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経営理念

経営理念
存在意義

経営姿勢

行動規範

中期経営計画で目指す姿
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

ブランドメッセージ

※「ストック型社会」とは、住宅等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

存在意義

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

経営姿勢

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。

社会に対して
地球環境を守りつつ、地域を活性化する。

社員に対して
社員・家族が誇りを持てる職場をつくる。

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。

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。

行動規範

一つの「工夫」から。
誠実にお客さまの声に耳を傾け、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越える
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。

一人の「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。

About Daikyo Group

01大京グループレポート 2018

目次

古くから日本では、自然から守ってくれる住まいを慈しみ、時に手を入れ、長く住み続けてきました。  
住まいは人を守り、人は住まいを守る。 そんな日本の伝統を、今こそ次の世代へとつなぎたい。
そんな思いをブランドメッセージに込めました。

壊しては造るというスクラップ＆ビルドの社会から、適切な維持管理と計画的なメンテナンスによって、建物を長く大切に使
うストック型社会※へ。 大京グループは、豊かな暮らしの原点となる住宅の供給、建物の維持・管理、不動産の流通を通じて、 
お客さまのライフサイクルをサポートし、次世代に継承される住生活環境と住文化を創造する企業を目指します。
また、社会・経済環境の変化と共に生まれる、お客さまの新たなニーズやウォンツに応え、地域社会の抱える問題解決に向けて、
私たち大京グループは真正面から立ち向かっていきます。

「住まいも 長生きする国へ。」大京グループは挑戦し続けます。
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セキュリティとライフサポートが一体となった
オリジナルサービス「セキュアプラス」を開発
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Our Core Values
チャレンジ＆イノベーションによる
顧客価値経営の実践

ライオンズマンションとともに、
歩み続けた 50 年

安全

快適

安心

サステナビリティ

　高度成長期から現在に至るまで、半世紀にわたり「ライオンズマンション」を供給してきた当社は、消費者のライフスタイルや 
ライフステージの変化に対応し、先進的な取り組みにチャレンジしてきました。また、環境、健康、安全、地域、介護、福祉等の 
視点で品質性能を打ち出し、環境共生や地域共生といった社会のニーズにも応えてきました。
　「ライオンズマンション」の歴史は、近代マンションの歴史であると言っても過言ではなく、オートロックシステム、宅配ロッカー、 
インターネット接続等、「ライオンズマンション」が初めて採用した仕様・設備は、マンション市場に大きな影響を与え、 
その多くが業界標準となっています。

　ライオン像とエンブレム（当時）によって差別化した「ライオンズマンション」は、ブランドマンションの先駆けとなりました。
　大家族を象徴するライオンを冠したブランド名には、家族への深い愛情を育んでほしいとの想いを込めています。

お客さまの声に耳を傾け、お客さまの潜在的なニーズやウォンツを具現化する

 価値観

顧客価値経営

｢安全｣、｢安心｣、｢快適｣、｢サステナブル｣ な
暮らしの実現

私たちは、生活の原点である住宅と、そこで営まれる人々の 
暮らしが豊かであることが、社会全体の豊かさを支える原動力
になると考えています。

ビジョン

● 社会ニーズの変化
● 消費者のライフスタイル
  やライフステージの変化
● お客さまや地域社会の
　困りごと

● 家族との絆
● 暮らしの安全・安心・快適
● 資産価値の永続
● 豊かなコミュニティ形成
● 環境・地域社会との共生

新しい
ライフスタイルの提案

● クオリティ＆バリュー
基本性能に加えて、環境、健康、
安全、地域、介護、福祉等の 
視点で、ライオンズマンション
の品質性能を向上

● お客さまサービスの充実

品質性能 ism外部環境の変化 大切にする価値観

ソリューション

1968年
ライオンズマンション第1号発売

「ライオンズマンション赤坂」（東京都港区）

1975年
「ライオンズマンション高井戸」（東京都杉並区）
初めて｢オートロックシステム｣を導入

1987年
「ライオンズステーションプラザ梅島」（東京都足立区）
初めて「宅配ボックス」を設置

1984年
24時間オンライン集中管理システム

「L.O.G.システム」を開発

2002年
「フォレストレイクひばりが丘」（東京都西東京市）
民間マンション初の「環境共生住宅（団地供給型）」に認定

　「ライオンズマンション高井戸」は、タイル貼りの外装とオートロックシステム
（自動施錠）を初めて導入しました。
　その後、オートロックシステムは進化を重ね、2006年に、エレベーター、玄関
扉、住戸内のセキュリティを統合し、居住者の安全を見守る「DAIKYO クワッド
ロックシステム」を開発しました。

　共働きのお客さまの声から、メーカーと「宅配ボックス」を共同開発し、 
1987年に初めて「宅配ボックス」を設置したマンションを発売しました。
　昨今では、ネットショッピングの普及により、共用の宅配ボックスが満杯で 
荷物が受け取れないというお客さまの声から、メールボックスと宅配ボックスを
一体化した居住者ごとの専用宅配ボックスをメーカーと共同開発しています。

「ライオンズマイボックス」 　2016 年度グッドデザイン賞受賞 　 P.10

　「L.O.G.システム」は、マンションで発生した異常情報を大京管理（現大京 
アステージ）が受信し、非常事態には警備会社に自動通報し、万一の場合に 
最小限の被害で抑える対応を可能にしました。

　「フォレストレイクひばりが丘」（写真左）には、東京ドーム4.5倍の広大な 
敷 地 に、樹 齢100年 を 超 えるケヤキのほ か、約9,000本 の 植 栽 を 施し、 
総計1kmにおよぶ遊歩道が広がっています。
　「ライオンズタワー月島」（写真右）は、超高層タワーマンションで日本初とな
る「環境共生住宅」の認定を受けています。

1998年
日本一（当時）の超高層マンション竣工

「エルザタワー 55」（埼玉県川口市）
建設大臣（現国土交通大臣）表彰

2006年　ライオンズマンションの約束を「Family First.」とし、
　　　　　新たにシンボルマークを制定
2011年　「ライオン像」のデザインを全国統一

2008年



Our Core Values1管理事業を核とする
グループ一体のシームレスなバリューチェーン
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 コアコンピタンス

大京グループは、
不動産ソリューションで新たな価値を創造し、
ストック型社会 の実現を目指します。※

［ 不動産流通 ］
不動産売買・仲介・賃貸借事業/リノベーション事業
リフォーム・インテリア事業/海外インバウンド事業/不動産コンサルティング
■ 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

［ 不動産管理 ］
マンション管理/居住者サービス/建物診断・劣化診断/マンション修繕工事
ビル・施設管理/建設・設備工事/省エネ・コンサルティング
■ 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

［ 不動産開発 ］
新築住宅開発分譲（マンション・一戸建て）/CRE戦略支援事業
市街地再開発事業/マンション建替え事業/高齢者向け住宅事業

■ 株式会社大京
■ 株式会社穴吹工務店
■ 株式会社穴吹ライフサポート
■ 大京オーストラリア株式会社 ※住宅等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。
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　大京グループは、全国47都道府県で9,592棟・534,715戸のマンションと6,454件のビル・施設を受託管理しています。

　そして、その顧客基盤においては、居住者や建物のライフステージの変化に伴い、修繕工事、賃貸管理、中古売買、リフォーム、 
建替えといった様々なニーズが生まれています。
　当社グループは、管理事業を接点にお客さまに寄り添い、お客さまとの日常的なつながりを通じて、お客さまのニーズを 
いち早くキャッチし、最適なソリューションを提供しています。

不動産流通

不動産開発

不動産管理

マンションやビル・施設を管理し、管理組合運営を
サポートするほか、建物清掃や設備のメンテナンス
を行っています。また、一定の周期で修繕工事を
提案し、経年劣化した建物・設備の性能や資産価値
の向上に取り組んでいます。

企画・販売・アフターサービスまで、自社一貫体制
を強みに、全国主要都市でマンション開発を行って
います。また、戸建て住宅やサービス付き高齢者
向け住宅の供給、市街地再開発や建替え等の都市
再生事業も手掛けています。

32都道府県・海外2カ国に広がる直営店舗網を 
生かし、不動産の売買仲介及び賃貸管理のほか、
中古マンションや戸建て住宅をリフォームして
販売するリノベーション事業を行っています。

マンション管理
受託戸数

直営店舗数
リノベーションマンション
販売戸数

マンション発売戸数

総合管理受託戸数
グループ別ランキング

買取再販
販売戸数ランキング

マンション発売戸数
事業主別ランキング

戸534,715 位第1

位第4

位第7

店舗戸 741,468

戸2,434

ビル等管理施設数

6,454件

主な商品ブランド
（新築分譲マンション）

主な商品ブランド
（マンション修繕工事）

主な商品ブランド
（リノベーションマンション）

（2018 年 3 月末）

（2018 年 3 月末）（2018/3 期）

（2017 年）

※マンション管理新聞調べ

※リフォーム産業新聞調べ
2017 年度版は 2018 年 7 月発表予定

※不動産経済研究所調べに基づき、
   連結ベースで自社集計

（2018 年 3 月末） 2017/3期

2017/3期

2017/3期

2016/3期

2016/3期

2016/3期

2018/3期

2018/3期

2018/3期

営業収入

営業収入

営業収入大京グループ
エリア別マンション発売戸数

営業利益

営業利益

営業利益

1,628億円

549億円

1,222億円

1,633億円

622億円

1,046億円

1,709億円

635億円

1,082億円

96億円

32億円

86億円

106億円

34億円

89億円

110億円

36億円

88億円
418戸

232戸1,784戸

首都圏

近畿圏その他

（2018年3月末現在）



3持続的成長を支える
強固な財務基盤
　管理事業を核とする当社のビジネスモデルは、景気変動に強く、
安定したキャッシュフローを創出できる点でも強みを持っています。
　その強みは、格付投資情報センター（R&I）及び日本格付研究所（JCR）の長期格付で、
それぞれ「A−（安定的）」、「A（安定的）」という高い評価をいただいています。

財務基盤

自己資本比率
（2018 年 3 月末）

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

（2018 年 3 月末）

65.2%

（安定的）
A−

（安定的）
A
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2Our Core Values
ライオンズマンションの
圧倒的なブランド力
　当社は、事業主別マンション供給戸数ランキング（不動産経済研究所調べ）で全国第一位に32回輝き、
全国主要都市に6,952棟（2017年12月末現在）※1のマンションを供給してきました。
　その実績は、圧倒的なブランド認知度として蓄積されており、近年増加する中心市街地再開発事業の
参加組合員に指名していただく際の強みとなっています。

 コアコンピタンス

マンションブランド認知度※2 ＜全国平均値＞

全国

　ブランド名                 認知度（％） 

 1	 ライオンズマンション                                                                                　　 78.4 

 2 A社ブランド                                                          43.0 
 3 B社ブランド                                                    35.0 
 4 サーパス                                              28.0 
 5 C社ブランド                                       27.9 2.8

92.3%
182 棟

1PJ

沖縄

72.2%
232 棟
5PJ

北海道

74.4%
258 棟
1PJ

東北

74.9%
35 棟
2PJ

北関東

85.2%
4,352棟

4PJ

南関東

80.4%
697 棟
1PJ

東海

81.4%
673 棟

近畿

74.0%
 33 棟

ー

四国

69.1%
32 棟
ー

甲信越

52.9%
 19 棟
1PJ

北陸

73.4%
145 棟
1PJ

中国

68.2%
294 棟

4PJ

九州

※1 共同事業及び、扶桑レクセル（2009年3月統合）の供給実績を含む。
※2 マンションブランド認知度　日経ブランド調査、及び日経企業イメージ調査に準拠し、当社調べ

再開発事業 推進中プロジェクト
(2018 年 5 月現在 )

マンションブランド認知度
マンション供給実績
(2017 年 12 月現在 )

78.4%
6,952棟

21プロジェクト（PJ）

1PJ
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チャレンジ＆イノベーションによる
顧客価値経営の実践

大京グループ

■ 長期的な成長を通じた企業価値の向上（ROE、EPS）　　■ ブランド価値の向上 　　■ 将来の成長に不可欠な技術・ノウハウ・システムの蓄積

ＫＰＩ・社会的価値社会課題

管理事業を核とするグループ一体の
シームレスなバリューチェーン

ライオンズマンションの
圧倒的なブランド力

持続的成長を支える強固な財務基盤

2

3

1

コーポレート・ガバナンス（P.33）

営業利益
280億円以上

ROE
9％以上

投資
1,500億円程度

自己資本比率
50％以上

（2021/3期）
 主要経営目標

インプット

人的資本 社会・関係資本

従業員 マンション管理組合数 管理世帯数
女性比率 24％

（1,330 人）5,621人 53万世帯超9,500組合約
設備投資費自己資本比率 研究開発費

2.21億円 7.65億円65.2％
事業展開

47都道府県国内 3か国海外

（2018 年 3 月末）

＜お客さま＞ 
■ 高齢世帯の増加 
■ 建物・設備の老朽化
■ 空き家の増加
 

＜従業員／取引先＞ 
■ 生産年齢人口の減少 
■ 人権と多様性の尊重 
■ 労働環境の改善 
■ 生産性の向上
 

＜地域社会＞ 
■ 国土強靱化 
■ コンパクトシティ化 
■ コミュニティの希薄化
 

＜地球環境＞ 
■ 気候変動の緩和と適応 
■ 資源の有効活用 
■ 生物多様性の喪失 
■ 自然災害の増加

ブランド認知度／ライオンズマンション

78.4％※

ライフタイム・
リレーション・システム

人と建物の生涯にかかわる
ソリューションシステム

Our Value Creation Framework

財務資本 知的資本 製造資本

ブランドメッセージ

 コアコンピタンス

 価値観  ビジネスモデル

新築
マンション

分譲

ビル・
施設管理

マンション
管理

中古住宅
売買仲介

＜お客さま＞
■ 多様なライフスタイルに対応した住まいの提供

■ 安全、安心、快適で、サステナブルな暮らしの実現

■ 良質な建物ストックの蓄積

■ 中古住宅を安心して取引できる環境整備

＜従業員／取引先＞
■ 外部環境の変化に対応できる次代の人財育成

■ 人財の多様性を高め、多様な働き方を実現

■ AI・IoT 等先進技術を活用した業務の効率化

■ 誰もが安全で健康的に働ける職場環境の整備

＜地域社会＞
■ 強靭で利便性の高いコンパクトなまちづくり

■ 多世代の住民が交流できる豊かなコミュニティづくり

■ 高齢者の健康でアクティブな暮らしの実現

＜地球環境＞
■ 長期優良住宅の普及拡大

■ 省エネの推進

価値創造プロセス

※マンションブランド認知度　日経ブランド調査、及び日経企業イメージ調査に準拠し、当社調べ

修繕工事・
メンテナンス

賃貸管理

リフォーム

リノベーション
住宅販売

再開発
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Our Value Creation Studies

1

2

価値創造事例

大京グループは、お客さま、地域社会、地球環境への価値創造を通じて、
持続可能な社会の実現に貢献しています。
お客さまへの価値創造

良質な建物ストックの蓄積
リノベーション事業を拡大
　全国の既存住宅は約 6,000 万戸、そのうち空き家は 800 
万戸を超えるとされており、政府は既存住宅や空き家の 
流通・利活用によるストック活用型社会への転換を促して 
います。
　当社グループは、既存住宅の再生・循環に向けて、マンション 
の戸別リノベーション「リノアルファ」、マンションの 1 棟 
トータルリノベーション「グランディーノ」、戸建て住宅の 
リノベーション「リノテラス」をブランド展開しています。

災害が起きても避難所に行かず自宅で生活ができるシステムを開発
　当社は、新しい防災システム「SONA-L SYSTEM」（ソナエルシステム）を開発し、当社が管理するマンションへの導入を進めています。
　東日本大震災では、当社管理マンションに大きな損傷はありませんでした。しかし、電気は約 7 日、水道は約 31 日、都市ガスは約 36 日と
ライフラインの復旧に時間がかかり、多くの方々が避難所での生活を余儀なくされました。
　そこで本システムでは、太陽光発電に蓄電池を組み合わせ、停電時にはエレベーター・給水ポンプ等に電力を供給することで、「災害発生後
の生活維持」に向けたライフラインを確保します。さらに、平常時には太陽光発電による電力を共用部の照明等に利用することで省エネにも
貢献します。
　また、50mm/h 以上の豪雨が年々増加するなど、「多様化する災害への対応」も重要な課題です。そこで当社は、浸水被害に対するリスク 
判断基準や対策建築手法をまとめた「ライオンズ 
浸水対策基準」を策定し、全物件で対策を 
講じています。また、「大地震等に耐えうる 
建物の品質を確保する」といったハード面の
対策に加え、「居住者の防災意識の向上」等 
ソフト面の対策も充実させています。

多様なライフスタイルに対応した住まいの提供
「再配達ゼロ」を目指して、宅配ボックスのカバー率を 100% 超に
　ネットショッピングの普及拡大によって宅配便の個数が急拡大する一方、共働き世帯の 
増加等により不在時間が増えたことから、宅配便の再配達が社会課題となっています。 
また、宅配ボックスが「満杯で受け取れない」といった居住者の声も多く上がっています。
　そこで大京グループは、新築物件向けに、メールボックスと宅配ボックスを一体化した 
入居者ごとの専用の宅配ボックス ｢ライオンズマイボックス｣ の設置を進めています。 
｢ライオンズマイボックス｣ は、一つのボックスで異なる宅配業者の荷物や複数の荷物の 
同時収納が可能で、省スペースで効率的な荷物の受け取りを行うことができます。

安全、安心、快適でサステナブルな暮らしの実現
顔認証セキュリティサービスで、マンション生活をより安全・快適に
　当社グループの穴吹工務店と、株式会社フルタイムシステムは、マンション共用部分のオートロックと宅配ボックスに顔認証技術を組み合わせた 

「サーパスエスコートサービス＋“F-ace”」（フェイス）を共同開発しました。IC キー等の鍵がなくても、顔認証でドアやエレベーターの 
セキュリティ解除、宅配ボックスの荷物の取り 
出し等が可能になるため、「鍵を落とす・忘れる」 

「なりすまし」等の心配がなくなります。また、 
お子さまの帰宅を保護者にメールで自動的に 
お知らせする機能等もご利用いただけます。

3

リノテラス第 1 号（神奈川県川崎市　築 20 年）

｢電気｣｢水｣｢情報｣を１週間以上確保災害時 共用部の維持管理費を削減平常時

＜導入イメージ＞

ポーチ エレベーターホール風除室

・顔認証でドア解除
・ウォークスルー入館

・顔認証で EV セキュリティー解除
・押ボタンで EV 内へ入室

子どもが帰ったのね・・・
急いで帰って夕飯の

準備しなきゃ。
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Our Value Creation Studies

地域社会への価値創造 地球環境への価値創造

長期優良住宅の普及拡大
いいものを、長く使って、次代に継承する
　従来の壊しては造るというスクラップ＆ビルド型の社会から、「いいものを
作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」というストック活用型社会への
転換に向けた動きが加速しています。長期優良住宅とは、ストック活用型社会の
実現に向けて政府が創設した基準で、耐震性・劣化対策・可変性・バリアフリー性・ 
省エネルギー性等 9 つの認定基準項目をクリアする必要があります。
　「ライオンズ桑名駅前グランフォート」（三重県桑名市）、「サーパスタワー東静岡」 

（静岡県静岡市）は、長期優良住宅の認定を受け、子どもや孫の世代まで豊かに 
暮らせる居住性能を追求し、リフォームしながら長く住み続けられるだけで 
なく、上層階に地震の揺れが伝わりにくい免震構造を採用しています。

省エネの推進
古き良き日本の住まいに学び、
マンションの新たな“風通し”を実現
　 マンションは、断熱性や機密性が高い一方で、 
風通しが悪く結露しやすいなど、自然とともに 
暮らしていた古き良き日本の住まいとはかけ離れた 
住宅になっていました。「ライオンズパッシブ 
デザイン」は、電気や機械の力に頼ることなく、 
グリーンカーテンや通風口等建築計画による 
環境コントロールを取り入れ、快適な風通しと 
節電を可能にしました。日本大学と協働で、 
入 居 者 の 協 力 の も と 実 証 実 験 を 行 い な が ら 
開発を進め、これまで約 6,000 戸に導入して 
います。

多世代の住民が交流できる豊かなコミュニティづくり
　少子高齢化・人口減少が進行する中、持続可能で活力のある地域づくりに向けて、

「多世代共存社会」の実現への取り組みが各地で進められています。
　大京グループは、地方中核都市を中心に全国で 21 の再開発プロジェクトに 
参画し、高層マンション・商業施設・医療施設・福祉施設等を整備することで、
多世代の住民が交流できる地域づくりを目指しています。2020 年度に完成予定 
の高島屋南地区（岐阜県岐阜市）では、商業施設・公益的施設・住宅一体型の 
高層タワーを建築し、新たに 700 人超の人口を生み出すとともに、市内外からの 
訪問客を誘致する計画です。また、2022 年度に完成予定の南 2 西 3 南西地区 

（北海道札幌市）では、市電のループ化によって新設された停留場と一体となった
空間整備に加え、地上と地下の一体的な整備を進めることで、にぎわい空間を創出
します。

高齢者の健康でアクティブな暮らしの実現
サービス付き高齢者向け住宅（以下、｢サ高住｣）の提供
　日本は、世界に先駆けて超高齢化社会に突入し、都市部を中心に急速な高齢化
が進んでいます。政府は高齢者が生涯にわたり住み慣れた地域で暮らせるよう、 
生活に便利な中心市街地において安否確認や生活相談サービスが受けられる 
サ高住の建設を促進しています。
　このような状況を受け、当社グループは、香川県高松市に「かがやきの季 栗林
公園」、東京都中野区に「かがやきの季 中野南台」を竣工しました。「かがやきの季 
栗林公園」は、香川県内最大級の高齢者向け複合施設であり、サ高住 60 戸に加え、 
地域の医療機関等との連携により、通所介護、訪問介護、クリニック、ドラッ
グストア等、入居者および近隣の高齢者のニーズが高いサービスを提供しています。 
　また、入居後に介護状態が重くなっても退去する必要がないよう、24 時間 365 日、
看護師とケアスタッフが常駐し、認知症ケア、重度ケア、看取りケア体制も整えて 
います。

価値創造事例

1

2

1

2

南 2 西 3 南西地区
（北海道札幌市）

高島屋南地区
（岐阜県岐阜市）

とき

とき とき

サーパスタワー東静岡
外観完成予想図

ライオンズ桑名駅前グランフォート
外観完成予想図

栗林公園
（香川県高松市）

中野南台
（東京都中野区）

パッシブデザイン概念図



Strategy

代表執行役社長　

これまでも、そして、これからも、お客さまの声に耳を傾け、
お客さまの潜在的なニーズやウォンツを具現化する
「顧客価値経営」で、持続的な成長を実現します。

お客さまのお困りごとに対して、
新しい付加価値を提供する企業へ。
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ライオンズマンションとともに、歩み続けた 50 年

　当社は、第一次マンションブーム（1963 ～ 64 年）の 1964 年に設立され、その年の東京オリンピック 
を契機に日本の経済と社会は大きく変貌しました。大都市への人口集中と核家族化の進展によって 
住宅需要は増加の一途をたどり、高度経済成長の中で人々の暮らしは豊かになりました。しかし、1968
年の住宅統計調査によると、総世帯数 2,532 万世帯のうち実に 360 万世帯が狭小過密住宅や老朽住宅 
等に暮らしており、住生活環境は依然立ち遅れた状況でした。
　そのような環境下、当社は、「都市の勤労者に良質で低廉な住宅を供給する」という創業の志のもと、
1968 年に「ライオンズマンション赤坂」（東京都港区）を発売して以来、全国主要都市において主に 
ファミリー型マンションを供給してきました。大家族を象徴するライオンを冠したブランド名には、 
家族への深い愛情を育んで欲しいとの想いを込めており、ライオン像とエンブレム（当時）によって 
差別化した「ライオンズマンション」は、ブランドマンションの先駆けとなりました。また、事業主別
マンション供給戸数全国第一位（不動産経済研究所調べ）に 32 回輝く実績が示すとおり、都市に 
マンションという居住形態を定着させる上で先導的な役割を担ってきました。
　高度経済成長期から現在に至るまで、それぞれの時代において当社は、消費者のライフスタイルや 
ライフステージの変化に対応し、先進的な取り組みにチャレンジしてきました。また、環境、健康、 
安全、地域、介護、福祉等の視点で品質性能を打ち出し、地域共生や環境共生といった社会のニーズにも 
応えてきました。オートロックシステムや宅配ロッカー等、当社が初めて採用した仕様・設備は、マンション 
市場に大きな影響を与え、その多くが業界標準となっています。また、ライオンズマンション第一号 
の入居開始に合わせて専門の管理会社（現大京アステージ）を設立し、お客さまの安心・安全・快適な 
暮らしの実現に向けて 24 時間オンライン集中監視システムを導入するなど、居住者を見守る体制づくりに 
取り組んできました。さらに、管理規約の整備、修繕積立金制度の導入、コミュニティ形成に向けた 
各種イベントや防犯・防災訓練の実施、情報誌の創刊等、新しいマンション管理のソフトを創出して 
きました。このように、半世紀にわたりマンション市場をリードしてきた当社が、今日のマンションの 
スタンダードを創ったと言っても過言ではありません。

私たちの強み

　当社は、ライオンズマンションの資産価値を末永く維持するために、三位一体（開発・管理・流通）の 
バリューチェーンを構築し、消費者の圧倒的な支持を集めて成長してきました。また、ビル管理事業を
営むオリックス・ファシリティーズ、地方中核都市を中心にサーパスマンションを供給してきた 
穴吹工務店を傘下に加え、マンション・戸建て住宅の新築分譲、建物の維持管理、中古売買、賃貸管理、
リフォーム、再開発・建て替え等の事業を通じて、お客さまのライフサイクルをサポートする企業グループへと
進化してきました。そして今日、「管理事業を核とする、グループ一体のシームレスなバリューチェーン」、

「ライオンズマンションの圧倒的なブランド力」、「持続的成長を支える、強固な財務基盤」の強みのもと、
グループの持続的成長と社会の持続的発展の両立を目指しています。

管理事業を核とする、グループ一体のシームレスなバリューチェーン

ライオンズマンションの圧倒的なブランド力

持続的成長を支える、強固な財務基盤

P.04  05
P.06
P.07

〜

トップメッセージ
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ひとと建物のつながりづくり
　「ひとと建物のつながりづくり」では、既存建物の老朽化や空き家の増加、地方中心市街地の活力低下、 
高齢単身世帯の増加等、少子高齢化社会がもたらす課題解決に取り組んでいきます。すでに当社は、 
建物の長寿命化に向けた修繕工事、空き家の再生及び有効活用、地域活性化・防災力強化に向けた 
市街地再開発の各分野で実績をあげています。しかし、当テーマの究極の目的は、世の中の課題を解決 
することで収益を生み出す事業（CSV）を育成することです。幸いなことに、当社にはその機会が 
たくさん埋もれています。お客さまから寄せられたご意見・ご要望は、ビジネスの重要なヒントです。
その声をもとに、グループとしてお客さまにどのような価値を提供できるか、またグループの一体感を
いかに高めていくか、という課題にしっかりと向き合っていきたいと思います。

地球に優しいモノづくり
　世界中で地球温暖化が進む中、食料・健康等様々な分野で影響が生じており、近年では大型台風や 
記録的な豪雨によって国民生活に甚大な被害がもたらされています。そのような環境下、日本は 
2030 年までに温室効果ガスの排出量を 2013 年比で 26％削減することを公約として掲げ、家庭部門には 
39.3％もの大幅な削減が期待されています。そこで、「地球に優しいモノづくり」では、ものづくりか
ら最終消費の場面に至るまで、お客さまや取引先とともに、サプライチェーン全体で CO2 排出量の削減、
資源の有効活用、生物多様性の保全に取り組んでいきます。

社会から信頼され、社員が誇れる会社づくり
　「社会から信頼され、社員が誇れる会社づくり」では、ガバナンスを強化し、グループとしての 
一体感と連動性を高めるほか、働き方改革と人財育成に取り組んでいきます。企業が持続的に成長する 
ためには「社会の変化に対応できる力」が必要です。またその力は、人財の多様性を高め、次代を担う 
人財が次々と頭角を現す中で発揮されると考えています。そのため、当社が推進する働き方改革は、 
長時間労働の改善だけでなく、外部環境の変化に対応できる次代の人財育成につなげる取り組みにしたいと 
思います。一方、管理や建設の現場は慢性的な人手不足の状況にあり、AI・IoT 等の先進技術を 
活用した業務の効率化を進めていきます。また、高齢者や未熟練労働者の増加を踏まえ、労働安全衛生の
一層の強化に努め、誰もが健康で安全に働くことができる職場環境を整備したいと思います。

　以上のとおり、当社は自らが環境・社会に及ぼす影響への責任を果たすだけでなく、当社の強みを 
発揮できる分野で事業の差別化を図り、お客さまや地域の課題解決に取り組んでいきます。そして、 
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～」の実践を
通じて、財務目標と非財務目標を達成し、2020 年度以降も大京グループが持続的成長を続けるべく、
コーポレートブランドの礎を築いていきます。

　最後になりますが、ESG に関するグループ全体のポリシーや具体的な目標を明らかにすることで 
幅広いステークホルダーの皆さまとの対話を進め、信頼関係を深めていきたいと考えています。本報告書が
こうした対話のきっかけとなりますよう願っています。

私たちの目指す社会

　人口減少、少子高齢化社会を迎えた今日において、不動産業界を取り巻く社会・経済環境は大きく 
変貌しています。また、消費者の価値観の多様化に加え、既存建物の老朽化、空き家の増加、 
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化しています。このような環境認識のもと、 
当社は 2016 年度から 5ヵ年の中期経営計画「Make NEW VALUE 2021～不動産ソリューションによる 
新・価値創造～」を始動しました。当計画は、2020 年度に営業利益 280 億円以上、ROE9％以上を
達成するとともに、修繕、リノベーション、リフォーム、賃貸、市街地再開発・建替えといった不動産
ソリューションで既存建物の再生・長寿命化を図り、経済的なゆとりを生み出し環境負荷を軽減する、
ストック型社会の実現を目指しています。

中期経営計画の進捗状況

　成長戦略に掲げた重点テーマの進捗状況をご報告します。まず、マンション大規模修繕工事の当期 
売上高は 385 億円（前期比 8 億円増）でした。引き続き受注拡大を見込んでおり、施工管理及び施工 
協力体制を強化する中、次期売上高は 420 億円（当期比 35 億円増）を計画しています。次に、 
リノベーション住宅の売上戸数は 1,471 戸（前期比 6 戸増）でした。当事業は、新築マンション価格の
高騰を背景に仕入・販売価格が上昇し、大手企業の参入も相俟って、首都圏エリアの競争が激化しています。 
そのため、仲介会社とのネットワークを活用した仕入体制の強化、また高付加価値商品（コンパクト型 
マンション・戸建て住宅等）の 投入による事業機会の拡大と収益性の向上を図り、次期売上戸数は 1,700 戸 

（当期比 229 戸増）を計画しています。続いて再開発事業は、日本版 CCRC 拠点の整備を目指した 
「秋田市中通二丁目地区優良建築物等整備事業」等、当期新たに 6 事業への参画が決定しています。 
最後に、研究開発及び戦略投資については、労働力不足の補完やサービス品質の向上を目的に、AI・IoT 
等の先進技術を活用した取り組みをグループ全体で進めています。残念ながら大型投資の実績はありませんが、 
当期に専担部署を設置し、既存事業とのシナジーを重視した M&A 等の案件情報を継続的に取得・検討 
しています。

中長期的な企業価値向上に向けて

　当社は、サステナブルな成長を実現し、社会から一層必要とされる存在となるために、「環境（E）」 
「社会（S）」「ガバナンス（G）」を中心とした社会価値の向上に積極的に取り組んでいきます。昨年 
当社は、事業領域に関連した社会課題のほか、国連の持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定を踏まえ、 
社会性と事業性の両面からマテリアリティ（重要課題）を決定しました。また社外有識者との対話を 
通じて、当社が解決すべき社会課題を「ひとと建物のつながりづくり」、「地球に優しいモノづくり」、 

「社会から信頼され、社員が誇れる会社づくり」の３つのテーマにまとめました。
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＜中期経営計画（2017年 3月期〜2021年3月期の5カ年計画）の3つの基本方針＞

基本方針 1： ｢堅実性｣ と ｢持続的成長｣ を両立させた経営

基本方針 1： ｢堅実性｣ と ｢持続的成長｣ を両立させた経営

基本方針 2： 成長戦略

基本方針３： 投資計画・株主還元

修繕工事売上高500億円
マーケットシェア10％

リノベーションマンションと
合わせて販売戸数2,500戸

当計画期間累計で
700億円投資

当計画期間累計で
500億円投資

毎期100億円程度の
受注および売上の継続

2021/3期目標

事業領域の
拡大

投資計画

株主還元

❶当社グループ管理マンション外の 
　修繕工事マーケットの開拓

計画期間およびその先の飛躍に向け、中長期的な 
視点で不動産投資、研究開発投資、戦略投資を実施

❷戸建てリノベーション事業への参入

｢安定性｣ ｢継続性｣ ｢持続的な還元強化｣
※2018/3期 自己株式の取得総額：64.8億円

❶賃貸用不動産への投資

❶ ICTの活用

❷再開発事業の推進

❷海外展開

不動産管理
事業

不動産流通
事業

不動産開発
事業

不動産流通・
開発事業

全社共通

マーケットシェア向上、外部マーケットに
受注活動を展開

（2017/3期〜 2021/3期の累計）投資金額：1,500億円
うち、不動産投資：1,000億円
　　 戦略投資・研究開発投資：500億円

配当性向
2016/３期　20.1％  →  201８/３期　36.3% 

マンションのリノベーション事業で蓄積した
ノウハウ、施工管理体制の強みを活用

企業社宅や賃貸マンション、サービス付き
高齢者向け住宅等を中心に投資

先進技術の活用および研究開発を積極的
に推進

全国ネットの事業基盤や強固な財務基盤
等を活かし、全国で事業を推進

当計画期間を海外展開の基盤構築と位置
づけ、調査研究等を推進

成長戦略 重点テーマ

基本方針

事業 基本方針

2021/3期目標

アセットの
活用

研究開発の
促進

各事業の収益バランスを適切にコントロールし、中期経営計画最終年度の連結営業利益 280 億円以上を計画

2016/3期 2017/3期 2018/3期 2021/3期
（計画）

2019/3期
（計画）

183

7.7% 9％以上8.2%7.8%

205 220

280 以上

201

ROE

50％※
開発・流通

50％※
管理

2016/3期末 2017/3期末 2018/3期末 2021/3期末
（想定）

2019/3期末
（想定）

総資産
純資産
負債

65.2% 50％以上64.0%60.5%自己資本比率

2,745 2,778 2,766

1,085 1,000 963

1,660 1,778 1,803

1.

2.

3.

（単位：億円）

（単位：億円）

不動産開発
不動産流通
不動産管理

連結貸借対照表の推移

連結営業利益の推移

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〜

※事業毎の営業利益を単純合算、全社消去前の比率

営業利益
ROE
自己資本比率

280 億円以上
9％以上

50％以上

主要経営目標
成 長 性
資 本 効 率 性

（参考）財務健全性
（2021/3 期）

■ ｢不動産管理事業｣・｢不動産流通事業｣・｢不動産開発事業｣の収益バランスを意識し、堅実性と持続的成長を両立させ
た経営に取り組む。

■ 堅実性の高い不動産管理事業の連結営業利益構成比を50％となるようコントロールし、経営の安定性をより高めてい
くとともに、主に不動産流通・開発事業における成長投資に加え、Ｍ＆Ａをはじめとする戦略投資等を通じて持続的成長
を追求する。
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※ 1. 住生活基本計画（2016 年 3 月 18 日閣議決定） 
　 2. 当社推計

※資料提供：株式会社エスエス

※戸建てリノベーション第 1 号物件は 2017 年 7 月より販売

2003

2008

2008

2012

2021

2020

2013

2015

212

6,000

250

5,745

300

4,450

0

450

※ 1

※ 2

2013/3期 2021/3期（計画）2016/3期

595

1,236

2,500
一戸建て

マンション

マンション大規模修繕工事におけるマーケットシェア向上と外部マーケットへの進出

マンションのリノベーション事業で蓄積したノウハウを活かし、戸建てリノベーション事業に参入

再開発事業の強化に加え、マーケティング力、ゼネコン機能を活かし、一定ボリュームの新築マンション供給を継続

623

2015 2020 2025 2030
※1. 国土交通省 全国のマンションストック数より
　2. 当社推計

677
726

767

32%

40%

50%

24%

2016/3期 2021/3期
（計画）

4,220

7.4%
10%

当社売上高 当社以外売上高 当社シェア

基本方針 3： 投資計画・株主還元基本方針 2： 成長戦略

不動産管理 新規投資

株主還元

不動産流通

不動産開発

1.事業領域の拡大

1.事業領域の拡大

2.アセットの活用

当社グループ管理マンション外の修繕工事マーケットの開拓 成長投資としての不動産投資のほか、既存事業の強化や、周辺領域への展開に向けた戦
略投資等、中期経営計画期間中およびその先の飛躍に向けた新規投資を実施

基本方針として、従来の ｢安定性｣・｢継続性｣ に加え、新たに ｢持続的な還元強化｣ を追加。 
自己株式の取得も実施し、株主還元を強化

戸建てリノベーション事業への参入

再開発事業の推進等による新築マンションの安定した供給

外部市場への本格参入スタート
2021/3期には修繕売上高500億円、マーケットシェア10％へ

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2021/3期にはリノベーション事業販売戸数を2,500戸に

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

 戸建て空き家の推移（万戸）

著しく危険な全国密集市街地の面積（ha）

マンション大規模修繕工事市場規模（億円）
※当社推計

 リノベーション事業の推移（戸）

新築マンション売上戸数の推移（戸）

約2倍

実現に向けたポイント

強固な施工体制

強い価格競争力

強い営業力

実現に向けたポイント

実現に向けたポイント

全国店舗網による
仕入体制

これまでの供給実績と
ブランド認知

独自の品質保証制度

全国ネットの事業基盤

新築一戸建て分譲事業
で培った施工管理体制

強固な財務基盤

全国で推進を強化、2021/3期以降毎期100億円程度の受注および売上の継続
2021/3期新築マンション売上戸数計画は約3,000戸に

約2割増

ゼロを目指すも、
その解消は遅れている

■ 一戸建て
■ マンション

2017/
3期

2016/
3期

2018/
3期

2021/
3期

（計画）

2,565
2,980

2,340
2,700

2019/
3期

（計画）

3,000約

リスク・モニタリング・システム

●不動産ごとの特性や事業期間に応じて、リスクウェイトを設定
　資本の最大毀損額を算定し、リスク引当済資本（右図）　　　
　として認識
●以後の事業は、剰余資本の範囲内にリスク量をコントロール

1,000 億円

● マンション管理、ビル管理、仲介、修繕工事
のM&A等

● AI・IoT等を用いた無人化、機械化、遠隔化
や、建物設備の長寿命化の研究開発等

● 不動産開発の既存事業（新築マンション、 
一戸建て等）

● 不動産流通の既存事業（リノベーション）
● 成長戦略（賃貸用不動産）

不動産投資

M&A ＋研究開発投資

500 億円

剰余資本

コア資本

自己資本リスク
引当済
資本

財務
CF 株主還元

研究開発投資

営業
CF

不動産投資
※営業 CF

うち、たな卸
不動産の増加

期末累計計画
（2017/3 〜 2021/3 期）

収入、調達 支出、投資・還元

株主還元

財務
CF

投資
CF営業

CF

期末累計実績
（2012/3 〜 2016/3 期）

収入、調達 支出、投資・還元

営業
CF

※うち、たな卸
不動産の減少

2012/3期〜2016/3期
● ストックとフローの両輪経営の推進により、アセットライトの経営へとシフト
● 有利子負債を減少させ、財務基盤を強化
● 穴吹工務店をはじめとしたM＆Aを積極的に実施
  →ストック事業の強化とともに、全国ネットの事業基盤を確立

2017/3期〜2021/3期
● 1,500億円の成長投資を実施
● 賃貸用不動産への投資により「持つ経営」へとシフト
● 500億円の戦略投資・研究開発投資を実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※金額は累計投資金額

〈概念図〉

株主還元総額※と配当性向

自己株式の取得総額（億円）
配当総額（億円）
配当性向（％）

※普通株式にかかる還元総額

［キーワード］
マンション老朽化の進展による修繕需要増

［キーワード］
空き家増加、国策による空き家抑制、リノベーションニーズ拡大

［キーワード］
都市部での住宅密集市街地の解消、地方都市でのコンパクトシティ化

約5,000

2012/3期 2015/3期 2019/3期
（計画）

2013/3期 2016/3期2014/3期 2018/3期2017/3期

5.3%

11.04 13.25

6.6%

25.2 25.2

64.8

48.6

20.9%

34.9%

9.0%

20.1%

25.2

36.3%36.1%

総還元性向（％）

持続的な
還元強化

50.4

36.1 82.4

中期経営計画期間
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Sustainability

ひとと建物のつながりづくり

ESGパフォーマンス

重要課題特定プロセス

重要課題（マテリアリティ）

社会から信頼され、社員が誇れる会社づくり

地球に優しいモノづくり

P.26

P.24

P.23

P.28

P.30

1.
2.
3.

Step1　課題抽出

Step2　課題分析

Step3　重要課題の特定

経営理念、中期経営計画、SDGｓ等から、当社グループと関係する社会課題を抽出しました。

大京グループの中長期的事業展開からの視点、ステークホルダーからの視点の両面から社会課題を分析し、
経営層・有識者との協議・検討を行いました。

Step2 で分析した課題から重要課題を特定し、下記の３つのテーマにまとめました。

大京グループ
経営理念

中期経営計画に
おける目指す姿 SDGs

重要課題特定プロセス
　大京グループでは、下記のプロセスにより当社グループの取り組むべき重要課題を特定し、解決すべき社会課題を３つのテーマ
にまとめました。

当社グループと関連する社会課題

ひとと建物のつながりづくり

社会から信頼され、社員が誇れる会社づくり

地球に優しいモノづくり

3.

2.

1.

サステナビリティ
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ESG パフォーマンス

項目

項目

項目

項目

エネルギー使用量
（kl/年）

女性管理職比率
（％）

取締役会開催回数
（回）

取締役の人数
（人）

うち独立社外取締役の人数
（人）

消費電力

（2010年3月期比）
減

CO2排出量
（t-CO2/年）

育児休業取得率
（％）

事務用品
グリーン購入比率（％）

原単位
（kl/千 m²・年）

障がい者雇用率
（％）

取締役会の出席率
（％）

うち社外取締役の人数
（人）

水道使用量
（千㎥ /年）

原単位
（t-CO2/千 m²・年）

年次有給休暇取得率
（％）

女性

男性

延床面積
（千 m²）

2016/3期

2016/3期

2016年

2016/3期

2017/3期

2017/3期

2017年

2017/3期

項目 2016/3期 2017/3期 2018/3期

項目 2016/3期 2017/3期 2018/3期

2018/3期

2018/3期

2018年

2018/3期

グループ会社本社オフィス

大京本社ビル

828

4.6

8

7

3

45%

33

1.88

96

3

5,234

1,748

100

83.7

70

5.6

25

40.2

877

5.8

11

7

3

35

1.95

100

3

3,764

1,817

100

86.8

72

0.0

25

40.9

873

5.7

13

5

3

32

2.06

100

3

3,702

1,661

100

87.0

61

26.3

27

50.9

※ 1. グループ会社本社オフィスの記載数字は、下記会社の本社機能のあるビル利用フロアにおけるエネルギー使用量と CO2 排出量です。
　 大京、大京アステージ、穴吹コミュニティ、オリックス・ファシリティーズ、大京穴吹建設、大京穴吹不動産、大京リフォーム・デザイン、穴吹工務店

2. エネルギー使用量は、大京と穴吹工務店を除き購入金額を基に算定しています。
3. CO2 排出係数は、各電力会社の調整後排出係数を用いています。

環境データ 社会データ

ガバナンスデータ

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、2010年3月期比で45％減少しました。

※取締役の人数に関するデータは、各年の有価証券報告書提出日現在の状況を記載しております。
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ひとと建物のつながりづくり

　良質な建物ストックの蓄積

1 棟トータルリノベーションマンション「グランディーノ」ブランド 東京 23 区内初登場
　大京穴吹不動産は、良質な建物ストックの蓄積・再生を目的に、マンションや社宅等の共同住宅の共用部・専有部を含めた建物全体に 

大規模修繕・バリューアップ工事を実施した「１棟トータルリノベーションマンション」を供給し、「グランディーノ」ブランドとして展開しています。

　2017 年 11 月に、全国で 4 棟目、東京 23 区内で初となる「グランディーノ駒込」を供給しました。

　大京グループは、お客さまとのライフタイム・リレーションを通じて、良質な建物ストックの蓄積、社会課題を解決する商品・ 
サービスの提供、地域コミュニティの活性化に取り組み、「ひとと建物のつながりづくり」を実践していきます。

｢グランディーノ駒込｣ 外観

｢グランディーノ駒込｣ エントランスホール ｢グランディーノ駒込｣ キッチン
新築ライオンズマンションオリジナルの

「L’ｓ KITCHEN」を採用

　地域コミュニティの活性化

秋田市中通 日本版CCRC※拠点整備事業に参画
　大京は、2018 年 2 月に、秋田市中通における日本版 CCRC 拠点整備事業への参画が決定し、

本事業で建設される複合ビルにおいて、住宅保留床を取得し、分譲マンションを供給する予定です。

（2020 年竣工予定）

　本事業は、秋田県や秋田市の政策をベースに、駅前のランドマークにふさわしい建物を建設し、 

様々な民間機能等を導入することで中心市街地の賑わいや活性化を促します。また、周辺の医療機関

や介護施設と連携し、スマートウェルネスや地域包括ケアの実現を目指すほか、先進の住宅設備や防犯・

防災対策を備えた上質な住まいを提供し、安心・便利で健康的に生活できる居住環境を創出します。
※日本版 CCRC について
政府は「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）」構想を打ち出しており、「地方創生の観点から、中高年齢者が 
希望に応じて地方や『まちなか』に移り住み、地域の多世代の住民と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、
必要に応じて医療・介護を受けることができる地域づくりを目指す」としています。
計 画 地 ：秋田県秋田市中通二丁目地区（秋田駅西口徒歩約 5 分）
敷地面積：約 1,000 ㎡（予定）
建物規模：地上 17 階建て（予定）
延床面積：約 8,200 ㎡
施設概要：分譲・賃貸住宅、金融機関、医療機関、介護事業所、地域交流スペース等

不動産業界初 特殊詐欺等の犯罪被害防止のための連携・協力
　近年、振り込め詐欺等の特殊詐欺は、手口の多様化とともに被害が深刻化しています。

　大京アステージと穴吹コミュニティは、生活の場であるマンションにおいて高齢者を中心に被害防止を訴える必要があると考え、2016 年に、 

東京都内に勤務する管理員と本社社員ら約 2,100 名が警視庁より「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」を受嘱しました。その後も全国の都道府県 

警察と連携し、安全で安心な地域社会の実現に向けた取り組みとして、振り込め詐欺に代表される特殊詐欺の被害防止活動を進めています。

2017 年 10 月には実際に被害を防止したことで警察署より感謝状を授与されました。

施設建築物の完成イメージ
※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。

1

　社会課題を解決する商品・サービスの提供

無償インスペクション※付き仲介サービスを開始    
　大京穴吹不動産は、 無償インスペクション付き仲介サービス「住まいるチェック」を 2018 年 4 月より開始 

しました。インスペクション業務は、大京リフォーム・デザインが実施し、グループで連携して既存建物の状態を 

把握できる情報を提供することで、中古住宅を安心して取引できる環境整備に取り組んでいます。
※インスペクション　建物状況調査。国土交通省の定める講習を修了した建築士が建物の基礎、外壁等の構造耐力上 
　主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するために行います。

インスペクションのイメージ

重要課題（マテリアリティ）

大京アステージの京都支店および穴吹コミュニティの京滋支店は、不動産業界としては初めて、 
京都府警察より「京都府警察特殊詐欺被害抑止協力事業所」として指定。

大京アステージの東北支店と、穴吹コミュニティの東北支店は、「特殊詐欺等の 
犯罪被害防止のための連携・協力に関する協定書」を宮城県警察と締結。
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地球に優しいモノづくり
　気候変動への対応  

日本初「Nearly ZEH-M（ニアリーゼッチマンション）※」を取得
　「ライオンズ芦屋グランフォート」は、経済産業省が定める「Nearly ZEH-M（ニアリーゼッチ 

マンション）」として、日本初の BELS 評価書を取得しています。

　当マンションは、外皮性能の向上により断熱・省エネ性能を高めるほか、アルゴンガス 

入りLow-E 複層ガラスの高性能アルミ樹脂複合サッシや次世代燃料電池（エネファーム） 

の導入等により、全戸平均 32％の省エネを実現します。また、建物屋上に設置する 

太陽光発電により、全戸平均 48％の創エネも実現します。これらの省エネ＋創エネによって、

1 次エネルギー消費量を約 80% 削減し、中層住宅（5 階建て）で実現困難な Nearly 

ZEH 基準である「75％以上削減」を全戸で達成しています。
※ Nearly ZEH-M の規定に準拠し、省エネルギーと創エネルギーにより基準１次エネルギー消費量を 75％以上削減した集合住宅

　｢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）は、

2015 年に生物多様性に配慮した施設に与えられる「いきもの共生 

事業所認証」※を取得しています。2016 年には入居後初の敷地内の 

自然と触れ合えるイベントを開催しました。 マンション敷地内で行っためだかの放流会の
様子

｢ライオンズ港北ニュータウンローレルコート｣

複数キャンパスにわたる全学的 ESCO 事業（国立大学法人初）

松岡キャンパス

文京キャンパス敦賀キャンパス二の宮キャンパス

八ツ島キャンパス
● 中央機械室

中央熱源システムの見直し
● 医学図書館
　ヒートポンプ式空調機導入
● 看護学科棟

高効率熱源機導入
● 高エネ研

空調機のインバータ導入
● 中央機械室他

LED 証明・外灯の導入
● 既存設備運用改善

● LED 外灯の導入
● 既存設備運用改善

● 空冷 PAC の導入による暖房用蒸気供給停止
● 工学 4 号館他　LED 照明・外灯等の導入
● 節水器導入
● 個別空調チューニング
● 既存設備運用改善

● 機械室ファン運用改善
● 照明制御設定見直し

● LED 外灯の導入
● 節水器導入
● 既存設備運用改善

施設管理情報の
ICT 化

遠隔
BEMS

　環境方針

　大京グループは、経営理念及び中期経営計画の目指す姿を基に環境方針を制定し、「地球にやさしいモノづくり」を
推進します。

重
要
テ
ー
マ

環境マネジメントシステム

環 境コンプライアンス

気 候 変 動 へ の 対 応

資 源 の 有 効 利 用

生 物 多 様 性 の 保 全

環境コミュニケーション

環境マネジメント体制を構築し、環境目標・活動計画を設定・運用、その継続的改善を図りながら、
事業を通じた環境配慮・貢献活動を推進します。

不動産の開発・流通・管理の全ての段階において、長寿命化、３R の推進に努め、循環型社会
に対応した商品とサービスを提供します。

環境関連法令・規則を順守し、持続可能な社会の形成に努めます。

生物多様性に配慮し、地域・自然と共生した商品とサービスを提供します。

低炭素社会の実現を目指して、省エネルギー・自然エネルギーの取り入れ・建築時の CO2 削減
に取り組み、ライフサイクルを通じて、環境と共生する商品とサービスを提供します。

環境配慮・貢献活動の情報を広く開示し、社会とのコミュニケーションを通じ、ステークホルダー
との対話と協働に努めます。

　大京グループは、地球環境に配慮した商品やサービスの提供、グループ横断でのCO2・廃棄物削減の取り組みを推進します。また、
「気候変動への対応」、「資源の有効活用」、「生物多様性の保全」といった環境への配慮や保全に努め、地球にやさしいモノづくりに
取り組みます。

複数キャンパスにわたる全学的 ESCO 事業（国立大学法人初）

｢ライオンズ芦屋グランフォート｣ 外観完成予想図

重要課題（マテリアリティ）

「管理一体型 ESCO 事業」でエネルギー利用効率を大幅に向上
　ESCO 事業とは、施設等の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であり、省エネルギー効果を保証し、エネルギーコスト 
削減効果等の一部を報酬として受け取る事業です。
　当社グループのオリックス・ファシリティーズは、三菱 UFJ リース（株）および東テク（株）と共同で、福井大学および附属学校の 5 キャンパスに 
おける全学的な省エネに向けて、大学施設管理者、施設利用者と三位一体となってPDCAサイクルを回す「管理一体型ESCO事業」を推進しています。
　当事業における省エネ効果が評価され、『平成 29 年度省エネ大賞（省エネ事例部門）省エネルギーセンター会長賞』を受賞しました。

福井県

マンションの敷地内で「ビオトープ・ふれあいの森生態
系イベント」を開催

　生物多様性の保全

※自然と人との共生を企業活動において推進することを目的に作られた認証制度
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社会から信頼され、社員が誇れる会社づくり
　 適 切なリスクマネジメントおよびコンプライアンスを推 進するとともに、多 様な人 財による活 気ある 
企業グループを目指します。
　急速な社会の変化に対応できる力を備え、柔軟で多様な知見を持つ人財を活かし、個々の能力や可能性を 
最大限に発揮できる組織をつくります。
　

新たな挑戦ステージに向けた強固な企業カルチャーの創出

企業カルチャーを創り出す要素

　変化し続ける社会や多様な価値観に柔軟に対応し、お客さまに新たな価値を提供していくためには、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発揮することが不可欠であると考え、社員一人ひとりの個性を
活かし、個と組織がともに成長していくことを目指します。

　社員とともに成長する組織づくり

職場改革プロジェクト 
　グループ全社員がもっと「わくわく働くためには」「誇れる会社にするためには」というテーマで、職場の問題や課題を洗い出し、解決するために 
必要な施策を取りまとめて経営へ提言する取り組みを行っています。
　これまでの提言から、社員がメリハリのある働き方を求め、連休の取得を推奨する「プラチナウィーク」の導入や年末年始の休暇の前後に年休取得の
促進日を設けたり、館内の一斉消灯やフリーアドレス、リモートワークの試験導入等が始まりました。

キャリアアップを支援する仕組み 
　社員のキャリアビジョンを考えるために、「キャリア支援面談」を行っています。具体的には、社員と上長の間で、これまでの経験を整理したり、 
強みや課題を確認する等、個別に振り返ります。また今後のキャリアについての短期～長期の目標を立て、今後の自己啓発や業務の取り組み方の 
改善につなげるアドバイスを実施しています。
　これに加えて、部署単位では個々のキャリアアップのイメージについて検討する「人財活用会議」を実施し、自己申告に基づく社員の希望や意思と
上司が見た適性を鑑みて、配置や業務付与を決定しています。

職種や業務を選択する制度 
　ライフイベント等に応じた多様な働き方を認め、長期的なキャリア形成を図るために、「職種転換」の制度を設けています。仕事や地域を限定して
プライベートに重きを置いたり、あるいは限定を解除してキャリアアップを目指したり、個々の事情に合わせた働き方を選択できるようにしています。
　またグループ内の様々な業務に応募することができる、「ジョブチャレンジ（公募）」制度があります。自ら選択し、挑戦することで、仕事への 
意欲を高め、組織全体の士気向上につなげています。

　個々の力を引き出す、人財育成

　誠実にお客さまの声に耳を傾け、付加価値を追求する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、組織を越えた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。

力を伸ばす、研修制度 
　大京グループの人財育成体系には、従業員の各段階に合わせた「階層別研修」、それぞれの仕事のスキルアップを図る「業務研修」、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」、自ら選んで学んでいく「自己啓発支援」があります。また仕事に必要な資格は、 
早期取得を目指して、会社が支援しています。

● 社員とともに成長する組織づくり
● 個々の力を引き出す、人財育成
● 柔軟な働き方の実現

● 多様な価値観の活用
● 社員がいきいきと健康に働ける職場づくり

　柔軟な働き方の実現

　個々の業務やプライベートに合わせた働く仕組みを作ることで、社員が最も力を発揮できる柔軟な働き方を 
実現し、生産性を高めていきます。 

休日・休暇を確保し、メリハリのある働き方を実現する制度
　土日祝日に加え、夏期休日と年末年始休日を年間の所定休日としています。
　また、火水が定休日の社員については、休日数確保のため、モデルルーム営業職の定休日に３連休を導入したり、自由に設定ができる 

「フレックス休日」を付与しています。さらに、年休取得促進のため、計画的な取得や連続取得を推奨する「プラチナウィーク」を取り入れています。 
その他、失効してしまう年休を積み立て、特定事由により利用できる「積立保存年休」やがん治療に備える「治療休暇」等があります。
※ 2017 年年間休日実績 127 日

時間と場所を選択できる制度の導入
　個別の業務内容やライフスタイルに合わせて、時間と場所を柔軟に選択できる制度の導入を始めています。「時差出勤」や、部分的に在宅勤務を 
認める「セレクト在宅勤務」を導入し、その活用は年々広がっています。
　また、モバイル PC を活用し、在宅勤務や外出先での一部業務を試験的に導入したり、グループ拠点内にサテライトオフィスを設置するなど、リモート 
ワーク拡大を目指した取り組みを進めています。

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
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重要課題（マテリアリティ）
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Corporate Governance
コーポレート・ガバナンス

　基本的な考え方 

　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います。

　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います。

　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います。

　コーポレート・ガバナンス体制の概要 

組織形態 指名委員会等設置会社 

取締役関係     

　取締役の員数 10 名未満 

　取締役の任期 1 年 

　取締役会の議長 社長 

　取締役の人数 5 名 

社外取締役に関する事項     

　社外取締役の人数 3 名 

　社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名 

　コーポレート・ガバナンス体制図 

株主総会

業務執行

会
計
監
査
人

監督機能

取締役会

取締役の選任・解任

監督

報告

会計監査

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

監査委員会　執行役等の職務執行の監査

社外取締役3名

社内取締役2名

社外取締役3名

社外取締役3名

社外取締役3名

社内取締役2名

　社員がいきいきと健康に働ける職場づくり

　社員が健康で安全に働けることは全ての基本であり、社員の健康は一人ひとりの生活の基盤であるだけでなく、 
永続的に発展していく上で大切な「財産」であるという考えから、グループ社員一人ひとりが健康にいきいきと働ける
職場づくりに取り組んでいます。

健康経営優良法人ホワイト500 に認定
　大京は、健康経営に優れた企業として、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人（ホワイト
500）」に認定されました。
　「BMI 改善支援プログラム」や健康保険組合との共同施策、禁煙の取り組みといった、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。

Daikyo Health Program
　社員の健康に投資する取り組みとして、グループ全体の健康プログラム「Daikyo Health Program」があります。
　今期は、ヘルシー料理の調理実習やウォーキングイベントパーソナルトレーナーのマンツーマン支援等を行うほか、健康をテーマとしたセミナーや 
全社禁煙デーや紙巻きたばこの全面禁止等、様々な健康増進施策を実施しています。

　多様な価値観の活用

　年齢や性別、国籍等にかかわらず、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ます。

多様な属性の社員 
　近年、人財の多様化が進んでいます。現在女性社員の割合は 23.6％、女性管理職の数は 4.3％（68 名）となり、年々増加の傾向にあります。 
　また、2010 年より外国人社員の採用を開始し、これまでに15 名以上を採用しています。人財の多様化による新たな価値観や発想が、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。

育児支援 
　育児休業中の社員のスムーズな職場復帰を支援するため、育休中の社員と、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（育休コミュニティ）」を開催しています。同時に上司や人事担当者との面談
を実施し、社員の業務や勤務形態への不安を解消しています。また、男性社員に対しては、配偶者出産時休暇や
育児休業の一部を有給とし、積極的な育児参加を推奨しています。

シニアの活用 
　マンション管理やビル管理、施工管理の現場では、数多くのシニア世代が活躍しています。
　例えば、マンションの管理員では、全体の 85％にあたる 6,178 名が 60 歳以上、そのうち 4,766 名が 65 歳以上のシニア世代ですが、その多く 
がこれまで様々な業界での勤務をリタイアした後に、当社グループで活躍しています。大京グループは、これからもシニア層を積極的に雇用 
していきます。
※ 2018 年 3 月末時点の実績

介護支援 
　仕事をしながら介護を担う社員が年々増えてきており、介護による離職を防ぐための対策を進めています。 
社員向けの介護セミナーの実施のほか、専門家との個別相談会や、社員とその家族が利用できる電話相談窓口の
設置を通して、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。

育休コミュニティの様子

仕事と介護の両立を支援する企業の証
「トモニン」マーク

コンプライアンス・リスクマネジメントへの取り組み　 コーポレート・ガバナンス P.38
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　委員会の構成

氏名 役位

小島一雄

木村　司

半林　亨

鷲尾友春

山本裕二

○取締役

● ○ ○社外取締役

○取締役

○ ○ ●社外取締役

○ ● ○社外取締役

指名委員会 報酬委員会監査委員会

開催回数

取締役会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

100％13

100％5

100％3

100％4

出席率

委員会の構成

2018 年 3 月期の取締役会・三委員会の開催回数および出席率

●　議長　○　委員

　取締役会 

　取締役会は業務執行の決定のうち、法令、定款の定めるところにより執行役に委任することができない事項および取締役会規程に定める重要な 

事項にかかる業務執行の決定を行っています。主として、事業計画、資本政策および内部統制システムの基本方針について決定し、それらについて 

定期的にチェックする機能を果たしています。取締役会が決定するこれらの事項を除き、取締役会は業務執行の決定を代表執行役に委任し、 

意思決定と業務執行の効率化、迅速化を図っています。

　当社は、取締役の知識・経験・能力のほか、人数バランスにも意を用い、取締役会において活発に議論がなされる体制を整えることを基本として

います。社外取締役は、企業経験者や、会計・財務や法律、国際関係等当社にとって有益な専門知識を有する方等から選任し、社外取締役以外の 

取締役は、代表者のほか、統括部門の責任者や、当社グループの主力事業に精通する方等から選任しています。また、取締役の員数は、実質的な 

議論を行うため、10 名未満とすることを原則としています。なお、取締役の選任は、社外取締役が過半数を占める指名委員会において候補者を 

決定しています。

　取締役会の実効性についての分析・評価 

　取締役会は、自由闊達かつ建設的な議論ができる気風にあり、各取締役はそれぞれの知見を生かし、取締役会および各委員会において効果的な

発言および議論を行っています。また、社外取締役は執行部との適度な緊張関係を維持できています。これらにより、取締役会は、経営の監督に 

十分な責任を果たしていると評価できます。

　また、昨年の改善事項については、取締役会の定例開催・議題選定の工夫による議論の多様化・活性化、資料の早期配付等により、それぞれ 

一定程度の改善が見られたと判断していますが、より一層の議論の深化に向けて、さらなる改善の余地があることも確認しました。

　今回の実効性評価の結果を踏まえ、特に重要な課題を次のとおり整理し、今後も継続的に取り組むことで、取締役会の実効性をさらに高めて 

いきます。

　● 企業価値の向上に資する中長期的な課題の抽出・議論の充実

　● 中期経営計画の進捗状況に関する継続的なモニタリング

　● セグメント別の事業計画が未達となった場合における原因追究の議論の充実

　● 社外取締役のみで構成するミーティングの定期的な実施

　これらの課題については、取締役会議長と取締役会事務局が中心となり、改善を図っていきます。

　指名委員会 

　指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定しています。取締役の選任および解任は、株主総会 

決議によって行われます。また、指名委員会は取締役会で決議される執行役の選任および解任に関する議案を審議するものとしています。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、代表執行役等の人選に関して審議する権限を有しています。

　当社は、取締役選任方針を定めておりませんが、取締役については、人格・識見に優れ、かつ広い見識を有するもの、また、年齢基準として、 

社内取締役は 65 歳未満とすることを定めています。

　監査委員会 

　監査委員会は取締役および執行役の職務執行を監査し、監査報告を作成しています。また、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います。監査委員会に対して、代表執行役社長による業務執行に関する概況報告、グループ監査部管掌役員による内部監査の 

結果および内部統制全般に関する報告、会計監査人による会計監査に関する報告等が行われ、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います。

　なお、監査委員である山本裕二氏は、公認会計士としての長年の実務経験を有する財務および会計の専門家です。

　報酬委員会 

　報酬委員会は、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 

権限を有しています。
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区分 人員数

取締役（社内）

取締役（社外）

執行役

合計

9 △01 104名

187 90 51 32913名

27 2ー 293名

224 91 53 36920名

固定報酬
（百万円）

業績連動型報酬
（百万円）

株価連動型報酬
（百万円）

合計
（百万円）

役員報酬の内容

業務執行体制図 

（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います。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います。

      ２. 株価連動型報酬については、当事業年度末日在任役員が保有するポイントに、当事業年度末日に先立つ 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、前事業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います。なお、
当該事業年度中に退任した役員の株価連動型報酬については、前事業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います。

      3. 上記の他、退職慰労金の打ち切り支給分として、前事業年度までに退任した執行役 1 名に対し 7 百万円を支給しています。
      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いません。

　業務執行体制の状況

　業務執行に関わる重要な意思決定、モニタリングおよび議論、情報共有は、次の機関において行われています。

●執行委員会：執行役等で構成され、一定金額以上の事業・投資案件、グループの業務執行に関わる重要事項等を審議、決定しています 

　（開催頻度 原則 週１回）。

●部門別社長報告会：執行役および各事業の責任者等で構成され、各事業の戦略・事業の方向性、事業環境の変化、計画の達成状況等を部門

　毎に議論しています（開催頻度　原則 月１回）。

●グループ経営連絡会：執行役等で構成され、グループ全体の業務執行に関わる重要な情報を共有しています（開催頻度 原則 月１回）。

　役員報酬

役員報酬に対する考え方
　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、短期的な業績のみならず、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います。また、社外取締役のみで構成される報酬 

委員会において、コンサルタントが提供する役員報酬データベースを参考に、当社のポジショニングを考慮した役員報酬額を算定するとともに、年数回に

わたり、より機能的で高い効果が期待できる役員報酬制度の構築を目指し、議論を行っています。

株主総会

監督機能

業務執行

取締役会

代表執行役
執行役

事業部門
（子会社を含む）

取締役の選任・解任

監督

執行

執行権限の委譲

報告

報告
協力

監査

会計
監査

指名委員会　取締役候補の決定

執行委員会　　　　　審議・決議

報酬委員会　取締役等の報酬の決定

部門別社長報告会　　モニタリング

監査委員会　執行役等の職務執行の監査

グループ経営連絡会　情報共有

監査委員会事務局

報告

内
部
通
報
窓
口

報告

審査・牽制・
モニタリング

グループ管理部門

内部統制関連部署

会
計
監
査
人

グ
ル
ー
プ
監
査
部

報告

報酬の構成
　当社の取締役および執行役の報酬は、固定報酬、業績連動型報酬および株式報酬の 3 つから構成されています。なお、執行役を兼務しない 

取締役は、固定報酬および株式報酬の 2 つで構成されています。業績連動型報酬は、経営陣である取締役および執行役はグループ全体の経営も 

担うとの観点から 50% は連結会社業績に応じて決定し、50% は職務成果等の総合評価に応じて決定しています。代表執行役の業績連動型報酬は、 

連結会社業績のみの評価としています。株式報酬は、在任中に毎年役位に応じた一定数のポイントを付与し、役員退任時にポイント累計に応じた 

当社株式を支給することとしています。



社外取締役インタビュー

当社のコーポレート・ガバナンス体制についてどのように評価 
されていますか？
　2年前と比べると、取締役会の開催回数が増加したことはもちろん 

のこと、議論の内容も随分変化してきていると思います。また、取締役会 

を穴吹工務店の本社がある香川県高松市でも開催するなど、ビジネスの 

現場を、そして現場での工夫を肌で感じることができたこともその1つ 

だと思います。また、取締役会では、現場を管掌する執行役の皆さんにも 

できる限り参加いただくようになったことで、現場の生の声が我々に 

も届くようになり、議論が形式的なものではなく、より深みが出て 

活性化してきたと感じています。社外取締役という立場からも、当社

グループの事業全体に対する理解がより促進されたと感じています。

コーポレートガバナンス・コードが改訂され、取締役会の役割・ 
責務としての項目がいくつか追記されています。その中で、当社
のサクセッションプランについて、指名委員長としてのお考えを
お聞かせください。
　一般的な日本企業を見ると、自社内で経験を積んできた方が内部昇

格し、経営者として舵を取っているケースが多いと思いますが、後継者

選びでは、これまでに積んだ経験はもちろん、どういう方面に強い人な

のかといった、人的な深みや幅も重要な要素の1つです。株主さまの本

音からすると、経営が上向きになり、株価や企業価値が向上すればいい

わけですから、社内・社外取締役のいずれにしても、経営を担う者の選

定は、「誰が」よりも「どういう人が必要なのか」ということのほうが重要

です。ダイバーシティの観点から、外国人や女性取締役の登用について 

言及するなど、コーポレートガバナンス・コードも時代の変化に応じて 

求めることが変わってきていますが、外見だけ変えても「なぜその人を

選任したのか」が明確化されなければ全く意味がありません。現状を打

破し、より一層成長していくためには、当社にとって何が必要なのか、

また、そのためにはどういう体制・人財がふさわしいのかというように、

中長期的な思考力や先見性を持って議論を重ね、その上で必要な人財

を選定することが大切だと感じています。

半林　亨
当社社外取締役
当社指名委員、監査委員、
報酬委員

　コンプライアンスへの取り組み状況

　内部通報窓口を設置し、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います。また、 

グループ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・維持に努めています。

　また、グループの全従業員を対象とした e- ラーニングの実施のほか、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 

います。

　内部監査体制の状況  

　執行機能から独立した内部監査部門であるグループ監査部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います。また、 

監査委員会が必要に応じて監査委員会事務局やグループ監査部へ指示できる等の連携体制を整え、被監査部門に対して、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います。

　リスク管理体制の状況

　当社は、リスク管理を経営の最重要課題のひとつとして位置付け、内部統制システムの一環として、業務執行上発生するおそれのあるリスクを 

総合的かつ適切に管理し、また必要に応じ牽制を行うことにより、経営の健全性を確保しています。

　また、重要な事業・投資案件については、事業部門において十分にそのリスクについて検討するとともに、グループリスク管理部の審査を経た上で、

業務執行レベルの最高意思決定組織である執行委員会において決定しています。また、収益状況等についてのモニタリングも行っています。

　当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　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います。

　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います。

　グループ監査部は、グループ会社に対する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います。

　グループ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います。
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　社外取締役は会社を統治していくための存在の1つにすぎず、企業 

経営の主体は、あくまでも社内の業務執行を担う執行役等の皆さんで

す。企業の持続的成長や中長期的な企業価値向上の一助となるよう 

的確にサポートすることが社外取締役の責務ですから、外部から見た

時にどうなのかという視点で意見を伝えることが重要だと感じています。 

例えば、役員の報酬制度については報酬委員会等で報告を受けて 

いますが、その際には率直な意見を申し上げることもありますし、厳しい

質問をさせていただくこともあります。社外取締役だからといって全て

において万能なわけではありませんが、これまでの当社の歴史や社風

等を尊重しながらも、経営のチェック・牽制機能として当社の内なる力

を引き出し、企業としての成長や今後の発展に寄与していくことが自分

の役割だと思っています。

これからの大京グループに期待すること、また課題として認識 
されていることがあれば、お聞かせください。
　当社には、真面目で誠実な社員が多いという印象を以前から持って 

います。ただ、現状を打破していくチャレンジ精神はもっと高めていって

ほしいと思っています。現在、世の中はものすごいスピードで変わって 

おり、少子高齢化や、若年層・中年層の総収入が先々頭打ちとなること、

また、既存のマンションや、一戸建ての空き家問題等、当社が置かれ

ている事業環境も、必ずしも明るい未来が続くとは言い切れません。 

意思決定のスピードアップが図れなければ、調整に時間をとられて 

いるうちに、競合企業に先行されてしまいます。企業は、いくら成長に

向けた財務基盤や優秀な人財が備わっていても、それを活かせず現状 

に甘んじていては、あっという間に後退していくものです。だから 

こそ、課題やリスクをカバーできる新しい事業を創出したり、異業種 

への参入を進めたりといった様々な取り組みに積極的にチャレンジ 

していくことには貪欲であってほしいと思います。

　2016年に発表した中期経営計画は今期で3年目を迎え、AIをはじめ 

とした先進技術の活用等の新しい取り組みや、テレビコマーシャルの 

放映等、企業認知の向上に向けた取り組み等の積極性が少しずつ 

生まれてきています。一方で、外部から見て「この会社は変わった」と 

思えるぐらいの進化を起こすには、まだまだできることがたくさんあり

ます。取締役をはじめ全役職員が同じ方向を見て、良い意味で現状を 

壊しチャレンジしていく風土を醸成する、そのためには人的な資源も 

含めて会社の資源をもっと活用していかないともったいないと思います。

より“筋肉質な会社”になるためには、やはり内側から変えていくことで

す。「今のままでは後退する」という危機意識があるからこそ、新たな 

変革が生まれてくるのではないでしょうか。そのためには、トップの 

強力なリーダーシップも重要でしょう。また、人財は企業にとっての 

大切な資産ですから、社員のキャリア育成、人財の有効活用についても、

今以上に真剣に取り組んでいってほしいと思います。
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（注） ※印は取締役と執行役を兼務しております。

※ ※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１月 当社グループ管理部門担当（現任）
平成28年６月 当社取締役兼専務執行役（現任）

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
 （現任）
平成23年6月 当社取締役（現任）
平成27年６月 ユニチカ株式会社社外取締役（現任）

小島　一雄
昭和55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15年4月 同社不動産ファイナンス本部副本部長
平成17年2月 同社執行役 
平成19年1月 同社常務執行役
平成20年1月 同社専務執行役
平成20年6月 同社取締役兼専務執行役
平成27年6月 同社取締役兼代表執行役副社長
平成27年6月 同社グループ CFO
平成30年6月 当社取締役兼代表執行役社長（現任）

※

※

　きむら 　つかさ

はんばやし とおる

やまもと　   ゆうじこじま　　 かずお

（2018年7月1日現在）

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 3年 7月 同会ニューヨーク事務所次長
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（現任）
平成28年４月 関西学院大学フェロー（現任）

わしお　　ともはる

取締役・執行役・グループ執行役員

山本　裕二
昭和50年6月 アーサーアンダーセン東京事務所入所
平成 2年 9月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
平成 8年 6月 朝日アーサーアンダーセン株式会社代表取締役
平成11年6月 同社取締役社長
平成15年10月 ASGアドバイザーズ株式会社取締役社長
平成16年10月 国際自動車株式会社取締役社長
平成18年11月 公認会計士山本裕二事務所代表（現任）
平成19年4月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ CEO
平成19年6月 株式会社日興コーディアルグループ取締役
平成23年6月 株式会社ココスジャパン社外監査役（現任）
平成23年6月 大林道路株式会社社外監査役
平成23年6月 リョービ株式会社社外監査役
平成24年6月 株式会社ゼンショーホールディングス社外監査役
平成27年6月 リョービ株式会社社外取締役（現任）
平成30年6月 当社取締役（現任）

執行役

代表執行役社長 小島　一雄
専 務 執 行 役  木村　　司
専 務 執 行 役  落合　英治
常 務 執 行 役  藤平　善久
常 務 執 行 役  丑澤　正樹
常 務 執 行 役  三宅　恒治
常 務 執 行 役  徳田　善昭
常 務 執 行 役  小走　和明
執　　行　　役 世利　幸仁
執　　行　　役 木村　俊久
執　　行　　役 水野　泰裕
執　　行　　役 深谷　健司
執　　行　　役 鈴木　康弘
執　　行　　役 大内　洋一

グループ執行役員

グループ執行役員 　喜入　勇
グループ執行役員 　宮川　公之介
グループ執行役員 　田中　信

社外取締役 社外取締役

社外取締役取締役 取締役
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営業収入 1株当たり当期純利益注

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株当たり純資産注

有利子負債 ROA

（億円） （円）

（億円）

（％）（億円）

（億円） （倍）

（億円） （円）

（億円） （％）

2018

3,338
3,171

3,348

2017201620152014

3,3513,253 166.26

2018

165.37

14.94

43.32

14.37

2017201620152014

2,778 2,766

2018

2,745
2,978

3,246

2017201620152014

205

2018

201
183

169
181

2017201620152014

2,068.79

2018

2,174.65

192.86
167.69 181.42

2017201620152014

289

2018

265

384

636
573

2017201620152014

140

2018

138
126

207

121

2017201620152014

自己資本比率
（％）

64.0

2018

65.2

60.5

48.7 48.2

2017201620152014

0.16

2018

0.15

0.44

0.23

0.37

2017201620152014

7.4

2018

7.3

6.1
5.9 5.8

201720152014 2016

2018

7.7

2017201620152014

8.2

15.3

7.88.0

1,778

2018

1,803
1,660

1,449
1,564

2017201620152014

※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

注：2017年10月1日を効力発生日として、普通株式および第１種優先株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。これに伴い、　　
　　2017/3期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益および１株当たり純資産を算定しております。

注：2017年10月1日を効力発生日として、普通株式および第１種優先株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。これに伴い、　　
　　2017/3期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益および１株当たり純資産を算定しております。

Financial Highlights
財務ハイライト
3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
会計年度：
　営業収入 ¥351,623 ¥318,356 ¥295,374 ¥298,696 ¥302,610 ¥333,813 ¥317,154 ¥334,853 ¥325,360 ¥335,184
　売上総利益 (6,612) 36,527 39,415 46,711 48,635 49,388 48,209 48,042 49,591 51,054 
　営業利益 (44,075) 9,098 13,597 22,069 22,101 16,910 18,124 18,318 20,523 20,174 
　経常利益 (51,845) 6,359 10,779 19,240 20,270 15,646 16,703 17,093 19,967 19,789 
　親会社株主に帰属する当期純利益 (56,414) 6,307 9,752 21,787 15,535 20,790 12,154 12,628 14,044 13,851 
会計年度末：
　総資産 ¥367,521 ¥330,456 ¥319,085 ¥290,261 ¥275,442 ¥297,812 ¥324,610 ¥274,594 ¥277,899 ¥276,661
　有利子負債 182,449 160,760 140,304 91,032 69,164 63,646 57,324 38,484 28,930 26,503 
　純資産 62,820 87,367 96,723 117,629 131,314 144,986 156,488 166,090 177,863 180,356 
1株当たり情報注：
　1株当たり当期純利益（円） ¥(164.87) ¥  16.52 ¥  20.18 ¥  47.43 ¥  33.25 ¥  43.32 ¥  14.37 ¥  14.94 ¥  166.26 ¥  165.37
　1株当たり純資産（円） 79.81 116.67 136.78 184.10 214.99 167.69 181.42 192.86 2,068.79 2,174.65 
財務指標：
　ROE（％） (64.4) 8.4 10.6 20.3 12.5 15.3 8.0 7.8 8.2 7.7 
　ROA（％） (10.6) 2.6 4.2 7.2 7.8 5.9 5.8 6.1 7.4 7.3 
　自己資本比率（％） 17.1 26.4 30.3 40.5 47.7 48.7 48.2 60.5 64.0 65.2 
　D/Eレシオ（倍） 2.91 1.84 1.45 0.77 0.53 0.44 0.37 0.23 0.16 0.15 
その他：
　従業員数（人） 6,894 7,257 7,226 3,712 3,940 5,088 5,196 5,256 5,411  5,621
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（2018年3月31日現在）

普通株式
84,354,273株

金融機関
7.5%

個人・その他
14.5%

外国法人等
12.7%

金融商品
取引業者
0.4%

その他の法人
64.9%

発行済株式の総数                                             株主数

普通株式　   84,354,273 株 17,846 名

優先株式　　1,000,000 株

所有者別株式分布状況（普通株式）

優先株式
株主名   持株数（千株）

オリックス株式会社  1,000

項目 第1種

発行総額 40億円

発行株数 100万株

発行価額 4,000円

保有者 オリックス

配当

上限 400円

配当金 4,000円×（Tibor＋1.75％）

参加 /累積 非参加 /非累積

残余財産の分配請求権 4,000円

議決権 なし

復活条項 優先配当不能時

併合 /分割 あり

取得請求権

当初取得価額 4,440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 3,516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 3,552円

優先株式の発行要領（2018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。

（注） 上記のほか、自己株式3,292千株があります。

大株主

株式情報 会社概要

 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
株式会社穴吹ライフサポート
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（14）第792号
 建設業／国土交通大臣許可（特 -28）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

Stock Information Corporate Data

 編集方針

　当社の「統合報告書」は、株主 ･投資家ならびにステークホルダー
の皆さまに、中期経営計画を軸とした中長期的な企業価値向上に
向けた取り組みをお伝えし、さらなる対話のきっかけになることを
目指して発行しています。

参考としたガイドライン
・GRIガイドライン
・国際統合報告フレームワーク
・ISO26000
・価値協創ガイダンス
・SDGｓ

対象期間
　報告対象期間は、2018年3月期（2017年4月1日～ 2018年 
3月31日）です。ただし、必要に応じて当期間の前後についても 
言及しています。

普通株式
株主名   持株数（千株）

オリックス株式会社 53,749

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  1,293

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001  1,114

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）  1,020

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  1,007

大京グループ従業員持株会 758

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）  600

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 557

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040  555

THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT  547

 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（2018年3月31日現在）
決　　算　　日 3月31日
連 結 子 会 社  12社（2018年3月31日現在）
従　　業　　員 5,621名（2018年3月31日現在・連結）
主 要 取 引 銀 行  株式会社三菱ＵＦＪ銀行
 株式会社みずほ銀行
 三井住友信託銀行株式会社
 株式会社三井住友銀行
 農林中央金庫


