。一方、マンション
の販売については、概ね着工するタイミングで「販売開始」となるのが、一般的です。
　	販売開始後契約に至った住戸は、「引渡」まで「既契約」残高・戸数として表され、竣工（建物完成）後、ご購入者さまに「引渡」が完了した時点で、住戸は「売
上」として計上されます。

ライオンズ一条レジデンス湘南 C－ X
（2013年3月竣工）
2013年度グッドデザイン賞受賞

ライオンズ立川グランフォート
（2014年3月竣工）
長期優良住宅認定

ミリカ・ヒルズ
（2013年3月竣工）
おおさか優良緑化賞（大阪府知事賞・生物多様性
賞）受賞

建設予定地

主な事業会社
株式会社大京
株式会社穴吹工務店

マンション売上高（億円）　と
マンション総利益率（％）

2014/32013/3

1,527
1,321

2012/3

1,5801,580

18.218.2 18.818.8 18.418.4

営業利益（億円）

2014/32013/3

149

91

2012/3

160160

営業収入（億円）営業収入全体における
不動産開発事業の割合（2014年3月期）

当社グループが供給した物件は、質の高い居住空間や環境デザイン、地域貢献性等において、多くの物件で評価されています。

2014/32013/3

1,588
1,427

2012/3

1,6531,653不動産
開発事業
42%

営業収入
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　建設労働者不足や資材コストの上昇
といったリスク要因を、大京の購買力
と穴吹工務店の建設・施工能力を最大
限に活用することでコスト競争力を上
げるとともに、物件の着工を計画通り
遂行します。
　さらに自社物件以外にも、他社デベ
ロッパーからの物件の建設工事を請け
負うことで、収益拡大を目指します。

Real Estate Development and Sales

穴吹工務店の施工能力を活かし、コスト競争力をさらに強化。
マンションの建設工事請負を推進

住まいにおける多様なニーズに対応すべく、
商品を開発・提供するとともに、適正な収益の確保を図っていきます。

穴吹工務店の施工能力を活かし、コスト競争力をさらに強化。 
マンションの建設工事請負を推進
グループの力を結集して再開発事業を促進
マンションに次ぐ柱とすべく戸建事業を展開

Starategy &
Performance

1

3
2

1

F l o w B u s i n e s s

グループ内マンション工事請負事例
ライオンズ大濠公園グランゲイト

（福岡県福岡市・15/3期竣工予定）
300

200

100

0
2014/3 2015/3（予定）

(億円)

マンション請負工事高

他社デベロッパー
建築請負

サーパスマンション ライオンズマンション

共同事業

  																	ライオンズ柏旭町サーパスレジデンス

所在地		 千葉県柏市
総戸数		 42戸
階高		 地上15階
竣工予定	 16/3期
事業主	 大京・穴吹工務店
施工		 穴吹工務店
販売提携（代理）		 大京・穴吹工務店

　2011年より本格的に開始した戸建
事業も着実に実績を積み上げていま
す。西日本を中心として供給している
穴吹工務店を含めて中期的には年間
300戸を目標に展開していきます。

マンションに次ぐ柱とすべく戸建事業を展開3

準備中
分譲済

  首都圏

世田谷区

三鷹市 葛飾区

足立区
東村山市

国立市

麻生区

神奈川区

中区

町田市

大京の戸建事業実績・予定

2013/3 2014/3 2015/3（予定）

戸建売上戸数推移

70戸

41戸

6戸

  東海圏

四日市
名古屋市

アリオンテラス西新井
足立区西新井・完売

アリオンテラス妙蓮寺
横浜市神奈川区・完売

フロー事業
不動産開発事業

  

　再開発事業は、従前から三大都市圏
を中心に積極的に取り組んでいますが、
全国に拠点や事業基盤が拡大したこと
で、三大都市圏以外の情報もこれまで
以上に取得できる体制となりました。

グループの力を結集して再開発事業を促進

再開発事業
（現在進行および計画しているもののみ記載）

2

ライオンズプレイズ鳴海タワー
総戸数150戸 完売 2015年3月竣工予定

ライオンズプレイズ南大高
総戸数141戸 分譲中 2015年3月竣工予定

〔土地区画整理事業〕

サーパスタワー東静岡
総戸数93戸 分譲中 2015年7月竣工予定

〔土地区画整理事業〕

大垣プロジェクト
総戸数約100戸 計画中

ザ・スカイクルーズタワー
総戸数187戸 完売 2015年3月竣工予定

ライオンズタワー柏
総戸数265戸 プレセールス中

板橋プロジェクト
計画中

三軒茶屋プロジェクト
計画中

ライオンズ茨木ニューシティＡ街区
総戸数192戸分譲中 2014年9月竣工予定

〔茨木市地区計画〕

ライオンズ茨木ニューシティ
Ｂ街区・Ｃ街区

計画中

九州２プロジェクト
計画中

 ※西鉄久留米、鹿児島

北海道１プロジェクト
計画中

※南２条西３丁目

2016年4月竣工予定
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施策と
具体的取り組み



　不動産管理は主にマンションの管理業務や
管理組合のサポートを行うマンション管理と、
ビル・施設のメンテナンス等を行うビル管理、
建物の改修工事および住戸内のリフォーム等
を行う請負工事からなる事業です。

S t o c k B u s i n e s s

Real Estate Management

ストック事業
不動産管理事業

■ マンション管理および請負工事の事業内容

計画修繕工事とその役割
計画修繕工事と建物・設備の性能維持・向上

マンション
管理受託

請負工事

マンション管理受託
　マンションの区分所有者全員で形成される管理組合は、管理会社に業務
等を委託し、管理会社はその対価として管理委託費、メンテナンス料等を
受領します。主な業務内容としては、管理組合運営のために集金されてい
る管理費・修繕積立金の出納・会計などの事務管理業務、日常清掃を含む
管理員業務、建物・設備のメンテナンス業務などがあり、お住まいの方々に
安心・安全・快適なマンション生活を送っていただくための様々なサポート
を提供します。

建物は年月の経過とともに劣化が進んでいきます。
管理会社では、計画的に修繕を実施していただくため、管理組合が30年程度の期間にわたる長期修繕計画を立案する際のサポートを行います。
建物や設備は、その劣化に応じて適切な時期に計画的に補修・修繕工事を行うことで、新築当初に近いレベルまでその性能を回復させることができるからです。
築12～ 15年には、外壁、屋上防水や鉄部塗装など建物の全般的な改修を行いますが、これが大規模修繕工事と呼ばれるものです。
この際、当社グループの管理会社では、マンションを竣工当時の性能に回復させるだけでなく、最新設備への切り替えやバリアフリー対応など竣工当時より
も性能を高める提案を行っています。
この		　～　		のサイクルは、その後も継続されます。これが計画修繕工事の一連の流れです。

請負工事
　マンションは経年劣化するため、建物・設備の性能維持・向上を目的とし
た補修や計画的な修繕工事が必要となります。管理会社・工事会社は、これ
らの工事のスケジューリングやコンサルティング、工事の施工監理等を行
い、その報酬として、管理組合が積み立てた修繕積立金より工事代金等を受
領します。

管理会社

計画修繕サポート

管理組合 区分所有者さま

マンションの
区分所有者が
全員で形成管理組合運営サポート、

建物・設備管理業務、
管理員業務、セキュリティサービス

管理費

修繕積立金

管理委託費等
（管理費より支出）

工事代金等
（修繕積立金から支出）@ @

@ @

@ @

@ @

初期性能

性能

劣化

補修

補修

改修
改修

大規模修繕工事（1 回目）
12 年目程度

大規模修繕工事（2 回目）
24 年目程度

1

2

3

4

5

1

1 5

32

4

5

主な事業会社 
株式会社大京アステージ 
オリックス・ファシリティーズ株式会社 
株式会社穴吹コミュニティ

請負工事の受注残高（億円）　営業利益（億円）営業収入（億円）営業収入全体における
不動産管理事業の割合（2014年3月期）

2014/32013/3

1,226

1,582

2012/3

1,1141,114

2014/32013/3

83

96

2012/3

8282

2014/32013/3

157

236

2012/3

149149

不動産
管理事業
47%

営業収入
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　今後も当社グループの管理受託物
件でマンションの計画修繕工事の需
要は多く見込まれます。そのため、よ
り質の高いサービスの提供を目的とし
て、管理会社を分割しマンション改修
工事専門会社を独立させ、体制を強化
しました。
　購買集約や分離発注によるコスト
削減、協力工事店等とのグリップを
強化することに加え、継続的な技術者
の確保・育成を図り、将来的には外部
マーケットへの進出も目指します。

　ビル・施設管理以外にも、環境・エ
ネルギー関連事業を推進しており、特
に太陽光発電関連では、メガソーラー

（1,000kw以 上の出 力 電 力）施 設を
含めた設置工事および操業・保守等の
業務（オペレーション＆メンテナンス業
務）の受注拡大を図ります。

　マンションと同様にビル等について
も、建物を効率良く運用し、その価値を
維持・向上させるために、修繕・運用を
考慮するライフサイクルコストという
考えがあり、この考えのもと、施設が長
期にわたって優良資産となるよう提案
を行っています。
　ビル・施設管理の中でも、医療・福祉
施設、宿泊施設、官公庁施設等、当社グ
ループの有する経験や高度な管理ノウ
ハウがアドバンテージとなる分野での
受注を強化します。

管理受託マンションにおける計画修繕工事の受注拡大 環境・エネルギー分野の操業・保守および設置工事を推進

専門性を有する分野におけるビル・施設管理受注を強化Starategy &
Performance

1 3

2
Real Estate Management

管理受託マンションにおける計画修繕工事の受注拡大

専門性を有する分野におけるビル・施設管理受注を強化

環境・エネルギー分野の操業・保守および設置工事を推進

1

3
2

将来のさらなる成長を見据えたお客さま満足度の高い
価値あるサービス拡充を目指し、事業拡大をすすめます。

700

600

500

400

300

200

100

0
2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3

(億円) 穴吹コミュニティ・穴吹建設
大京アステージ グランドアメニティ

グループ売上

グループ内想定マーケット

500

400

300

200

100

0
2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3

(棟)
穴吹コミュニティ・穴吹建設
大京アステージ

大規模修繕工事施工実績

施設別割合
（14/3期実績）

ビルのライフサイクルコスト

商業・
娯楽施設
33%

オフィスビル
22%

医療・
福祉施設
15%

 宿泊施設
10%

その他
8%学校・

教育施設
5%

住宅
7%

太陽光発電設備およびメンテナンス＆オペレーション業務受注実績
※出力電力1,000kw以上のみ抜粋

H社1,300kw

O社2,710kw

O社2,890kwN社1,000kwO社1,700kw

O社2,340kw

P社1,100kw

K社1,030kw

メンテナンス

設置工事

I社1,400kw
H社1,500kw

N社1,040kw

A社1,000kw
M社2,480kw

P社1,700kw

M社2,050kw

N社1,990kw

M社1,800kw
鳥取県

富山県

実績例

ストック事業
不動産管理事業

S t o c k B u s i n e s s

※2015年3月期以降の数値は2014年3月末時点のマンション 
　管理受託戸数を基に推測

ビルの
ライフサイクルコスト

イニシャル
コスト

ランニング
コスト

建築費

エネルギー
費

改修・
更新費 保全費

清掃・
管理費等

一般
管理費等
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■ 不動産流通事業における売買仲介および不動産販売の一般的な流れ

■ 1 棟トータルリノベーション

ストック事業
不動産流通事業

Real Estate Brokerage

売主さまから不動産売却のご相談を受けた後、現地確認などによる物件の査定後、売主さまと媒介契約を締結します。その後、売却のための広告活動
や購入を希望される方への物件紹介・現地案内などの営業活動を行います。
買主さまが決定すると、売主さま・買主さま間の売買契約締結などにおけるサポートを行い、仲介手数料を受領します。
売主さまから売却のご相談を受けた不動産（※）を当社グループの不動産流通会社が購入します。
その後、物件をリフォームし、当社グループの不動産流通会社が売主となり物件を販売し、買主さまから売買代金を受領します。

※当社グループが購入する不動産は、一定の条件を満たすものとさせていただいています。

1

2

3

4

自社ブランド物件
Reno α

（リノアルファ）

売主さま

媒介契約

売主さま物件

不動産流通会社

売買契約

売買仲介

紹介・各種
サポート 売買契約

売却相談

@

買主さま 買主さま

リフォームし
自ら売主に

仲介手数料を受領

売
買
契
約

不動産販売

売主として
売買代金を受領

@ @

1

2

3

4

　不動産流通は、マンションの売買仲介や、
当社でマンションを買い取りリフォームを
行った上での再販売、そしてオーナーさまの
所有する賃貸物件の運営サポート等を行う事
業です。

　1棟トータルリノベーションでは、用地を含
め建物ごと買い取り、リノベーションを施し
ます。
　専有部分に加え、建物の共用部分をリノ
ベーションし、さらに当社グループ管理会社
が、管理組合の運営をサポートすることによ
り、当社グループ新築マンション同様のサー
ビスを提供します。

グランディーノ稲毛海岸
（2013年6月竣工）

グランディーノ多摩永山
（2013年12月竣工）

主な事業会社 
株式会社大京リアルド 
株式会社穴吹不動産センター

仲介取扱高（億円）   と
仲介取扱件数（件）　

2014/32013/3

1,876

1,639

2012/3

1,8241,824

4,8544,854
5,4995,499

6,8406,840

営業利益（億円）

2014/32013/3

12

23

2012/3
△4△4

営業収入（億円）営業収入全体における
不動産流通事業の割合（2014年3月期）

2014/32013/3

231

366

2012/3

205205

不動産
流通事業
11%

営業収入

S t o c k B u s i n e s s
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　2012年3月期に取り組んだ業務改
革が完了し、さらなる業務拡大に向け
た取り組みとして、店舗展開を加速さ
せ、ウェブサイトを活用した認知度向
上を図ります。
　出店については、従来の店舗網では
カバーが手薄なエリアや新築マンショ
ンの主要な供給エリアを中心に出店
を行うなどエリアごとに効果的な店舗
展開を実施します。
　また、システム整備によりさらなる
営業生産性の向上も図ります。

　連結子会社化により管理戸数は、約
37,000戸と大幅に増加しましたが、
今後はさらなる拡大に向け、既存サー
ビス・オペレーションの両面において品
質向上を図ります。
　また、台湾では独自のインバウンド 
ビジネスを確立し、お客さまへの物件
紹介から購入後の賃貸運営まで一貫し
た体制でのサポートを実施しています。

　2013年3月期より「リノアルファ」
としてブランド化したリノベーション
マンションの販売は、仲介取扱件数の
拡大による相乗効果もあり順調に規模
を拡大しています。
　24時間駆けつけサービスや保証
サービスの拡大、サービスクオリティ
の向上に努めるとともに、さらに対象
エリアを全国に広げることで、一層の
拡大を図ります。

お客さまとのタッチポイント強化による業務拡大 賃貸管理の体制強化、台湾でインバウンドビジネスを展開

リノベーションマンション販売の強化Starategy &
Performance

1 3

2
Real Estate Brokerage

お客さまとのタッチポイント強化による業務拡大

リノベーションマンション販売の強化

賃貸管理の体制強化、台湾でインバウンドビジネスを展開

ソフト・サービス面における取り組みを強化し、
お客さま満足度向上ならびに競合他社との

差別化を目指します。

賃貸管理戸数の推移 台湾インバウンド

リノアルファ展開
1棟トータルリノベーション
グランディーノ開始

24時間リノアルファコール
開設

全国にビジネス
エリアを拡大

2013/3 2014/3 2015/3（予定）

36,668戸

25,641戸

約38,000戸

不動産流通事業の店舗設置エリア

船橋店

柏店
北千住店

上野店
錦糸町店

※大京リアルド柏店は2014年5月8日オープン

2013/32012/32011/3 2014/3 2015/3（予定）

384 322

595
827

1,000戸超

2,000戸超

大京リアルド

大京リアルド

穴吹不動産センター

穴吹不動産センター
※信義房屋不動産（株）
とのアライアンス

台湾
台湾専任スタッフ3名

国内専任
スタッフ3名

賃貸管理受託
314戸

18件

80件
成約実績

成約目標

2014/3 2015/3（予定）

ストック事業
不動産流通事業

2013/3 2014/3 2015/3（予定）

業務改革ステージ 積極拡大ステージ

62店舗
70店舗

39 41 47

2321

6.0
7.5

反響9.0万件
反響増加・
店舗拡大

8店舗
新設（計画）4店舗

新設

S t o c k B u s i n e s s

効果的な店舗展開
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大京グループブランド一覧
B r a n d I n f o r m a t i o n

ライオンズマンション
http://lions-mansion.jp/

サーパスマンション
http://www.384.co.jp/

サーパスホーム（サーパスタウン）
http://www.384.co.jp/384home/

アリオンテラス
http://lions-mansion.jp/sumai/special/house/

空間創造リフォーム
http://kukan.l-reform.jp/

エルリア
http://l-reform.jp/pickup/lrior/

　大京が供給する新築マンションのブランド。ブランド名の｢ライオン｣は
百獣の王であり、家族を大切にする象徴から、深い家族への愛を育んでいき
たいという願いと、重厚な風格を備えた住まいをイメージされるため決定。
1968年に第1号を発売し、累計供給棟数は6,000棟を超える。

　穴吹工務店が供給する新築マンションブランド。1978年に、自社分譲
マンション第１号が竣工。地方中核都市を中心にこれまで約1,300棟を 
供給。用地取得から企画・設計、施工、販売、管理、アフターサービスを一
貫して行う製販一体型のビジネスモデルを構築。「サーパス（SURPASS）」
は、英語の「卓越した」「優れた」が由来。    
     
       

　大京および穴吹工務店が供給する戸建ブランド。マンション開発で培っ
た実績とノウハウにより、暮らしのいろいろな理想を重ねていくことで生
まれた住まい。2011年に供給開始。

　大京エル・デザインが提供するリフォームブランド名。今まで十分に活
用していなかった天井・床等縦方向の空間を有効的に取り入れたリフォー
ムプランを提案。 

　大京エル・デザインオリジナル設備機器、家具ブランド。
　機能性はもちろん、インテリアとしてのデザイン性を兼ね備えた商品。　　 
　キッチン、食器棚および洗面化粧台を展開。 

リノアルファ
http://www.daikyo-realdo.co.jp/buy/renoalpha/

　大京リアルドが提供する、リノベーションマンションのブランド名。同社
が売主となり、専有部（居住空間）のリフォーム前に設備の検査・点検・修繕
を実施。ご入居後、交換設備に加え、既存設備に対しても、一定期間保証。

Plusidea
http://www.daikyo-astage.co.jp/plusidea/

くらしスクエア
https://www.kurashi-s.jp/

　プラシディアは、｢Plus｣と｢idea｣を掛け合わせた造語。より良い暮らし
のアイデアをプラスするという想いを込めたマンションの大規模修繕工事
におけるブランド名。品質維持の修繕にとどまらず、管理組合さま、居住者
さまのニーズや想いを管理会社・工事会社も共有し、より快適な居住環境
の形成のために必要な修繕工事を提案・実施。 

　マンション別専用情報サイト名。
　2011年8月に開設し、お住まいのマンションで実施されるイベント等
の活動内容の掲載・閲覧や、「いつ、何を交換、修理した」といったマンショ
ンの修繕等工事、定期点検予定・記録の管理、住まいに関連した物品販売
などのコンテンツを搭載。
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CSRハイライト
Corporate SocialResponsibility

　CSRとは、｢企業の社会的責任｣として企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ
与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー（利害関係者：消費者、投資家等、及び社
会全体）からの要求に対して適切な意思決定をすることを指します。
　ここでは、大京グループが取り組んでいる CSRの一部をご紹介いたします。

子ども参観日
　夏休みの期間を利用して社員の子どもを対象に、「子
ども参観日」を開催しています。この取り組みは、職場で
働く親の姿を見てもらい、家庭における円滑なコミュニ
ケーションの一助とするとともに、子どもの勤労観や就
業観を醸成することを目的としています。2013年7月の
通算5回目の開催では、グループ各社から11組22名の
親子が参加し、子どもたちにとって人生初となる名刺交
換のほか、建物模型やモデルルームの見学等を行った後

「おしごとクイズ」も実施しました。

社内販売会
　2008年より知的に障がいがある方の手作りクッキー
やパウンドケーキ等の社内販売会を、定期的に開催して
います。
　当販売会は福祉作業所「おかし屋ぱれっと」 を運営する

「認定NPO法人ぱれっと」の活動を支援するものです。

　大京グループでは、40年以上住まいを提供してきた企
業として大規模災害時には、これまでの経験を活かし、
大規模災害発生時にはグループ全体で復旧支援に努めま
した。
　また、お住まいの方々が安心して暮らせる環境をサ
ポートするために、管理組合向けの防災マニュアルの配
布や防災訓練の推進により防災意識の啓蒙に努める等、
さまざまな取り組みを行っています。

学生の企業訪問受け入れ
　この活動は、商品やサービスを通じて、学生の「興味」や

「気づき」を醸成することで、将来に向けた職業観、勤労
観をほう助することを目的としています。
　2013年6月に香川県の学生に対して、施工図講習や
建設現場の実習を実施したほか、同年11月には茨城県
の学生にマンションの作り方等の学習会をマンション
ギャラリーにて実施いたしました。

子どもや女性を守る支援活動
　ペットボトルのキャップを回収し、「NPO法人キャップ
の貯金箱推進ネットワーク」を通じて発展途上国の子ど
もへワクチンを送る活動や、使用済み切手を収集し、「公
益財団法人ジョイセフ」を通じて、世界の女性が妊娠や出
産により命を落とすことのない、安全な環境を提供する
ための支援活動に賛同し、社内でペットボトルのキャッ
プ回収や使用済み切手収集の取り組みを行っています。

子どもたちの勤労観や就業観を醸成するための活動を実施しています。

社会貢献につながる取り組みを実施しています。

住まいを提供する企業として災害発生時支援のほか、防災への取り組みも実施しています。

管理組合向けの防災マニュ
アルを作成

大規模災害に備えて各地で「マンション管
理防災セミナー」を実施

1995年阪神大震災 
グループ全体で救援と復旧

2000年東海豪雨
物資の支援と片付け復旧補助

2011年東日本大震災
給水車をはじめとした救援物資の提供と復旧サポート

3736 大京グループレポート 2014大京グループレポート 2014



コーポレート・ガバナンス
C o r p o r ate G o v e r n a n c e

（1）コーポレート・ガバナンス体制の現況

＜取締役会＞ 
　取締役会は、2014年6月25日現在、取締役7名（うち社外
取締役3名）で構成されており、当社の重要事項を決定し、執
行役の職務執行状況を監督しております。2013年度におい
て取締役会は合計7回開催されました。全7回の取締役会にお
ける取締役の出席率は96.4％でした。

＜指名委員会＞ 
　指名委員会は、2014年6月25日現在、取締役5名（うち社外
取締役3名）で構成されており、会社法で定める株主総会に提出
する取締役候補者を決定する権限を有するほか、執行役、代表
執行役、ＣＥＯ等の人選に関して審議する権限を有しておりま
す。2013年度において指名委員会は合計3回開催されました。
全3回の委員会における委員の出席率は100％でした。

＜監査委員会＞ 
　監査委員会は、2014年6月25日現在、取締役3名（うち社
外取締役3名）で構成されており、代表執行役社長からの業務
執行に関する概況報告、グループ監査部管掌役員からの内部
監査の結果および内部統制全般に関する報告、会計監査人か
らの会計監査に関する報告等が行われ、必要に応じて調査等
を指示できる体制を整える等、連携を図っております。これら
により、執行役の業務執行および会社の内部統制について評
価を行っております。2013年度において監査委員会は合計
5回開催されました。全5回の委員会における委員の出席率は
95％でした。 
　なお、監査委員である宮原明氏は、長年にわたり、富士フイ
ルム株式会社および富士ゼロックス株式会社において経理・

財務業務に従事しており、会計および財務に関する相当程度
の知見を有しているものであります。

＜報酬委員会＞ 
　報酬委員会は、2014年6月25日現在、取締役5名（うち社
外取締役3名）で構成されており、会社法で定める取締役およ
び執行役の報酬に関する方針を決定する権限、各取締役およ
び執行役の個人別の報酬額を決定する権限を有しておりま
す。2013年度において報酬委員会は合計3回開催されまし
た。全3回の委員会における委員の出席率は94.4％でした。

＜グループ経営会議等＞ 
　グループの業務執行に係る重要事項については、多面的な
検討を経るために、執行役等により構成されるグループ経営
会議において審議、決定を行うこととしております（開催頻
度  原則月1回）。また、当社の不動産開発事業における重要な
案件についても同様に、執行役等により構成される事業決定
会議において審議、決定を行うこととしております（開催頻度  
原則週1回）。 
　なお、事業および業務に係るリスク管理体制につきまして
は、当会議において各リスクの現状を分析・把握し、その対応
について検討を行っております。

（2）コンプライアンスへの取組み状況

　コンプライアンス相談窓口等を設置し、法令違反、社内規
程違反および社会規範に反する行為の調査、対応、改善を図
る仕組みを構築しております。また、グループ法務・コンプラ
イアンス部を設けて、コンプライアンスの推進を担うととも
に、コンプライアンス体制の確立・維持に努めております。

　当社は、経営の健全性、透明性、効率性の向上という観点から最適なコーポレート・ガバナンス
の構築を目指しており、ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2005年6月開催の定時株主
総会における承認を経て、委員会等設置会社へ移行いたしました。
　この移行により、監督と業務執行を分離し、業務執行に対する牽制機能を強化する一方で、意思
決定の迅速化を図っております。
　また、コンプライアンス体制を拡充するなど、リスクマネジメントの強化にも取り組んでまいり
ます。

1. 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

（3）リスク管理体制の状況

　当社は、業務上のリスクを不動産市場リスク、事業リスク、
災害リスク等に識別・管理し、グループ法務・コンプライアン
ス部が、各リスク所管部所からの報告およびモニタリングを
通じて管理方法を統括するとともに、リスク管理上の情報を
代表執行役社長および監査委員会に定期的かつ必要に応じて
報告し、改善等の提案を行う体制をとっております。

（4）内部監査体制の状況

　内部監査担当部門であるグループ監査部（2014年4月1日
現在、所属19名）が業務監査を計画的に実施し、監査結果を監
査委員会へ報告しております。また、必要に応じて監査委員会
が、監査委員会事務局やグループ監査部へ調査を指示できる
等の連携体制を整え、被監査部門に対し改善事項の指摘、指導
を行うなど、内部統制の有効性の向上に努めております。

（5）会計監査の状況

　当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会
計監査についての監査契約を有限責任あずさ監査法人と締結
し、定期的監査のほか会計上の課題について適宜協議、確認
し、適正な会計処理に努めております。同監査法人および当社
監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、
特別な利害関係はありません。 
　2013年度において業務を執行した公認会計士の氏名およ
び監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。

（業務を執行した公認会計士の氏名） 
指定有限責任社員  業務執行社員  ：  熊木幸雄、岡野隆樹

（会計監査業務に係る補助者の構成） 
公認会計士16名、その他29名

（6）社外取締役との関係（図1・図2）

　社外取締役  3名

※1　会社との関係についての選択項目
a　親会社出身である
b　他の関係会社出身である
c　当該会社の大株主である
d　他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e　他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f　当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g　当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h　本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i　その他

図1 ＜会社との関係1＞

 
氏名 属性

 会社との関係※1

  a b c d e f g h i
宮原明 他の会社の出身者               ○  
半林亨 他の会社の出身者       ○       ○ 
松本哲男 他の会社の出身者 ○       ○     ○  
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図2 ＜会社との関係2＞

（7）取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。 
　また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする
旨を定款に定めております。

（8）剰余金の配当等の決定機関

　当社は、今後、弾力的な配当等の実施を可能とするために、
剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について
は、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によ
らず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款に定
めております。

（9）株主総会および種類株主総会の特別決議
要件

　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決
議要件、および会社法第324条第2項に定める種類株主総会
の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これ
は、株主総会および種類株主総会における特別決議の定足数
を緩和することにより、株主総会および種類株主総会の円滑
な運営を行うことを目的とするものであります。

（10）取締役の定数

　当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。

不動産開発事業部門

株式会社大京の内部統制システムに関する模式図

監督機能 業務執行

代表執行役社長
執行役

グループ経営会議

取締役会

監査委員会
（執行役等の職務執行の監査）

指名委員会
（取締役候補の決定）

報酬委員会
（取締役等の報酬の決定）

株主総会

グループ監査部

グループ法務・コンプライアンス部

グループ総務人事部

グループ経理部

事業決定会議

事業牽制

監査委員会事務局

会計監査人

事業サポート

事業推進

グループ会社 大京グループ相談窓口

リスク発生報告 報告

モニタリング

取締役の選任解任

執行役の選任解任
業務執行の監督
報告

各委員会の委員の
選定解職

報告

連携

連携

会計監査

（11）取締役および執行役の責任免除

　当社は、取締役および執行役が職務の遂行にあたり期待さ
れる役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の
規程により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の
取締役（取締役であった者を含む。）および執行役（執行役で
あった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免
除することができる旨を定款に定めております。

（12）議決権制限株式

　当社は、自己資本の増強を図る一方、普通株式数の増加に
よる希薄化を最大限抑制するため、会社法第108条第1項第

3号に定める内容（いわゆる議決権制限）について普通株式と
異なる定めをした議決権のない第1種優先株式を発行してお
ります。
　第1種優先株式については、期末配当において第1種優先株
主が優先的配当を受ける旨の報告事項または議案が定時株主
総会に提出されないときはその総会から、その議案が定時株
主総会において否決されたときはその総会の終結のときから
期末配当において優先的配当を受ける旨の取締役会または定
時株主総会の決議がある時まで、議決権を有するものとして
おります。

　当社の業務執行・監督および内部統制の仕組みの模式図は、
以下のとおりであります。

 氏名 独立役員 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由（独立役員に 
    指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む）

宮原明      ○
 

半林亨      ○

松本哲男       

同氏は、当社取引先である富士ゼロックス株式
会社の出身であり、当社と同社には複写機等の
設置・保守等に関連して年間86百万円（2013年
度）の取引があります。

同氏は、オリックス株式会社（当社親会社）の使
用人およびオリックス不動産株式会社の執行役
員です。

同氏は、富士ゼロックス株式会社において10年間代表取締役を経験
されていることから、その経験を通じて培われた「物づくり」の視点に
基づく経営の監督により、顧客サービスの向上を通じた当社株主価
値の向上に向けて、その経験を当社の経営に活かしていただくため
に独立役員に指定したものです。

該当事項はありません。

同氏は、ニチメン株式会社および双日株式会社において長く代表取
締役を経験されており、また、現在も中華人民共和国において高級経
済顧問を務めるなど、豊かな国際経験をお持ちです。今後のグローバ
ル社会に向け、その経歴に基づく国際感覚を通じて経営を監督いた
だき、当社グループの成長および株主価値の向上に資する意見・助言
をいただくために独立役員に指定したものです。

同氏は、オリックス株式会社（当社親会社）およびオリックス不動産
（当社親会社の子会社）において、長く不動産事業に携わっているこ
とから、不動産と金融の融合という観点からの経験等に基づき、当
社グループの成長および株主価値の向上に資する意見・助言をいた
だくことにより、当社の経営に活かしていただくために選任したもの
です。
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（13）その他コーポレート・ガバナンスに重要
な影響を与えうる特別な事情

　オリックス株式会社は、2014年3月末現在において当
社の発行済株式総数の64.14％（うち普通株式62.97％、
優 先 株 式1.17 ％）に あ た る547,490,066株（ 普 通 株 式
537,490,066株（間接所有分175,216株を含みます）、優
先株式10,000,000株）を保有しております。また、総株主の
議決権に対するオリックス株式会社の所有議決権数の割合は
64.14％（間接所有分0.02％を含む。）となっております。こ
れにより、オリックス株式会社は、当社の親会社に該当してお

ります。人的な関係については、2014年6月25日現在、当社
グループの役員のうち、役員1名がオリックスグループの役
員を兼任しており、また、役員3名が、同グループからの出向者

（当社1名、子会社2名）となっております。
　当社グループとオリックスグループは、マンション分譲に関
する共同事業や販売受託取引等の営業取引を行っております。
しかしながら、当社は企業価値の最大化を図ることを目標と
して独立した事業運営を行っており、人的関係の状況につい
ても独自の経営判断を妨げるものではないことから、一定の
独立性が確保されているものと考えております。

（1）役員の報酬等の額の決定に関する方針

1　報酬体系
　当社の取締役および執行役の報酬体系は、中長期的な株主
価値の増大を達成するために、2014年度の業績のみならず、
中長期的な成果も重視することとしており、これらを勘案し、
報酬がインセンティブとして有効に機能することを方針として
おります。また、報酬額の決定にあたっては、従業員の給与水
準および役員報酬の世間水準とのバランスを考慮し、かつ、当
社グループが目指すべき姿を実現するために当社役員が果た
すべき役割・責任に応じて適切となる水準としております。

2　報酬の構成
　報酬は、固定報酬、業績連動型報酬および株価連動型報酬
の3つから構成いたしております。
　業績連動型報酬は、連結会社業績に応じて決定し、支給いた
します。
　株価連動型報酬は、毎月の固定報酬に上乗せし役員持株会
への拠出金とするものおよび毎年一定数のポイントを付与し、
役員退任時にポイントの合計に株価を乗じて得た額を金銭ま
たは株式にて支給するものから構成いたしております。

（2）当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

2. 役員の報酬等

（注）1 執行役兼務取締役4名の報酬は、取締役（社内）および執行役それぞれの報酬に区分して表示しております。なお、執行役兼務取締役の人員数は、取締
役（社内）および執行役の双方に含めて記載しております。

 2 2013年度における株価連動型報酬のうち、毎年一定数のポイントを付与するものについては、2013年度末日在任役員が保有するポイントに、
2013年度末日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値平均を乗じて算出し
た金額と、2012年度末日において同様に算出した金額との差額を記載しております。

 3 上記の金額には、使用人兼務執行役の使用人給与相当額は含まれておりません。

（3）当社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、
記載しておりません。

（1）保有目的が純投資目的以外の目的である
投資株式

　該当する株式はありません。

（2）保有目的が純投資目的以外の目的である
投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照
表計上額及び保有目的

　該当する株式はありません。

（2）その他重要な報酬の内容
　記載すべき事項はありません。

2012年度
　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監
査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務であります。
2013年度
　該当事項はありません。

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、
特に定めておりませんが、当社の事業規模の観点から合理的
監査日数等を総合的に勘案し決定しております。 

　買収防衛策の導入の有無　なし

3. 株式の保有状況

4. 監査報酬の内容等

5. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監
査業務の内容

6. 監査報酬の決定方針

7. その他

（3）保有目的が純投資目的である投資株式

（1）監査公認会計士等に対する報酬の内容

       区分 人員数 固定報酬 業績連動型報酬 株価連動型報酬 合計（百万円）  （百万円） （百万円） （百万円） 
取締役（社内） 6名 9 2 － 12
取締役（社外） 4名 21 5 3 30
執行役 10名 173 39 32 244
合　計 20名 205 47 35 287

 2012年度 2013年度

 区分 監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬 監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬 
  （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

当社 111 2 115 －
連結子会社 44 － 70 1
計 156 2 186 1

                                           2012年度（百万円）                                                      2013年度（百万円）

 貸借対照表計上額の 貸借対照表計上額の 
受取配当金の合計額 売却損益の合計額

 評価損益の合計額
   合計額 合計額   含み損益 減損処理額 
  
非上場株式 109 109 1 － － －

非上場株式以外の株式 769 969 13 － 467 －

4342 大京グループレポート 2014大京グループレポート 2014



F i n a n c i a l S e c t i o n

財務セクション
経営成績・財政状態に関する分析
連結貸借対照表
連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結株主資本等変動計算書
連結キャッシュ・フロー計算書

46
50
52
53
54

取締役
※

※

※

（注） 1.  ※印は取締役と執行役を兼務しております。
 2.  宮原明、半林亨および松本哲男の各氏は、会社法に定める社外取締役であります。

役員紹介
D i r e c t o r s

門脇　克俊
昭和52年4月 オリエント・リース株式会社 

（現オリックス株式会社）入社
平成19年1月 同社執行役
平成20年10月 オリックス・レンテック株式会社
 代表取締役社長
平成22年1月 オリックス株式会社執行役
平成23年1月 同社常務執行役
平成24年9月 同社専務執行役
平成25年6月 同社取締役兼専務執行役
平成26年6月 当社取締役兼代表執行役会長（現在）
平成26年6月 当社指名委員、報酬委員（現在）

雲嶋　寧彦
平成元年4月 オリックス株式会社入社
平成23年12月 同社経理部長
平成26年1月 同社経理本部副本部長兼経理部長
平成26年6月 当社顧問
平成26年6月 当社取締役兼専務執行役（現在）
平成26年6月 当社グループ管理部門全般担当 兼

グループ情報システム部管掌（現在）

宮原　明
昭和46年4月 富士ゼロックス株式会社入社
平成 4年 1月 同社代表取締役社長
平成10年1月 同社代表取締役副会長
平成14年6月 同社相談役
平成15年5月 学校法人国際大学副理事長
平成18年6月 当社取締役（現在）
平成18年6月 当社指名委員、監査委員、報酬委員

（現在）
平成25年4月 学校法人関西学院理事長（現在）

松本　哲男
昭和49年4月 オリエント・リース株式会社
 （現オリックス株式会社）入社
平成13年4月 オリックス・リアルエステート株式会社

(現オリックス不動産株式会社）執行役
員副社長

平成15年6月 オリックス株式会社執行役
平成19年6月 同社常務執行役
平成20年6月 オリックス不動産株式会社執行役員副

社長
平成24年6月 同社執行役員副会長（現在）
平成25年1月 オリックス株式会社グループ COO補佐
平成26年1月 同社グループ Co－ CEO補佐
平成26年6月 同社グループ CEO補佐（現在）
平成26年6月 当社取締役（現在）
平成26年6月 当社指名委員、監査委員、報酬委員
 （現在）

海瀬　和彦
昭和56年4月 当社入社
平成17年4月 当社専務執行役員
平成19年6月 当社取締役兼専務執行役
平成22年6月 株式会社大京アステージ代表取締役副社長
平成24年1月 株式会社大京リアルド代表取締役社長（現在）
平成25年6月 当社取締役（現在）

半林　亨
昭和34年4月 日綿実業株式会社（旧ニチメン株式会社）入社
平成元年4月 同社取締役
平成12年10月 同社代表取締役社長
平成14年5月 中華人民共和国陝西省高級経済顧問（現在）
平成15年4月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社

（現双日株式会社）代表取締役会長・CEO
平成16年6月 ユニチカ株式会社社外監査役（現在）
平成17年6月 中華人民共和国黒龍江省高級経済顧問（現在）
平成17年11月 株式会社ファーストリテイリング社外取締役
 （現在）
平成19年6月 前田建設工業株式会社社外取締役（現在）
平成23年6月 当社取締役（現在）
平成23年6月 当社指名委員、監査委員、報酬委員（現在）

山口　陽
昭和54年4月 当社入社
平成10年7月 当社北関東支店長
平成11年6月 当社取締役
平成17年4月 当社取締役常務執行役員
平成17年6月 当社取締役兼常務執行役
平成19年6月 当社取締役兼専務執行役
平成20年10月　 扶桑レクセル株式会社代表取締役社長
平成22年6月 当社取締役兼代表執行役社長（現在）
平成22年6月 当社指名委員、報酬委員（現在）
平成26年6月 株式会社大京アステージ代表取締役社長（現在）

※

※

※

執行役
代表執行役会長 門脇　克俊

代表執行役社長 山口　陽

専務執行役 落合　英治

専務執行役 雲嶋　寧彦

執　行　役 善積　義行

執　行　役 沼生　邦彦

執　行　役 宮川　公之介

執　行　役 久保田　克巳

執　行　役 麻村　宏

執　行　役 世利　幸仁

執　行　役 藤平　善久
（2014年8月6日現在）

かどわき　かつとし

くもじま　やすひこ

みやはら　あきら

まつもと　　てつお

はんばやし とおる

かいせ　　かずひこ

やまぐち　あきら
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経営成績・財政状態に関する分析

事業環境
　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による財政政
策や日本銀行による金融政策などにより円安・株高基調が続
き、企業業績の改善や個人消費の持ち直しが見られるなど、緩
やかな回復傾向となりました。
　マンション市場におきましては、マンション建設における労
務・資材コストの上昇に加え、一部の地域において用地価格の
上昇等も見られましたが、販売面における需要は底堅く、低金
利や消費税増税に対する住宅取得優遇政策などを背景に、契
約率は順調に推移いたしました。

業績概要
　このような事業環境のもと当連結会計年度の業績は、連結
子会社化した（株）穴吹工務店およびその子会社の寄与などに
より、営業収入は3,338億13百万円（前期比312億2百万円
増、10.3％増）となりましたが、（株）穴吹工務店およびその
子会社の棚卸資産等について時価評価を行ったことにより、
連結決算における営業利益への貢献は限定的であること、ま
た、主力のマンション販売において竣工戸数が前期に比べて
少ない計画であったことなどから、営業利益は181億28百万
円（同39億72百万円減、18.0％減）、経常利益は168億65
百万円（同34億5百万円減、16.8％減）となりました。当期純
利益は（株）穴吹工務店の連結子会社化に伴う負ののれん発生
益の計上などにより218億29百万円（同62億94百万円増、
40.5％増）となりました。

セグメント別の概況
　セグメントごとの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントの金額はセグメント間取引を含んでおります。

セグメント別業績 単位：百万円

3月31日に終了した連結会計年度 2013 2014 増減

区分 営業収入 営業利益 営業収入 営業利益 営業収入 営業利益

不動産開発事業 158,899 14,923 142,765 9,182 (16,133) (5,740)

不動産管理事業 122,620 8,317 158,257 9,690 35,636 1,372

不動産流通事業 23,183 1,223 36,632 2,388 13,449 1,164

調整額（消去又は全社） (2,092) (2,362) (3,841) (3,132) (1,749) (769)

　合計 302,610 22,101 333,813 18,128 31,202 (3,972)

不動産開発事業
　連結子会社化した（株）穴吹工務店の寄与はあったものの、
マンション販売において竣工戸数が前期に比べて少ない計画
であったことから、売上戸数は3,790戸（前期比171戸減）、
売上高は1,321億3百万円（同206億46百万円減）となり、不
動産開発事業の営業収入は1,427億65百万円（同161億33
百万円減）、営業利益は91億82百万円（同57億40百万円減）
となりました。
　なお、当連結会計年度末におけるマンション既契約残高は
2,317戸、820億80百万円（前期末比705戸増、169億90
百万円増）となりました。

＜主な売上計上物件（マンション分譲）＞
ライオンズ立川グランフォート 東京都立川市
ライオンズ仙台レジデンス 宮城県仙台市
ライオンズ武蔵境マスターズゲート 東京都武蔵野市
ライオンズ練馬レジデンス 東京都練馬区
サーパスシティ栗林公園ウエストテラス 香川県高松市

不動産管理事業
　連結子会社化した（株）穴吹コミュニティおよび（株）穴吹建
設が寄与したことなどにより、管理受託収入は801億25百万
円（前期比100億82百万円増）、請負工事収入は679億72
百万円（同210億48百万円増）となりました。
　これらの結果、不動産管理事業の営業収入は1,582億57
百万円（同356億36百万円増）、営業利益は96億90百万円

（同13億72百万円増）となりました。
　なお、当連結会計年度末におけるマンション管理受託戸数
は516,658戸（前期末比73,187戸増）、請負工事受注残高
は236億66百万円（同79億12百万円増）となりました。

不動産流通事業
　売買仲介および不動産販売が好調に推移したことに加え、
連結子会社化した（株）穴吹不動産センターが寄与したことな
どにより、不動産流通事業の営業収入は366億32百万円（前
期比134億49百万円増）、営業利益は23億88百万円（同11
億64百万円増）となりました。

財政状態に関する分析
　当連結会計年度末における総資産は、3,028億20百万円

（前期末比273億78百万円増）となりました。これは、「受取
手形及び売掛金」が57億89百万円、たな卸不動産が107億
23百万円、無形固定資産が87億44百万円それぞれ増加した
ことなどによるものです。
　負債は、1,528億26百万円（同86億98百万円増）となりま
した。これは、有利子負債が55億17百万円、「退職給付引当
金」が46億37百万円減少した一方、「退職給付に係る負債」が
101億36百万円、「未払法人税等」が40億92百万円それぞれ
増加したことなどによるものです。なお、資金調達の機動性確
保と当社グループ全体の資金効率向上のため、主要金融機関
と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しており
ます。
　純資産は、1,499億94百万円（同186億79百万円増）と
なりました。これは、普通株式および優先株式に係る配当金
21億65百万円の支払いを行った一方、当期純利益の計上に
より「利益剰余金」が196億64百万円増加したことなどによ
るものです。また、自己資本比率は49.5％（同1.8ポイント
増）、１株当たり純資産額は173.65円（同41.34円減）とな
りました。
　なお、これらの増減の多くは、主に（株）穴吹工務店およびそ
の子会社を連結子会社化したことによるものです。

連結キャッシュ・フローの状況
　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資
金」という。）は、964億13百万円（前期末比192億92百万円
減）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は
202億20百万円（前期は465億23百万円の増加）となりまし
た。これは、税金等調整前当期純利益259億63百万円および
たな卸不動産の減少195億53百万円などにより資金が増加
した一方、負ののれん発生益102億13百万円、売上債権の増
加42億51百万円および仕入債務の減少78億14百万円など
により資金が減少したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー
　当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は
255億60百万円（前期は65億86百万円の減少）となりまし
た。これは、固定資産の取得20億95百万円、子会社株式の取
得82億51百万円および定期預金の預入160億円などによる
ものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー
　当連結会計年度において、財務活動による資金の減少は
140億69百万円（前期は249億5百万円の減少）となりまし
た。これは、長期借入金の減少52億60百万円、更生債権等の
弁済63億12百万円および配当金の支払21億57百万円など
によるものです。

事業等のリスク
　当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可
能性のある事項のうち、当連結会計年度末現在で重要と思わ
れる事項を記載しております。このため、今後の経済状況およ
び経営状況によっては、現在重要なリスク要因ではないと判
断される事項が相対的に重要度を増すことや想定していない
新たなリスク要因が発生する可能性があります。
　また、将来に関する記載は、当連結会計年度末現在におい
て判断したものであり、今後の経済状況および経営状況に
よっては、異なる状況になる可能性があります。
　当社グループは、これらの発生する恐れのあるリスクを識
別・評価し、管理することにより、最適なリスク管理体制の構
築に取り組んでまいります。
　

（1） 不動産市場リスク
　不動産開発事業の主力であるマンション分譲の業績は、市
場環境の影響を受けて大きく変動する可能性があります。具
体的には、地価動向、建築コスト動向および競合他社の供給
動向・価格動向の影響を受けやすく、また金利上昇、景気の停
滞やそれに伴う企業収益および個人消費の悪化、不動産関連
税制の変更など経済情勢の変化があった場合には、住宅購入
顧客の購買意欲の著しい減退等の影響により商品・保有資産
等の価値が減少する可能性があり、これらは当社グループの
業績に影響を与える可能性があります。
　なお、当社グループが保有するたな卸資産について、市況の
悪化等によりその価値が大きく減少した場合、たな卸資産の
評価損計上に伴う損失が発生し、当社グループの業績に影響
を与える可能性があります。
　

（2） 不動産管理市場リスク
　不動産管理事業における管理受託料は、今後業界における
価格水準低下が進行する可能性があり、当社グループの業績
に影響を与える可能性があります。
　

Management’sDiscussionand Analysis
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（3） その他の市場リスク（金融・株価・為替動向）
　不動産開発事業の事業資金は、主に金融機関からの借入れ
により調達しており、業績悪化による当社グループの信用力
の低下、金融情勢の悪化により調達が困難になった場合や現
行の金利水準が想定を上回って大幅に変動した場合には、当
社グループの業績に影響を与える可能性があります。
　また、当社グループは上場および非上場の株式を保有して
おります。全般的かつ大幅な株価下落が生じた場合には保有
有価証券に評価損が発生し、当社グループの業績に影響を与
える可能性があります。
　さらに、当社グループは台湾およびオーストラリアに現地
法人を保有しており、為替レートにより円換算後の価値が影
響を受ける可能性があります。
　

（4） 取引先の信用リスク
　不動産開発事業および不動産管理事業においては、施工会
社との間で工事請負契約を締結して建物の建築工事等を行っ
ており、施工会社が信用不安に陥った場合には工期遅延等の
問題が発生し、また、万一取引先の信用低下により経済的損
失が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能
性があります。
　

（5） マンション分譲リスク
　マンション分譲は、開発用地の調査・取得から商品設計、建
築、販売活動を経て売上代金の回収に至るまで長期間にわた
るプロジェクトであり、かつ建築確認等の開発に必要な許認
可の取得や近隣にお住まいの方々へのご説明をはじめ様々な
手続きを必要とするため、以下に記載するリスク要因が想定
され、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
　
① 近隣住民との紛争
　マンションの開発に際しては、建築基準法、都市計画法その
他関係する法令および行政の指導要綱等開発に必要な許認可
を取得することに加えて、周辺地域の暮らしや景観との調和、
自然環境の保護などに十分配慮し、近隣にお住まいの方々の
ご意見、ご要望を反映することに努めております。
　しかしながら、近隣にお住まいの方々との協議の結果に
よっては、開発に必要な許認可を取得している場合において
も、当初の開発計画の工程遅延、販売計画の変更が生じるこ
とも想定され、その場合、事業展開に影響を及ぼす可能性があ
ります。
　

② 地中障害、土壌汚染等
　マンション開発用地の取得にあたっては、あらかじめ対象用
地の地中埋設物や、生活環境にふさわしくない化学物質等の
汚染の有無について可能な範囲で調査を実施しております。
　また、開発用地の売買契約締結においては、当該リスクを排
除するために売主へ瑕疵担保責任を負担させるなど、事業上
のリスク回避に努めております。
　しかしながら、予想外の損害が発生する場合や、発生した場
合に売主の損害賠償責任の負担能力が欠落することなどによ
り、当初の開発計画の工程遅延、コストの増加等、事業展開に
影響を及ぼす可能性があります。
　
③ 瑕疵等の発生
　マンションの建築工事については当社の基準により十分
な建築技術を有する施工会社に発注を行うとともに、各マン
ション着工時の施工技術の検討会をはじめ、独自の設計基準・
品質管理基準による厳格な品質管理体制および設計・施工の
各段階において複数回のチェックを行うことなどにより、耐震
性を含めた建築基準法を遵守する体制を整備しております。
　しかしながら、設計・施工不良等の瑕疵を起因とした不測の
事態が発生し、当社グループの責任が問われた場合、補修工
事や補償費等の負担が発生し、その内容や負担規模によって
は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
　

（6） オペレーショナルリスク
　当社グループが業務を遂行していくにあたっては各種のオ
ペレーショナルリスクが存在し、例えば不適切な販売行為、従
業員による不正行為、事務処理のミス、労務管理での問題発
生等のリスクが考えられます。当社グループは、オペレーショ
ナルリスクをコントロールし、適正な管理水準を維持するよう
努めておりますが、当該リスクの顕在化により当社グループ
の信用失墜による売上の減少、損害賠償の発生など、当社グ
ループの業績に影響を与える可能性があります。
　

（7） 法的規制リスク
　当社グループの各事業には、不動産関連法制が適用される
ため、将来において、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計
画法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、建設業
法等の不動産関連法制が変更された場合、または、不動産関
連法制が新設された場合には、新たな義務の発生、費用負担
増加等により、当社グループの業績に影響を与える可能性が
あります。
　

（8） 個人情報リスク
　当社グループは、不動産購入顧客ならびに購入検討顧客や
不動産管理業務における区分所有者等の多くの個人情報を保
有しております。個人情報保護法にしたがって、個人情報の
取扱いに関するルールを設けるなど体制の整備に取り組んで
おりますが、不測の事態により、万が一、個人情報が外部へ流
出、漏洩するような事態が発生した場合、当社グループの信用
失墜による売上の減少、損害賠償の発生など、当社グループ
の業績に影響を与える可能性があります。
　

（9） システムリスク
　コンピュータシステムについては、データのバックアップ
確保等の安全対策を講じ万全を期しておりますが、不測のト
ラブルにより、システムが停止するといった障害が発生した
場合には、当社グループの業務処理、営業活動に大きな影響
を及ぼし、当社グループの業績に影響を与える可能性があり 
ます。
　

（10） 災害リスク
　地震、風水害等の自然災害および事故、火災、テロ等の人的
災害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を与え
る可能性があります。
　

（11） 繰延税金資産
　当社グループは、税務上の繰越欠損金が発生しており、当
該繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上しております。繰
延税金資産につきましては、将来の課税所得に関する予測に
基づき回収可能性を慎重に検討したうえで計上しております
が、今後の業績動向等により、計上額の見直しが必要となった
場合には、当社グループの当期純利益に影響を与える可能性
があります。
　なお、当該繰越欠損金が消滅した段階においては通常の税
率に基づく法人税等の税金が発生し、当社グループの当期
純利益およびキャッシュ・フローに影響を与えることとなり 
ます。
　

（12） のれん
　当社グループは、企業買収に伴い発生した相当額ののれん
を計上しております。当社グループは、当該のれんにつきま
して、それぞれの事業価値および事業統合による将来のシナ
ジー効果が発揮された結果得られる将来の収益力を適切に反
映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化
等により期待する成果が得られない場合、減損損失が発生し、
当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

（13） 優先株式
　当社の発行した第１種優先株式（以下「優先株式」）について
は、取得請求権が付与されており、優先株主は優先株式の取
得を当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求すること
が可能であります。
　優先株式の取得を請求し得べき期間（以下「取得請求期
間」）は、2007年10月１日以降18年間となっており、将来、
優先株式の取得請求に伴い普通株式が交付された場合、当社
の発行済普通株式数が増加することとなり、その結果として
当社の株価に影響を及ぼす可能性があります。
　なお、2014年６月25日現在において、取得請求は受けて
おりません。

（14） オリックスグループとの関係
　当社は、2014年２月27日付でオリックス（株）の連結子会
社に該当することとなりました。
　当連結会計年度末現在、当社グループとオリックス（株）ま
たはその子会社もしくは関連会社（「以下「オリックスグルー
プ」）の関係は、次のとおりです。
　
① 資本関係
　オリックス（株）は、当社の発行済株式総数の64.14％（う
ち普通株式62.97％、優先株式1.17％）にあたる547,490
千株（うち普通株式537,490千株、優先株式10,000千株）
を保有しております。また、総株主の議決権に対するオリック
ス（株）の所有議決権数の割合は64.1％（間接所有0.0％を含
む。）となっております。
　
② 人的関係
　当社グループの役員のうち、役員１名がオリックスグルー
プの役員を兼任しており、また、役員２名が、同グループから
の出向者（当社１名、子会社１名）となっております。
　
③ 取引関係
　当社グループは、オリックスグループとマンション分譲に
関する共同事業や販売受託取引等の営業取引を行っておりま
す。
　
　当社グループは、独立した事業運営を行っておりますが、今
後、オリックスグループとの関係が変化した場合、当社グルー
プの信用力や事業運営に影響を与える可能性があります。
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単位：百万円

資産の部 2013 2014

流動資産
　現金及び預金 ¥116,033 ¥  96,622

　受取手形及び売掛金 12,666 18,455

　有価証券 99 16,000

　販売用不動産 20,836 15,289

　仕掛販売用不動産 57,021 82,138

　開発用不動産 16,701  7,855

　その他のたな卸資産 1,391  2,591

　繰延税金資産 4,423 3,984

　その他  7,005 8,858

　貸倒引当金 (26) (24)

　　流動資産合計 236,152 251,770

固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 5,904 6,943

　　　減価償却累計額 (2,895) (3,280)

　　　建物及び構築物（純額） 3,008 3,662

　　土地 12,347 13,674

　　その他 1,381 1,702

　　　減価償却累計額 (859) (1,072)

　　　その他（純額） 521 629

　　有形固定資産合計 15,878 17,966

　無形固定資産
　　のれん 11,131 12,463

　　その他 3,797 11,209

　　無形固定資産合計 14,928 23,673

　投資その他の資産
　　投資有価証券 1,804 1,352

　　繰延税金資産 438 922

　　その他 6,522 7,399

　　貸倒引当金 (282) (264)

　　投資その他の資産合計 8,483 9,409

　固定資産合計 39,289 51,049

資産合計 ¥275,442 ¥302,820

連結貸借対照表
3月31日現在

単位：百万円

負債の部 2013 2014

流動負債
　支払手形及び買掛金 ¥  33,949 ¥  30,103

　短期借入金 19,903 20,166

　未払法人税等 1,127 5,219

　前受金 10,388 11,656

　賞与引当金 1,655 3,203

　役員賞与引当金 61 127

　その他 15,556 17,587

　流動負債合計 82,643 88,065

固定負債
　社債 7,000 7,000

　長期借入金 42,180 36,417

　繰延税金負債 654 2,661

　退職給付引当金 4,637 —

　役員退職慰労引当金 284 325

　退職給付に係る負債 — 10,136

　その他 6,726 8,221

　固定負債合計 61,484 64,761

負債合計 144,127 152,826

純資産の部
株主資本
　資本金 41,171 41,171

　資本剰余金 38,098 38,098

　利益剰余金 53,186 72,850

　自己株式 (1,314) (1,326)

　株主資本合計 131,142 150,793

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金 192 332

　為替換算調整勘定 (44)  23

　退職給付に係る調整累計額 — (1,182)

　その他の包括利益累計額合計 147 (826)

少数株主持分 24 27

純資産合計 131,314 149,994

負債純資産合計 ¥275,442 ¥302,820
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連結損益計算書
単位：百万円

2013 2014
営業収入 ¥302,610 ¥333,813
営業原価 253,975 285,207
売上総利益 48,635 48,605
販売費及び一般管理費 26,533 30,476
営業利益 22,101 18,128
営業外収益
　受取利息 171 97
　受取配当金 21 20
　その他 509 578
　営業外収益合計 701 696
営業外費用
　支払利息 1,444 912
　借入手数料 648 330
　補修工事費 137 342
　その他 302 373
　営業外費用合計 2,532 1,959
経常利益 20,270 16,865
特別利益
　固定資産売却益 —  2
　段階取得に係る差益 — 1,204
　負ののれん発生益 605 10,213
　その他 — 274
　特別利益合計 605 11,694
特別損失
　固定資産売却損 11 19
　固定資産除却損 92 175
　減損損失 624 229
　退職給付制度改定損 — 2,092
　その他 37 80
　特別損失合計 765 2,597
税金等調整前当期純利益 20,111 25,963
法人税、住民税及び事業税 2,562 7,424
法人税等調整額 2,011 (3,294)
法人税等合計 4,573 4,130
少数株主損益調整前当期純利益 15,537 21,832
少数株主利益 2 2
当期純利益 ¥  15,535 ¥  21,829

連結損益計算書及び連結包括利益計算書
3月31日に終了した連結会計年度

連結包括利益計算書
単位：百万円

2013 2014
少数株主損益調整前当期純利益 ¥15,537 ¥21,832
その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 66 140
　為替換算調整勘定 (7)  68
　その他の包括利益合計 59 208
包括利益 ¥15,596 ¥22,040

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 15,594 22,037
　少数株主に係る包括利益 2 2

単位：百万円

2013
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥39,580 ¥(1,310) ¥117,540
当期変動額
　剰余金の配当 (1,929) (1,929)
　当期純利益 15,535 15,535
　自己株式の取得 (4) (4)
　自己株式の処分 (0) 0 0
　利益剰余金から資本剰余金への振替 0 (0) —
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額)  
当期変動額合計 — —  13,605 (3)  13,601
当期末残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥53,186 ¥(1,314) ¥131,142

その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計その他有価証券 

評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る 
調整累計額

その他の包括利益 
累計額合計

当期首残高 ¥126 ¥(37) ¥— ¥  88 ¥— ¥117,629
当期変動額
　剰余金の配当 (1,929)
　当期純利益 15,535
　自己株式の取得 (4)
　自己株式の処分 0
　利益剰余金から資本剰余金への振替 —
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 66 (7) —  59  24  83
当期変動額合計 66 (7) — 59 24 13,685
当期末残高 ¥192 ¥(44) ¥— ¥147 ¥24 ¥131,314

連結株主資本等変動計算書
3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

2014
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥53,186 ¥(1,314) ¥131,142
当期変動額
　剰余金の配当 (2,165) (2,165)
　当期純利益 21,829 21,829
　自己株式の取得 (14) (14)
　自己株式の処分　 (0) 1 1 
　利益剰余金から資本剰余金への振替 0 (0) —
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額)
当期変動額合計 — — 19,664 (12) 19,651
当期末残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥72,850 ¥(1,326) ¥150,793

その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計その他有価証券 

評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る 
調整累計額

その他の包括利益 
累計額合計

当期首残高 ¥192 ¥(44) ¥      — ¥ 147 ¥24 ¥131,314
当期変動額
　剰余金の配当 (2,165)
　当期純利益 21,829
　自己株式の取得 (14)
　自己株式の処分 1
　利益剰余金から資本剰余金への振替 —
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 140  68 (1,182) (974) 2 (971)
当期変動額合計 140  68 (1,182) (974) 2 18,679
当期末残高 ¥332 ¥ 23 ¥(1,182) ¥(826) ¥27 ¥149,994
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連結キャッシュ・フロー計算書
3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

2013 2014

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 ¥  20,111 ¥  25,963
　減価償却費 851 1,595
　減損損失 624 229
　貸倒引当金の増減額（減少） (0) (37)
　のれん償却額 921 1,062
　負ののれん発生益 (605) (10,213)
　受取利息及び受取配当金 (192)  (118)
　支払利息 1,444 912
　固定資産除売却損益（益） 103 192
　段階取得に係る差損益（益） — (1,204)
　退職給付制度改定損益（益） — 2,092
　売上債権の増減額（増加） (262) (4,251)
　前受金の増減額（減少） (4,792) (2,933)
　たな卸不動産の増減額（増加） 35,549 19,553
　仕入債務の増減額（減少） (7,835) (7,814)
　預り金の増減額（減少） 1,112 (3,293)
　その他 1,343 2,851
　小計 48,372 24,587
　利息及び配当金の受取額 188 106
　利息の支払額 (1,414) (927)
　法人税等の支払額又は還付額（支払） (622) (3,546)
　営業活動によるキャッシュ・フロー 46,523 20,220
投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形及び無形固定資産の取得による支出 (5,290) (2,095)
　有形及び無形固定資産の売却による収入 849 60
　有価証券の取得による支出 (99) —
　有価証券の売却及び償還による収入 55 100
　投資有価証券の取得による支出 (1) (17)
　投資有価証券の売却及び償還による収入 — 34
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 (2,258) (8,251)
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 44 —
　定期預金の預入による支出 (75) (16,000)

　その他 189 609
　投資活動によるキャッシュ・フロー (6,586) (25,560)
財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（減少） (2,238) (278)
　コマーシャル・ペーパーの純増減額（減少） (500) —
　長期借入れによる収入 26,751 25,000
　長期借入金の返済による支出 (43,903) (30,260)
　社債の発行による収入 6,955 —
　社債の償還による支出 (10,000) —
　更生債権等の弁済による支出 — (6,312)
　配当金の支払額 (1,922) (2,157)
　その他 (47) (61)

　財務活動によるキャッシュ・フロー (24,905) (14,069)
現金及び現金同等物に係る換算差額 19 59
現金及び現金同等物の増減額（減少） ¥  15,051 ¥ (19,350)
現金及び現金同等物の期首残高 100,654 115,706
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 — 57
現金及び現金同等物の期末残高 ¥115,706 ¥  96,413

H i s t o r y
沿革

■ 株式会社大京商事設立

■ 大京観光株式会社（現株式会社大京）設立

■ ライオンズマンションシリーズ第１号発売

■ マンション管理の専門会社として大京管理株式会社（現株式会社大京アステージ）を設立

■ 事業主別マンション発売戸数で初の業界第１位

■ 住宅流通センター（現株式会社大京リアルド）を設置し、不動産流通・仲介事業を開始

■ 東京証券取引所市場第２部に上場（１９８４年に市場第１部に上場）

■ 大京観光株式会社を株式会社大京に社名変更

■ 不動産流通・仲介事業の専門会社として株式会社大京住宅流通（現株式会社大京リアルド）を設立

■ 日本一の55階建超高層マンション（当時）が竣工

■ オリックス株式会社と資本提携

■ 企業統治の強化を目的に委員会等設置会社（現委員会設置会社）に移行

■ マンション等の専有部に関するサービスを行う株式会社大京エル・デザインを設立

■ ライオンズマンションシリーズ6,000棟目を発売

■ 台北市に台灣大京股份有限公司（株式会社台湾大京）設立

■ 株式会社アセットウェーブ（現株式会社大京アセットウェーブ）の全株式を取得し、子会社化

■ 子会社である扶桑レクセル株式会社を吸収合併

■ ビル管理等を手がけるオリックス・ファシリティーズ株式会社の全株式を取得し、子会社化

■ マンション管理を手がける株式会社 J・COMSの全株式を取得し、子会社化

■ 株式会社大京アステージがマンション管理を手がける株式会社グランドアメニティの株式を取得し、子会社化

■ 株式会社大京アステージが株式会社ジャパン・リビング・コミュニティを吸収合併

■ オリックス・ファシリティーズ株式会社が主に電気設備工事を手がける株式会社アペックス和光

　（現オリックス・エンジニアリング株式会社）を株式交換により子会社化

■ 株式会社穴吹工務店の全株式を取得し、子会社化

■ 株式会社大京アステージが工事事業を会社分割により株式会社大京建設（設立：2013年）に継承

■ オーストラリア、クィーンズランド州ブリスベン市に設立した

　現地法人「DAIKYO AUSTRALIA PTY LTD（大京オーストラリア株式会社）」の営業を開始

■ 設立50周年を迎える
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C o r p o r a t e P r o f i l e
会社概要

S t o c k I n f o r m a t i o n
株式情報

（2014年3月31日現在）

会社概要

名　　　　　称 株式会社大京（英文名 DAIKYO INCORPORATED）
創　　　　　業 1960年7月1日
設　　　　　立 1964年12月11日
本 社 所 在 地  151-8505　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13 千駄ヶ谷第21大京ビル
資　　本　　金 411億71百万円（2014年3月31日現在）
決　　算　　日 3月31日
連 結 子 会 社  18社 (2014年3月31日現在 )
従　　業　　員 5,088名（2014年3月31日現在・連結）
主要取引銀行  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
 三井住友信託銀行株式会社
 株式会社みずほ銀行
 株式会社三井住友銀行
 農林中央金庫
主　要　株　主 オリックス株式会社
主な加盟団体  一般社団法人不動産協会
 一般社団法人日本経済団体連合会
 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
主な許認可番号 宅地建物取引業／国土交通大臣（13）第792号
 建設業／国土交通大臣許可（特 -23）第4238号
 不動産特定共同事業／金融庁長官・国土交通大臣第18号
 一級建築士事務所／本社：東京都知事登録第18268号
株　式　上　場 東京証券取引所市場第1部

普通株式
843,542,737株

金融機関
7.6%

個人・その他
16.6%

外国法人等
7.7%

金融商品
取引業者
2.7%

その他の法人
65.4%

発行済株式の総数 株主数

普通株式　843,542,737 株 28,358 名

優先株式　　10,000,000 株

所有者別株式分布状況（普通株式）

普通株式
株主名   持株数（千株）
オリックス株式会社  537,490
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  17,995
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  7,302
ビービーエイチボストンジーエムオーインターナシヨナル
イントリンシツクバリユー  6,700
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5,573
大京グループ従業員持株会  5,520
日本証券金融株式会社  5,032
大京取引先持株会  4,913
三菱 UFJ 信託銀行株式会社  3,599
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１）  3,485

優先株式
株主名   持株数（千株）
オリックス株式会社  10,000

項目 第1種
発行総額 40億円

発行株数 1,000万株

発行価額 400円

保有者 オリックス

配当

上限 40円

配当金 Tibor+1.75％

参加 /累積 非参加 /非累積

残余財産の分配請求権 400円

議決権 なし

復活条項 優先配当不能時

併合 /分割 なし
取得請求権
当初取得価額 444.0円

取得価額の修正
下方修正

2008年10月1日以降	
毎年時価に

取得価額の調整 あり
下限 351.6円

請求期間 2007年10月1日以降	
18年間

取得条項
取得条件成就日 2025年10月1日
取得価額 30取引日平均
下限 355.2円

優先株間の優先順位 同順位

優先株式の発行要領（2014 年 3 月 31 日現在）

（注）「TIBOR」とは毎年4月1日現在における日本円レファレン
ス・レート（1年物）として全国銀行協会によって公表される
数値をいう。第1種優先株式では、日本円 TIBORまたはこ
れに換えて用いる数値は％未満小数第4位まで算出し、そ
の小数第4位を四捨五入する。取得価額の30取引日平均
は、取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引
日の終値の平均値とする。
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Daik yo Group Net work

■株式会社大京　http://www.daikyo.co.jp/
 151-8506　東京都渋谷区千駄ヶ谷４-24-13 千駄ヶ谷第21大京ビル　TEL.03-5410-1051（代表）
■株式会社穴吹工務店　http://www.anabuki.co.jp/
 760-8520　香川県高松市藤塚町1-11-22　TEL.087-835-7111（代表）
■株式会社台湾大京 (台灣大京股份有限公司 )	／	TAIWAN	DAIKYO	INCORPORATED　http://www.daikyo.com.tw/
 台北市大安區復興南路一段３80號4樓之3 ／ 4F-3, No.３80, Sec.1, Fuxing S. Rd., Da-An District, Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
 TEL.02-2755-2992 ※日本からは（+886-2-2755-2992） FAX.02-2755-2993
■大京オーストラリア株式会社／DAIKYO	AUSTRALIA	PTY	LTD　
 13th Floor 144 Edward Street Brisbane QLD 4000 Australia
 TEL.07-3221-0414 ※日本からは（+61-7-3221-0414） FAX.07-3221-1670

■オリックス・ファシリティーズ株式会社　http://www.orix-f.co.jp/
 本店　600-8385　京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町99　TEL.075-841-7550（代表）
 本社　151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-5 代々木大京ビル　TEL.03-6324-4010（代表）
■オリックス・エンジニアリング株式会社　http://www.orix-eng.co.jp/
 151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-25-5 代々木大京ビル　TEL.03-6324-4100（代表）
■和光アキュテック株式会社　http://www.accutech.co.jp/
 111-0043　東京都台東区駒形1-12-6 駒形松井ビル　TEL.03-3847-2591（代表）
■株式会社アペックス和光タイランド　
 65/1 SOI PREDEEPANOMYONG26, SUKHUMVIT 71RD, KLONGTONNUA,WATTANA, BANGKOK 10110
 TEL./FAX.０2-711-3173 ※日本からは（+66-2-711-3173）

■株式会社大京建設　http://www.daikyo-construction.co.jp/
 151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷４-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル　TEL.03-6757-1229（代表）
■株式会社穴吹建設　http://www.anabuki-kensetsu.co.jp/
 760-0071　香川県高松市藤塚町1-11-22　TEL.087- 835-7288（代表）
■株式会社大京エル・デザイン　http://l-reform.jp/index_pc.html
 151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷４-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル　TEL.03-6367-0400（代表）

■株式会社大京リアルド　http://www.daikyo-realdo.co.jp/
 151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷４-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル　TEL.03-6367-0500（代表）
■株式会社穴吹不動産センター　http://www.anabuki-fc.jp/
 760-0071　香川県高松市藤塚町1-11-22　TEL.087-812-3308（代表）
■株式会社大京アセットウェーブ　http://www.awave.co.jp/
 151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷４-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル　TEL.03-6367-0430（代表）

■株式会社大京アステージ　http://www.daikyo-astage.co.jp/
 151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷４-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル　TEL.03-5775-5111（代表）
■株式会社穴吹コミュニティ　http://www.anabuki-community.com/
 760-0071　香川県高松市藤塚町1-11-22　TEL.087-812-2001（代表）
■株式会社グランドアメニティ　http://www.gr-amenity.co.jp/
 730-0012　広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー　TEL.082-511-2700（代表）

暮らしを、街並を、創造する。
[ 不動産開発事業部門 ] ■不動産開発　■不動産販売　■都市開発

ビル・施設環境の、価値を高める。
[ ビル管理事業部門 ] ■ビル・施設管理　■ CM・PM 事業　■建築設備工事

建物の価値を高め、空間を快適にする。
[ 工事事業部門 ] ■修繕工事　■建設請負　■リフォーム・インテリア事業

暮らしを、不動産を、未来につなぐ。
[ 不動産流通事業部門 ] ■不動産流通事業　■賃貸管理　■資産活用

暮らしの、住まいの、価値を高める。
[ マンション管理事業部門 ] ■マンション管理　■居住者サービス　■管理員業務

●

●
●

●
●

●

●

●

Japan

Bangkok

Brisbane

Taipei

大京グループネットワーク

●

●●

●

●
● ●

●
●
● ●

● ●

●●

●
● ● ●

● ●
●

●●

●● ●
● ●

●●●●

●●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●●
●

●

●
●●

●
●

●

●

札幌

仙台

東京名古屋
大阪
京都

高松
広島

福岡

台北

バンコク

ブリスベン

那覇

●

● ●

●

●
●

●

●

●
●

●株式会社大京の本社・支店等がある拠点都市
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