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コーポレートビジョン

日本のまちに、活力を。
不動産ソリューションで新・価値創造
今日の日本社会は、人口動態の変化や価値観の多様化、

技術の進化によって「余るモノ」と「足りないモノ」が大きく変化しています。

これからは社会の資産を有効活用し、「足りないモノ」を「余るモノ」で再生する時代です。

私たち大京グループは、全国ネットの事業基盤と、

50年にわたって培ってきた「マンション管理戸数53万戸・ビル等施設管理6,000件のお客さま」、

「開発・管理・仲介・工事の一体体制」をグループの強みとした不動産ソリューションで、

住宅等の社会インフラに新たな価値を創造し、

次世代に継承される資産の蓄積に貢献する企業グループを目指してまいります。

01大京グループレポート 2017

不動産流通事業
● 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

分譲マンション
管理

ビル・施設
管理

修繕工事・
メンテナンス

不動産開発事業
● 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

■ 主な大京グループ会社一覧
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不動産管理事業
● 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
● 琉球ファシリティーズ株式会社
● 株式会社大京穴吹建設
● 株式会社秀建

リノベーション
住宅販売

賃貸管理

新築マンション
新築戸建て分譲

再開発

中古住宅
売買仲介

リフォーム
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代表執行役社長　

　私たち大京グループは、「日本のまちに、活力を。」をスロー
ガンに、次なるステージへ邁進します。 

　今日の社会・経済環境は大きく変貌し、世界に例のない速
度で少子高齢化と人口減少が進展する中、既存ストックの老
朽化や空き家の増加等によって、地域コミュニティの希薄化や
居住環境の悪化が社会問題化しています。また、都市部の住
宅密集市街地における防災力の強化や、地方都市の活性化・
コンパクトシティ化も重要な課題です。 

　こうした環境認識のもと、私たち大京グループは、2016年
10月に中期経営計画「Make NEW VALUE 2021 ～不動
産ソリューションによる新・価値創造～」を策定しました。
　今後私たちは、不動産開発・不動産管理・不動産仲介・工事
のグループ一体体制でお客さまのライフサイクルをサポートす
るとともに、建物を長く大切に使い、環境負荷を軽減させるス
トック型社会の実現に向け、不動産ソリューションで社会課題
の解決を図り、住生活環境の向上と社会・経済の発展に貢献
する企業グループ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。

大京グループ経営理念

※｢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。

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。

不動産ソリューションで新たな価値を創造し、
次世代に継承される社会資産の蓄積を目指します。

Make NEW  VALUE 2021
～不動産ソリューションによる新・価値創造～
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リフォーム

リノベーション
住宅販売

賃貸管理

中古住宅
売買仲介

再開発

新築
マンション
新築戸建て
分譲

修繕工事・
メンテナンス

ビル・
施設管理

分譲
マンション
管理

不動産開発事業
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ライフタイム・
リレーション・システム

Daikyo2017_0726.indd   4-5Daikyo2017_0726.indd   4-5 2017/07/31   14:362017/07/31   14:36



全国のマンション
ストック戸数
　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。

2.

高齢者人口
　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。

1.

空き家数
　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。3.

社会課題と外部環境

Evolving for Changing Lifestyles

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年に施行された「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」のスター
 トに先駆け、大京独自の｢品質性能表示書｣を作成。また、｢設計住宅性能評価書｣および「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全国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。

　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。建物も人も高齢化が進行し、空き家の増加も社会問題になっています。

%26

万戸超600

%13.5

● 地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 (ha) ● 市街地再開発事業の推移 （実施中事業地区数）
再開発事業関連データ

2008/3末 2011/3末 2012/3末 2013/3末 2014/3末2012/3末 2020/3末2015/3末

※住生活基本計画（2016 年 3月18 日閣議決定） ※公益社団法人 全国市街地再開発協会 2016

6,000

107

120
115

122
4,450

0

（現在） 
遅れている
（目標） 
概ね解消

‘06年9月閣議決定目標
〈2020年までに概ね解消〉

● 滅失住宅の平均築後年数の国際比較（年） ● 中古住宅の流通量 （万戸）
中古住宅関連データ

日本 2013 2014 2015 2025アメリカ イギリス
※国土交通省 平成 27 年度住宅経済関連データ ※1 野村総合研究所 2030 年住宅市場（2016 年 6月7日）

　2 住生活基本計画（2016年3月18日閣議決定）より当社推計

32.1

66.6
22

25 26
3480.6

● 外部環境

減るモノ 増えるモノ

余るモノ 足りないモノ
官民連携・産学連携高齢者の時間駐車場

再開発交通事故地方の交通インフラ

財政

高齢者

労働力山林戸建て住宅

シェア○○地方税収新築住宅

コミュニティ

無線通信

火葬場農地旧耐震の建物

外国人労働力専業主婦ロードサイド店舗

家事・育児時間

住宅ストック

保育・学童施設老朽インフラ学校

空き家・空ビルオンサイト勤務人口

自然エネルギー

PPP/PFI

在宅勤務

介護施設・サービス家具・家電廃棄物

AI/IoT子供

● マンション管理戸数（万戸）※1
　 築30年超のマンションストックの割合（％）※2

● マンション大規模修繕工事市場（億円）

623
4,220

2015 20152020 20202025 20252030 2030
※1. 国土交通省 全国のマンションストック数より、2016年以降は当社推計
　2. 当社推計

※ 当社推計

マンション修繕工事関連データ

677 4,940

726

4,728

767
5,493

32%

40%

50%

24%

社会

課題
環境認識

社
会
課
題
と
外
部
環
境
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出所：総務省

出所：国土交通省

出所：総務省

※1

※ 2住生活基本計画（抜粋）
●「住宅すごろく」を超える
　新たな住宅循環システム
　の構築
　　● インスペクション
　　● 評価方法

●急増する空き家の活用、
　除却の推進
　　● 地方移住、二地域居住
　　● 他用途への転換
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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

3.

1.
コアコンピタンス
● 全国ネットワーク
● 豊富な顧客基盤

2.
コアコンピタンスに
よって変化した
ビジネス領域

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
●戸建て分譲
●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

0706 大京グループレポート 2017大京グループレポート 2017

大京グループの価値創造

　グループ会社間の連携を一層強化し、お客さまを長期間にわたりサポートできる体制を構築するとと
もに、｢堅実性｣と｢持続的成長｣を併せ持つ経営に取り組みます。

● 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

● 成長戦略

● ライフタイム・リレーション・システム

「お客さまのライフサイクルをサポートする」グループ一体体制のビジネスシステム

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
地方再生
社会貢献

大京グループ
の強み

｢持続的成長｣
に向けた
取り組み

グループ
シナジーの
活用

より暮らしやすい
持続可能な
社会の実現に貢献

大
京
グ
ル
ー
プ
の
価
値
創
造

Towards New Values

事業領域の拡大
商品、サービス、ターゲット顧客

● マンション修繕工事事業
● リノベーション事業
● リフォーム事業

● 賃貸不動産事業
● 再開発事業

● ICTの活用・海外展開

アセットの活用
再開発事業、賃貸不動産の保有

研究開発の推進
無人化・機械化・建物設備の長寿命化 

1.

2.

3.

より暮
持続可
社会の

リフォーム

リノベーション
住宅販売

賃貸管理

中古住宅
売買仲介

再開発

新築
マンション
新築戸建て
分譲

修繕工事・
メンテナンス

ビル・
施設管理

分譲
マンション
管理

不動産開発事業
不動産流通事業

不動産管理事業

ライフタイム・
リレーション・システム

（リノアルリノアルノアノノアノアノア ファ）ファ）ァ）ファ（リノアル（リノアルリノア ファ）ファァ
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主要パフォーマンスハイライト

マンション管理受託戸数
（2017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531,957

マンション累計
供給戸数
（2017年3月末）

戸457,286    

マンション管理
組合数 
（2017年 3月末） 

管理世帯数
（2017年3月末）

管理施設数
（2017年3月末）

53万超 9,500組合約

6,000件約

事業拠点
（2017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。

拠点約400

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。

※2017年3月末時点で関連部署に所属している
　社員数

技術系人財数
（2017年3月末）※

名1,353
建築施工・請負実績

新築分譲マンション施工実績
（2017年3月末）

1,400棟累計約

マンション大規模修繕工事実績
（2017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
（2017年3月末）

%64.0

D/Eレシオ
（2017年3月末）

ROE
（2017年3月末）

ROA
（2017年3月末）

格付情報

BBB＋ A

0.16倍 8.2% 7.4%

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
（2017年3月期）

kwh11,802

　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128名 (内、女性27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
（2017年3月末）

アイテム70

％29
ワーキングマザー比率
（2017年3月末）

海外従業員数
（2017年3月末）

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
（2017年3月期）

％減

％減

m3

26

27
3,856

名128
企業内大学累計
受講者

（内、女性27名）

名14
※海外現地法人での採用社員を含む

従業員数
（2017年3月末）

名5,411
女性比率22％（1,192名）

（309名／ 5,411名）

育児休業取得者
（2017年3月期）

名118
（内、男性6名）

組合加入従業員比率
（2017年3月末）

%5.7

（ポジティブ） （安定的）

（本社ビル）（2017年3月末）

建築・
施工能力

財務基盤

ESG関連

　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。

主
要
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ハ
イ
ラ
イ
ト

ネットワーク

アウトライン

前期比
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 当期の業績説明
　このような環境のもと、不動産管理事業につきましては、太陽光発電設備工事が減少したものの、マンションの計

画修繕工事や小規模工事等が増加したことに加え、ビル・施設等の管理契約が増加したことにより、「営業収入」は

増収となりました。また、増収に加えて各ビジネスにおける原価削減の取り組みが奏功したことなどにより、「営業

利益」は増益となりました。

　不動産流通事業につきましては、中古住宅市場のトレンドと同様に、「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が増加したことに加え、それぞれの成約価格が上昇したことにより、「営業

収入」と「営業利益」は増収増益となりました。なお、「リノベーションマンション売上戸数」は5期連続で増加し、過去

最高の1,465戸となりました。リノベーション事業は、中期経営計画において売上戸数を2,500戸超に成長させる

計画であり、更なる業容拡大に向けて引き続き注力してまいります。

　不動産開発事業につきましては、当社グループが新築マンションを供給する大都市圏ならびに地方中核都市に

おいて、一部のエリアで供給過多の状況や販売価格の過熱感が見られたため、三大都市圏における用地仕入を厳選

し、新築マンション竣工戸数を前期と比べて少ない計画としたことから、マンション売上戸数が減少となり、「営業

収入」は減収となりました。一方、適正利益の確保を最重視した販売活動の結果、マンション利益率が向上し「営業

利益」は増益となりました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、営業収入が3,253億円、営業利益が205億円、経常利益が199億円、親会

社株主に帰属する当期純利益が140億円となりました。

 配当方針について
　当社は、2016年10月公表の中期経営計画において、株主の皆さまに対する利益還元の基本方針として、これま

での「安定性」と「継続性」に加え、「持続的な還元強化」を新たに掲げております。

　これら3つの基本方針のもと、健全な財務体質を維持しつつ、成長に向けた新規投資を行うとともに配当性向の

持続的な引き上げに取り組み、企業価値の更なる向上を目指してまいります。

　上記方針に従い、当期の期末配当金は、１株当たり前期比3円増の6円（配当性向36.1％）といたしました。また、

次期（2018年3月期）の期末配当金は、１株当たり60円※（配当性向42.3%）とする予定です。
※（参考）株式併合を考慮しない場合の１株当たりの期末配当予想金額は6円となります。

　我々はグループの力を合わせ、その強みを最大限に活用することで持続的な成長を実現するとともに、中期経営

計画に掲げた目標達成に向けて、すべての役職員が一丸となって邁進してまいります。

　株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

トップメッセージ

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

 当期の事業環境および業績を振り返ると
　当連結会計年度における我が国経済は、景気の一部に改善の遅れも見られましたが、雇用・所得環境の改善が続

く中、政府の景気対策の効果もあり、緩やかな回復基調が継続しました。

　不動産管理市場におきましては、マンション管理における大手寡占化の傾向が継続し、加えて、コスト意識の高ま

りやお客さまニーズの高度化・多様化により、サービスの強化・拡充が見られました。

　不動産流通市場におきましては、新築マンションにおける供給戸数の減少や価格の高止まり、加えて、中古住宅

市場における良質なストックの積み上がり等の影響により、成約件数は前年を上回る推移となりました。

　新築マンション市場におきましては、地価や建築費の影響により、都市圏を中心に販売価格が高止まりする傾向

にあるものの、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。

  前期実績（2016/3期） 当期実績（2017/3期） 前期比

  
営業収入 3,348 3,253 －94

  営業利益 183 205 ＋22

  
経常利益 170 199 ＋28

  親会社株主に帰属する
  当期純利益 126 140 ＋14

（億円）
決算概要
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 次なるステージへ
  Make NEW VALUE 2021 ～不動産ソリューションによる新・価値創造～
　当社グループは、2017年３月期から2021年３月期の５年間を計画期間とする中期経営計画「Make NEW 
VALUE 2021～不動産ソリューションによる新 ･価値創造～」を策定いたしました。　
　これは、これまで当社グループが目指してきた「収益構造の転換」「財務基盤の強化」「ビジネス基盤の構築」による
「ストックとフローの両輪経営」の確立を宣言するとともに、「ストック型社会の実現に向け、不動産ソリューション
で新たな価値を創造し、次世代に継承される社会の資産を蓄積する」という次なるステージにおける目指す姿を示
したものです。

※ ストック型社会：住宅などの社会インフラを長持ちさせることで、経済的なゆとりを生み出し、環境負荷を軽減する社会

 基本方針
（１） 不動産管理事業（50％）、不動産流通事業＋不動産開発事業（50％）の収益バランスを維持しつつ、「堅実性」と

「持続的成長」を両立させた経営に取り組みます。
（２）｢全国ネットの事業基盤」「ライフタイム・リレーション・システム」「地域密着かつ長期の顧客接点」の強みに磨

きをかけ、不動産ソリューションで社会課題の解決とお客さまニーズの具現化に取り組みます。
（３） 持続的成長に向けた「新規投資」と「株主還元」を両立し、企業価値の更なる向上に取り組みます。

● 外部環境
　 • 社会環境の変化
　 • 事業環境の展望● 経営基盤

　 • 収益構造の転換
　 • 財務基盤の強化
　 • ビジネス基盤の構築 ● 経営戦略

　 • 成長戦略
　 • 株主還元方針

次なるステージへ̶中期経営計画の策定ストックとフローの両輪経営の確立

2016年3月期末中期経営計画の策定

キーメッセージ

目指す姿

「ストック型社会※の実現に向け、不動産ソリューションで新たな価値を創造し、
次世代に継承される社会の資産を蓄積する」ことを目指します。

● 営業利益比率（％） ● ライフタイム・リレーション・システム
｢お客さまのライフサークルをサポートする｣
グループ一体体制のビジネス・システム

2016/3期末 2021/3期末

開発
開発

管理 管理

流通
流通

50％

50％

   トップメッセージ

中期経営計画の概要  新たな取り組みテーマ

 経営目標

 投資計画
(2017年3月期から2021年3月期までの合計）

 株主還元方針

成長性

資本効率性

2016年3月期

2016年3月期

2021年3月期

2021年3月期

営業利益

ROE

183億円

7.8％

280億円 以上

9％ 以上
ROE = 当期純利益 ÷自己資本（期首期末平均）

日本のまちに、活力を。

企業価値の更なる向上に取り組みます。

レーショ
サークル
のビジネス

ョン・システム
ルをサポートする｣
ス・システム

リフォーム

リノベーション
住宅販売

賃貸管理

中古住宅
売買仲介

再開発

新築
マンション
新築戸建て
分譲

修繕工事・
メンテナンス

ビル・
施設管理

分譲
マンション
管理

不動産開発事業

不動産流通事業

不動産管理事業

ライフタイム・
リレーション・システム

事業領域の拡大 アセットの活用 研究開発の推進

①自社管理マンション以外の修繕
工事需要を開拓
②リノベーション戸建て事業に参入
③法人向けリフォーム事業に参入

①賃貸用不動産への投資
②再開発事業の推進

① ICT活用
②海外展開

1 32

普通株式 前年度実績（参考）
2016年３月期

2017年３月期

本計画期間
修正予想

年間配当金 3.0円 6.0円

配当性向 20.1％ 36.2％※2

※1

※1 単元株式数の変更（2017年10月1日付）に伴い、2018年3月期の年間配当
　   金は60円とする予定です。
※2 自己株式取得の影響については考慮しておりません。

「安定性」「継続性」「持続的な還元強化」を株主還元の
基本方針といたします。

自己株式取得に係る事項の内容

1. 取得する株式の種類 当社普通株式

2. 取得する株式の総数
70,000,000 株を上限とする
発行済株式総数（自己株式を除く）

に対する割合8.33％

3. 株式の取得価額の総額 100 億円を上限とする

4. 取得期間 2016年10月27日から
2017年10月26日まで

なお、取得方法につきましては、東京証券取引所における市場買付を予定
しています。

投資分野 投資金額（累計）

不動産投資

● 

● 
1,000億円

戦略投資
● 

500億円

研究開発投資
● 

合　計 1,500億円

不動産開発および不動産流通事業に供す
るアセットの取得

マンション管理、ビル管理、戸建て仲介、
修繕工事に関わるM&A等

AIおよびIoT等を用いた遠隔化および無人
化、機械化、建物･設備の長寿命化の研究
開発等

不動産賃貸事業に供するアセットの取得
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事業領域の拡大
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1.

　修繕工事で業界トップクラスの施工実績をもつ当社グループは、❶施工体制の強化（施工管理要員の増員および
施工協力会社の開拓）、❷価格競争力の強化（集中購買による原価削減）、❸営業力の強化（広告宣伝による認知向
上）に努め、今後は外部マーケットに受注活動を展開し、収益の更なる拡大を目指してまいります。

マンション修繕工事事業（Repair）
修繕工事事業におけるマーケットのシェア向上と外部マーケットへの進出

　❶全国店舗網による仕入体制、❷独自の品質保証制度、❸戸建て分譲事業により培ってきた施工管理体制の強
みを活かし、戸建て住宅のリノベーション事業に参入いたします。今後は業界トップクラスの販売戸数を誇るリノ
ベーションマンションと合わせて、2021年３月期にリノベーション事業の販売戸数を2,500戸超に拡大してまい
ります。

リノベーション事業（Renovation）
マンションのリノベーションで蓄積したノウハウを活かしリノベーション戸建て事業に参入

1-1

1-2

2017/3期より、外部市場へ本格参入。 
2021/3期には、修繕工事売上高500億円、シェア10％へ。

リノベーション戸建て事業に参入。
2021/3期にリノベーション住宅販売戸数2,500戸へ拡大。

施工体制 価格 
競争力

営業力

● 実現に向けた課題と打ち手 ● マンション大規模修繕工事 市場規模（億円）※当社シェア

※当社推計

2016/3期 2021/3期
（計画）

4,220

4,940

7.5%

当社シェア
10%

500

当社以外
売上高

当社売上高
317

● 戸建て空き家の推移（万戸） ● リノベーション住宅販売戸数（戸）

※1. 住生活基本計画（2016 年 3月18 日閣議決定） 
　2. 当社推計

2003/3末 2008/3末 2013/3期2021/3末 2021/3期
（計画）

2013/3末 2016/3期

212 250

595

300

1,236

450 2,500

戸建てリノベーションに
進出

事業環境

● 戸建て空き家の増加

● 国策による空き家の抑制

● リノベーションニーズの拡大

※1

※ 2

+42%

戸建て

マンション

   トップメッセージ
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　これまで個人が所有する分譲マンション等のリフォーム事業を手掛けてまいりましたが、今後は法人等が所有す
る社宅、賃貸マンション、ビル等の１棟リフォーム事業に参入いたします。
　なお、当事業の工事期間および工事一件当たりの受注金額は、住宅リフォームと大規模修繕工事の中間規模に相
当し、近年市場規模が拡大しています。

リフォーム事業（Reform）
リフォーム事業におけるマーケットのシェア向上と法人向けリフォーム事業に参入

1-3

アセットの活用2.

　賃貸用不動産に本計画期間累計で700億円を投資いたします。豊富なノウハウをもつ企業社宅、賃貸マンショ
ン、サービス付き高齢者向け住宅を中心に投資し、独自のモニタリングシステムによりリスクを管理し、高収益を実
現してまいります。

賃貸不動産事業（Rent）
長期的に収益貢献する賃貸不動産の保有と運用

2-1

個人向け住宅リフォームに加え、法人等が所有する、社宅、賃貸マンション、 
ビルの1棟リフォーム事業に参入。

● 施工事例

1棟社宅のリフォーム工事事例
全1棟 36 戸 築 37 年 工期：2016 年 3月～2016 年7月

１棟住宅リフォーム工事は、ゼネコンには小さく、地場の工務店に
は大きい規模

B to C
住宅

リフォーム

社宅賃M
1棟

リフォーム

大規模
修繕工事

新築工事

売上規模、工期小・短

地場工務店 ゼネコン

大・長

施工前 施工後

仕入や賃貸管理など、グループリソースを活用した賃貸不動産事業を展開し、
ストックの長期保有による安定収益基盤を構築。

売買仲介 賃貸管理 リフォーム

グループ内製化

賃貸不動産

主な収益

保有期間

利用方法

これまで これから

売却益 賃貸収益

短期 長期

リフォーム後に売却

再賃貸
シェアハウス
リフォームショールーム
　　　　　　　　　等
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　45万戸超の「ライオンズマンション」および「サーパスマンション」の供給実績に裏打ちされた「ブランド認知」、
「ライフタイム・リレーション・システム」、「全国ネットの事業基盤」、「強固な財務基盤」の強みを活かし、全国エリア
で再開発事業を推進してまいります。

再開発事業（Redevelopment）
建物の再生事業、街づくり、 再開発事業の強化

2-2

地方中核都市を中心に17物件のプロジェクト
が進行中。（※2017年5月現在）
2021/3期以降は、毎期売上100億円規模を継
続予定。

地権者様・行政と連携を図りながら地域の課題
を解決し、まち全体の資産価値向上・持続的な活
性化をサポート。

地元の皆様
地権者様

自治会・商店街

行政
都市計画の決定
補助金
税優遇

大京
グループ
開発・施工
販売・管理

Re

再開発事例

 エリア別再開発案件

● 案件情報
● 進行中

地域・行政の課題

大京グループの強み

● 防災、減災（建物の更新・不燃化、道路拡幅）
● 賑わいの創出（生活利便施設の整備）
● 高福祉（公共施設・都市機能の集約）

● 全国地方都市に広がる拠点網
● 高いブランド認知度、強固な財務基盤
● 開発、施工、販売、管理まで、お客さまのライフサイクル
　をサポートするグループ一体体制のビジネス・システム

   トップメッセージ

首都圏エリア ●5物件

研究開発の推進3.

　労働人口の減少に備え、現在、産学連携や異業種とのアライアンスにより、壁面走行技術を応用した共同研究や
スマートグラスを用いた遠隔業務支援の実証試験など研究・開発を推進しています。今後は、❶遠隔化および無人
化、❷機械化、❸建物 ･設備の長寿命化をテーマとする研究開発を推進してまいります。

ICTの活用・海外展開（Research & Development）
先進技術を活用した管理業務の機械化と省力化の推進、海外での事業拡大に向けた研究、投資の推進

3-1・2

無人化

機械化

長寿命化
産学連携

ロボット

自社研究

アライアンス

IoT

AI

Real Estate Tech

Innovation
Global

研究テーマは、無人化と機械化、建物・設備の長寿命化。
海外展開も視野に、アライアンスや産学連携での研究・開発を推進。

海外展開
現時点では３か国に進出。次期５か年での事業拡大、収益貢献を目標に、 本計画期間中は海外での事業拡
大に向けた研究・投資を推進。

● 市場調査、研究
　 • 海外展開可能な事業の見極め
　 • 進出国、投資先、提携先企業の選定

事業拡大、収益貢献

● 人財投資、育成
　 • 異業種からの海外人財獲得
　 • 現地での経験を積ませるグローバル人財の選抜

台湾

香港

豪州

2021年3月期2016年3月期 基盤構築

　専門技術者の高齢化等による人財不足、
および専門技術の伝承といった課題解決の
ため、遠隔作業支援が可能なメガネ型端末
「スマートグラス」の実証実験を実施。実験
により一定の成果が得られたため、ビル管
理業務や工事業務におけるインスペクショ
ンにおいて2017年6月より正式導入。

（その他事例）
●武庫川女子大学との産学連携によるマンションの
　リノベーションに関する実践的研究
●社内のヘルプデスク業務におけるAI活用
●管理業務の無人化や機械化に関する検証

ICT活用事例
遠隔作業支援に「スマートグラス」の導入

北海道札幌市中央区南２西３南西地区

商業施設・住宅一体型の高層タワー

地上28階 地下2階
高さ 約122m

敷地面積 約3,700㎡

岐阜県岐阜市
高島屋南市街地再開発

商業施設
公益的施設

住宅一体型の高層タワー

地上35階 地下1階
高さ 約130m
敷地面積 6,500㎡
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   トップメッセージ

トップインタビュー 10年ぶりに TVCM放映

 「日本のまちに、活力を。」実現させるのは、
　社員一人ひとりの「活力」です。

中期経営計画、スタートの年。なぜ今、ダイバーシティに取り
組むのですか。
　2016年10月、当社グループは、これからの５年間のロー
ドマップとなる中期経営計画を策定しました。
　今日の社会・経済環境は大きく変化しており、建物の老朽
化や空き家の増加による、コミュニティの希薄化や居住環境
の悪化など、多くの課題が山積しています。このような環境
変化に伴った社会課題を、グループ一体となってワンストッ
プ体制でシームレスなサービスを提供し続けることで解決し
ていきたいと考えています。
　この大きな事業の転換期においては、変化し続ける社会や
多様な価値観に柔軟に対応し、お客さまの潜在的なニーズを
発掘できる新たな価値を創造していくことが必要であると
考えます。マンションの入居者さまにおかれましても、外国
人、高齢者、単身世帯、ファミリーと多様な方々が、暮らしを
もっと豊かに充実させたいと願っていらっしゃいます。そうし
た「想い（ニーズ）」のみならず「お困りごと」にも応えていくに
は、多様な社員の視点※を持ち寄り、その力を組織として最大
限に発揮することで価値を創出する、多様性を活かした組織
づくりであるダイバーシティマネジメントに取り組む必要が
あると考えます。

目指す姿（組織、働き方）はどのようなものですか。
　お客さまの考えや気持ちに寄り添い、ニーズに合ったご提
案をしていくためには、社員の個性を活かすだけでは不十分
であり、お客さまの潜在的なニーズに応えることはできませ

ん。これは社員に常々伝えていることですが、情報リテラシー
の感度を上げ、今までの常識や既成概念にとらわれない発想
をビジネスに活かしていく組織風土をつくりたいと考えてい
ます。情報が溢れている時代だからこそ、出会えた情報と真
剣に向き合い、新たな学びをビジネスに繋げていくことで、こ
れまで全く意識していなかったことが思わぬ事業で繋がる、
そんな組織風土にしていきたい。当社グループは「グループ連
携」を積極的に推進していますが、グループの社員一人ひとり
が蓄えた知識や想像力、知恵をグループ一体となって活かし
てこそ、お客さまから支持されるビジネスになるのです。
　また、働き方でいうと、生産性の意識をもう一段高めていき
たいと考えています。生産性が高い企業グループは、過去の慣
習的業務や無駄な仕事を徹底的に排除し、各々が本業に打ち
込める状態にあるため、自らの能力を最大限に発揮し、自分の
存在意義や存在価値を感じることができるのだと思います。
そのような企業グループには、誰もが働きやすく働きがいのあ
る職場環境があり、かつ多様で優秀な人財が育ち、さらに外部
からも人財が集まることで、お客さまのニーズを先取りした提
案ができるのでしょう。当社グループは、「人が活かされ、育つ
会社。日本の社会的課題を解決してくれる会社」と世間から認
知される企業グループを目指したいと思っています。

推進する上で重要だと思うことはどのようなことですか。
　多様な価値観を受け入れ、理解し、活かし合うことが必要
ですが、加えて「思いの共有」と「変化を恐れない」ことが重要
です。1つ目の「思いの共有」については、多様な人財集団に対
して上長が丁寧にビジョンを語る中で、その組織を１つの強
固な集団としてまとめ、互いの思いを共有した状態で施策を
推進していくことが重要です。そして、2つ目は「変化を恐れ
ない」こと。既存のやり方を是とせず、新しいことに挑戦する
姿勢がとても重要です。ダイバーシティマネジメントを推進
することも、今までの組織にはない「変化」です。社長、役員は
もちろん、全てのマネジャーが、「思いの共有」を通してビジョ
ンを共有し、「変化を恐れず」、多様性を受容し、チャレンジを
後押しすることが必要でしょう。
　当社グループは中期経営計画において、「日本のまちに、活
力を。」というキーメッセージを掲げました。これを実現させ
るのは、まさに社員一人ひとりの「活力」です。また、経営姿勢
に掲げている「社員と家族が誇りを持てる職場」をつくってい
けるよう、ダイバーシティマネジメントを推進することで、こ
の「活力」を高めていきたい。そして、社員とその家族が当社
グループで働くことに誇りを持っていただけるよう取り組ん
でいきたいと考えます。

　このたび新たなブランドメッセージ「住まいも 長生きする国へ。」を定め、5月1日（月）より10年ぶりとなるグループブランド
CMの放映を開始しました。新CMでは、中期経営計画の思いを「住まいも 長生きする国へ。」というブランドメッセージに込め、
「日本伝統の価値観を大切にしつつ、次の世代へとつないでいく」というコンセプトを表現しております。CMには、コンセプト
にふさわしく次世代を担う方として、第8回「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞した福本莉子（ふくもと りこ）
さん（16歳）を起用しました。

※社員一人ひとりが持つ個性（国籍・年齢・知識・性別・障がい等）に加えて、
　多様なものの見方（価値観・知識・知見・キャリア等）

CM 概要
タ　イ　ト　ル ：「 住まいも 長生きする国へ。」篇（15秒、30秒）
CM放送期間 ： 2017年5月1日（月）より
CM放送エリア ： 全国エリア（一部地域を除く）
出　　　　 演  ： 福本莉子
楽　　　　 曲 ： 池田綾子

※大京ホームページでは、テレビCMでは放映されない60秒バージョンや、
　メイキング映像などもご覧いただけます。
　http://www.daikyo.co.jp/brand/

古くから日本では

住まいを愛し、ともに生きてきた。

そんな日本の伝統を、今こそ次の世代へとつなぎたい。

住まいも  長 生きする国へ。
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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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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 343,630 

 2 A社 172,369 
 3 B社 135,078 
 4 C社 122,905 
 5 D社 119,895 2.8

資料：㈱不動産経済研究所

※ 各社事業開始から2016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
（2017 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  531,957
 2 東急コミュニティーグループ  515,066
 3 日本ハウズインググループ  441,003
 4 長谷工管理ホールディングス  369,288
 5 大和ハウスグループ  341,705
 6 三菱地所グループ  320,415
 7 三井不動産レジデンシャルサービスグループ  257,902
 8 合人社計画研究所グループ  215,452
 9 住友不動産建物サービス  183,314
 10 日本総合住生活  160,285

 会社名 管理受託戸数（戸）

大京アステージ 426,584
穴吹コミュニティ 105,373

　2016年末のマンションストッ
ク推計は約633万戸（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
51.8

2.7 1.8
5.7

7.8

9.6

82.014.6

15.5

8.5

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490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・平均築年数

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
（2017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
（2017 年 3月期）
出所：（株）住宅新報社

 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グループ 77,357  38,612  1,482,126  278 
 2 住友不動産販売 61,216  36,108  1,193,044  260 
 3 東急リバブル 51,869  23,278  1,100,370  168 
 4 野村不動産グループ 30,283  8,272  745,147  78 
 5 三井住友トラスト不動産 19,007  7,362  450,897  72
 6 三菱UFJ不動産販売 17,387  5,574  426,896  43 
 7 みずほ不動産販売 14,098  4,231  335,150  45 
 8 三菱地所リアルエステートサービス 9,214  1,314  308,884  9 
 9 大京グループ 8,199  6,828  172,174  70 
 10 オープンハウス 7,889  3,024  145,729  21

　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。成約物件の経年化も
進行。

　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
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              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 3,451 439.0 7% 
 2 ベストランド 2,074 198.0 99% 
 3 フジ住宅 1,516 295.5 77% 
 4 大京グループ 1,465 357.0 100% 
 5 インテリックス 1,446 345.5   99%

 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 2016｣　

大京グループ
ビル管理の営業収入
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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）

連結営業利益に占める各セグメントのウェイト

連結

不動産
管理

不動産
流通

不動産
開発

営業収入 1,046億円
営業利益 89億円

営業収入 1,633億円
営業利益 106億円

営業収入 622億円
営業利益 34億円

営業収入 3,253億円
営業利益 205億円

2017年3月期

2017年3月期

2017年3月期

2017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

不動産流通

不動産投資

マンション賃貸・賃貸管理

リノベーション住宅販売

リフォーム工事

不動産売買仲介

不動産管理

居住者向けサービス

マンション修繕

マンション管理サポート

不動産開発

戸建て分譲

サービス付き高齢者向け住宅

新築マンション分譲

省エネコンサルティング

設備工事・解体工事

ビル・施設管理
再開発事業

他社マンション建築請負

不動産販売代理

B
 to

 C
B

 to
 B

※

※

　当社グループのビジネスは、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」、不動産売買仲介やリノベーションマンション販売、そして賃貸管理等を中心とした「不動
産流通」、新築マンション分譲を中心とした「不動産開発」の3つのセグメントで構成されています。2016年10月に発
表した5か年を計画期間とする中期経営計画では、連結営業利益に占める「不動産管理」の営業利益割合を50％に引
き上げることを基本方針とし、経営の安定性をさらに高めるだけでなく、堅実かつ持続的な成長の両立も目指してい
ます。

大京グループのビジネスは、３つのセグメントに分類されます。 当社グループは、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。

不動産開発

不動産管理

不動産流通

48% 40% 39%

31%
181億円連結営業利益 183億円 205億円

280億円以上

39% 45% 46%

50%

13%
15%

15%

19%

2015/3期 2016/3期 2017/3期 2021/3期
（計画）

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

管理組合さま

ビジネス概況

ビ
ジ
ネ
ス
概
況

｢不動産管理｣の
営業利益割合を
50% に
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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（2017年3月期）

2017/32016/3

1,628
1,512

1,633

2015/3 ※期 期 期

請負工事の受注残高（億円）　

304
283

250

2017/32016/32015/3 ※期末 期末 期末

不動産
管理事業
49%営業収入

営業利益（億円）

2017/32016/3

82

106

2015/3

96

※期 期 期

2524 大京グループレポート 2017大京グループレポート 2017

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、主にマ
ンションの計画修繕工事を実施するマンショ
ン修繕工事等、そしてビル・施設の管理、警
備、清掃等に加え、メンテナンスや当該施設
の改修工事等を行うビル・施設管理からなる
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

不動産管理事業

※ 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。

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

　マンション別専用サイト（WEB）や季刊誌（雑誌）によるコミュニケーション、電話で
のコミュニケーション、そして戸別訪問（対面）でのコミュニケーションという三位一
体でのフォロー体制を構築。これらを駆使することにより、お客さまの潜在的なニー
ズ発掘に努めています。

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

● 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）

マンション管理のサービス内容および取り組み

マンション管理およびマンション修繕工事等の事業内容

         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。

　　   マンション修繕工事等
　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）

2.1.

不動産管理事業における従来の内訳と今回の内訳の比較

※ 不動産管理事業においては、現在、営業収入の内訳（「管理受託」「請負工事」「その他」）を開示しており
ますが、情報開示拡充の観点から、グループ各社を基礎とした商品・サービス別の内訳（「マンション管理」
「マンション修繕工事等」「ビル・施設管理」）を記載しております。

（単位：億円）

営業収入 1,628 1,633

  マンション管理※ 724 745

  マンション修繕工事等※ 386 430

  ビル・施設管理※ 533 477

営業利益 96 106

  　　　　（営業利益率） 5.9% 6.5%

  マンション管理※ 58 66

  　　　　（営業利益率） 8.0% 8.9%

  マンション修繕工事等※ 14 20

  　　　　（営業利益率） 3.8% 4.8%

  ビル・施設管理※ 23 19

  　　　　（営業利益率） 4.5% 4.1%

2017/3期
実績

2016/3期
実績

※ 事業毎の実績値はセグメント内消去前

従来の内訳 今回の内訳

請負工事 マンション修繕
工事等

その他 ビル・施設管理

管理受託 マンション管理

管理受託

管理受託

請負工事

請負工事

請負工事

その他

その他

その他

フリーダイヤル
「くらしサポート

デスク」
「お客さま係」

マンション別
専用サイト

「くらしスクエア」
季刊誌

「くらしと」

情報発信

お困りごとに応える
戸別訪問相談受付
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不
動
産
管
理
事
業

● AI・IoTの活用により、居住者向けサービスを拡充

マンション管理受託戸数
　および居住者サービス等売上高の推移

住設機器の不具合に
関する問合せ（2016 年）

● 管理業務から派生する修繕工事の受注拡大
● 専門的資格を要する施設管理の受注拡大
● オリックスおよびグループ各社とのシナジー創出

ビル・施設管理 年間契約残高および請負工事収入
※太陽光発電設備工事を除く

医療・福祉施設の年間契約残高の推移

関西国際空港

● グループ外部の修繕工事マーケットに本格参入
● 今期末時点で18/3期売上の約50％を確保済

受注残高の状況
※マンション修繕工事関連

修繕工事マーケットおよび
当社売上高の推移

ビル・施設管理の事業内容

※ 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

マンション修繕工事等 ビル・施設管理

85億円
89億円

94億円

2016/3期 2017/3期 2018/3期
（計画）

530千戸

532千戸

534千戸

管理受託戸数
居住者サービス等

給湯器
ユニットバス
トイレ

ビッグデータ
AI
IoT

400

350

300

250

200

150

100

50

0
築5年 6年 7年 8年 9年 10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年

タッチポイント急増
　　予防的なサービス提案へ（件）

317億円

290億円

150億円

175億円
368億円

295億円

158億円

185億円

2016/3期 2016/3期2016/3期末2017/3期 2017/3期2017/3期末2018/3期
（計画）

2018/3期
（計画）

2021/3期
（計画）

2021/3期
（計画）

グループ外部
グループ内部
修繕工事マーケット

年間契約残高（期末）
請負工事

外部比率
4.1%

4,220億円

4.5%

395億円

305億円

190億円約9%

500億円

330億円

240億円約20%

4,350億円 4,350億円

約5,000億円

売上確保率

順調に受注を獲得

約50%

医療関連サービスマークの認定を取得

清掃業務のコンサルティング契約を開始

病院清掃受託責任者 83名在籍
(2017年3月末時点)

関西エアポート株式会社より提供

(院内清掃/医療用ガス供給保守点検/院内滅菌消毒)

43億円
50億円49億円

2015/3期末 2016/3期末 2017/3期末

※当社推計

ビル・施設
オーナーへの
提案強化
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総取扱件数　

7,800
8,293

1,4651,465

6,8286,828

1,2361,236

6,5646,564

7,749

1,0561,056

6,6936,693

2017/32016/32015/3 ※期 期 期

営業利益（億円）

29
32

34

2017/32016/32015/3 ※期 期 期

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（2017年3月期）

549

484

622

2017/32016/32015/3 ※期 期 期

不動産
流通事業
19%

営業収入

不
動
産
流
通
事
業

買い取り賃貸居住サービスの流れ
および利活用の多様化の一例

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。

賃貸付住宅の推移
（未成約）

売買仲介

不動産販売（リノベーションマンション販売）

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）

不動産流通事業

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

● リノベーションマンション売上戸数は過去最高の1,465戸、5期連続の売上戸数増加
● 早期のポジション確立を目指し、戸建てリノベーション事業に本格参入

● 買い取り賃貸居住サービスを導入。「持つ経営」に転換し、投資規模を拡大
● リフォームショールーム等、利活用を多様化

リノベーション住宅販売
の推進

賃貸付住宅の保有拡大

戸建てリノベーションのワークフローリノベーション住宅売上戸数の推移

※ 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。

1,236戸

254戸

1,465戸

510戸

1,650戸

750戸

2016/3期

2016/3期

2017/3期

2017/3期

2018/3期
（計画）

2018/3期
（計画）

2021/3期
（計画）

2021/3期
（計画）

マンション売上戸数
賃貸付売上戸数
戸建て売上戸数

2,500戸

1,500戸超

総利益率

表面利回り 表面利回り 表面利回り

戸建て

16～17%

7～8%程度7～8%程度約8%

（リノアルファ）

（リノアルファ アイスタイル）

＋

全国ネットワーク

戸建推進部

戸建て・土地の情報を取得

インスペクション
買取

情報提供
グループ連携

営業店営業店 営業店 営業店

戸建て
リノベーション 新築戸建て

＋256戸

買取依頼

買取契約・賃貸借契約

退去

賃貸居住 (最大２年間 )

リノベーション

販売 リーシング リフォーム
ショールーム
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営業収入（億円）

1,2221,207

1,046

2017/32016/32015/3期 期 期

マンション売上高（億円）　と
マンション利益率（％）

9391,066 1,080

24.724.7 22.922.9
25.725.7

2017/32016/32015/3期 期 期

連結営業収入全体に占める
不動産開発事業の割合（2017年3月期）

不動産
開発事業
32%

営業収入

営業利益（億円）

101
86 89

2017/32016/32015/3期 期 期

　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
（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

建設予定地

不動産開発事業 ■ 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。

一般的な新築マンション事業の流れ

グループ内施工実績および計画

推進決定案件一覧
( 総戸数および竣工時期は 2017 年 5 月時点計画 )

グループ内施工比率の拡大

新大工町地区第一種市街地再開発事業
長崎市が整備を進める

「まちぶらプロジェクト」の起点として、
まちの活性化に参画

用途：複合ビル（商業、業務、住宅、駐車場）／敷地面積：約 5,000㎡

● 今期（2017/3期）：3物件が竣工
● 次期（2018/3期）：5物件が竣工予定。2021/3期には施工比率を60％程度まで拡大する計画

● 2017年5月時点で17案件を推進中

グループ内のゼネコン機能
を活用

再開発事業の推進

※本イメージは検討中のものであり、変更となる場合があります。 青地白抜きのプロジェクトは中期経営計画発表以降に推進が決定したもの。
※印は共同事業プロジェクト
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2016/3期 2017/3期 2021/3期
（計画）

2018/3期
（計画）

穴吹工務店
大京
施工比率

1,417戸
1,142戸 1,266戸

235戸239戸

1,027戸 1,182戸

86戸

1,056戸

60%程度
57%

49%
38%

物件名

エリア

所在地

プロジェクト

施工 戸数

18/3期 20/3期 22/3期19/3期 21/3期 23/3期
以降

竣工期

総戸数
(予定 )

ライオンズ横濱鴨居
ザ・リゾーティア
ライオンズ国泰寺
グランアクシス
ライオンズ小岩
グランテラス
ライオンズ浅間町
マークスフォート
ライオンズ
西鉄久留米駅前
ライオンズ
千代田岩本町ミレス
ライオンズ
ふじみ野グランテラス
サーパス
栗林公園レジデンス
(仮称 )
ライオンズ浅草橋
(仮称 )
ライオンズ和光丸山台

84

275

135

200

294

149

196

98

139

125

322

80

109

330

90

324

950

3,900

穴吹工務店
大京穴吹建設
穴吹工務店
大京穴吹建設

大京穴吹建設

大京穴吹建設

大京穴吹建設

大京穴吹建設

穴吹工務店東京

愛知

福岡

東京

埼玉

香川

東京

埼玉

広島

神奈川

51

59

84

53

39

50

54

54

82

99

17/3済

18/3

18/3

18/3

18/3

18/3

19/3

19/3

17/3済

17/3済

穴吹工務店

穴吹工務店

穴吹工務店

※太枠は18/3期以降竣工物件

竣工

竣工
竣工
竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

九州 　西鉄久留米

北海道 　北4東6再開発南街区※

北陸 　金沢駅武蔵南

九州 　長崎新大工町

北海道 　苗穂駅前※

首都圏 　瀬谷駅南口

九州 　鹿児島中央駅前※

九州 　諫早駅東地区第二種

北海道 　南2西3（狸小路）

首都圏 　前橋駅前

東海 　岐阜高島屋南

中国 　岡山千日前

首都圏 　青梅駅前

北海道 　札幌駅東※

沖縄 　那覇牧志一丁目

首都圏 　板橋駅西口

首都圏 　三軒茶屋※
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大京グループブランド一覧

大
京
グ
ル
ー
プ
ブ
ラ
ン
ド
一
覧

ライオンズマンション

http://lions-mansion.jp/

sumai/special/house/

http://www.384.

co.jp/384home/

　大京および穴吹工務店が
供給する戸建てブランド。新
築マンション開発で培った
実績とノウハウを戸建てに
活用。

　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。

サーパスマンション

かがやきの季
とき

アリオンテラス
（大京）

サーパスホーム
（サーパスタウン）
（穴吹工務店）

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://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。｢Renoα（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
http://www.daikyo-anabuki.co.jp/grandinno/

（リノアルファ）

リノアルファ

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。

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

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/

　Renoαのコンパクトシリーズ。30～ 40㎡台のコンパクト空間に｢＋α｣の空間を提案し、ゆとりある
リノベーション物件として提供するブランド。
http://www.daikyo-anabuki.co.jp/renoalpha/concept/i-style/

　大京穴吹不動産が売主として提供する｢リノベーション戸建て｣事業のブランド。2017年7月に開始。
http://www.daikyo-anabuki.co.jp/renoterrace/

リノアルファ アイスタイル

リノテラス

　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/

■ 不動産管理事業部門 ■ 不動産開発事業部門

■ 不動産流通事業部門
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　社会・経済環境は近年大きく変貌しており、国内では世界に例のない速度で少子高齢化と人口減少が進展する中、都市部への人
口移動が加速し、既存ストックの老朽化や空き家の増加等によって、地域コミュニティの希薄化や居住環境の悪化等が社会問題と
なっています。
　地域社会やコミュニティを含めた、安心・安全で快適に暮らせる住まいの提供、街づくりへの貢献は、これまで日本で最も多くの
マンションを供給し、管理している当社グループの社会的責任と認識しております。
　当社グループは、経営理念を基に、ストック型社会の実現に向け、様々な社会課題の解決を通じた社会への貢献に取り組んでま
いります。

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。

大京グループは、「ストック型社会※1の
実現に向け、不動産ソリューションで

新たな価値を創造し、次世代に継承される
社会の資産を蓄積する」ことを目指します。
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環
境

環
境
・
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・
ガ
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組
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　マンション同様、戸建て事業においても省エネルギー性能向上や環境問題に取り組
むべく、「アリオンテラス瑞江」（東京都江戸川区）にZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス） を導入。高効率の設備機器の導入、太陽光発電システムなどによる創エネ、HEMS
（ホームエネルギーマネジメントシステム）での効率的な節電により、エネルギー収支ゼ
ロを目指します。
　当社では今後も、自然エネルギーの活用を通じた快適な住環境の提供を進めていくと
ともに、マンション開発で培ってきたノウハウを活かした立地・品質の都市型戸建て住
宅を提供していきます。

　「ライオンズ広島加古町」（広島県広島市中区）にて、全住戸がBELS（ベルス）による第
三者認証を取得し、省エネ性能に優れるとの評価を受けました。BELSとは、建築物省エ
ネ法の省エネ性能表示の努力義務に対応した住宅・建築物を格付けする唯一の第三者
認証制度で、一般的なマンションと比較すると、一次エネルギー消費量を最大27％削
減、光熱費等の低減につながります。なお、共同住宅の全住戸が認証を受けたのは日本
初※です。
 ※一般社団法人住宅性能評価・表示協会調べ（2016年5月現在）

　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（ライオンズパッシブ
デザイン）を2009年から採り入れています。さらに、パッシブデザインに自社基準を設
け、2015年4月からは新築のライオンズマンション全物件に標準採用しています。
　この取り組みにより、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
コン電気代は3割削減、7月の室温は4.9度低下等の効果が実証されています。
　なお、当システムは2015年度グッドデザイン賞を受賞しました。

戸建てにZEH導入

BELS（ベルス）による第三者認証を取得

自然エネルギーを取り入れたデザイン

アリオンテラス瑞江（外観完成予想図）

BELS（ベルス）による第三
者認証

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）

環境・社会・ガバナンスへの取り組み

大京グループ経営理念

■ 中期経営計画　キーメッセージ

目指す姿

P. 35

P. 36

P. 42

環境（Environment）

社会（Social）

ガバナンス （Governance）　

ストック型社会
住宅などの社会インフラを
長持ちさせることで、経済
的なゆとりを生みだし、環
境負荷を軽減する社会

Resolution
ストック型社会の実現に向
け、「足りないモノ」と「余る
モノ」で再生するソリュー
ション

※2

※1 ※2 

環境（Environment）
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所定休日：128日（2017年度3月期実績）
　土日祝日に加え、夏期休日（5日間）と年末年始休日（12月28日～
1月3日）が年間の所定休日となります。また営業拠点等の土日祝日
以外の勤務体制の場合は、火水に加え、不足する休日数を補うための
「フレックス休日」を付与することで、年間休日数を確保しています。

　2年間で利用しきれなかった年休を、失効させずに最大40日まで
積み立てることができる制度です。年休を全て利用した後でも、この
積立保存年休を家族の介護や看護、自身の疾病等のために利用する
ことができます。

　育児や介護、障がいにより、勤務に制限がある場合は、週最大10時
間まで在宅勤務を取り入れた働き方を選択することができます。

年間休日数

失効年休の積立保存制度

セレクト在宅勤務

　年次有給休暇（以下、年休）の取得を促進するため、以下の3つの施
策を取り入れています。
❶ 計画的な年休の取得
❷ 年休名称の設定
❸ 柔軟な働き方と併せて利用する仕組み

　東京都が主催する「がん患者の治療と仕
事の両立への優良な取組を行う企業表彰」
において、不動産業界初「優良賞」を受賞し
ました。がん治療支援のための休暇制度を
整備するほか、直接社員からの意見や要望
を把握しやすい体制を構築するなど、治療
と仕事の両立に向けた取り組みが評価され
たと思います。今後もより一層、治療と仕事
の両立に向けた、働き甲斐のある職場、働き
やすい環境の醸成を目指しています。

　年次有給休暇や積立保存年休が無くなった後でも、治療日以外に
働ける場合には、一人ひとりの診断や治療計画に基づき、会社が定め
た日数を上限として、所定労働日に通院、検査および短期入院時に
休暇を取得することができます。

年次有給休暇の取得促進

がん治療と仕事の両立支援制度

■ 治療休暇
社
会

環
境
・
社
会
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
取
り
組
み

社会（Social）

ダイバーシティへの取り組み

柔軟な働き方を目指して

　年齢や性別、国籍などにかかわらず、ともに働く喜びを分かち合い、互いを尊重しながら、個々人の置かれている環境や抱
えている事情と仕事を両立して、社員一人ひとりが成長し、満足して働き活躍できる職場をつくりあげます。 

　育児休業取得社員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している社員との「情報交換会」を開催しています。あわせて、復職予定部署の上
司や所属人事担当者との面談を実施し、復職後に担当する業務の内容や勤務形態（時短取得等）につい
て復職前に相談することで、スムーズな職場復帰を支援しています。

　健康に投資する取り組みとして、大京健康プログラム「Daikyo Health Program」を2014年度から
導入しています。
　「BMI改善支援プログラム研修」、ウォーキングイベント「七福神巡り」、ヘルシー料理の調理実習と
いった健康をテーマとしたセミナーの開催や全社禁煙デーの設置など、さまざまな健康増進イベントを
実施しています。

　健康経営に優れた企業として、「健康経
営銘柄2017」および、「健康経営優良法人
（ホワイト500）」に認定されました。社員
の健康維持・増進に向けた独自の取り組み
が高く評価されました。

育休コミュニティ／復職前面談

大京健康プログラム“Daikyo Health Program”

健康経営銘柄、健康経営優良法人（ホワイト500）に認定

　男性社員の育児参加により、家族との時間を持つことを支援する
ため、「配偶者の出産休暇」と「育児休業の一部有給化（男女共通）」を
実施しています。一部が有給になったことにより、収入減少の不安を
感じることなく、男性も育児休業を取得できるようになりました。

　社員が介護と仕事を両立し、離職すること
なく介護に取り組めるよう、介護に「備える」
ことから、仕事と介護を「両立する」ことまで
を一冊にまとめたハンドブックを作成してい
ます。

　より働きやすい職場の実現を目指して、職場に起因する悩みや相
談ごとを話せる電話相談窓口を設置し、社外の産業カウンセラーに
よるカウンセリングを行っています。

男性の育児参加の促進

両立支援ハンドブック

電話相談窓口の設置

仕事と「育児」、「介護」の両立

社員の健康への取り組み

■ 従業員に対して

　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。

　介護に関する悩みを抱え込んでしまわぬよう、社員とその家族が
利用できる専用の相談窓口を設置し、個々の状況に合わせた適切な
アドバイスができるようにしています。

くるみんマークの取得

介護相談窓口

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）
2017/3 118（内、男性6名）
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人財育成への取り組み
　お客さまの声に誠実に耳を傾け、先見性を持ち、付加価値を追求していくには、社員こそが会社の財産と考え、一人ひとり
が自ら成長を志すとともに、グループ会社という垣根を越えた密なコミュニケーションを通じて、最高の仕事を実現できる
人財を育成します。

　人財育成体系には、社員の各段階に合わせた「階層別研修」、それぞれの業務内容のスキルアップを図る「業務研修」、経営陣を講師とした企業
内大学や他社の人財との協働を通して成長を促す外部派遣等の「選抜型研修」、日々の業務や研修の中では得られない知識やスキルを自身で選
んで学んでいく「自己啓発支援」があります。これらの研修や自己啓発を通して、それぞれが挑戦する機会を提供しています。

階層別研修

人財育成の方針　研修制度

人財育成体系図

　大京グループ経営陣による知見の伝
承だけではなく、経営陣と受講生のイ
ンタラクティブな対話、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。

　さまざまなテーマについて、第一線で活躍する実務者を講師として招いた講演を毎年開催しています。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ことを目的としています。

企業内大学 Daikyo Nexus Academy

Learning Café

　人権を正しく理解し、社会に広がる人権への意識を日々高めてい
くことは、社会市民としての責任であると認識しています。大京グ
ループでは、入社時の研修（新卒・中途共に）の他、幹部向けの研修や
業務系の研修、さらに全社員向けの eラーニングを実施し、人権問題
への理解・認識を深めることを目指しています。

人権研修

　お客さまの大切な不動産を取り扱うプロとして、適切な知識と資格
を身に付けるため、不動産開発・流通事業では「宅地建物取引士」、マ
ンション管理業では「管理業務主任者」を必須資格に位置づけていま
す。このため、新入社員は内定者の段階から、キャリア入社者やグルー
プ内の異動者はその入社のタイミングから、資格取得支援を行ってい
ます。

※受入出向者、契約社員を含み、他社への出向者、管理員、臨時従業員を除く

　建築系の資格は専門的な知識と経験が求められる、非常に重要な
資格です。
　大京グループでは、資格取得のための受講費用補助の他、実務経験
が必要な社員へは経験を積ませるための戦略的な異動を行う等、建築
系人財の早期育成を後押ししています。

宅地建物取引士･管理業務主任者 建築系資格

■ 資格取得支援

■ 実績

■ 人財に関するデータ（大京グループ連結実績）

資格保有者数 １級建築
施工管理技士

管理業務
主任者

１級管工事
施工管理技士

宅地建物
取引士

１級電気工事
施工管理技士一級建築士 建築物環境衛生

管理技術者

不動産開発事業 997 327 103 120 5 7 0

大京 746 281 47 28 3 4 0

穴吹工務店 251 46 56 92 2 3 0

不動産管理事業 897 1,716 213 453 137 184 219

大京アステージ 501 1,104 27 60 9 42 0

穴吹コミュニティ 163 368 26 66 5 14 0

オリックス・ファシリティーズ 102 58 21 23 106 48 219

大京穴吹建設 131 186 139 304 17 80 0

不動産流通事業 901 178 12 10 0 1 0

大京穴吹不動産 863 160 5 4 0 0 0

大京リフォーム・デザイン 38 18 7 6 0 1 0

グループ全体 2,795 2,221 328 583 142 192 219

階層別 選抜型 自己啓発 資格取得支援

部長職以上

部長職

課長職

係長職

主任職

社員職

係長アドバンス

主任アドバンス

新卒フォロー

マネージャー

係長ベーシック

主任ベーシック

入社時

新任マネージャー

管
理
職

非
管
理
職

L
E
A
D
E
R
S

社
外
派
遣（
他
流
試
合
型
）

各
社
実
務
研
修

Ｍ
Ｂ
Ａ
派
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宅
地
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物
取
引
士

そ
の
他
の
資
格

管
理
業
務
主
任
者
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級
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／
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級
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築
・
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工
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理
技
士
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１
級
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座
・
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ー
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グ
・
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学
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Ｌ
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Ｃ
ａ
ｆ
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講
演
・
公
開
講
座
）

社
外
セ
ミ
ナ
ー企

業
内
大
学

必須資格

推奨資格

● 従業員に関する情報 ● 勤務・休暇実績

● 育児支援

2017/3月期2015/3月期 2016/3月期

 （計） 5,196名 5,256名 5,411名
 男性 4,184名 4,168名 4,219名
 女性 1,012名 1,088名 1,192名
 女性比率 19.5% 20.7% 22.0%
 （計） 113名 144名 118名
 男性 79名 81名 65名
 女性 34名 63名 53名
 女性比率 30.1% 43.8% 44.9%

従業員数

新卒採用実績

2017/3月期2015/3月期 2016/3月期

 取得日数 6.2日 6.7日 7.8日

 取得率 30.8% 32.9% 43.2%

 1カ月あたり 15時間30分 15時間30分 16時間40分

年次有給休暇

法定時間外実績

2017/3月期2015/3月期 2016/3月期

 男性 4名 9名 6名

 女性 84名 96名 112名

 男性取得率 1.9% 4.7% 2.6%

女性取得率 90.5% 100.0% 100.0%

 総数 292名 323名 344名

 比率 28.9% 29.7% 28.9%

育児休業取得状況

ワーキングマザー
比率※

※18歳未満の子を養育する社員

● 管理職登用状況
2017/3月期2015/3月期 2016/3月期

 （計） 1,549名 1,554名 1,532名

 男性 1,513名 1,513名 1,480名

 女性 36名 41名 52名

 女性比率 2.3% 2.6% 3.4%

管理職数
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　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。

子ども参観日

　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、パンの製造販売を行う
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

　この研修は、一般財団法人経済広報
センターが主催し、教員が民間企業で
の研修を通じて、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年から民間企業研修を実施し
ており、2016年には、神奈川県横浜市
の小中学校教員8名に研修を実施しま
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

■ 社会貢献

　お客さまの多様化や多国籍化、また海外でのビジネスチャンス獲得を見据え、各国の慣習や語学に通じ、人脈をもつ外国人社員の採用を行っ
てきました。2010年に採用をはじめ、これまでに10名以上の社員を採用しています。ビジネスチャンスを活かすだけでなく、新たな価値観や発
想を大京グループへ取り込み、ダイバーシティを加速させる大きな役割を担っています。

　「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に合わせ、定年後の社
員の再雇用を実施しています。同法の定めるところにより、定年を予
定している社員のうち、再雇用を希望し、会社の定める基準に該当す
る者は、65歳を最長として再雇用しています。2017年3月期は、30
名が再雇用されました。
※2016年4月1日～ 2017年3月31日のグループ全体の実績

　定時株主総会は、毎年6月下旬に開催します。開催日は、第一集中日、第二集中日を回避して決定しています。株主総会の招集ご通知は、総会
の3週間前を目途に発送するとともに、発送に先立ち記載情報を TDnetおよび自社ウェブサイトにも掲載し、株主の皆様に十分に議案をご検討
いただけるように努めています。

　マンションの管理員は、全体の約84%にあたる6,076名が60歳以上、そのうち4,569名が
65歳以上のシニア世代。これからもシニア層を積極的に雇用していきます。
※2017年3月末時点の実績（管理員総数7,243名中、60歳以上が6,076名） 

　障がいのある社員が様々な業務を経験できるよう支援しています。
社内外の郵送物の仕分け・発送やダイレクトメールの作成、データ入
力業務やコーヒーサービスの運営業務などを障がいのある社員が中
心となって実施しています。今後もさらに業務の幅を広げ、活躍の場
を作り出していきます。
※2017年3月1日時点の実績（障がい者雇用状況 199名）

外国人

定年後の再雇用者

株主総会

現場シニア層

障がいをもつ社員

活躍する多様な人財

株主・投資家とのコミュニケーション

　当社グループではお取引先との取引を行うに際して、取引の透明性を確保し、かつ事業リスクを管理することを目的として
「グループ取引先選定規程」を定めています。

■ お取引先に対して

■ 株主に対して
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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、2017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。2017年3月期において取締役会は合計11回開催されま
した。全11回の取締役会における取締役の出席率は100％で
した。

＜指名委員会＞ 
　指名委員会は、2017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、代表執行役、
執行役の人選に関して審議する権限を有しております。2017
年3月期において指名委員会は合計6回開催されました。全6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、2017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、執行役等の職務執行の監査、お
よび会社法で定める株主総会に提出する会計監査人を決定す
る権限を有しております。監査委員会へは、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ており、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。2017年3月期において監査委員会は合計6回
開催されました。全6回の委員会における委員の出席率は94％
でした。 
　なお、監査委員である井上貴彦氏は、金融機関および財務会
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、2017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。2017
年3月期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100％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り組み状況

　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。
　また、当社およびグループ会社向けの情報サイトによる周知
および啓蒙を行っております。

（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、各リスク所管部署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（2017年6月22日
現在、所属20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。
　グループリスク管理部は、当社グループの新規事業、海外事業
およびＭ＆Ａ案件等に関するリスクの検証、牽制ならびにモニタ
リングを行っております。

（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。 
　2017年3月期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、
深井康治
（会計監査業務に係る補助者の構成） 
公認会計士17名、その他25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
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ガバナンス（Governance）

　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ます。当社は、指名委員会等設置会社であり、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。
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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。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
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、金融機関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、長く独立行政法人日本貿易振興機構
（ジェトロ）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、豊かな国際経験
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、総合商社の経営を通じて培われた
事業の目利き力や、豊かな国際感覚をお
持ちです。これらのノウハウを通じて経営
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・助言等を
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および 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 1 11
取締役（社外） 4名 24 ー 3 28
執行役 10名 167 80 82 330
合　計 18名 201 81 87 370

（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、2017年3月期の業績のみならず、
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

2017年3月期

（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 2017年3月期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、2017年3月期末日在任役員が保有す
るポイントに、2017年3月期末日に先立つ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、2016年3月期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、2017年3月
期中に退任した役員の株価連動型報酬については、2016年3月期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、2017年3月期に退任した執行役１名に対し2百万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ビル管理受託・工事請負の営業
取引等を行っております。人的な関係については、当社執行役１
名、ならびに子会社の取締役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

グループリスク管理部

グループ総務部

グループ経営企画部

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

ガ
バ
ナ
ン
ス

環
境
・
社
会
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
取
り
組
み

Daikyo2017_0726.indd   48-49Daikyo2017_0726.indd   48-49 2017/07/31   14:372017/07/31   14:37



（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、貸借対照表計上額および保
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。 

（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

 2016/3期 2017/3期

 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 156 － 154 －
連結子会社 64 － 64 －
計 220 － 219 －

                                             2016/3期（百万円）                                                          2017/3期（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 2 － － －

非上場株式以外の株式 1,074 1,100 24 － 608 －

 

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

（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
　就任前の話になりますが、私は国内外合わせて8度も転居を行っ
ており、国内で家を探す際にはライオンズマンションを検討したこ
ともありました。当時の大京の印象は、新築マンションブランドで
はトップ企業の一つであり、とにかく元気の良い会社というもので
した。
　大京は東京オリンピック前に設立された歴史ある会社であり、ま
た、幾たびか厳しい局面に直面しながらも何とかそれらを乗り越え
てきた、まさに時代と苦楽を共にしてきた企業であると思います。特
にリーマン・ショック後の大京グループは、過去の経験を糧に、資本
の積み上げおよび財務基盤の強化をしっかりと行っており、手堅く
質実で真面目な会社であると感じています。

大京グループに求められていること
　日本の社会環境はここにきて急激かつ大きく変化しており、産業
構造もモノづくり中心からサービス提供中心に変化してきました。
また、少子高齢化が進行する中、価値転換が起こり、人々の生活パ
ターンも変化してきています。例えば、モノ消費からコト消費への
変化、それに伴う必要最低限のものしか所有しない身軽な人々の増
加、そして消費の抑制などもその一例でしょう。このような社会全体
での価値変化が同時進行で、かつ短期間に生じています。
　このような環境下においては、もはや過去の成功体験に基づく成
長戦略では対応することが難しく、会社も時代に合わせて変化する
必要があります。具体的には、スピード感を持って抜本的に新しいこ
とに取り組むことが求められていると思います。これまでの大京グ
ループは、冒険を極力控え手堅く成長してきました。これは、これま
での時代に即した合理的な事業運営モデルでしたが、個人的には、
もう守りから攻めに転じないといけないタイミングを迎えていると
感じていました。
　だからこそ、昨年大京グループが発表した中期経営計画は極めて
重要だと認識しています。当計画では『不動産ソリューション』とい
う重要なキーワードが挙げられていますが、私個人としてはこれを
『不動産ライフソリューション』と捉え、ライフスタイルや年齢によ
り多様化する、人々の住まいに関するニーズにこそ、我々の本業＋
αの発展の余地があると考えています。その余地を開拓するために、
我々は今後新しいビジネスにチャレンジしていかなければなりませ

ん。チャレンジにリスクはつきものですが、勝負にはタイミングがあ
るので、世の中の変化をキャッチしたら、果敢にかつ腰を据えた行動
を迅速に起こすことが肝要です。
　スピード感を持って多様な分野にチャレンジしていくためには、
我々を取り巻く環境を再認識することはもとより、これまでのやり
方やあり方を見直し、同業他社の対応策を分析し、有効なアイデア
は積極的に取り入れるような柔軟性も持ちながら、幅広い視野と攻
めの姿勢で取り組むことが必要です。

社外取締役としての責務
　近年、非財務情報、とりわけESGに関する企業の取り組みやその
開示が大きく取り上げられていますが、これは、経済構造が成熟して
きた中で異なる観点から刺激を与え、さらなる経済成長を促すため
の戦略の一つであると考えることもできると思います。
　私は企業の存在自体そのものが ESGであると捉えており、まず、
企業が成長・発展していくために、“ヒト”という観点では、働き方改
革において見られるような“ヒト”に優しい部分（制度）の話だけでは
なく、潜在的なものも含めた、“ヒト”の能力向上に向けた取り組みの
強化も必要だと考えます。現在の風潮として、前者が少しクローズ
アップされすぎているように感じますが、今の取り組みが当たり前
のこととして浸透すれば、議論はより本質的な部分に向かっていく
ことでしょう。
　また、ガバナンスという観点でいえば、企業は自らの成長・発展に
向けて、既存の成長戦略（路線）の変更を含め、常に成長の可能性を
探り続けることが求められるわけですが、主体的に経営を進めてい
く中で、自らを顧みることや、常に俯瞰的に物事を見続けていくのは
決して簡単なことではありません。そういった中で、企業経営の方向
性や企業そのものの硬直性、また経営層の思想の保守性といった部
分に対して刺激を与えることができるのが、社外取締役であると考
えます。
　私はこの大京グループの社外取締役として様々な提言等を行うこ
とで、凝り固まってしまった筋肉に刺激を与え、その柔軟性を回復す
る役割を果たしていきたいと思います。刺激を与えるためには、当然
自分自身が柔軟であることが求められるわけで、非常にその責任の
重さを感じる反面、このチャレンジングな役割に対して、やりがいも
感じています。

方向性や硬直性、思想の保守性といった部分に対して、
常に刺激を与え続けていきたい。
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鷲尾　友春
当社社外取締役
当社指名委員、監査委員、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（現在）
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 藤平　善久

常務執行役 丑澤　正樹

執行役 世利　幸仁

執行役 木村　俊久

執行役 徳田　善昭

執行役 水野　泰裕

執行役 深谷　健司

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
平成28年６月 同法人理事インテンダント（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

（2017年7月1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、景気の一部に改善
の遅れも見られましたが、雇用・所得環境の改善が続くなか、
政府の景気対策の効果もあり、緩やかな回復基調が継続しま
した。
　不動産管理市場におきましては、マンション管理における
大手寡占化の傾向が継続し、加えて、コスト意識の高まりや、
お客さまニーズの高度化・多様化によるサービスの強化・拡充
がみられました。
　不動産流通市場におきましては、新築マンションの供給戸
数の減少や価格の高止まり、加えて、中古住宅マーケットにお
ける良質なストックの積み上がり等の影響により、成約件数
は前年を上回る推移となりました。
　新築マンション市場におきましては、地価や建築費の影響
により、都市圏を中心に販売価格が高止まりの傾向にあるも
のの、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。

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、
当連結会計年度を初年度とする、中期経営計画「Make NEW 
VALUE 2021 ～不動産ソリューションによる新・価値創
造～」を策定いたしました。「日本のまちに、活力を。」をキー
ワードに、高経年化した不動産ストックの増加、人口動態の変
化や価値観の多様化に対し、大規模修繕工事事業の拡大、リ
ノベーション事業の強化、再開発事業の推進、および新たなご
提案やサービスの提供等に取り組んでまいりました。また、AI
や IoTの活用による無人化、機械化や建物・設備の長寿命化等
をテーマとした研究開発を推進いたしました。
　これらの結果、当連結会計年度の業績は、営業収入が前期
比94億92百万円減の3,253億60百万円（前期比2.8％減）、
営業利益は同比22億4百万円増の205億23百万円（同比
12.0％増）、経常利益は同比28億74百万円増の199億67
百万円（同比16.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益
は同比14億16百万円増の140億44百万円（同比11.2％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。

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 2016 2017 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

不動産管理事業 162,821 9,664 163,339 10,684 518 1,020

不動産流通事業 54,904 3,233 62,249 3,449 7,345 216

不動産開発事業 122,211 8,667 104,684 8,987 (17,526) 320

調整額（消去又は全社） (5,083) (3,246) (4,913) (2,598) 170 648

　合計 334,853 18,318 325,360 20,523 (9,492) 2,204

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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不動産管理事業
　請負工事収入が前期比6億90百万円減の689億18百万円
となったものの、管理受託収入が同比9億86百万円増の850
億78百万円となったことなどにより、不動産管理事業の営業
収入は同比5億18百万円増の1,633億39百万円となりまし
た。営業利益は、営業収入の増収に加え、利益率が上昇したこ
となどにより同比10億20百万円増の106億84百万円とな
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531,957戸（前期末比1,862戸増）、請負工事受注残高は
283億39百万円（同比32億89百万円増）となりました。

不動産流通事業
　不動産販売収入が前期比67億44百万円増の368億2百万
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
比73億45百万円増の622億49百万円となりました。営業利
益は、店舗網拡大に向けた人員補強により営業費用が増加し
たものの、不動産販売収入の増収などにより同比2億16百万
円増の34億49百万円となりました。

不動産開発事業
　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、売上戸数が2,565戸（前期比415戸
減）、売上高が939億69百万円（同比141億5百万円減）と
なったことなどにより、不動産開発事業の営業収入は同比
175億26百万円減の1,046億84百万円となりました。営業
利益は、マンション売上高が減少したものの、マンション利益
率の上昇や販売費の減少などにより、同比3億20百万円増の
89億87百万円となりました。
　なお、当連結会計年度末におけるマンション契約残高は
1,124戸、394億78百万円（前期末比396戸減、158億87
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）＞
ライオンズタワー柏 千葉県柏市
ライオンズ笹丘サーパスレジデンス 福岡県福岡市
ライオンズ国泰寺グランアクシス 広島県広島市
ライオンズ新瑞橋グランゲート 愛知県名古屋市
サーパス昭和町一丁目 香川県高松市

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、2,778億99百万円
（前期末比33億5百万円増）となりました。これは、有形固定
資産が39億64百万円、無形固定資産が21億14百万円それ
ぞれ減少した一方、たな卸不動産が110億17百万円増加し
たことなどによるものです。
　負債は、1,000億36百万円（同比84億66百万円減）となり
ました。これは、有利子負債が95億54百万円減少したことな
どによるものです。
　純資産は、1,778億63百万円（同比117億72百万円増）と
なりました。これは、主に剰余金の配当により26億1百万円
減少した一方、親会社株主に帰属する当期純利益140億44
百万円の計上により「利益剰余金」が114億42百万円増加
したことなどによるものです。また、自己資本比率は64.0％
（同比3.5ポイント増）、１株当たり純資産額は206.88円（同
比14.02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、837億22百万円（前期末比13億92百万円
増）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
152億29百万円（前期は113億30百万円の減少）となりまし
た。これは、たな卸不動産の増加77億74百万円により資金が
減少した一方、税金等調整前当期純利益194億12百万円お
よび仕入債務の増加25億16百万円により資金が増加したこ
となどによるものです。

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16
億6百万円（前期は186億83百万円の増加）となりました。こ
れは、定期預金の増加10億円および有形及び無形固定資産
の取得による支出7億32百万円により資金が減少したことな
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
122億17百万円（前期は215億円の減少）となりました。これ
は、長期借入金の減少94億53百万円および配当金の支払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。
　
（2） 不動産市場リスク
　不動産流通事業および不動産開発事業の業績は、市場環境
の影響を受けて変動する可能性があります。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。
　

（3） 建設市場リスク
　建設資材および労務について、急激な高騰や不足が生じた
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。

（4） 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、香港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。
　
（5） 取引先の信用リスク
　不動産管理事業および不動産開発事業においては、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。
　
（6） マンション分譲リスク
　マンション分譲は長期間に渡るプロジェクトであり、その進
行において、地中障害、土壌汚染、近隣にお住まいの方々との
協議の結果等の事由により、想定外の費用の発生、開発計画
の工程遅延、販売計画の変更等が発生した場合、当社グルー
プの業績に影響を与える可能性があります。
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（7） 瑕疵等の発生
　施工については品質管理を徹底しておりますが、万一、設
計・施工不良等の瑕疵が存在し、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。

（8） 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。
　
（9） 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。
　
（10） 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。
　

（11） 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。
　
（12） 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。
　
（13） 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、当社グループの親会社株主に帰属する当期純利益
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、当社グループの親会社
株主に帰属する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。

（14） 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。

（15） 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、2017年6月22日現在において、取得請求は受けてお
りません。

（16） 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64.12％（間接所有0.02％を
含む。）となっております。
　
② 人的関係
　当社グループの子会社役員２名がオリックスグループから
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）

（億円） （円）

（億円） （％）

2017

3,026
3,338

3,171
3,348

2016201520142013

3,253

16.63

2017

14.94

33.25

43.32

14.37

2016201520142013

2,778

2017

2,7452,754
2,978

3,246

2016201520142013

205

2017

183

221

169
181

2016201520142013

206.88

2017

192.86
214.99

167.69
181.42

2016201520142013

289

2017

384

691
636

573

2016201520142013

140

2017

126

155

207

121

2016201520142013

自己資本比率
（％）

64.0

2017

60.5

48.747.7 48.2

2016201520142013

0.16

2017

0.53

0.44

0.23

0.37

2016201520142013

7.4

2017

6.1

7.8

5.9 5.8

201620142013 2015

20172016201520142013

8.2

12.5

15.3

7.88.0

1,778

2017

1,660

1,313
1,449

1,564

2016201520142013

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

会計年度：
　営業収入 ¥394,102 ¥351,623 ¥318,356 ¥295,374 ¥298,696 ¥302,610 ¥333,813 ¥317,154 ¥334,853 ¥325,360

　売上総利益 68,739 (6,612) 36,527 39,415 46,711 48,635 49,388 48,209 48,042 49,591 

　営業利益 31,117 (44,075) 9,098 13,597 22,069 22,101 16,910 18,124 18,318 20,523 

　経常利益 27,700 (51,845) 6,359 10,779 19,240 20,270 15,646 16,703 17,093 19,967 

　親会社株主に帰属する当期純利益 16,255 (56,414) 6,307 9,752 21,787 15,535 20,790 12,154 12,628 14,044 

会計年度末：
　総資産 ¥464,733 ¥367,521 ¥330,456 ¥319,085 ¥290,261 ¥275,442 ¥297,812 ¥324,610 ¥274,594 ¥277,899

　有利子負債 228,648 182,449 160,760 140,304 91,032 69,164 63,646 57,324 38,484 28,930 

　純資産 113,201 62,820 87,367 96,723 117,629 131,314 144,986 156,488 166,090 177,863 

1株当たり情報：
　1株当たり当期純利益（円） ¥  46.84 ¥(164.87) ¥  16.52 ¥  20.18 ¥  47.43 ¥  33.25 ¥  43.32 ¥  14.37 ¥  14.94 ¥  16.63

　1株当たり純資産（円） 268.87 79.81 116.67 136.78 184.10 214.99 167.69 181.42 192.86 206.88 

財務指標：
　ROE（％） 16.3 (64.4) 8.4 10.6 20.3 12.5 15.3 8.0 7.8 8.2 

　ROA（％） 7.0 (10.6) 2.6 4.2 7.2 7.8 5.9 5.8 6.1 7.4 

　自己資本比率（％） 24.2 17.1 26.4 30.3 40.5 47.7 48.7 48.2 60.5 64.0 

　D/Eレシオ（倍） 2.03 2.91 1.84 1.45 0.77 0.53 0.44 0.37 0.23 0.16 

その他：
　従業員数（人） 6,809 6,894 7,257 7,226 3,712 3,940 5,088 5,196 5,256  5,411

※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 2016 2017

流動資産
　現金及び預金 ¥  87,343 ¥  89,736

　受取手形及び売掛金 17,195 18,252

　有価証券 4 —

　販売用不動産 38,909 45,885

　仕掛販売用不動産 48,227 43,622

　開発用不動産 17,834 26,482

　その他のたな卸資産 3,359 2,132

　繰延税金資産 3,738 2,886

　その他 9,969 6,938

　貸倒引当金 (26) (22)

　　流動資産合計 226,557 235,913

固定資産
　有形固定資産
　　建物及び構築物 7,584 7,391

　　　減価償却累計額 (3,431) (3,606)

　　　建物及び構築物（純額） 4,153 3,785

　　土地 13,687 10,111

　　その他 1,806 1,789

　　　減価償却累計額 (1,167) (1,170)

　　　その他（純額） 639 619

　　有形固定資産合計 18,480 14,516

　無形固定資産
　　のれん 10,357 9,293

　　その他 9,582 8,532

　　無形固定資産合計 19,940 17,826

　投資その他の資産
　　投資有価証券 1,393 1,429

　　繰延税金資産 724 691

　　その他 7,666 7,706

　　貸倒引当金 (168) (183)

　　投資その他の資産合計 9,615 9,643

　固定資産合計 48,036 41,986

資産合計 ¥274,594 ¥277,899

単位：百万円

負債の部 2016 2017

流動負債
　支払手形及び買掛金 ¥  17,767 ¥  20,283

　短期借入金 10,110 7,931

　1年内償還予定の社債 — 2,000

　未払法人税等 2,703 3,015

　前受金 9,034 8,021

　賞与引当金 2,758 2,789

　役員賞与引当金 121 182

　その他 17,927 17,394

　流動負債合計 60,423 61,618

固定負債
　社債 2,000 —

　長期借入金 26,361 18,987

　繰延税金負債 2,169 2,028

　役員退職慰労引当金 261 400

　退職給付に係る負債 9,912 9,739

　その他 7,376 7,262

　固定負債合計 48,080 38,417

負債合計 108,503 100,036

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 88,088 99,530

　自己株式 (1,335) (1,339)

　株主資本合計 166,022 177,461

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金 440 464

　為替換算調整勘定 22 (9)

　退職給付に係る調整累計額 (394) (52)

　その他の包括利益累計額合計 68 401

純資産合計 166,090 177,863

負債純資産合計 ¥274,594 ¥277,899

連結貸借対照表
3月31日現在
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連
結
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益
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及
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連
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書

連結損益計算書
単位：百万円

2016 2017

営業収入 ¥334,853 ¥325,360

営業原価 286,810 275,769

売上総利益 48,042 49,591

販売費及び一般管理費 29,723 29,067

営業利益 18,318 20,523

営業外収益
　受取利息 98 41

　受取配当金 24 30

　受取補償金 13 107

　固定資産税等精算金 63 53

　不動産取得税還付金 5 57

　その他 341 194

　営業外収益合計 547 486

営業外費用
　支払利息 475 271

　借入手数料 303 119

　補修工事費 611 184

　その他 382 467

　営業外費用合計 1,772 1,041

経常利益 17,093 19,967

特別利益
　投資有価証券売却益 63 —

　企業結合に係る特定勘定取崩益 — 38

　特別利益合計 63 38

特別損失
　固定資産売却損 — 19

　固定資産除却損 115 38

　減損損失 — 536

　関係会社株式売却損 38 —

　特別損失合計 153 593

税金等調整前当期純利益 17,003 19,412

法人税、住民税及び事業税 4,507 4,671

法人税等調整額 (132) 696

法人税等合計 4,375 5,368

当期純利益 12,628 14,044

親会社株主に帰属する当期純利益 ¥  12,628 ¥  14,044

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

2016 2017

当期純利益 ¥12,628 ¥14,044

その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 (37) 23

　為替換算調整勘定 5 (32)

　退職給付に係る調整額 (386) 341

　その他の包括利益合計 (418) 333

包括利益 ¥12,209 ¥14,377

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 12,209 14,377

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
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

その他の包括利益累計額
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
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

単位：百万円

2017

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 ¥88,088 ¥(1,335) ¥166,022

当期変動額
　剰余金の配当 (2,601) (2,601)

　親会社株主に帰属する当期純利益 14,044 14,044

　自己株式の取得 (3) (3)

　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 — — 11,442 (3) 11,439

当期末残高 ¥41,171 ¥38,098 ¥99,530 ¥(1,339) ¥177,461

その他の包括利益累計額
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 ¥440 ¥ 22 ¥(394) ¥  68 ¥166,090

当期変動額
　剰余金の配当 (2,601) 

　親会社株主に帰属する当期純利益 14,044 

　自己株式の取得 (3) 

　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） 23 (32) 341 333 333 

当期変動額合計 23 (32) 341 333 11,772 

当期末残高 ¥464 ¥   (9) ¥  (52) ¥401 ¥177,863
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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 （2017年3月31日現在）

普通株式
843,542,737株

金融機関
7.9%

個人・その他
12.6%

外国法人等
13.9%

金融商品
取引業者
0.7%

その他の法人
64.9%

発行済株式の総数 株主数

普通株式　843,542,737 株 20,448 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） 11,204

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 10,047

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 8,814

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,784

大京グループ従業員持株会 7,179

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 6,736

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE-AC） 6,586

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 6,191

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5,573

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（2017 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。

大株主

株式情報

単位：百万円

2016 2017

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 ¥ 17,003 ¥ 19,412

　減価償却費 1,885 1,767

　減損損失 — 536

　貸倒引当金の増減額（減少） (132) 10

　のれん償却額 1,064 1,064

　受取利息及び受取配当金 (122) (72)

　支払利息 475 271

　固定資産除売却損益（益） 115 57

　売上債権の増減額（増加） 1,959 (1,057)

　前受金の増減額（減少） (2,342) (1,011)

　たな卸不動産の増減額（増加） 8,840 (7,774)

　仕入債務の増減額（減少） (18,411) 2,516

　預り金の増減額（減少） (21,282) 479

　その他 1,296 3,663

　小計 (9,651) 19,863

　利息及び配当金の受取額 124 93

　利息の支払額 (501) (274)

　法人税等の支払額又は還付額（支払） (1,302) (4,453)

　営業活動によるキャッシュ・フロー (11,330) 15,229

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 (1,498) (732)

　有形及び無形固定資産の売却による収入 1 4

　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 (4) (1)

　投資有価証券の売却による収入 115 0

　定期預金の預入による支出 (33,700) (6,000)

　定期預金の払戻による収入 28,700 5,000

　　その他 (1,001) 123

　投資活動によるキャッシュ・フロー 18,683 (1,606)

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） (791) (100)

　長期借入れによる収入 12,980 2,247

　長期借入金の返済による支出 (26,005) (11,700)

　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 (2,597) (2,597)

　その他 (31) (11)

　財務活動によるキャッシュ・フロー (21,500) (12,217)

現金及び現金同等物に係る換算差額 (49) (12)

現金及び現金同等物の増減額（減少） (14,196) 1,392

現金及び現金同等物の期首残高 96,526 82,329

現金及び現金同等物の期末残高 ¥ 82,329 ¥ 83,722
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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（2017年3月31日現在）
決　　算　　日 3月31日
連 結 子 会 社  11社 (2017年3月31日現在 )
従　　業　　員 5,411名（2017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

 主なグループ会社一覧

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）

1983年
●ライオンズマンション累計1,000棟
達成

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

●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
●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
●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

●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

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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