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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。

代表執行役社長　山口　陽

　安定収益基盤の確立そして、財務基盤の強化に向け、
不動産開発事業を「フロー事業」、不動産管理事業および
不動産流通事業を「ストック事業」と位置付け、ストック
とフローの収益バランスのとれた両輪経営の確立に努め
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。 見通しに関する注意事項

このレポートには、当社の将来についての計画や戦略、業績に関
する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は
過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断し
た仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向、不動産業
界における競争の激化、法規制や税制、諸制度などに関わるリス
クや不確実性を含んでいます。そのため、実際の業績は当社の見
込みとは異なる可能性があることをご承知おきください。

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。
※｢住文化｣とは、住まいの向上を通じて、心の充足を高めるための人々の営み。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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主要パフォーマンスハイライト
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　お客さまのあらゆるライフステージに関わる「住文化」を創造する大京グループでは、あらゆるステーク
ホルダーを視野に入れた取り組みを展開しています。

マンション管理受託戸数
（2016年3月末）

　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。

戸530,095

マンション累計
供給戸数
（2016年3月末）

戸455,023    

マンション管理
組合数 
（2016年 3月末） 

管理世帯数
（2016年3月末）

管理施設数
（2016年3月末）

53万超 9,500組合約

6,000件約

事業拠点
（2016年3月末）

　全国の主要都市に事業拠点を設置すること
でより多くのお客さま、取引先等とのリレー
ション構築が可能となります。

拠点379

事業展開

マンション供給
ターゲット都市人口

海外展開国 

30万人

47都道府県 3ヵ国

　お客さまニーズに応えられる建築・施工能力
を保有しています。

技術系人財数
（2016年3月末）

名約2,000
建築施工・請負実績

新築分譲マンション施工実績
（2016年3月末）

1,400棟累計約

マンション大規模修繕工事実績
（2016年 3月末） 

5,000棟累計約

　安定的な収益基盤を構築し、強固な財務基
盤を確立しました。

自己資本比率
（2016年3月末）

%60.5

D/Eレシオ
（2016年3月末）

格付情報

BBB＋ A－

0.23倍

格付投資情報センター (R&I)   日本格付研究所 (JCR)             

　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
する取り組み等を行っています。

　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、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。

　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2013年に実施しました。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
26％減少しました。

　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います。女性社員の内、
3.4人に1人が18歳未満の子どもを持つワーキング
マザーです。

本社ビル発電量
（2016年3月期）

ワット11,496

　次世代の大京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2010年
に開校しました。累計で112名 (内、女性25名）の社
員が受講しました。

お客さまニーズをもとに
開発した商品数
（2016年3月末）

アイテム70

％30
ワーキングマザー比率
（2016年3月期末）

消費電力
（大京本社ビルの消費電力：
2012年3月期比）

水使用量
（2016年3月期）

％減

m3

26

5,285

アウトライン

ネットワーク

建築・
施工能力

財務基盤

ESG関連

名112
企業内大学累計
受講者

（内、女性25名）

従業員数
（2016年3月末）

名5,256
女性比率21％（1,088名）

育児休業取得者
（2016年3月期）

名105
（内、男性9名）

組合加入従業員比率
（2016年3月末）

%6

（安定的） （ポジティブ）

（本社ビル）

（2016年3月末現在）
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　当社グループを取り巻く環境は、絶えず変化しています。既存
マンションストック600万戸超のうち、築30年以上の高経年マン
ションは約170万戸に上り、また総人口の4人に1人は、65歳以
上の高齢者となりました。建物も人も高齢化は進行し、空き家も
社会問題になっています。

高齢者人口

全国のマンション
ストック戸数

空き家数
7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1963 1973 1983

左軸：総住宅数 左軸：空き家数 右軸：空き家率 (％ )
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　日本の総人口は減少する一方、65歳以上
の高齢者割合は年々増加。

　全国のマンションストック戸数600万戸超
のうち、築30年以上のマンションは約170
万戸に。高経年のマンションは増加傾向。

　住宅全体の空き家数は約820万戸に。空き
家率は13.5%となり、過去最高を記録。

1.

2.

%26

万戸600
%13.5

全国のマンションストック戸数 総住宅数、空き家数及び空き家率の推移

3.

住文化を
取り巻く
メガトレンドの
存在

住
文
化
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り
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く
メ
ガ
ト
レ
ン
ド

変わりゆく大京グループの役割

年代

年代

年代

1970～1980

2000

1960 ・マンションが一部の高所得層の人たちのものではないという認識が広がる中、1968年に初めて新築
 マンションを発売。翌1969年にはマンション管理の専門会社（現（株）大京アステージ）を設立。

・2000年に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による「住宅性能表示制度」に基づく
 「建設住宅性能評価書」を業界で初めて取得。

・1978年に事業主別マンション発売戸数で初の業界1位となり、以後2006年まで29年連続1位に。
・1979年に売買仲介部門を開設し、不動産流通事業に着手。1988年に専門会社（現（株）大京穴吹不
  動産）を設立。
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（1950～ 2005年まで５年単位）

住文化を取り巻くメガトレンド

fffffooooorr CChangeReady

出所：国土交通省 出所：総務省 平成25年住宅・土地統計調査

出所：総務省
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お客さまを生涯にわたりサポートできる
循環型バリューチェーンを構築。
住宅関連ビジネスを通じ「環境・高齢化」をテーマとする
地域社会の課題を解決

５つの資本と
そこから生まれたコアコンピタンス

大京グループが推進する
ソリューション

より暮らしやすい
持続可能な
社会の実現に貢献

現在の
大京グループの
ビジネス領域

0706 大京グループレポート 2016大京グループレポート 2016

大
京
グ
ル
ー
プ
の
価
値
創
造

3.1.

2.

コアコンピタンス

● 全国ネットワーク

● 豊富な顧客基盤

● お客さまニーズに応えられる
　 建築・施工能力

● 安定した財務基盤

再生・付加価値
リノベーション
修繕工事

コンパクトシティ
再開発

コアコンピタンスによって
変化したビジネス領域

　ビジネス領域拡大に向け新築マンション分譲以外の事業にも注
力。さらに、グループ会社間での連携を強化したことで、お客さま
を長期間にわたりサポートできる体制を構築しました。

大京グループの価値創造

fffffffffffffffffoooooooooorrr NNNeeeewww VVVaaaalllluuuueeee CCrreeaattiioonnReady

資本

製造資本 知的資本人的資本 社会・
関係資本財務資本

モノ
ハード面での対応

サービス
ソフト面での対応

新規創出

既存の基盤から
生み出されるビジネス

お客さま

●マンション管理受託
●居住者向けサービス
●ビル・施設管理受託
●不動産売買仲介
●省エネコンサルティング
●マンション賃貸・賃貸管理
●不動産投資

●リノベーションマンション販売
●リフォーム工事
●設備工事・解体工事
●マンション修繕
●耐震補強工事

●新築マンション分譲
●戸建分譲
●他社マンション建築請負
●サービス付き高齢者向け住宅供給

●不動産販売代理

ビジネス領域
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  2015年3月期実績 2016年3月期実績 前期比

  
営業収入 3,171 3,348 ＋176

  営業利益 181 183 ＋1

  
経常利益 167 170 ＋3

  親会社株主に帰属する
  当期純利益 121 126 ＋4

（億円）

■ 当期決算概要

ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ

当期の事業環境および業績を振り返ると
　まず、不動産開発事業につきましては、主力のマン

ション販売における平均売上単価が上昇したことなど

により、「営業収入」は増収となりました。しかしながら、

現在手がけている長期大型案件の評価を見直したこと

などによりマンション利益率が低下した結果、「営業利

益」は減益となりました。

　不動産管理事業につきましては、マンション管理受託

戸数が順調に増加し、業界初の53万戸を突破したこと

に加え、ビル・施設等の管理契約も増加いたしました。加

えて、ビル・施設関連の請負工事売上が大幅に増加した

ことなどにより、不動産管理事業の「営業収入」「営業利

益」は増収増益となりました。

　不動産流通事業につきましては、リノベーションマン

ション売上戸数が大幅に増加したことに加え、売買仲介

におけるマンションの取扱単価が上昇したことなどによ

り、「営業収入」「営業利益」は増収増益となりました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、営業収入が

3,348億円、営業利益は183億円、経常利益は170億

円、親会社株主に帰属する当期純利益は126億円とな

りました。

配当方針について
　株主の皆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

に向けた投資を行うとともに、業績を勘案したうえで継

続的な配当を行ってまいります。

　当期の期末配当金は、当期業績等を勘案し、１株当た

り3円といたしました。また、次期（2017年3月期）の期

末配当金は、業績の見通しおよび利益成長に向けた投資

と配当とのバランス等を勘案し、１円増配となる１株当

たり4円とする予定です。

今後に向けた課題について
　当社グループでは、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、更なる収益成長の実現に向け当期より新たな成長ス

テージへと歩を踏み出しましたが、次期以降もその歩み

を継続してまいります。

　不動産開発事業では、「グループ収益の起点」となるマ

ンション事業を安定収益源と位置づけ、収益性を確保し

ながら全国展開し、今後も一定の事業規模を維持してま

いります。

　グループ収益の中核を担う不動産管理事業では、マ

ンションの管理受託戸数No.1企業として、提供サービ

スの更なる進化・拡充に努めてまいるとともに、ビル・施

設管理における専門性や独自性を強化することで他社

との競争を勝ち抜き、事業領域の拡大を図ります。さら

にマンション、ビル・施設ともに、お客さまのニーズを捉

えた付加価値の高い提案力と高品質な施工力を活かし、

工事受注の拡大を進めてまいります。

　今後更なる成長が見込まれる不動産流通事業では、

流通店舗の出店およびエリア拡大などによりプレゼン

ス向上に努めるとともに、特に地方圏における売買仲介

とリノベーションマンション販売を強化し、その全国展

開を一層進展させてまいります。

　今後大京グループは、住宅ストックの維持・再生にと

どまらない、地域社会やコミュニティのお困りごとを解

決する「生活環境創造企業」へ進化してまいります。

トップメッセージ

ステークホルダーの皆さまには
平素より格別のご高配を賜り、
厚くお礼を申し上げます。

代表執行役社長
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　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。

　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

全国のマンション
ストック戸数
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(万戸) (万戸)左軸：新規供給戸数 右軸：累計戸数
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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 供給戸数（戸） 

 1 大京 342,441 

 2 A社 168,049 
 3 B社 131,863 
 4 C社 116,871 
 5 D社 115,839 2.8

資料：㈱不動産経済研究所

※ 各社事業開始から2015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45万戸超。

グループ別
マンション総合管理
受託戸数ランキング
（2016 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  530,095
 2 東急コミュニティーグループ  504,442
 3 日本ハウズインググループ  425,873
 4 長谷工コミュニティグループ  361,204
 5 大和ハウスグループ  332,300
 6 三菱地所グループ  315,782
 7 三井不動産レジデンシャルサービスグループ  251,874
 8 合人社計画研究所グループ  209,289
 9 住友不動産建物サービス  179,640
 10 日本総合住生活  158,676

 会社名 管理受託戸数（戸）

大京アステージ 426,482
穴吹コミュニティ 103,613

　2015年末のマンションストッ
ク推計は約623万戸（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、
大手寡占化の状態。

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

10万戸以上
47.6

3.1 1.8
5.1

8.1

11.5

82.0
13.7

18.3

8.9

5万戸以上
2万戸以上
1万戸以上
1万戸未満

内円：マンション管理受託
会社規模別割合（上位
494社）

外円：会社規模別市場占有率

（単位：％）

市場環境

市
場
環
境

出所：（公財）東日本不動産
　　　流通機構

出所：（公財）東日本不動産流通機
　　　構資料をもとに当社作成

首都圏
中古マンション
成約状況・発売戸数

首都圏の
リノベーション
マンション数と
中古マンションに
対するシェア

出所：リフォーム産業新聞
（2016年3月期）

中古住宅買取再販 
販売戸数ランキング
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主な流通会社の
仲介実績
（2016 年 3月期）
出所：（株）週刊住宅新聞社

 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 75,609  37,827  1,424,320  275 
 2 東急リバブル 48,379  21,939  1,211,565  158 
 3 住友不動産販売 56,303  35,987  1,065,654  257 
 4 野村不動産グループ 28,028  7,710  713,574  72 
 5 みずほ信不動産販売 13,568  4,151  512,471  45
 6 三菱UFJ不動産販売 17,351  6,081  441,752  43 
 7 三井住友トラスト不動産 17,100  7,208  419,121  71 
 8 三菱地所リアルエステートサービス 7,534  1,278  195,137  9 
 9 大京グループ 7,840  6,564  161,688  67 
 10 大成有楽不動産販売グループ 6,749  4,221  147,688  37

　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。

　中古マンションの需要増に伴
い、リノベーション物件の注目度
も上昇。首都圏では中古マンショ
ンの７戸に1戸がリノベーションマ
ンションと、シェアは確実に拡大。

左軸：成約件数 右軸：築年数

16.0
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(％ )左軸：物件数 右軸：シェア(戸)
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3,000

2,000

1,000

0

              会社名 販売戸数（戸） 再販売上高（億円） 集合住宅比率 

 1 カチタス 3,034 391.0 5% 
 2 フジ住宅 1,518 264.5 80% 
 3 インテリックス 1,393 326.3 100% 
 4 大京グループ 1,236 294.2 100% 
 5 トータルエステート 860 260.0 100%

 3ヶ月単位

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 2015｣　

大京グループ
ビル管理の営業収入

2012/3 2014/3 2015/3 2016/32013/3
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　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。関連工事は東日本大震災以後、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。

（予想）
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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）

営業収入に占めるストック・フローの割合

フロー事業

連結

大京グループ

不動産
管理

不動産
流通

不動産
開発

営業収入 1,222億円
営業利益 86億円

営業収入 1,628億円
営業利益 96億円

営業収入 549億円
営業利益 32億円

営業収入 3,348億円
営業利益 183億円

2016年3月期 2016年3月期

2016年3月期

2016年3月期
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※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

不動産開発

フロー事業

不動産管理 不動産流通

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

サービス付高齢者住宅

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

※

※

　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。

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。

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

61%78% 57%78% 55%76% 52% 42% 38% 36%

39%

22%

43%

22%

45%

24%

48%
58% 62% 64%

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

～2009/3 2010/3～

2013/3 2014/3 2015/3 2016/3
時間の経過

マンション購入検討 契約

リフォーム

売却

賃貸

¥¥

お客さま

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

所有者全員で
管理組合を設立

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入居

建替え修繕工事

ストック事業

管理組合さま

ビジネス概況

ビ
ジ
ネ
ス
概
況

フロー事業 ストック事業

ストック事業 フロー事業
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フ
ロ
ー
事
業

不
動
産
開
発
事
業

営業収入（億円）

2016/32015/3

1,207 1,222

1,427

2014/3※

マンション売上高（億円）　と
マンション利益率（％）

2016/32015/3

1,080

1,321

1,066

2014/3

21.321.3 24.724.7
22.922.9

連結営業収入全体に占める
不動産開発事業の割合（2016年3月期）

不動産
開発事業
36%

営業収入

営業利益（億円）

2016/32015/3

101
86

78

2014/3※

※2014/3期実績は、会計方針変更に伴い
　遡及適用後の金額を記載しております。

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。

竣工

建築確認
申請下付

用地仕入

販売販売
（供給）

アフター
サービス

着工

契約 引渡

既契約

売上

建設予定地

フロー事業

不動産開発事業 グループシナジーの最大化

再開発事業の推進

● 今期（16/3期）:共同事業（大京・穴吹工務店）3物件が竣工。
● 次期（17/3期）:共同事業およびグループ施工5物件が竣工予定
　 さらに再開発事業3物件も推進。

● 今期（16/3期）は、６案件・計画総戸数約1,200戸が事業決定。
● 現在12案件を推進中。次期（17/3期）は、再開発事業2物件が竣工予定。

ライオンズ比治山本町
広島県広島市 

（2016年2月竣工）

ライオンズ笹丘
サーパスレジデンス 
福岡県福岡市

 （2016年9月竣工予定）

ライオンズ国泰寺
グランアクシス
広島県広島市

（2016年12月竣工予定）
※穴吹工務店・大京穴吹建設

共同企業体

西鉄久留米 プロジェクト
福岡県久留米市 
（再開発案件）

鹿児島 プロジェクト 
鹿児島県鹿児島市
（再開発案件）

浅間町 プロジェクト
愛知県名古屋市

（2017年下期竣工予定）

ライオンズ横濱鴨居
ザ・リゾーティア
神奈川県横浜市

（2016年6月竣工予定）
※穴吹工務店・大京穴吹建設

共同企業体

ライオンズ千代田岩本町
東京都千代田区

(2018年2月竣工予定 ) ライオンズ小岩
グランテラス
東京都江戸川区

（2017年3月竣工予定）

ライオンズ柏旭町
サーパスレジデンス 
千葉県柏市

（2015年9月竣工）

ライオンズ柏千代田
サーパスレジデンス
千葉県柏市 

（2015年9月竣工）

ライオンズ新船橋
サーパスレジデンス 
千葉県船橋市

（2016年7月竣工予定）

  共同事業物件

  穴吹工務店施工物件

● 16/3期竣工
● 17/3期竣工予定
● 18/3期以降竣工予定

再開発事業　案件一覧

■推進中案件■17/3期竣工予定

ライオンズ大垣駅前
ローレルタワー
岐阜県大垣市 

（2016年9月竣工予定・完売）

ライオンズタワー柏
千葉県柏市

 （2016年5月竣工予定・完売）

■ 主な事業会社
株式会社大京
株式会社穴吹工務店

　主に新築マンション事業において用地仕入から企画・販
売、アフターサービスまで一貫した事業展開を全国で行っ
ています。また建築施工能力を活かし、グループ施工によ
る新築マンション供給を行っています。

 　　　　　　　　　　　　  エリア  案件数 内、16/3期決定案件 

  
北海道・東北エリア 4案件 1案件   

  首都圏エリア 3案件 1案件   

  
中部エリア 2案件 2案件   

  九州・沖縄エリア 3案件 2案件   

  合計 12案件 6案件
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営業収入（億円）連結営業収入全体に占める
不動産管理事業の割合（2016年3月期）

2016/32015/3

1,582 1,512
1,628

2014/3※ ※※

請負工事の受注残高（億円）　

2016/32015/3

236

304

2014/3 ※※

250

末 末 末

不動産
管理事業
48%

営業収入

営業利益（億円）

2016/32015/3

97

82

96

2014/3※ ※※
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ス
ト
ッ
ク
事
業

不
動
産
管
理
事
業

　主に分譲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・施設の管理、警備、清掃等に
加えメンテナンス等も行うビル管理、マンションやビル・施
設等の改修工事等を行う請負工事からなる事業です。

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

マンション管理および請負工事の事業内容

不動産管理事業

ストック事業

         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。

　　   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。

マンション
管理受託

請負工事

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）

請負工事

計画修繕工事と
その役割

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。

1

1 5

32

4

5

計画修繕工事と建物・
設備の性能維持・向上

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

　1970 年代から急速に普及したマンションは累計供給戸数が全国で 600 万戸を超え、今後も築年数の経過したマンションの改修工
事は必要となります。当社グループでは工事会社 2社を合併したことにより、ノウハウ共有や購買力を強化し、より質の高いサービス
を提供していきます。

※2014/3期実績は、会計方針変更に伴い遡及適用後の金額を記載しております。
※※セグメント区分変更に伴い、2015/3期実績は変更後の金額を記載しております。

マンション管理

管理員向け研修センター
1988年マンション管理業界で
初めて管理員向けの研修セン
ターを設置。高いレベルのサー
ビスを習得できるよう、専門的
な研修システムを導入

　特に在宅時間が長い傾向にある高齢者や
主婦のニーズを引き出す取り組みとして、
女性ならではの気配りが発揮できるお客さ
ま係を全国の支店に配置し、住まいに関す
る潜在的な“お困りごと”にも直接耳を傾
け、お客さま満足度向上とビジネスチャン
ス獲得の両立が可能な体制を整備してまい
ります。

総合管理 提供サービス内容

　● 会計業務
　● 理事会・総会運営
　● 維持・修繕の実施調整
　● 設備点検業務
　● 遠隔管理業務

住まいのお困りごとを解決する、女性専門職「お客さま係」の新設

解決方法の提案

お客さま係 居住者さま

日常の
お困りごと

● 管理員業務
● 清掃業務

　マンションの所有者で構成される管理組合との交渉やコミュニ
ケーションを、現場で担う社員を、マンションアドバイザーと呼ん
でいます。マンションアドバイザーは、マンションサポーター（管
理員）と協力し、組合運営のサポートや課題解決のためのコンサル
ティングを行います。

マンション
アドバイザー

マンションサポーター
（管理員）

2.1.

1.

2.
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● マンション総合管理受託戸数が着実に増加し、グループで業界初の53万戸オーバーを達成。 
　 部分管理の受託も増加。
● 次期（17/3期）は、管理受託戸数の増加を図りつつ、個別物件の採算性向上も推進。

マンション総合管理受託戸数・
マンション管理受託収入の推移

531億円
540億円

XXX億円

2015/3末 2016/3末 2017/3末
予想

526,131戸

530,095戸

533,000戸

+3,964戸

管理受託収入（マンション）
マンション管理受託戸数（総合管理）

部分管理の受託状況

4棟

9棟

2015/3末 2016/3末

部分管理新規受託棟数
部分管理新規受託戸数

261戸

418戸

● 医療・福祉施設の管理を拡大。管理一体型 ESCO事業※も新規展開。
● 専門性・強みを生かせる分野の受注強化を継続。

ビル・施設年間契約残高の推移

280億円

290億円

300億円

2015/3末 2016/3末 2017/3末
予想

※ ESCO 事業 : 省エネルギーに関する包括的なサービスを提供するビジネス。
　 提供する省エネルギー効果を保証し、その省エネルギー効果（コスト削減）
　の一部を報酬として受け取る事業。 ※三菱 UFJリース株式会社、東テク株式会社との3 社合同

管理一体型 ESCO事業受託施設

医療・福祉関連受託施設
16/3期末時点で578施設を受託、
年間契約期末残高は48億円。

独立行政法人国立病院機構
京都医療センター

国立大学法人福井大学松岡キャンパス※

● 管理受託マンションからの大規模修繕工事受注率が改善。
● ビル ･施設関連の工事需要を確実に取り込み、大幅な増収を達成。
● 次期（17/3期）は、ビル・施設における省エネ改修工事の受注を強化。

請負工事収入推移・内訳

226億円

612億円

375億円

303億円

696億円

378億円

750億円

2015/3 2016/3 2017/3
予想

マンション関連
ビル・施設関連

その他

22億円
78億円

うち
太陽光関連

うち
太陽光関連

管理受託マンションの
大規模修繕工事受注状況

357棟

366棟
76.8％

81.8％

2015/3末 2016/3末

受注棟数
受注率

ビル・施設管理およびビル工事の事業内容

※ ビルメンテナンス、工事請負は施設オーナーさま以外にも、テナント
入居者さまと契約し、サービスを提供するケースもあります。

ビルメンテナンス
　建物の設備機器の点検、運転監視、
維持管理等を行うとともに、❶ランニ
ングコストを削減し、施設を長く使え
るよう維持、❷最適な清掃管理を行い、
美観・衛生的環境を維持・向上❸保安
警備・防災監視を行い安全性を確保す
ることでオーナーさまの資産である建
物を維持保全し、ご利用者さまにとっ
て快適な空間を実現するためのサービ
スを提供します。

プロパティマネジメント（不動産管理）
　オーナーさまが所有する施設の運
用管理に関する業務一切を受託し、代
行するサービスです。ビルメンテナン
ス業務と連携することで、運用管理だ
けにとどまらず、施設の美観維持もサ
ポートします。
　運用管理状況については、タイム
リーな報告に加え、状況に応じた戦略
提案も行います。

コンストラクションマネジメント（工
事監理）
　建設プロジェクトにおいて、オー
ナーさまの意向やニーズを反映した企
画や設計を提案し、工事監理による品
質の維持に加え、工事の安全管理も行
います。

工事請負
　建設工事、電気工事、設備工事の各
工事において、計画・立案・設計・施工・
補修・改修までのすべてをサポートし、
建物・設備の付加価値を高めるサービ
スを提供いたします。

オーナーさま

ビルメンテナンス

コンストラクション
マネジメント
（工事監理）

プロパティマネジメント
（不動産管理）

工事請負 建設予定地

ビル・施設管理会社 対象建物
提供サービス

テナント

テナント

テナント

テナント請負契約委託契約

清掃、設備点検、警備、緊急対応等

企画設計、発注、工事監理、安全管理

建設工事、電気工事、設備工事、計装工事等

月次レポート

テナント募集、テナント管理、
事務代行、入金管理オーナーさま

の代行

マンション管理

請負工事の実績・概要 ビル・施設管理
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店舗数の拡大

売買仲介・リノベーション
マンション販売の実績・概要
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不動産流通事業

総取扱件数　

2016/32015/3

7,667
827

6,840

7,749 7,800

2014/3

1,2361,236

6,5646,564

1,0561,056

6,6936,693

営業利益（億円）

2016/32015/3

23

29
32

2014/3※ ※※

営業収入（億円）連結営業収入全体に占める
不動産流通事業の割合（2016年3月期）

2016/32015/3

366

484

549

2014/3※ ※※

不動産
流通事業
16%

営業収入

ス
ト
ッ
ク
事
業

不
動
産
流
通
事
業

● 売買仲介取扱件数とリノベーションマンション売上戸数を合わせた総取扱件数は着実に増加。

マンション売上高売買仲介収入 マンション売上戸数売買仲介件数

リノベーションマンション
売上高・売上戸数

234億円
294億円

1,056戸
1,236戸

1,600～1,700戸

2015/3 2016/3 2017/3
（予想）総利益率

20.3％
総利益率
18.0％

+60億円

※2014/3期実績は、会計方針変更に伴い遡及適用後の金額を記載しております。
※※セグメント区分変更に伴い、2015/3期実績は変更後の金額を記載しております。

● 2020年に100店舗出店の実現を目標に、次期（17/3期）は、５店舗以上の新規出店を計画。
● 売買仲介・リフォーム一体型のワンストップサポートを提供する新コンセプト店舗「リノサロン」
     を開設。
● 次期（17/3期）は、売買仲介およびリノベーションマンション販売の更なる拡大に向け、 地方
     エリアにおける件数増加を推進。

● 刷新店舗（6店舗）
● 新規出店（4店舗）
　 ■ 5/12現在17/3期刷新店舗（1店舗）・新規出店（3店舗）

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

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

■ 主な事業会社
株式会社大京穴吹不動産
株式会社大京リフォーム・デザイン

　主にマンションの売買仲介や住居内のリフォームに加
え、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
サポート等を行います。

売買仲介収入・売買仲介件数

74億円 78億円

6,693件 6,564件
7,700～7,800件

2015/3 2016/3 2017/3
（予想）手数料率

4.6％
手数料率
4.9％

三河安城店
（愛知）

西新店 
（福岡）

田町店
（東京・刷新）

※5/12オープン

江坂店
（大阪）

大島営業所
（東京）

千歳船橋店
（東京）

宇都宮営業所
（栃木）

五反田店
（東京）

※5/12オープン

※4/29オープン

※3/12オープン

※1/22オープン

内、52店舗　　56店舗※売買仲介機能を有する拠点
全国68拠点(15/3期末時点)　　70拠点(2016年5月12日時点)

地方エリア※における売買仲介および
リノベーション販売の推移

425件

541件

680件

売買仲介取扱件数
 （マンション）

2015/3 2016/3 2017/3（予想）

4戸

35戸

160戸

リノベーション
マンション販売戸数

売買仲介

不動産販売（リノベーションマンション販売）

※旧穴吹不動産センターの出店エリア

売買仲介取扱件数（件）
リノベーションマンション売上戸数（戸）
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ライオンズマンション

　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棟超を供給。自社施工による製販一体型のビジネスモデルが
特徴。「サーパス（SURPASS）」は、英語の「卓越した」「優れた」が由
来。

http://www.384.co.jp/

大京グループブランド一覧

大
京
グ
ル
ー
プ
ブ
ラ
ン
ド
一
覧

（リノアルファ）

リノアルファ

くらしスクエア

　大京アステージが提供する会員専用サイト。大京アステージが管理受託するマンショ
ンの所有者さまが利用可能。
　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。

https://www.kurashi-s.jp/

http://l-reform.jp/pickup/lrior/index.html

　大京リフォーム・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。 

エルリア

　大京穴吹不動産が提供する1棟リノベーションマンションのブランド。リノアル
ファはマンションの専有部（居住空間）を買い取りリフォーム後再販売するのに対し、
グランディーノは、共用部分を含めた1棟の土地・建物を買い取り、専有部分、共用
部分ともに必要なリノベーションを施したうえで再販売を実施。グランディーノは、
「GRAND：【英】大いなる、壮大な」と「INNOVATION：【英】革新、新機軸」を組み合わ
せた造語。グランディーノ

https://www.384.jp/member/pc/login.php

　穴吹コミュニティが管理受託するマンションの入居者さま専用のインターネット接
続サービスおよびサイト。
　新築時の引渡しの際に専用端末を配布し、パソコンがなくてもインターネットを利
用可能。管理組合の運営状況、管理規約等住まいに関する情報や親子で楽しめる学習
コンテンツ等を搭載。

さーぱすねっと

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

　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。 

プラシディア

http://lions-mansion.jp/sumai/special/house/

http://www.384.co.jp/384home/

　大京および穴吹工務店が供給する戸建ブランド。新築マンション開発で培った実績とノウハウを戸
建に活用。2011年に供給開始。

アリオンテラス
サーパスホーム

（サーパスタウン）
http://www.daikyo-anabuki.co.jp/grandinno/

　大京グループが提供するサービス付き高齢者向け住宅ブラ
ンド。季節の移り変わりを安心な日常生活の暮らしの中で感
じ、光り輝く住生活を送っていただきたいという想い・願いか
ら命名。

http://sumai.daikyo.co.jp/kagayaki/nakano

http://www.384.co.jp/ritsurin/

http://lions-mansion.jp/

　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6,300棟を超える。

http://www.daikyo-anabuki.co.jp/renoalpha/

　大京穴吹不動産が提供するリノベーションマンションのブラ
ンド。買い取ったマンション専有部（居住空間）設備の検査・点
検等を実施後、同社が売主となり再販売。ご入居後、交換設備
に加え、既存設備に対しても、一定期間の保証サービスを提供。

サーパス
マンション

かがやきの季
とき

（大京） （穴吹工務店）
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　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、および社会全体）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。

　大京グループでは、存在意義・経営姿勢・行動規範からなるグループ経営理念を基に、コーポレー
ト・ガバナンスの構築を行い、社会的価値と経済価値の両面から企業の社会的責任を果たすことで、
CSR活動を推進するとともに企業価値の向上を目指します。
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　日本国内のマンションの累計供給
戸数が全国で600万戸を超え、高経年
マンションに対する質の向上が重要に
なっております。
　当社では、2012年にリノベーション
マンションブランド「Renoα（リノアル
ファ）」を立ち上げ、本格的に住宅の再生
を目的としたリノベーション事業をス
タートさせました。
　2015年3月期には、1,000戸を超
える規模を展開しています。

リノベーション（住まいの再生）

グループ
経営理念

経済的価値
（自社利益に寄与）

社会的価値
（社会貢献に寄与）

企業が果たすべき社会的責任
の最低ライン

存在意義
経営姿勢
行動規範

27ページ

28ページ 26ページ

リノベーションマンション
売上戸数（戸）

2016/32015/3

827

1,236

2014/3

1,056

企業が果たすべき
社会的責任の
最低ライン

企業価値を支える基盤：CSR／コーポレート・ガバナンス

社会課題を事業を通じて解決1.

再生・
バリューアップ

コンパクトシティ・
共生・マッチング

サステナブル
の推進

社会課題 大京グループが推進するソリューション

築古マンションの増加 
　●空室率の増加
　●住まい勝手の変化
  （間取りの変化）

居住スタイルの変化
　●居住者の高齢化
　●家族入居→一人
　（単身世帯の増加）
 

環境問題 
　●エネルギー問題
　●災害

大京グループの取り組み事例

● リノベーション 
● 再開発
● 建替え  
● コミュニティ
● 防災
● バケーションレンタル 
● 高齢者向け住宅 
● 自然エネルギー
● パッシブデザイン  

　築年数が経過し老朽化したマンショ
ンを再生させる方法のひとつに建替え
があります。
　当社では、グループで培った様々な
知見や確立させたサポート体制により、
マンション再生の頼れるパートナーと
して、居住者さまの理想をカタチにす
るお手伝いをしていきます。

建替え

建替えに関するセミナーを
実施

　三大都市圏のみならず、地方におい
ても、当社では地域の再生・活性化に
おいて再開発事業は社会的意義のある
ものだと考えており、これまでも全国
各地で多数の再開発事業を実施して
います。

再開発

駅前再開発
ザ・ライオンズ一条タワー岐阜

（コンプライアンス
リスク管理
法令順守）

3.   企業市民としての
社会貢献
社員参加型

1.　　     社会課題を
　 事業を通じて解決

25ページ

4.コーポレート・ガバナンス 2. 従業員やお取引先と共栄

　大京グループでは、マンションにお住
まいの居住者さま同士の活発な交流を
図るため、イベントを開催しています。
　また、マンション内のみならず、その
地域とのイベントへの参加も積極的に
行っています。

コミュニティ

マンション敷地内でのイベン
トの様子
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　当社グループ現経営陣による知見伝
承だけではなく、経営陣と受講生の対
話交流を通じて経営視点を養い、次世
代の大京グループを担う若手・中堅社
員の早期育成を図ります。

　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。

企業内大学

子ども参観日

　第一線で活躍する実務者らを講師と
して招き、さまざまなテーマで講演を
開催しています。社員に対して「学び」や
「気づき」、「つながり」の場を提供する
ことで学び続ける風土を醸成し、働きが
いを高めてもらうといった目的の下、定
期的に開催しています。

オープン講座 Learning Cafe

　当社経営陣や役員が登壇し、企業と
しての実践的な視点から講義を行って
います。

● 大学生への職業講座

　主に高校生以下を対象とし、営業現
場等での仕事内容の説明や、学生の受
け入れを実施しています。

● 企業訪問受け入れ

　当社グループでは、学生の「興味」や「気づき」を醸成し、職業観、勤
労観を高めることを目的とした取り組みを実施しています。

学生受け入れ・職業講義

　本社ビル周辺では、2008年より、知
的障がい者の手作りクッキーやパウンド
ケーキ等の製造販売を行う地元ＮＰＯ
と協力し、社内での販売会を定期的に開
催しています。最近では、障がいのある
社員が淹れるコーヒーと一緒にＮＰＯの
クッキーを毎日販売しています。また、
こうした活動が、関西等全国各地の事業
所に広がっています。

社内販売会

　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、
社内で収集を行っています。

子どもや女性を守る支援活動

　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、グ
ループ全体で復旧支援に努めました。
　その経験から、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。

防災意識の啓蒙

管理組合向けの防災マニュア
ルを作成

　当社では地球にやさしい住まいづくり
を目指し、太陽光や風などの自然エネル
ギーを利用した建築方法を用いること
で、室内環境を快適にする手法を採り入
れています。
　2009年から本格的に始めた同取り組
みにより、省エネルギー等を考慮した設
備を導入することで夏期のエアコン電気
代が3割削減、7月の室温4.9度低下等
の効果が実証されています。
　当システムが評価され2015年度グッ
ドデザイン賞を受賞しました。

自然エネルギーを取り入れた
デザインの企画・導入

システムのひとつ：バルコニーの
上部にグリーンカーテン用フック
（専用取付フックのみ設置）

　次世代教育支援対策推進法に基づき、厚生労働省より子育て支援
等の次世代育成に積極的に取り組み、優良企業としての認定を受け
ています。

くるみんマークの取得

　当社グループでは、育児休業取得者のスムーズな職場復帰を支援
する目的で育児休業取得中の社員とすでに職場復帰し育児と仕事を
両立させている社員との「情報交換会」を開催しています。職場復帰後
の家庭と仕事の両立支援を目的としており、復職予定部署の上司との
面談を行うほか、ワーキングマザーならではの目線や考えを業務にも
活かし、一層の活躍と実現のサポートに努めています。

情報交換会（育休コミュニティ）

　この研修は、一般財団法人経済広報
センターが主催し、教員が民間企業研
修を通じ、企業活動の考え方や企業の
人財育成への取り組みなどについて理
解を深め、その体験を子どもたちへの教
育や学校運営などに活かすことを目的
としたものです。
　この考えに賛同し、当社グループで
は、2015年に合計2回、神奈川県横浜
市の小中学校教員10名に民間企業研
修を実施しました。

教員の民間企業研修

　当社グループは、「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する」という経
営理念のもと、家族や住民同士の絆を育む住まいづくりに取り組んでいます。 そのため、公益財団法人日本障がい者
スポーツ協会（以下「ＪＰＳＡ」）が目指す「スポーツの価値を誰もが享受できる社会」、ひいては「活力ある共生社会」実
現の一助となるべく、オフィシャルパートナー契約を締結しています。今後は、「人と人との絆」を育む共生社会の実現
に向け、ＪＰＳＡとともに障がい者スポーツの普及・振興活動を通じて、障がい者スポーツを応援していきます。

日本障がい者スポーツ協会（JPSA）　オフィシャルパートナー

従業員やお取引先と共栄2.

企業市民としての社会貢献3.

　当社がマンション分譲を始めて40年
以上が経過し、ご入居の方々が徐々に高
齢化する中、老後の暮らしを考え、より
快適な住まい方を提案していくことが
当社のあるべき姿だと考えています。高
齢化社会に適した住居のひとつとして、
2014年からサービス付き高齢者向け住
宅（サ高住）の供給を開始いたしました。
今後10年間で約60棟を展開していく
計画です。

高齢者向け住宅

サ高住第１号物件「かがやきの
季（とき）｣中野南台（東京都中
野区）

育児休業取得者（人）

  2014/3 97（内、男性3名）
2015/3 88（内、男性4名）
2016/3 105（内、男性9名）

  
育休コミュニティ参加者（人）

  2014 29
  2015 31
  2016 26

　当社では「窓の灯を永遠に」をコンセ
プトに、空室となっているマンション
の有効活用としてバケーションレンタ
ル事業（空室の第三者利用）を2015年
1月より沖縄で開始いたしました。空
室以外にもセカンドハウス利用のマン
ションの空室期間を有効活用すること
も実施し、2020年までに300戸の稼
働を目指しています。
　さらに将来的には、沖縄県以外にも
事業を展開したいと考えています。

バケーションレンタル
（空室の有効活用）

サービス名称 旅家（たびいえ）
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（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、2016年6月22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。指名委員会等設置会社の
取締役会は、会社法上経営陣への権限委譲が大幅に認められて
おり、当社におきましても可能な限り権限の委譲を行っており
ます。ただし、事業計画や資本政策など重要性の極めて高い事
案のほか、経営に重要な影響を与えると考えられる資産取得・
処分については、取締役会において判断することとしておりま
す。2015年度において取締役会は合計8回開催されました。全
8回の取締役会における取締役の出席率は96％でした。

＜指名委員会＞ 
　指名委員会は、2016年6月22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。2015年度において指名委員会は合計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96％でした。

＜監査委員会＞ 
　監査委員会は、2016年6月22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。2015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93％でした。 
　なお、監査委員である井上貴彦氏は、都市銀行および財務会
計系アドバイザリーファームにおける勤務経験があり、財務お
よび会計に関する相当程度の知見を有しております。

＜報酬委員会＞ 
　報酬委員会は、2016年6月22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。2015
年度において報酬委員会は合計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96％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。

　当社は、経営の健全性、適切な情報開示と透明性の確保、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（現在は指名委員会等設置会社）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、取締役会等の責
務を明確化することで、業務執行に対する牽制機能を強化する

一方、意思決定の迅速化も図っております。
　また、コンプライアンス体制を拡充するなど、リスクマネ
ジメントの強化に取り組んでおり、これらを通じ、あらゆるス
テークホルダーとの適切な協働を図るほか、株主に対しても平
等性の確保に努め、建設的な対話を積極的に図るよう努めてお
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等の調査、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。

（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（2016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）当社およびその子会社の業務の適正を確保するため
     の体制の状況

　グループ会社における経営上の重要事項については、グルー
プ会社の管理に関する規程を設け、あらかじめ当社の承認を求
めるものとしております。

　また、親子会社間の利益相反取引および非通例的取引につい
ては常に監視を行い、執行役は必要に応じて監査委員会に報告
するものとしております。
　グループ監査部は、グループ会社に対し内部監査の実施また
は助言を行い、監査結果等を監査委員会に報告するとともに、被
監査部門に改善事項の指摘、指導を行うなど、内部統制の有効
性の向上を図っております。
　グループ法務・コンプライアンス部は、当社グループのリスク
管理を総括するとともに、リスク発生時においてはグループ会社
から報告を受け、必要に応じ指示を行うものとしております。

（6）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。 
　2015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19名、その他29名
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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

コーポレート・ガバナンス4.
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（8）関連当事者間の取引

　当社は、「当社役員が当社と取引を行う場合は一般のお客さま
と同条件のもとで行うこと」「取引先の選定にあっては、グルー
プ取引先選定規程に基づいて公正かつ透明に行うこと」を定め
ており、原則として関連当事者間取引における重要な案件につ
きましては、開示する方針としております。
　なお、主要株主等との取引におきましては、収益性、重要性及
び透明性を案件ごとに検討することとしております。また、当社
役員との取引は、自己取引もしくは利益相反取引として、取締
役会の承認を得ることとしており、当社役員を除く関連当事者
との取引につきましても、取締役会において包括承認を得るこ
ととしております。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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項の規定
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。

（14）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
定めをした第1種優先株式を発行しております。
　第1種優先株式は、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。

図2 ＜会社との関係2＞

同氏は、当社における独立性の判断基準
を満たしており、一般株主との利益相反が
生じるおそれのないことから、取引所が有
価証券上場規程に規定する独立役員とし
て届け出ております。
（重要な兼職）
株式会社ファーストリテイリング
社外取締役
前田建設工業株式会社社外取締役
ユニチカ株式会社社外取締役

同氏は、当社における独立性の判断基準
を満たしており、一般株主との利益相反が
生じるおそれのないことから、取引所が有
価証券上場規程に規定する独立役員とし
て届け出ております。
（重要な兼職）
関西学院大学フェロー
独立行政法人日本貿易振興機構評議員
公益財団法人世界平和研究所評議員 
 
   同氏は、当社における独立性の判断基準
を満たしており、一般株主との利益相反が
生じるおそれのないことから、取引所が有
価証券上場規程に規定する独立役員とし
て届け出ております。なお、同氏は公益社
団法人新日本フィルハーモニー交響楽団
に在籍しており、当社は同法人の賛助会
員でありますが、当社が同法人に支出して
いる額は、当社または同法人ともに連結営
業利益の2%を大きく下回るものでありま
す。また、同氏はPwCアドバイザリー合同
会社の出身であり、過去3年間において同
社と若干の取引はありますが、その取引額
は、当社または同社とも連結営業利益の
2%を大きく下回るものであります。
（重要な兼職）
公益社団法人新日本フィルハーモニー交
響楽団インテンダント

同氏は、都市銀行および財務会計系アドバ
イザリーファームにおける勤務経験があり、
会計および財務に関する相当程度の知見を
有しております。またプロジェクトファイナ
ンスや国内外のインフラプロジェクト関連
のアドバイザリー業務を通じて、相応の事業
目利き力を有していることから、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、長く独立行政法人日本貿易振興機
構に在籍され、海外駐在も長期間にわたっ
て経験されるなど、豊かな海外経験をお持
ちです。今後、当社がグローバル社会へ対応
するための事業展開を進めるにあたり、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に資する意
見・助言等をいただくために独立役員に指定
したものです。 
   

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。今後の当社グループの成
長に向けて、総合商社で培われた事業の目
利き力や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。  
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氏名
所属委員会

独立委員 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）

半林亨 ○ ○ ○ ○

鷲尾友春 ○ ○ ○ ○

井上貴彦 ○ ○ ○ ○

指名委員会 報酬委員会 監査委員会

図1 ＜会社との関係1＞

 
氏名 属性

 会社との関係※

  a b c d e f g h i j k
半林亨 他の会社の出身者   
鷲尾友春 　　　学者                
井上貴彦 他の会社の出身者               
 ※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」   
※ 近親者が「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」    
a  上場会社又はその子会社の業務執行者        
b  上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役       
c  上場会社の兄弟会社の業務執行者        
d  上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者      
e  上場会社の主要な取引先又はその業務執行者       
f  上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家  
g  上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者    
h  上場会社の取引先（d、e及び fのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）    
i  社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）      
j  上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）      
k  その他

（7）社外取締役との関係（図1・図2）

　社外取締役  3名
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       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） 4名 9 1 0 10
取締役（社外） 4名 17 ー 1 19
執行役 13名 154 55 46 257
合　計 21名 181 56 48 286

（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、2015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
にて支給いたします。

（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

2015年度

（注）1 執行役兼務取締役3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 2015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、2015年度末日在任役員が保有するポイン
トに、2015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、2014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。なお、2015年度中に退任した役員
の株価連動型報酬については、2014年度末日において同様に算出した金額と退任日に先立つ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の差額を株価連動型報酬に含めて記載しており
ます。

 3 上記の他、退職慰労金の打ち切り支給分として、2015年度に退任した取締役（社外）１名に対し0百万円、執行役１名に対し3百万円および
2013年度に退任した取締役（社内）１名に対し0百万円を支給しております。

 4 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。
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2.役員の報酬等
（15）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

　当社は、オリックスグループとマンション分譲に関する共同
事業や販売受託等の営業取引を行っております。人的な関係に
ついては、子会社役員2名が同グループからの出向者となって
おります。なお、当社は企業価値の最大化を図ることを目標と

して独立した事業経営を行っており、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。 
       
　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。

不動産開発事業部門

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

グループ総務部

グループ経理部

グループ人事部

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 大京グループコンプライアンス相談窓口

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
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（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。

　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）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

 2014年度 2015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 163 － 156 －
連結子会社 72 － 64 －
計 235 － 220 －

                                           2014年度（百万円）                                                      2015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 1,123 1,074 16 9 582 －

3.株式の保有状況 社外取締役コメント

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

（注）  監査証明業務に基づく報酬には、親会社の監査人の依頼に基づく作業に対する報酬を含んでおります。

大京グループに対する印象
　私は2011年6月に大京の社外取締役に就任しました。実は、大京
は、歴代の社長とも縁がある会社であり、大京の経営状況が良かっ
た時期、そして悪かった時期ともに記憶しています。
　社外取締役就任前の私の大京グループに対する印象は、愛社精神
のある社員が多いということでした。そしてその印象は、社外取締役
就任後も変わらず感じています。私の経営者としての経験から、その
ような社員が多く在籍している企業は、経営が戦略とその手段・方法
を間違わなければ、必ず成長していけると確信しています。

大京グループの強み
　私は大京以外にもいくつかの企業の社外取締役を拝命していま
すが、現在の大京グループが有する強固な資本や財務基盤は、企業
としての大きな強みであると考えます。私は創業当時の大京に対し
て、破竹の勢いで成長を続けていたことをよく記憶しており、それに
対して感嘆の念を抱く一方で、その持続性については多少懸念も抱
いていました。どのような企業であっても、その時々の経済環境等に
よって浮き沈みはあるもので、増収増益を続けている企業でさえも、
その成長度合いはばらつきが出るものだからです。紆余曲折はあっ
たものの、その後の経営の方向転換は上手く進んでおり、それは、現
在の厚い資本、安定した財務基盤が証明しています。これからはこ
の大京グループの強みを活かし、成長へ向けた新たな道を歩んでい
くことを期待しています。

社外取締役としての責務
　私は社外取締役としての役割を果たすにあたり、業務を執行する
役員への適切な助言やその監督のほか、業務執行を担当される現場
の方々との対面機会をできるかぎり増やすことを心掛けています。

特に、経営者として私が有する視点や経験等については、まだまだ
お伝えできることがあると思っていますし、現場に携わる方々と直
接的なディスカッションの場を設けることで、経営陣へ内部の考え
を咀嚼して伝える役割も果たすことができるからです。大京グルー
プにおいては、こういった面において一層尽力していきたいと考え
ています。

大京グループに期待すること
　大京グループに期待することは、様々なことに積極的にチャレン
ジしていくべきということです。少子高齢化や空き家問題等、現在の
日本における社会を取り巻く課題の中には、大京グループの事業に
関連する事柄も数多くあります。状況が刻一刻と変化するなか、言
い換えれば、「今だからできること」や「今を逃すとできなくなること」
がその中には沢山含まれているということです。例えば、現在グルー
プとして推進している再開発案件や建替え事業への参画は、その社
会的意義も大きく、引き続き積極的に進めていくべきだと思います。
　大京グループを取り巻く環境や自らが有する強みなどを、役職員
全員が今一度認識し、進んでいくべき方向性をしっかりと定めたう
えで、次の成長に向かってチャレンジしてほしい。そもそもチャレン
ジしない経営などあり得ないもので、そこに少なからずリスクが生
じるのは当然です。しかし、今の大京グループには、そのリスクをテ
イクできるだけの体力がある。また、優秀な人財も揃っています。経
営陣はもとより、社員の方々から経営陣を突き上げるくらいの必死
さをもっと出していっても良いと感じます。
　将来の大京グループを支える原動力に繋がるものを、役職員が一
丸となって生み出していくことを期待するとともに、私自身それを
サポートしていきたいと考えています。

大京グループは今が成長のチャンス。
全社一丸となって前向きにチャレンジを。
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半林　亨

当社社外取締役
当社指名委員、監査委員（委員長）、報酬委員
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取締役

（注） 1.  ※印は取締役と執行役を兼務しております。
 2.  半林亨、鷲尾友春および井上貴彦の各氏は、会社法に定める社外取締役であります。

※
※

※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）

木村　司
平成元年１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７月 同社投資事業本部副本部長
平成20年９月 当社グループCEO補佐
平成20年11月 当社専務執行役
平成21年６月 当社取締役兼専務執行役
平成25年６月 オリックス株式会社執行役
平成28年１月 当社専務執行役
平成28年６月 当社取締役（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（現株式会社大京穴吹不動

産）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
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）
平成27年６月 ユニチカ株式会社社外取締役（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 木村　司

専務執行役 落合　英治

常務執行役 沼生　邦彦

常務執行役 久保田　克巳

執　行　役 世利　幸仁

執　行　役 藤平　善久

執　行　役 丑澤　正樹

執　行　役 木村　俊久

かどわき　かつとし

　きむら　つかさ

はんばやし とおる

井上　貴彦
昭和59年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）

入行
平成13年10月 同行ストラクチャードファイナンス部MBOファ

イナンスチームリーダー
平成15年１月 PwC FAS株式会社（現 PwCアドバイザリー合同

会社）PPP・民営化部門ディレクター
平成25年７月 同社パートナー
平成28年４月 公益社団法人新日本フィルハーモニー交響楽団

インテンダント（現在）
平成28年６月 当社取締役（現在）
平成28年６月 当社指名委員、監査委員、報酬委員（現在）

いのうえ　たかひこかいせ　　かずひこ

やまぐち　あきら
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（2016年6月22日現在）

役員紹介

鷲尾　友春
昭和45年4月 特殊法人日本貿易振興会（現独立行政法人

日本貿易振興機構）入会
平成8年4月 アセアン経済担当相・日本通産大臣会合貿易

投資部会日本側委員
平成14年1月 独立行政法人日本貿易振興機構シカゴ所長
平成17年4月 同機構海外調査部長
平成18年4月 同機構理事
平成20年10月 同機構特別顧問
平成20年10月 一般社団法人国際経済交流財団業務部長
平成22年4月 関西学院大学国際学部教授
平成27年6月 当社取締役（現在）
平成27年6月 当社指名委員、監査委員、報酬委員（現在）
平成28年４月 関西学院大学フェロー（現在）

わしお　　ともはる
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事業環境
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国経済の下振
れによる先行き不透明感の強まりは見られたものの、雇用・所
得環境の改善や、政府の景気対策等の効果もあり、緩やかな
回復基調が継続しました。
　マンション市場におきましては、地価が都市圏を中心に上
昇し、建築費の上昇基調は一服しているものの依然高止まり
が続くなか、住宅需要は低金利や住宅取得優遇策等に支えら
れ、堅調に推移しました。
　不動産管理市場におきましては、コスト意識の高まりや、お
客さまニーズの多様化により、環境への配慮やエネルギー管
理、コンサルティング等、これまでの管理受託に留まらない業
務の高度化、サービスの拡充が伸展いたしました。
　不動産流通市場におきましては、新築マンション価格の上
昇傾向、良質な中古住宅ストックの積み上がり、加えて、お客
さまの中古住宅に対する意識の変化等の相乗的効果により、
成約件数は昨年を上回り、堅調な推移となりました。

業績概要
　このような事業環境のもと、当社グループにおきましては、
国土交通省の「住生活基本計画」においても挙げられている、
住宅ストック活用、少子高齢化等の課題に対し、再開発・建替
えの推進強化、リノベーション事業の拡大、サービス付き高齢
者向け住宅の供給に取り組むとともに、仲介事業においては、
リフォーム融合店舗の開発や、空家巡回サービスの開始等、新
たなご提案、サービスの提供を行ってまいりました。
　これらの結果、当連結会計年度の業績については、営業収
入が前期比176億99百万円増の3,348億53百万円（前期
比5.6％増）、営業利益は同1億94百万円増の183億18百万
円（同1.1％増）、経常利益は同3億90百万円増の170億93
百万円（同2.3％増）となりました。親会社株主に帰属する当
期純利益は、同4億73百万円増の126億28百万円（同3.9％
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。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。
　なお、当連結会計年度より、管理体制の変更に伴い、従来「不動産管理事業」セグメントに区分しておりました（株）大京リ
フォーム・デザインを「不動産流通事業」セグメントに変更いたしました。このため、以下の前期比較については、前期の数値を
変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

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 2015 2016 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 120,712 10,121 122,211 8,667 1,498 (1,454)

不動産管理事業 151,246 8,218 162,821 9,664 11,574 1,445

不動産流通事業 48,492 2,938 54,904 3,233 6,411 294

調整額（消去又は全社） (3,298) (3,154) (5,083) (3,246) (1,785) (91)

　合計 317,154 18,124 334,853 18,318 17,699 194

経営成績・財政状態に関する分析

財務セクション
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経営成績・財政状態に関する分析

事業ハイライト

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
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不動産開発事業
　マンション販売において、売上戸数が前期比86戸減の
2,980戸となった一方、戸当たり単価の上昇等により、売上高
は同13億78百万円増の1,080億74百万円となりました。そ
の結果、不動産開発事業の営業収入は同14億98百万円増の
1,222億11百万円となりましたが、マンション利益率の低下
等により営業利益は同14億54百万円減の86億67百万円と
なりました。
　なお、当連結会計年度末におけるマンション契約残高は
1,520戸、553億66百万円（前期末比505戸減、207億32
百万円減）となりました。

＜主な売上計上物件（マンション分譲）＞
ライオンズ港北ニュータウンローレルコート 神奈川県横浜市

ライオンズ上小田井オアシスプレイス 愛知県名古屋市

ライオンズ新小岩グランフォート 東京都江戸川区

サーパスタワー東静岡 静岡県静岡市

サーパス新潟駅前レジデンス 新潟県新潟市

不動産管理事業
　管理受託収入が前期比24億15百万円増の840億92百万
円、請負工事収入が同83億35百万円増の696億9百万円と
堅調に推移したことなどにより、不動産管理事業の営業収入
は同115億74百万円増の1,628億21百万円、営業利益は同
14億45百万円増の96億64百万円となりました。
　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530,095戸（前期末比3,964戸増）、請負工事受注残高は
250億50百万円（同54億42百万円減）となりました。

不動産流通事業
　売買仲介収入が前期比3億86百万円増の78億40百万円、
不動産販売収入が同63億7百万円増の300億58百万円と
なったことなどにより、不動産流通事業の営業収入は同64億
11百万円増の549億4百万円、営業利益は同2億94百万円
増の32億33百万円となりました。

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、2,745億94百万円
（前期末比500億16百万円減）となりました。これは、「現金
及び預金」が91億96百万円、「有価証券」が260億64百万円、
たな卸不動産が87億6百万円それぞれ減少したことなどによ
るものです。
　負債は、1,085億3百万円（同596億18百万円減）となりま
した。これは「支払手形及び買掛金」が184億13百万円およ
び有利子負債が188億39百万円減少したことなどによるも
のです。
　純資産は、1,660億90百万円（同96億2百万円増）とな
りました。これは、剰余金の配当により26億3百万円減少し
た一方、親会社株主に帰属する当期純利益の計上126億28
百万円により「利益剰余金」が100億25百万円増加したこと
などによるものです。また、自己資本比率は60.5％（同12.3
ポイント増）、1株当たり純資産額は192.86円（同11.44円
増）となりました。

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、823億29百万円（前期末比141億96百万円
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減少は
113億30百万円（前期は200億79百万円の増加）となりまし
た。これは、税金等調整前当期純利益170億3百万円およびた
な卸不動産の減少88億40百万円により資金が増えた一方、
預り金の減少212億82百万円および仕入債務の減少184億
11百万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増加は
186億83百万円（前期は110億34百万円の減少）となりまし
た。これは、定期預金の預入による支出337億円などにより
資金が減少した一方、有価証券の償還による収入260億70
百万円および定期預金の払戻による収入287億円などにより
資金が増加したことによるものです。
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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
215億円（前期は89億94百万円の減少）となりました。これ
は、長期借入金の減少130億25百万円、社債の償還による支
出50億円、配当金の支払25億97百万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
　不動産開発事業および不動産流通事業の業績は、市場環境
の影響を受けて変動する可能性があります。特にマンション
分譲の業績は、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、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、金利の上昇や不動産関
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
入顧客の購買意欲減退につながり、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いては、同業他社との競争激化による
マンション管理戸数、ビル管理棟数の減少に伴う管理受託料
収入の減少が当社グループの業績に影響を与える可能性があ
ります。
　

（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、オーストラリアおよび香港に
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。
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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、予想外の損害発生や、時間の経過に伴う売主
の負担能力低下などにより、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、当社の定める基準に従
い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、
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
管理基準を設けた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、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、2016年6月22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64.13％（間接所有0.02％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に加え、ビル管理受託・工事請
負の営業取引等を行っております。なお、取引については、収
益性、重要性および透明性を案件ごとに検討することとして
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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営業収入 1株当たり当期純利益

総資産

ROE親会社株主に帰属する当期純利益

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）
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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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

会計年度：
　営業収入 ¥376,666 ¥394,102 ¥351,623 ¥318,356 ¥295,374 ¥298,696 ¥302,610 ¥333,813 ¥317,154 ¥334,853

　売上総利益 71,853 68,739 (6,612) 36,527 39,415 46,711 48,635 49,388 48,209 48,042

　営業利益 34,994 31,117 (44,075) 9,098 13,597 22,069 22,101 16,910 18,124 18,318

　経常利益 32,823 27,700 (51,845) 6,359 10,779 19,240 20,270 15,646 16,703 17,093

　親会社株主に帰属する当期純利益 24,683 16,255 (56,414) 6,307 9,752 21,787 15,535 20,790 12,154 12,628

会計年度末：
　総資産 ¥429,362 ¥464,733 ¥367,521 ¥330,456 ¥319,085 ¥290,261 ¥275,442 ¥297,812 ¥324,610 ¥274,594

　有利子負債 188,503 228,648 182,449 160,760 140,304 91,032 69,164 63,646 57,324 38,484

　純資産 98,853 113,201 62,820 87,367 96,723 117,629 131,314 144,986 156,488 166,090

1株当たり情報：
　1株当たり当期純利益（円） ¥  74.33 ¥  46.84 ¥(164.87) ¥  16.52 ¥  20.18 ¥  47.43 ¥  33.25 ¥  43.32 ¥  14.37 ¥  14.94

　1株当たり純資産（円） 204.43 268.87 79.81 116.67 136.78 184.10 214.99 167.69 181.42 192.86

財務指標：
　ROE（％） 27.7 16.3 (64.4) 8.4 10.6 20.3 12.5 15.3 8.0 7.8

　ROA（％） 8.4 7.0 (10.6) 2.6 4.2 7.2 7.8 5.9 5.8 6.1

　自己資本比率（％） 20.3 24.2 17.1 26.4 30.3 40.5 47.7 48.7 48.2 60.5

　D/Eレシオ（倍） 2.16 2.03 2.91 1.84 1.45 0.77 0.53 0.44 0.37 0.23

その他：
　従業員数（人） 6,524 6,809 6,894 7,257 7,226 3,712 3,940 5,088 5,196 5,256

※2012/3期および2014/3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
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単位：百万円

資産の部 2015 2016

流動資産
　現金及び預金 ¥  96,540 ¥  87,343

　受取手形及び売掛金 19,157 17,195

　有価証券 26,069 4

　販売用不動産 39,609 38,909

　仕掛販売用不動産 60,628 48,227

　開発用不動産 13,440 17,834

　その他のたな卸資産 2,965 3,359

　繰延税金資産 3,824 3,738

　その他 13,136 9,969

　貸倒引当金 (52) (26)

　　流動資産合計 275,319 226,557

固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 6,973 7,584

　　　減価償却累計額 (3,339) (3,431)

　　　建物及び構築物（純額） 3,633 4,153

　　土地 13,453 13,687

　　その他 1,866 1,806

　　　減価償却累計額 (1,127) (1,167)

　　　その他（純額） 739 639

　　有形固定資産合計 17,826 18,480

　無形固定資産
　　のれん 11,422 10,357

　　その他 10,469 9,582

　　無形固定資産合計 21,891 19,940

　投資その他の資産
　　投資有価証券 1,496 1,393

　　退職給付に係る資産 145 —

　　繰延税金資産 644 724

　　その他 7,561 7,666

　　貸倒引当金 (275) (168)

　　投資その他の資産合計 9,571 9,615

　固定資産合計 49,290 48,036

資産合計 ¥324,610 ¥274,594

単位：百万円

負債の部 2015 2016

流動負債
　支払手形及び買掛金 ¥  36,180 ¥  17,767

　短期借入金 22,417 10,110

　1年内償還予定の社債 5,000 —

　未払法人税等 1,305 2,703

　前受金 11,377 9,034

　賞与引当金 2,322 2,758

　役員賞与引当金 136 121

　その他 39,789 17,927

　流動負債合計 118,528 60,423

固定負債
　社債 2,000 2,000

　長期借入金 27,870 26,361

　繰延税金負債 2,422 2,169

　役員退職慰労引当金 238 261

　退職給付に係る負債 8,894 9,912

　その他 8,167 7,376

　固定負債合計 49,593 48,080

負債合計 168,121 108,503

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 78,063 88,088

　自己株式 (1,331) (1,335)

　株主資本合計 156,001 166,022

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金 478 440

　為替換算調整勘定 17 22

　退職給付に係る調整累計額 (8) (394)

　その他の包括利益累計額合計 487 68

純資産合計 156,488 166,090

負債純資産合計 ¥324,610 ¥274,594

連結貸借対照表
3月31日現在
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連
結
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連結損益計算書
単位：百万円

2015 2016

営業収入 ¥317,154 ¥334,853

営業原価 268,945 286,810

売上総利益 48,209 48,042

販売費及び一般管理費 30,084 29,723

営業利益 18,124 18,318

営業外収益
　受取利息 70 98

　受取配当金 20 24

　固定資産税等精算金 64 63

　その他 328 361

　営業外収益合計 484 547

営業外費用
　支払利息 665 475

　借入手数料 333 303

　補修工事費 289 611

　その他 618 382

　営業外費用合計 1,906 1,772

経常利益 16,703 17,093

特別利益
　固定資産売却益 39 —

　投資有価証券売却益 — 63

　企業結合に係る特定勘定取崩益 64 —

　特別利益合計 104 63

特別損失
　固定資産売却損 25  —

　固定資産除却損 61 115

　減損損失 99 —

　関係会社株式売却損 1 38

　特別損失合計 187 153

税金等調整前当期純利益 16,619 17,003

法人税、住民税及び事業税 2,835 4,507

法人税等調整額 1,627 (132)

法人税等合計 4,463 4,375

当期純利益 12,155 12,628

非支配株主に帰属する当期純利益 1 —

親会社株主に帰属する当期純利益 ¥  12,154 ¥  12,628

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

2015 2016

当期純利益 ¥12,155 ¥12,628

その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 145 (37)

　為替換算調整勘定 (5) 5

　退職給付に係る調整額 1,174 (386)

　その他の包括利益合計 1,313 (418)

包括利益 ¥13,469 ¥12,209

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 13,468 12,209

　非支配株主に係る包括利益 1 —

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

2016

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 ¥78,063 ¥(1,331) ¥156,001

　会計方針の変更による累積的影響額  — 

会計方針の変更を反映した当期首残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥78,063 ¥(1,331) ¥156,001

当期変動額
　剰余金の配当 (2,603) (2,603)

　親会社株主に帰属する当期純利益 12,628 12,628

　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 — — 10,025 (4) 10,020

当期末残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥88,088 ¥(1,335) ¥166,022

単位：百万円

2015
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 ¥67,842 ¥(1,326) ¥145,785
　会計方針の変更による累積的影響額 670 670
会計方針の変更を反映した当期首残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥68,513 ¥(1,326) ¥146,456
当期変動額
　剰余金の配当 (2,604) (2,604)
　親会社株主に帰属する当期純利益 12,154 12,154
　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 — — 9,549 (4) 9,545
当期末残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥78,063 ¥(1,331) ¥156,001

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 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 ¥478 ¥17 ¥    (8) ¥487 ¥— ¥156,488

　会計方針の変更による累積的影響額 —

会計方針の変更を反映した当期首残高 ¥478 ¥17 ¥    (8) ¥487 ¥— ¥156,488

当期変動額
　剰余金の配当 (2,603)

　親会社株主に帰属する当期純利益 12,628

　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） (37) 5 (386) (418) — (418)

当期変動額合計 (37) 5 (386) (418) — 9,602

当期末残高 ¥440 ¥22 ¥(394) ¥   68 ¥— ¥166,090

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 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 ¥332 ¥23 ¥(1,182) ¥  (826) ¥ 27 ¥144,986
　会計方針の変更による累積的影響額 670
会計方針の変更を反映した当期首残高 ¥332 ¥23 ¥(1,182) ¥  (826) ¥ 27 ¥145,657
当期変動額
　剰余金の配当 (2,604)
　親会社株主に帰属する当期純利益 12,154
　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） 145 (5) 1,174 1,313 (27) 1,286
当期変動額合計 145 (5) 1,174 1,313 (27) 10,831
当期末残高 ¥478 ¥17 ¥       (8) ¥   487 ¥ — ¥156,488
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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 （2016年3月31日現在）

普通株式
843,542,737株

金融機関
6.4%

個人・その他
14.7%

外国法人等
13.0%

金融商品
取引業者
0.8%

その他の法人
65.1%

発行済株式の総数 株主数

普通株式　843,542,737 株 23,775 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） 9,041 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 8,815 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,214 

大京グループ従業員持株会 6,651 

MELLON BANK TREATY CLIENTS OMNIBUS 6,571 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5,573 

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS 

  ACCOUNT OM02 505002 5,218 

大京取引先持株会 4,571 

HSBC BANK PLC‒MARATHON VERTEX JAPAN FUND LIMITED 4,280 

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（2016 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）として全銀協TIBOR運営機関によって
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。

大株主

株式情報

単位：百万円

2015 2016

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 ¥ 16,619 ¥ 17,003

　減価償却費 1,811 1,885

　減損損失 99 —

　貸倒引当金の増減額（減少） 38 (132)

　のれん償却額 1,063 1,064

　受取利息及び受取配当金 (91) (122)

　支払利息 665 475

　固定資産除売却損益（益） 47 115

　売上債権の増減額（増加） (884) 1,959

　前受金の増減額（減少） (278) (2,342)

　たな卸不動産の増減額（増加） (12,404) 8,840

　仕入債務の増減額（減少） 6,118 (18,411)

　預り金の増減額（減少） 21,076 (21,282)

　その他 (4,281) 1,296

　小計 29,598 (9,651)

　利息及び配当金の受取額 80 124

　利息の支払額 (668) (501)

　法人税等の支払額又は還付額（支払） (8,931) (1,302)

　営業活動によるキャッシュ・フロー 20,079 (11,330)

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 (1,499) (1,498)

　有形及び無形固定資産の売却による収入 170 1

　有価証券の取得による支出 (26,000) —

　有価証券の償還による収入 — 26,070

　投資有価証券の取得による支出 (6) (4)

　投資有価証券の売却による収入 — 115

　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 200 —

　定期預金の預入による支出 (2,000) (33,700)

　定期預金の払戻による収入 18,183 28,700

　その他 (82) (1,001)

　投資活動によるキャッシュ・フロー (11,034) 18,683

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） 891 (791)

　長期借入れによる収入 20,954 12,980

　長期借入金の返済による支出 (28,141) (26,005)

　社債の償還による支出 — (5,000)

　更生債権等の弁済による支出 (55) (55)

　配当金の支払額 (2,600) (2,597)

　その他 (41) (31)

　財務活動によるキャッシュ・フロー (8,994) (21,500)

現金及び現金同等物に係る換算差額 61 (49)

現金及び現金同等物の増減額（減少） 112 (14,196)

現金及び現金同等物の期首残高 96,413 96,526

現金及び現金同等物の期末残高 ¥ 96,526 ¥ 82,329
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会社沿革 会社概要

 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  151-8506
 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（2016年3月31日現在）
決　　算　　日 3月31日
連 結 子 会 社  13社 (2016年3月31日現在 )
従　　業　　員 5,256名（2016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

大京グループの歩み

 グループ会社一覧

不動産開発、不動産販売、都市開発
株式会社大京
株式会社穴吹工務店
大京オーストラリア株式会社

マンション管理、居住者サービス、管理員業務
株式会社大京アステージ
株式会社穴吹コミュニティ

ビル・施設管理、ＣＭ・ＰＭ事業、建築設備工事
オリックス・ファシリティーズ株式会社
琉球ファシリティーズ株式会社

マンション修繕工事、土木建築工事全般、
建物診断・耐震補強工事
株式会社大京穴吹建設
株式会社秀建

不動産売買・賃貸事業、リノベーション事業、
リフォーム・インテリア事業
株式会社大京穴吹不動産
株式会社大京リフォーム・デザイン
株式会社台湾大京
大京香港株式会社

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

1960年
●（株）大京商事設立

1964年
●大京観光（株）（現（株）大京）設立

1968年
●マンション分譲開始。
ライオンズマンション第１号発売

1969年
●マンション管理専門会社、大京管理
（株）（現（株）大京アステージ）設立

1975年
●オートロック＆レンガタイル貼りを初
導入

1978年
●事業主別マンション販売戸数初の業
界第１位（4,289戸）、以降２９年連
続１位

1979年
●住宅流通センターを設置、住宅流通・
仲介事業開始

1982年
●東証第二部に上場（1984年に東証第
一部に上場）

1984年
●業界初のマンション集中管理システム
（L.O.G.システム）開発・導入
●大京管理（現（株）大京アステージ）に
技術部を設置。本格的にマンション
修繕および大規模修繕工事に取り組
み開始

1987年
●社名を大京観光（株）から（株）大京に
変更

1988年
●（株）大京住宅流通（現（株）大京穴吹
不動産）設立

●ライオンズマンション累計1,000棟
達成

●マンション管理業界初管理員向けの
研修センターを設置

1998年
●当時、日本一の超高層マンションとな
る「エルザタワー５５」竣工

●マンション管理受託戸数が初の業界
トップ（23万1,286戸）

1999年
●ライオンズマンション累計5,000棟
「ライオンズヴィラッジオ5000」発売

2000年
●「住宅性能表示制度」導入に伴い、国
土交通省「設計住宅性能評価書」業
界第一号交付

2003年
●民間マンション日本初環境共生住宅
（団地供給型）「フォレストレイクひ
ばりが丘」発売

2004年
●業界で初めてマンション管理受託戸
数が30万戸突破

2005年
●オリックス（株）と資本提携

2006年
●インテリア販売やリフォーム等を行う
（株）大京エル・デザイン（現（株）大
京リフォーム・デザイン）を設立

2007年
●ライオンズマンション累計6,000棟目
「ザ・ライオンズ上野の森」発売
●（株）台湾大京設立

2008年
●マンション管理会社（株）J・COMS（現
（株）大京アステージに統合）がグ
ループ入り

●不動産仲介、コンサルティング会社
（株）アセットウェーブ（現（株）大京
穴吹不動産）がグループ入り

2009年
●ビル、マンション管理会社オリック
ス・ファシリティーズ（株）がグループ
入り

2011年
●自社分譲の一戸建て「アリオンテラ
ス」シリーズを本格展開

●業界で初めてマンション管理受託戸
数が40万戸突破

2012年
●リノベーションマンション「Reno α
（リノ アルファ）」発売

2013年
●新築マンション建設・分譲をはじめ不
動産に係る総合的なサービスを展開
する（株）穴吹工務店がグループ入り

●グループで累計供給8,000棟突破

2014年
●マンションの大規模修繕工事専門会
社（株）大京建設が本格始動（その後、
2015年に（株）穴吹建設と合併。工
事会社（株）大京穴吹建設を設立）

●業界で初めてマンション管理受託戸
数50万戸突破

●大京オーストラリア（株）設立
●大京香港（株）設立
●大京グループ設立50周年

2015年
●修繕工事施工会社である（株）秀建が
 グループ入り

上場時の広告

社名変更時の広告
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