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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。
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（グループ経営理念）

「ライオンズマンション」で知られる当社グループは、マンション分譲事業のみならず、マンション管理事業、不動産

仲介事業およびご入居者向けサービスなどの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、これまで

に全国で30万世帯・100万人を超える皆さまにご入居いただいてまいりました。

当社グループは、「グループ経営」、「収益力」、「コンプライアンス」、「コミュニケーション」の4つの経営基本方針

に基づき、企業価値の最大化を図るとともに、グループ全体で「家族」が快適に過ごせることを第一に考える、とい

う想いを込めたブランドタグライン、「 」を掲げ、より高品質な住まいとサービスを提供し、さらには「住

文化」の未来を創造することを目指し、お客さまや社会への貢献をしてまいります。
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Q 社長に就任して1年を迎えますが、手ごたえは

いかがでしたか。

A グループが一丸となって課題解決に取り組むこと

により、必ず強い会社に生まれ変わると感じまし

た。そのために、収益を生み続ける会社への転換という意識

をグループ全体に浸透させ、同時に、コンプライアンスの強

化やグループ経営、そのための密接なコミュニケーションを推

進しました。また、施策として展開した、土地の仕入れから販

売終了までのプロジェクト期間の短縮や、完成在庫の圧縮が

予想以上に早く実現するなど課題である収益力の強化も進展

いたしました。その結果、売上高は4,343億円と減収となり

ましたが、マンションの粗利益率が向上したことなどにより、

営業利益302億円、経常利益261億円、当期純利益318億円と

いずれも増益となりました。

グループを取りまく環境は、マンション供給量が引き続

き高水準で推移する中、堅調な販売が持続していますが、

一方で事業用地の価格上昇や金利上昇懸念など決して楽観

視は出来ません。このような状況において、グループ経営

をより一層推進し、収益力の強化に取り組むことで事業再

生計画の早期達成を実現させたいと考えています。

Q 新たなグループ経営理念を策定しています

が、具体的にはどのような方向性を目指して

いますか。

A 新しいグループ経営理念は、グループの総合力で

豊かな住文化を創造する「存在意義」の確認、そ

して、ステークホルダーそれぞれの利益の最大化を図る「経

営姿勢」、さらに、その実現のために、役職員一人ひとりがど

う行動すべきかの判断基準となる「行動規範」の3つの概念

で構成されています。

グループ経営理念を今改めて問い直した理由は、新たな

成長に向け、グループ全体が結束するためには、何を基準

「新たな成長ステージへ」
経営基盤の構築を目指し、高収益体質を確立する
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に進んでいくかを明確にする必要があると考えたからです。

今後予想される厳しい環境において、さらなる企業価値の

向上を図っていくためには、グループ全体で優位性を発揮

する必要があります。それを実現するために、グループ各社

が同じ方向を向き、「基本的価値観」をグループ役職員で共

有していくことが不可欠だと考えています。

Q 大京管理、大京住宅流通を完全子会社化され

ましたが、どのような狙いがありますか。

A 当社グループは、分譲事業と管理・仲介事業の

両輪経営を推進しています。大京が販売したマン

ションは大京管理が管理・修繕し、大京住宅流通を通じて中

古物件として市場に流通します。管理しやすいマンション、

中古でも資産価値の高いマンションをつくるためにもグルー

プの内の機能を相互に使うべきだと考えています。当社グ

ループは30万世帯を超える方々とのつながりがあり、グル
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当 期 純 利 益 （単位：百万円）
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ープとしての強みをいかせば、さまざまなビジネスチャンスに

つなげていけます。これまでも大京、大京管理、大京住宅流

通の3社間での連携を図りながら事業を進めていましたが、

資本的にもより結束が強くなったことで、さらなる連携強化

を図り、グループ収益の拡大を目指していきます。

特に管理事業に関しては収益率の改善を目標に、また仲

介事業に関しては店舗網を拡大し、経営資源を積極的に投

入するなどの戦略を進めていきます。

Q 新しいブランド戦略も発表されましたが、どう

して今新しいブランドが必要なのでしょうか。

A グループとして強みを発揮するためには、「強いブ

ランド」の構築が不可欠ですが、現状を把握する

ためにまず、「ライオンズマンション」というブランドがお客さ

まにどのように認知されているのかを調査いたしました。

その結果、「ライオンズマンション」は圧倒的な知名度はある

ものの、「ライオンズマンション」からイメージするものは、お客さ

まやエリアによって大きく異なるということや、分譲から管理、

仲介に至るトータルサービスの存在についての認知度が低い

ということがわかり、グループの中長期的な成長のためには、ブ

ランド力の一層の強化を図ることが必要であると判断しました。

そこで社内にプロジェクトチームを発足させ、支店やグ

ループ各社を含め多くのメンバーの参加により、今後の大

京グループはどうあるべきか、さらなる企業価値、ブランド

価値の向上を目指すためには何をすべきかを真剣に検討、

協議してきました。

強いブランドになるためにはまずお客さまに魅力を感じてい

ただくことが必要であり、そのためには独自の付加価値ある商

品やサービスを提供していくことが重要であるということを改め

て確認いたしました。

そこで当社グループは、お客さまへの約束となるブランド提供価

値として、資産性、利便性、安全性の基本要件、および差異化要

件として、カスタマイズ性、快適性、継続性、先進性を定めました。



6

これまでも「品質」「快適」を追求してマンションに取り組

んでまいりましたが、今後もグループ全体で「家族」が快適に

過ごせることを第一に考える、という想いを込め、ブランド

タグラインを「 」と定めました。またライオンズ

マンションのシンボルマークも新たに刷新しました。

現在はこのブランド提供価値のもと、お客さまの視点にた

ったタッチポイント（＝お客さまとの接点）の改善に管理員も

含めたグループ全員が取り組んでいます。

Q 大京が考えるお客さま像のイメージはどのよ

うなものですか。また今後のマーケットにつ

いてどう考えていますか。

A 「自分らしい『+１』発想で、豊かな生活を楽しむ

ハートフルファミリー」が私たちが考えるシンボリッ

クなお客さま像です。ゆとりある豊かな生活や、人とはすこし

違う自分のスタイルを重視する人、多彩な趣味や幅広い友

人・知人を持つ情報感度の高い人々を想定しています。

お一人でお住まいであってもご家族や友人との交流を日常

に持つ人、ペットと一緒に暮らす人、ご夫婦二人で暮らす人、

そういったさまざまな暮らし方は、これまでの概念を超えたい

ろいろな形の「ファミリー」像をつくりだしています。これは時

代が移り変わるにつれてより多様化していくと思いますし、そ

れぞれのニーズにお応えすることがさらに必要とされるよ

うになってくるでしょう。ですから、「家族の幸せ第一」とい

う統一した視点で、さまざまな商品・サービスを提供していくこ

とこそが今後の競争力の強化につながると考えています。

Q 最後に、株主の皆さまに一言お願いいたします。

A 当期は、グループ経営に主眼をおき、あらゆる施

策を打ち出した「動」の一年でした。今後も、一

層の収益力の強化に取り組み、事業再生計画の前倒し達

成の実現を目指すとともに、新たなステージへの飛躍に向

けた経営基盤を構築していきます。株主の皆さまの期待に

お応えできるようグループ役職員一丸となって努力してま

いりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
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事業概況

不 動 産 管 理 事 業

安心で快適な暮らしのための誠実で
プロフェッショナルな「サポート」

大京管理は、全国で約6,000組合、31万戸と、日本で最も多くのマンションの管

理を受託しております。

それらの経験から得たさまざまなノウハウとデータを活用し、マンション管理にお

けるコンサルティング活動を行い、また、豊富な実績をいかして、長期的な視点で

資産価値の維持・向上を実現する修繕計画を提案し、資金計画から工事実施、ア

フターメンテナンスまで、トータルにきめ細かくサポートしております。大京管理は

グループ経営の強化のために
大京、大京管理、大京住宅流通は、それぞれ専門分野において質の高いサービスを

提供するだけでなく、グループ全体の強固なネットワークを駆使した安心のサポート体

制を確立しておりましたが、グループ経営推進の一環として、昨年12月に、大京管理

および大京住宅流通の完全子会社化を実施いたしました。これにより、資本関係にお

いても一体となり、情報やノウハウの共有だけでなく、お客さまのライフステージに合

わせた、きめ細かいトータルサポートを実施し、永い期間にわたって資産価値をお守

りするお手伝いをしてまいります。

また、この４月には、グループとして統一的な戦略推進体制を整え、意思決定のプ

ロセスを効率化するため、グループ管理部門の統合を実施するとともに、顧客重視の

業務運営を図るため、ブロック制を導入するなどの機構改革を実施いたしました。こ

の機構改革により、グループ連結経営のより一層の推進を目指してまいります。
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これらの「マンション管理業務」および「大規模修繕工事業務」において、品質管

理および品質保証の国際規格であるＩＳＯ９００１：２０００の認証を取得しております。

グループ経営において、管理業務上で入居者の方から寄せられるご意見や情報

などは、ライオンズマンションの商品企画にフィードバックされ、より快適なマンシ

ョンづくりに役立っております。

不 動 産 仲 介 事 業

お客さまのライフステージに合わせた
最適なサポートとサービス

大京住宅流通では、お客さまの生活設計を実現するアドバイザーとして、マンシ

ョンの仲介を中心に、流通・アセット事業を展開しております。

流通事業では直営による店舗展開を行っており、現在、地元に密着した営業を目的

として新規出店を加速しております。2006年3月末時点で、首都圏で21店（前期末17

店）、近畿圏で2店（前期末1店）、その他地域で6店（前期末2店）の全国29店舗体制と

なり、2007年3月期末には、首都圏を中心とした出店により、40店舗となる見通しです。

30万戸を超える供給実績を持ち、マンションを知り尽くした当社グループだからこ

そできる売却、購入、買い替えを、豊富な実績と確かなノウハウで幅広くサポートし

ております。

また、住まいを貸したいお客さま、住まいを借りたいお客さまの双方が納得できる

賃貸ビジネスなどを、実績に裏づけされたノウハウと経験を駆使し、総合力でお手伝

いしております。

今後もお客さまの良きアドバイザーとして、また、良きパートナーとして、トータルサー

ビスを提供することで、不動産流通業界の新しいビジネスの形を創造してまいります。



ライオンズタワー月島

マンションならではの
快適を求めて

＜物件特集＞ 大京が創る、住文化が広がる。
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■ 環境共生

「ライオンズタワー月島」（2005年11月

竣工、地上32階建て、総戸数291戸）は、

超高層マンションとしては日本で初めて

「環境共生住宅」に認定されました。屋上

緑化や植栽などの環境作りに加えて、近

隣の方にも開放したコミュニティゾーン「浮

島広場」や地域文化を継承するオブジェ

の設置をするなど地域環境に配慮しなが

ら利便性の向上に寄与するなど佃の歴史

がいきるマンションとなっております。

「ライオンズ浜田山セントマークス」

（2006年2月竣工、地上13階建て、総戸数

212戸）は、サクラやイチョウなどの既存樹

木を出来る限り残し駐車場は地下に配置

するなどの近隣の方々のさまざまなご要

望に対応しながら、約2200平方メートル

の開放感ある中庭を整備いたしました。ま

た、バトラーと呼ぶフロントサービススタ

ッフの24時間常勤など「ホスピタリティ」を

追求し、誠実でプロフェッショナルなサポ

ートを備えたマンションです。

■ 共同事業・共同企画（オール電化）

当社は、各分野のトップ企業との連

携・協働により、より良質な住環境を創

造するプロジェクトもすすめております。

当社と東北電力株式会社、株式会社NTT

ドコモ東北が共同で企画したマンション「ラ

イオンズタワー仙台大手町」（2006年6月竣工

予定、地上26階建て、総戸数180戸）は、ハ

イブリッド免震構造を採用し、全住戸FOMA

に対応したタワーマンションです。さらに、オー

ル電化システムを導入し、快適性に加えて災

害時にも強いマンションとなっております。

共同企画としては、関西圏でも、関電不

動産株式会社との共同事業として関西電

力株式会社の技術協力によるオール電化

システムを採用したマンション「ビオール大

阪 大手前タワー」（2007年2月竣工予定、

地上40階建て、総戸数307戸）があります。

安心・安全・クリーンな室内環境を実現し、

また携帯電話のインターネット通信を利用

してホームセキュリティの状況や宅配ロッ

カーの着荷が確認できるなど、充実のモ

バイルライフが満喫できるマンションです。



ライオンズタワー上野黒門町
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最先端技術がお届けする
安全な暮らし

■ セキュリティ

近年高まるセキュリティへの意識は、

マンションを選ぶ基準の一つに挙げられ

るようになってまいりました。当社は、こ

の点においても快適性と安全を両立させ

るマンションを開発しております。

「ライオンズマンション田無イーストレ

ジデンス」（2006年4月竣工予定、地上5

階建て、総戸数68戸）では、ライオンズマ

ンションとしては初めて、赤外線によるセ

キュリティセンサーを１階住戸テラスと専

用庭に採用しております。

また、「ライオンズタワー上野黒門町」

（2006年3月竣工、地上20階建て、総戸

数121戸）では、住戸の防犯・防災にも

配慮し、インターネット常時接続環境を

利用した松下電工株式会社のサービス、

「エミット・マンションシステム」（自宅のセ

キュリティ情報を携帯電話に知らせたり

携帯電話からエアコンや照明などをコン

トロールするシステム）を採用しておりま

す。これにより、マンションのセキュリティ

や情報環境をさらにパーソナルに、そして

安心、便利にパワーアップしております。

「グランフォート洗足池」（2005年9月竣

工、地上8階建て、総戸数51戸）では、マ

ンション業界として初めて、株式会社東

芝、セコム株式会社の協力を得て、住ま

いの中のさまざまな家電をコントロールす

るネットワーク家電にセキュリティ機能を

強化した「FEMINITY Style（フェミニティ

スタイル）」モバイルコントロールシステム

を採用いたしました。

また各住戸内には防犯センサーが設置

されており、侵入などの異常を感知した

場合、管理員室の警報監視盤を通して異

常信号が「セコムコントロールセンター」

へ自動的に送信され、最寄りのセンター

から緊急対処員が駆けつけます。もちろ

ん24時間対応です。

当社は時代のニーズに応じた企画商品

をつくり上げていくことで、お客さまの

生活をより安全、安心、快適なものにし

ていきたいと考えております。



■ 都市再生事業

当社は、複数地権者との共同事業によ

る優良再開発事業、土地区画整理事業に

よる大規模な街づくりなど、都市の再生か

ら新たな都市の創造へ、一つひとつ着実

に実現し、高い評価をいただいております。

本年2月に竣工した「ライオンズマン

ション（LM）コスタ浦和 タワー＆レジ

デンス」は、県都さいたま市の新しいラ

ンドマークとして「浦和駅西口南第四地

区第一種市街地再開発事業」の核とな

る物件で、31階建ての「LMコスタ・タ

ワー浦和」と9階建ての「LMコスタ・レ

ジデンス浦和」の2棟に加え、都市計画

道路の拡幅整備や既存地権者が経営す

る商業施設の併設も実現、地域再生に

大きく貢献しております。

また、名古屋においても、都市再生機構

がコーディネートを進める名古屋都心エリア

の新拠点「千種アーススクエア」の一角を占

める都市再生プロジェクト「ライオンズガーデ

ン千種アーススクエア」（2006年2月竣工、地

上15階建て、総戸数226戸）が完成いたし

ました。ショッピングセンター、スポーツクラブ、

医療・高齢者施設等用地などが併設される

エリアに、既存樹木の活用、雨水を利用し

た植栽への散水、透水性舗装の採用、屋

上緑化など環境共生に配慮し、高度なセキ

ュリティも追求した大規模プロジェクトとなり

ました。

都市再生事業は、全国各地で積極的に

進めており、中部圏においては「知多半

田駅前地区市街地再開発事業」の一環と

して、「ライオンズタワー半田」（2006年7

月竣工予定、地上17階建て、総戸数55

戸）の建設が進んでおります。公益施設

や商業施設を併設した半田市内最高層と

なるマンションは、地域の活性化に大き

く貢献するものになるでしょう。

家族の思いを
街づくりからも応援する

ライオンズガーデン千種アーススクエア都市再生緊急整備地域「名古屋千種・鶴舞地域」内
千種アーススクエア

11



ライオンズ溝の口レジデンス上作延第三住宅

Before After
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■ 神奈川県初「マンション建替えの円滑

化等に関する法律」に基づくマンション

「ライオンズ溝の口レジデンス」（2006

年10月竣工予定、地上5階建て、総戸数

91戸）は、神奈川県初となる「マンション

の建替えの円滑化等に関する法律」に基

づくマンション建て替え事業です。総戸

数は91戸で、このうち41戸については、

従前の「上作延第三住宅」に居住されて

いた方の所有分となります。残り50戸は

当社が分譲マンションとして販売してお

ります。

マンション建替えの円滑化等に関する

法律は2002年12月に施行された比較的

新しい法律です。この法律により、今後

の老朽化マンションの急増に対応して、

良好な居住環境を備えたマンションへの

区分所有者による建て替えを円滑化し、

民間が主体となった都市の再生を図るた

め、マンション建替組合の設立、権利変

換手法による関係権利の円滑な移行等

が進められるようになりました。

「上作延第三住宅」は、神奈川県住宅

供給公社が分譲し、1966年12月に竣工

した分譲マンションです。同マンション

の管理組合は、同法施行を機に組合施行

による「建替え決議」に向けての建替え

計画の検討を開始。2005年1月の認可申

請に基づく「建替組合の設立認可」を経

て、同年同月に建替組合設立の総会が開

催され、事業協力者に当社が選出されま

した。

お客さまの快適な住環境を整えるた

め、当社はこうした事業につきましても積

極的に開発を進めていきたいと考えてお

ります。

マンション建て替えの
円滑な実現のために
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決算の概況（連結）

連結貸借対照表 （単位 百万円）

科　　　目 前連結会計年度 当連結会計年度
（2005年3月31日） （2006年3月31日）

科　　　目 前連結会計年度 当連結会計年度
（2005年3月31日） （2006年3月31日）

（資産の部）

流動資産 360,918 349,479

現金及び預金 90,328 83,446

受取手形及び売掛金 5,957 6,582

有価証券 209 525

たな卸不動産 242,191 236,985

繰延税金資産 2,532 12,583

短期貸付金 2,293 ―

その他 18,282 9,907

貸倒引当金 △877 △552

固定資産 69,154 51,407

有形固定資産 36,142 21,719

建物及び構築物 7,020 2,422

土地 27,569 18,247

その他 1,552 1,049

無形固定資産 4,681 8,141

連結調整勘定 3,484 7,146

その他 1,196 995

投資その他の資産 28,330 21,546

投資有価証券 9,177 6,331

長期貸付金 10,496 7,870

繰延税金資産 4,011 1,575

その他 11,837 11,662

貸倒引当金 △7,192 △5,893

資産合計 430,072 400,886

（負債の部）

流動負債 239,255 163,163

支払手形及び買掛金 98,981 81,615

短期借入金 108,366 39,221

未払法人税等 487 1,315

前受金 13,671 22,895

賞与引当金 705 1,492

その他 17,042 16,622

固定負債 127,489 136,477

長期借入金 115,548 124,906

繰延税金負債 1,348 535

退職給付引当金 2,098 2,358

その他 8,493 8,677

負債合計 366,744 299,640

（少数株主持分）

少数株主持分 9,605 10,164

（資本の部）

資本金 26,999 26,999

資本剰余金 121,046 27,792

利益剰余金 △89,480 41,374

その他有価証券評価差額金 2,074 807

為替換算調整勘定 △6,810 △5,792

自己株式 △107 △100

資本合計 53,722 91,080

負債、少数株主持分及び資本合計 430,072 400,886



14

連結損益計算書 （単位 百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位 百万円）

事業の種類別セグメント情報　当連結会計年度（自2005年4月1日 至2006年3月31日） （単位 百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
科　　　目 自2004年4月00日 自2005年4月00日

至2005年3月31日 至2006年3月31日

前連結会計年度 当連結会計年度
科　　　目 自2004年4月00日 自2005年4月00日

至2005年3月31日 至2006年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,749 30,602

投資活動によるキャッシュ・フロー 88,535 16,813

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,900 △59,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 29 171

現金及び現金同等物の増減額 62,414 △12,293

現金及び現金同等物の期首残高 30,850 89,566

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,121 ―

合併により受け入れた現金及び現金同等物の増加額 423 ―

現金及び現金同等物の期末残高 89,566 77,273

営業収入 450,651 434,302

営業原価 430,183 363,845

売上総利益 20,468 70,456

販売費及び一般管理費 40,948 40,218

営業利益又は営業損失（△） △20,480 30,237

営業外収益 4,312 2,682

受取利息及び受取配当金 1,184 511

持分法による投資利益 1,267 716

その他の営業外収益 1,861 1,454

営業外費用 9,865 6,788

支払利息 8,766 4,711

その他の営業外費用 1,098 2,077

経常利益又は経常損失（△） △26,032 26,131

特別利益 141,746 7,565

特別損失 216,961 6,541

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△101,247 27,155

法人税、住民税及び事業税 237 1,108

法人税等調整額 901 △7,669

少数株主利益又は少数株主損失（△） △770 1,816

当期純利益又は当期純損失（△） △101,616 31,899

売上高
（1）外部顧客に対する売上高 363,398 26,450 6,170 26,178 12,105 434,302 ― 434,302
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 29 1,718 5,938 1,134 8,821 (8,821) ―

計 363,398 26,480 7,888 32,116 13,240 443,124 (8,821) 434,302

営業費用 336,404 24,672 6,662 30,925 11,914 410,580 (6,515) 404,064

営業利益 26,993 1,807 1,226 1,190 1,325 32,543 (2,306) 30,237

科　　　目
不動産販売 不動産管理 不動産仲介 請負工事 その他

計 消去又は全社 連結
事業 事業 事業 事業 事業

1 1 1 1



15

単体貸借対照表 （単位 百万円）

科　　　目 前事業年度 当事業年度
（2005年3月31日） （2006年3月31日）

科　　　目 前事業年度 当事業年度
（2005年3月31日） （2006年3月31日）

（資産の部）

流動資産 279,380 258,582

固定資産 77,743 62,516

有形固定資産 25,300 17,428

無形固定資産 537 423

投資その他の資産 51,905 44,664

資産合計 357,124 321,099

（負債の部）

流動負債 204,704 121,172

固定負債 101,265 124,843

負債合計 305,970 246,016

（資本の部）

資本金 26,999 26,999

資本剰余金 121,046 23,157

利益剰余金 △98,908 24,273

その他有価証券評価差額金 2,062 753

自己株式 △46 △100

資本合計 51,154 75,082

負債及び資本合計 357,124 321,099

単体損益計算書 （単位 百万円）

前事業年度 当事業年度
科　　　目 自2004年4月00日 自2005年4月00日

至2005年3月31日 至2006年3月31日

営業収入 353,337 296,194

営業原価 347,422 246,042

売上総利益 5,914 50,151

販売費及び一般管理費 33,322 30,469

営業利益又は営業損失（△） △27,407 19,682

営業外収益 1,992 1,491

営業外費用 8,558 5,209

経常利益又は経常損失（△） △33,973 15,964

特別利益 130,742 3,490

特別損失 196,408 6,383

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） △99,639 13,072

法人税、住民税及び事業税 △2 △412

法人税等調整額 ― △10,789

当期純利益又は当期純損失（△）△99,637 24,273

前期繰越利益 729 ―

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）△98,908 24,273

決算の概況（単体）

1 1



●発行済株式の総数
普通株式 327,210,258株
優先株式 150,000,000株

●株主数 21,098名

●大株主
普通株式

株主名 持株数

オリックス株式会社 138,721千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 9,090

株式会社三菱東京UFJ銀行 8,971

日本証券金融株式会社 7,036

あいおい損害保険株式会社 6,967

モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 6,099

バンクオブニューヨークジーシーエム 5,036
クライアントアカウンツイーアイエスジー

大京取引先持株会 4,762

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,523

ジェーピーモルガンチェースシーアールイーエフ
ジャスデックレンディングアカウント 4,084

優先株式

株主名 持株数

株式会社三菱東京UFJ銀行 100,000千株

オリックス株式会社 50,000

●所有者別株式分布状況（普通株式）

●商号 株式会社大京（英文名:DAIKYO INCORPORATED）

●設立 1964年12月11日

●資本金 26,999,920,000円

●事業内容 マンション分譲事業　他

●事業所所在地

本　　　社 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24-13

北海道支店 北海道札幌市中央区北一条西四丁目2-2

東 北 支 店 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目4-1

北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目9-6

東関東支店 千葉県船橋市本町五丁目4-2

東 京 支 店 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24-13

東東京支店 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目15-5

横 浜 支 店 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23-2

名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目19-12

大 阪 支 店 大阪府大阪市北区堂島二丁目4-27

広 島 支 店 広島県広島市中区幟町13-11

九 州 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目30-15

● 役員

取締役 執行役

※取締役 田代正明 ※代表執行役社長･グループCEO 田 代正明

※取締役 栗原　清 ※代表執行役副社長･COO 栗 原　清

※取締役 平井正人 ※代表執行役副社長･CFO 平 井正人

※取締役 山口　陽 専務執行役 海瀬和彦

※取締役 水川滋夫 常務執行役 土田　一郎

取締役 益田　知 ※常務執行役 山口　陽

取締役 日比達郎 ※常務執行役 水川滋夫

社外取締役 宮内義彦 執行役 落合英治

社外取締役 奥島孝康

社外取締役 尾　輝郎

社外取締役 宮原　明

（注） 1. ※印は取締役と執行役を兼務しております。
2. 宮内義彦、奥島孝康、尾　輝郎および宮原明の各氏は、会社法に定める社外取締

役であります。

金融機関　16.3％

証券会社  　2.4％

その他の法人　46.5％

個人・その他　22.6％

外国法人等　　12.2％

株式の状況 （2006年3月31日現在） 会社の概況 （2006年6月28日現在）
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●事業年度　 4月1日から翌年3月31日まで

●定時株主総会 毎年6月中

●剰余金の配当の基準日 3月31日

9月30日

その他剰余金の配当のために定めた日

●株主名簿等に関する事務

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所　 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（同送付先） 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

フリーダイヤル　0120-232-711（通話料無料）

同取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

野村証券株式会社　全国本・支店、営業所

●公告方法 電子公告（http://www.daikyo.co.jp/e-koukoku）

ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞

株主メモ

ホームページのご案内

当社は、ニュースリリースや決算発表資料などを自社

ホームページに掲載しています。事業報告書とともに、ぜ

ひこちらもあわせてご利用ください。

ht tp : / /www.da i kyo . co . j p
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