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マンション総合事業グループとして
さらなる成長を
大京グループは、これまで以上に充実した商品・サービスのラインナップの構築、一層の品質の向上、

信頼に足るブランド力の確立を目指し、"Growth" 2010～成長と飛躍に向けて を

スローガンに「新3ヵ年計画」を推進しています。

｢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に加え、マンション管理事業、不動産仲介

事業、大規模修繕工事やリフォーム工事、ご入居者向けサービスなど、住まいに関する総合的な事業を展開し、さま

ざまなサービスをご提供してまいりました。今後もライオンズマンション全国累計供給棟数6,000棟の実績を活か
し、グループの各事業を通じて、あらゆるライフステージに応える、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」の未来の創造を目指してまいります。



取締役兼代表執行役社長
グループCEO

田代　正明

持続的な
企業価値向上へ

当中間期の概況とその評価についてお聞

かせください。

前年同期比増収増益を達成

当中間期は、2007年4月よりスタートした「新3ヵ年
計画」に基づき、高収益体質を維持するとともに成長分

野へ経営資源をさらに投入するなど、既存事業の収益

強化と事業ボリューム拡大に加え、周辺ビジネスへの事

Q. 1
業領域拡大に向けてグループ一体となって事業に取り

組んでまいりました。

この結果、当中間期の営業収入は1,774億円（前年同
期比22.5％増）、営業利益は151億円（同17.7％増）、
経常利益は136億円（同11.3％増）、中間純利益は98
億円（同40.2％増）と前年同期比増収増益となり、マン
ション総合事業グループとしてさらなる企業価値の向

上へ、確かな一歩を踏み出すことができたと手ごたえ

社 長 イ ン タ ビ ュ ー
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を感じております。

しかしながら、マンション市場を取り巻く環境は、用

地費および建築コスト上昇を背景に販売価格が上昇す

る中、市場供給量は前年同期と比較し減少をたどり、販

売状況においても商品企画や供給エリアによって好調・

不調の二極化傾向がより顕在化しつつあり、マーケット

の先行きは楽観視できない状況にあります。

そのような環境の中、今後の新築マン

ション分譲市場をどのように見ながら取

り組んでいかれますか。

多種多様なニーズに応えた商品の提供

新築マンション市場は今申し上げましたとおり楽観

視はできませんが、少子高齢化が進行する中において、

ご承知のように都心部においては人口流入により世帯

数が引き続き増加傾向にあることや、マンション生活の

利便性やセキュリティの高さなどといったマンションの

付加価値が認識され、マンション生活を志向する傾向も

うかがえることなどから、マーケットの潜在需要は底堅

いと考えております。

一方、生活スタイルの変化や安全・安心に対する意識

の高まりなどを背景に、商品に対する顧客の選別の目

はさらに厳しくなるものと思われ、立地や環境、商品の

品質のみならず、入居前・入居後のサポート体制も含め、

多種多様なニーズに応える付加価値の高い商品・サービ

スの提供力が企業サイドに求められることになると考

えます。

このような事業環境において、大京グループはこれ

までに培った経験と蓄積したデータに基づくマーケ

ティングを活かし、エリアや購入者層の変化に合わせた

商品・サービス戦略を展開してまいります。

例えば、子育て中のファミリーをターゲットとした商

品であれば、キッズルームや保育施設など子育てを支援

する共用施設やサービスの提供を、シニア層に向けた

商品であれば、クリニックなど健康に配慮した施設の併

設やコンシェルジュサービスなどのサービスの提供に

取り組んでいます。

今後も、多様なニーズにお応えできる商品企画と、グ

ループ総合力を活かした継続的なサポートを展開する

とともに、ブランド力をさらに向上し、グループの優位

性を発揮してまいります。

大京グループの強み、またその優位性の発

揮に向けた取り組みについてお聞かせく

ださい。

柔軟なエリアポートフォリオ戦略・グループ総合力を活

かしたトータルサービスの提供

新築マンションの分譲において当社には約40年の歴
史があり、その中でさまざまな環境の変化に柔軟に対

応してきたという強みがあります。また、全国各地に

Q. 2
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おいてこれまでに6,000棟以上のライオンズマンショ
ンを供給し、管理してきた実績から、おかげさまでライ

オンズブランドは全国に浸透しております。

これらの強みを活かし、マンション用地の仕入・供給

エリアについては、需要動向に柔軟に対応したポート

フォリオ戦略を展開してまいります。

現在、福岡県久留米市においては、九州新幹線｢久留

米駅｣の開業に向けた再開発事業が進んでおります。当

社は、この再開発事業に参加組合員として参画し、他

社と共同で複合施設の開発に取り組んでおり、35階建
ての高層マンション部分の分譲を担っています。今後、

ここ数年供給を行わなかった地方中核都市も事業領域

ととらえ、事業展開を行ってまいります。

また、当社グループはマンション分譲事業のほか、

マンション管理やご入居者向けサービス、大規模修繕

工事やリフォーム、さらに仲介や賃貸の斡旋など、住

まいに関する総合的な事業を展開しております。引き

続きそれぞれの専門分野で質の高いサービスを提供す

ることで、あらゆるライフステージに応えるトータル

サービスの強みを発揮してまいります。

周辺ビジネスの事業領域拡大への取り組

みについてお聞かせください。

新規事業への積極的取り組み

事業領域拡大に向け、流通市場における新たな事業

フィールドとして、中古マンションを買い取り、付加価値

を高めた上で再販を行うバリューアップ事業への取り組

みを進めております。取得した住戸は、デザイン性や機

能性に加え、ユニバーサルデザインを採用したリフォー

ムを行い、24時間体制で対応する防犯体制などを備え
ることで、安全・安心の面においても付加価値を高める

取り組みを行っています。バリューアップする中古マン

ションの仕入においては、グループが持つ情報ネットワ

ークを活かしていくほか、ソリューション事業と連動す

ることで、法人向けの棟単位でのニーズにも対応してま

いります。

また、グループの強みが発揮できる分野として、賃貸マ

ンションの開発にも取り組んでいます。ライフステージ

Q. 4



4

● 安心篇 ● 思いやり篇 ● こだわり篇

新テレビCMの放映を開始
｢家族への想い｣（安心･思いやり･こだわり）をコンセプトとしたテレビCMを展開しています。｢家族｣の
幸せを第一に考え、マンションという住まいが｢家族の物語の舞台｣であり続けてほしいという当社の思

いが込められています。また、大京、大京アステージ、大京リアルドの家族への想いを込めた、大京グ

ループ企業CMも放映中です。

の移り変わりにおいて、賃貸のお住まいを希望される

方も多くいらっしゃいます。今後はそれらのニーズに

も対応し、これまでの分譲マンションのノウハウと全

国展開の強みを活かした付加価値の高い賃貸マンショ

ンの開発を全国エリアで進めていきます。特にこの分

野はグループの経営資源を十分に活かせる事業ととら

えており、賃貸マンション開発を大京が、リーシング

やプロパティマネジメントを大京リアルドが、ビルマ

ネジメントを大京アステージが担うことで一貫事業体

制による優位性が発揮できるものと考えております。

なお、開発した賃貸マンションは、オリックスグルー

プと共同で組成を計画しているレジデンシャルリート

への売却も視野に入れています。

最後に、株主の皆さまに一言お願いいた

します。

「新3ヵ年計画」の推進・企業価値の向上
私たちは、｢収益と事業規模の拡大を同時に実現する

成長3ヵ年｣と位置づけた、｢新3ヵ年計画｣を推進する
ことで、中長期的な成長を目指すとともに、コンプライ

アンス意識の一段の浸透、リスクマネジメントの強化に

取り組み、株主の皆さまからより一層、信頼・評価され

るグループを目指して、持続的成長による企業価値の

向上を図ってまいります。

Q. 5



｢ザ・ライオンズ ミッドキャピタルタワー｣（愛知県名古屋市）は、資産性・利

便性・安全性・カスタマイズ性・快適性・継続性、そして先進性を兼ね備えた総

戸数390戸の大規模プロジェクトです。先進の免震構造や、住戸内の柱・梁が

少ない快適な居住空間を提供するスーパーフレックス構造を採用し、24時間

有人管理などによる高いセキュリティを確保しています。スカイビューラウン

ジ、来客者用の宿泊施設、コンシェルジュサービスなどホテルライクな共用施

設に加え、隣接するショッピングセンターとを結ぶ通路も設けられ、2009年

3月には161ｍ、47階建てという名古屋市内最高層の高さを実現したマン

ションとして竣工する予定です。

JR久留米駅前の新たなランドマークタワー

当社は、2011年春の九州新幹線｢久留米｣駅開業に併せて進められている、

｢JR久留米駅前第一街区第一種市街地再開発事業｣（福岡県久留米市）に参画し

ています。筑後一の高さとなる35階建て高層マンション（住宅戸数277戸（予

定））と、その周囲に商業施設を併設させた、賑わいの新都市創造プロジェクト

で、当社は参加組合員としてこのランドマークタワーの保留床を取得し、マン

ションとして分譲する予定です。

● ザ・ライオンズ ミッドキャピタルタワー

● JR久留米駅前第一街区第一種市街地再開発事業DA I KYO

G r o w t h
時代の流れとともに人々のライフスタイルは変化し、それにともなってマンションも進化を遂げてまいりました。今後

も、少子化・高齢化の進展や品質・安心・安全への意識の高まりなどにより、マンションへのニーズはこれまで以上に多様

化していくと考えられています。当中間期において当社は、大規模なタワー物件や、駅前再開発事業、シニア向け施設と

の複合物件開発など、利便性や機能性などのさまざまなニーズにお応えするマンションのご提供に取り組みました。

多様化するニーズへの取り組み

5

名古屋の新たなシンボル誕生
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｢亀戸レジデンス｣（東京都江東区）は、亀戸の古き良き

伝統や自然との調和を目指し、"人と自然を｢つなぎ｣、

｢つづく｣街の創造"をコンセプトにオリックス不動産株

式会社と共同で開発を進めている、総戸数707戸の大規

模複合開発プロジェクトです。公園、川との連続性を意

識した外観デザイン、公開空地、地区集会所などが自然

や周辺地域とマンションを｢つなぎ｣、認可保育所や学童

クラブ、有料老人ホームなどさまざまな世代の暮らしを

支える施設を設け、次世代に｢つづく｣街づくりの実現を

図りました。

● 亀戸レジデンス

人と自然を「つなぎ」、「つづく」街の創造

デザイン性の追求

当社が開発供給した｢ザ・ライオンズ池田｣（大阪府池田

市）、｢ライオンズタワー半田｣（愛知県半田市）、ならびに

｢グランフォート鎌倉山ノ内｣（神奈川県鎌倉市）の3プロ

ジェクトが、財団法人日本産業デザイン振興会が主催す

る｢2007年度グッドデザイン賞（建築・環境デザイン部

門）｣を受賞いたしました。｢ザ・ライオンズ池田｣は既存

の自然を活かした地域に開かれたランドスケープ計画で

あることが、｢ライオンズタワー半田｣は地域の活性化へ

の貢献やバルコニーなどによるファサードデザインが、そ

して｢グランフォート鎌倉山ノ内｣は階段状の緑化テラス

による街並みとの融合や古き良き鎌倉とモダンテースト

をマッチさせた中庭がそれぞれ評価されました。

● ザ・ライオンズ池田

6



777

住まう方の視点に立った商品づくり

皆さまといっしょに住み心地の良いマンションづくり

を考える場所として｢Lions Living Labo（ライオンズリビ

ングラボ）｣を発足し、より快適な住空間の実現に向けた

研究取り組みの場として、女性中心のチームが活動して

います。一般から募集した方々との座談会やアンケート

などを通じて、住宅設備を中心とした新しい商品づくり

に取り組んでおり、2006年9月には第1号の企画商品

として、ライオンズマンションオリジナルキッチン

｢L's KITCHEN｣を開発しました。引き続き洗面空間、収

納などの開発も視野に、より住み心地の良いマンション

づくりに取り組んでいきます。

● L’s KITCHEN

ユニバーサルデザインへの取り組み

当社グループでは、ご高齢の方や小さなお子さま、車椅子をご利用の方にも配慮した商品企画を積極的に採用しています。敷

地内の車道と歩道の分離、共用エントランスのスロープ、共用部分の手すり、床段差のないフラット設計など随所で安全に配慮

しています。さらに、将来的に手すりを取り付けられるように壁面の下地を強化するなどの取り組みも進めています。

扶桑レクセルにおいては、以前より、少子高齢化やライフスタイルの多

様化が進む社会に対応すべく、小さなお子さまからご高齢の方まで安心し

て快適に住み続けられる住まいづくりを目指して、分譲するすべての新築

マンションに「ユニバーサルデザイン」の思想を取り入れています。そうし

た取り組みの中、このたび東京都杉並区にて建設した「レクセル荻窪」が、

高機能性とバリアフリーの両立を目指すとともに、デザイン性のある快適

で豊かな空間を創出している点が評価され、東京都住宅バリアフリー推

進協議会主催の「第2回住まいのバリアフリーコンペティション」にお

いて、「住宅金融支援機構賞」を受賞しました。共同分譲住宅において

は唯一の受賞となりました。
● レクセル荻窪
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※2005年3月期につきましては、ノンコア事業からの撤退にともなう保有資産の売却および関係会社投融資の抜本的な見直し等による大幅な損失を計上したこ
とにより、営業利益、経常利益、当期純利益ともにマイナスとなりました。

※2006年3月期以前の「純資産」については、従来の「株主資本」の数値を記載しております。
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中 間 決 算 の 概 況（連結）

中間連結貸借対照表 （単位:百万円）

（資産の部）
流動資産 386,499 408,733
現金及び預金 57,205 52,060
受取手形及び売掛金 7,110 4,576
有価証券 — 10,000
たな卸不動産 294,262 317,208
その他のたな卸資産 1,220 1,668
繰延税金資産 13,488 11,020
その他 13,445 12,377
貸倒引当金 △234 △178

固定資産 42,863 34,995
有形固定資産 17,885 17,841
建物及び構築物 2,373 2,406
土地 14,619 14,599
その他 892 835
無形固定資産 7,746 7,339
のれん 6,787 6,405
その他 959 934

投資その他の資産 17,230 9,814
投資有価証券 6,108 2,307
繰延税金資産 1,549 1,576
その他 9,934 6,279
貸倒引当金 △361 △349

資産合計 429,362 443,728
（負債の部）
流動負債 185,544 167,582
支払手形及び買掛金 87,531 53,083
短期借入金 56,382 66,728
コマーシャル・ペーパー — 15,500
未払法人税等 2,081 527
前受金 20,886 15,491
賞与引当金 2,424 2,341
役員賞与引当金 151 69
その他 16,087 13,840

固定負債 144,964 169,317
社債 27,000 45,000
長期借入金 105,120 115,632
退職給付引当金 2,994 3,039
役員退職慰労引当金 315 306
その他 9,533 5,339

負債合計 330,508 336,899
（純資産の部）
株主資本 86,592 105,916
資本金 26,999 27,062
資本剰余金 17,735 29,045
利益剰余金 42,009 51,114
自己株式 △153 △1,306

評価・換算差額等 588 410
その他有価証券評価差額金 588 410

新株予約権 287 502
少数株主持分 11,386 —
純資産合計 98,853 106,828
負債純資産合計 429,362 443,728

中間連結損益計算書 （単位:百万円）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
科　　　目 自2006年4月 1 日 自2007年4月 1 日

至2006年9月30日 至2007年9月30日

営業収入 144,847 177,427
営業原価 117,186 144,137
売上総利益 27,660 33,289

販売費及び一般管理費 14,746 18,093
営業利益 12,913 15,196

営業外収益 1,054 772
受取利息及び受取配当金 289 149
持分法による投資利益 126 —
解約違約金収入 — 116
その他の営業外収益 638 505

営業外費用 1,728 2,351
支払利息 1,154 1,577
補修工事等負担金 — 289
その他の営業外費用 574 484
経常利益 12,239 13,617

特別利益 630 36
特別損失 3,190 217
税金等調整前中間純利益 9,679 13,435
法人税、住民税及び事業税 466 227
法人税等調整額 1,872 3,120
少数株主利益 293 210
中間純利益 7,047 9,877

( )( )

中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位:百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,174 △49,936
投資活動によるキャッシュ・フロー 12,570 3,001
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,520 51,819
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 —
現金及び現金同等物の増減額 △22,088 4,884
現金及び現金同等物の期首残高 77,273 57,175
現金及び現金同等物の中間期末残高 55,184 62,060

科　　　目
前連結会計年度 当中間連結会計期間

（2007年3月31日） （2007年9月30日）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
自2006年4月 1 日 自2007年4月 1 日
至2006年9月30日 至2007年9月30日( )( )
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事業の種類別セグメント情報 当中間連結会計期間（自2007年4月1日 至2007年9月30日） （単位：百万円）

不動産販売 不動産管理 不動産仲介 請負工事 その他
事業 事業 事業 事業 事業 計 消去又は全社 連結

売上高

（1）外部顧客に対する売上高 139,428 15,001 4,138 13,126 5,732 177,427 — 177,427
（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 — 58 55 1,516 308 1,938 (1,938) —

計 139,428 15,059 4,194 14,643 6,040 179,366 (1,938) 177,427

営業費用 124,778 13,906 4,561 14,093 5,345 162,686 (456) 162,230

営業利益又は営業損失（△） 14,649 1,152 △367 549 695 16,679 (1,482) 15,196

中間連結株主資本等変動計算書 当中間連結会計期間（自2007年4月1日 至2007年9月30日） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

その他 評価・換算 新株 少数株主 純資産
資本金 資本 利益 自己株式 株主資本 有価証券 差額等 予約権 持分 合計

剰余金 剰余金 合計 評価差額金 合計

2007年3月31日残高 26,999 17,735 42,009 △153 86,592 588 588 287 11,386 98,853

中間連結会計期間中の変動額

新株予約権の行使による新株の発行 62 62 124 124

株式交換による変動額 11,247 △89 11,158 11,158

剰余金の配当 △1,379 △1,379 △1,379

中間純利益 9,877 9,877 9,877

自己株式の取得 △1,064 △1,064 △1,064

自己株式の処分 0 1 1 1

連結除外による増加 607 607 607

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額（純額） △177 △177 214 △11,386 △11,348

中間連結会計期間中の変動額合計 62 11,309 9,104 △1,152 19,324 △177 △177 214 △11,386 7,975

2007年9月30日残高 27,062 29,045 51,114 △1,306 105,916 410 410 502 — 106,828
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中 間 決 算 の 概 況（単体）

2007年3月31日残高 26,999 13,100 — 13,100 22,000 9,734 31,734 △153 71,681 532 532 287 72,501

中間会計期間中の変動額

新株予約権の行使による

新株の発行 62 62 62 124 124

株式交換による変動額 11,247 11,247 11,247 11,247

剰余金の配当 △1,379 △1,379 △1,379 △1,379

中間純利益 10,673 10,673 10,673 10,673

自己株式の取得 △1,064 △1,064 △1,064

自己株式の処分 0 0 1 1 1

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） △156 △156 214 58

中間会計期間中の変動額合計 62 11,309 0 11,309 — 9,293 9,293 △1,063 19,602 △156 △156 214 19,660

2007年9月30日残高 27,062 24,409 0 24,409 22,000 19,028 41,028 △1,217 91,283 376 376 502 92,161

中間貸借対照表 （単位：百万円）

（資産の部）
流動資産 289,015 322,830
固定資産 47,668 52,830
有形固定資産 16,729 16,681
無形固定資産 378 390
投資その他の資産 30,560 35,758

資産合計 336,684 375,660
（負債の部）
流動負債 143,262 140,611
固定負債 120,920 142,887
負債合計 264,182 283,499
（純資産の部）
株主資本 71,681 91,283
資本金 26,999 27,062
資本剰余金 13,100 24,409
利益剰余金 31,734 41,028
自己株式 △153 △1,217

評価・換算差額等 532 376
その他有価証券評価差額金 532 376

新株予約権 287 502
純資産合計 72,501 92,161
負債純資産合計 336,684 375,660

科　　　目
前事業年度 当中間会計期間

（2007年3月31日） （2007年9月30日）

中間損益計算書 （単位：百万円）

前中間会計期間 当中間会計期間
科　　　目 自2006年4月 1 日 自2007年4月 1 日

至2006年9月30日 至2007年9月30日

営業収入 86,297 112,910
営業原価 67,431 88,347
売上総利益 18,866 24,562

販売費及び一般管理費 9,990 11,955
営業利益 8,875 12,606

営業外収益 950 1,027
営業外費用 1,305 2,006
経常利益 8,520 11,627

特別利益 3,178 1,384
税引前中間純利益 11,699 13,012
法人税、住民税及び事業税 △698 △727
法人税等調整額 410 3,066
中間純利益 11,987 10,673

中間株主資本等変動計算書 当中間会計期間（自2007年4月1日 至2007年9月30日） （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

資本剰余金 利益剰余金

その他 資本 株主資本
その他

評価・換算 新株予約権 純資産合計
資本金 資本 資本 剰余金 別途 繰越利益 利益剰余金 自己株式 合計

有価証券
差額等合計

準備金 剰余金 合計 積立金 剰余金 合計 評価差額金
その他利益剰余金

( )( )
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株 主 さ ま ア ン ケ ー ト 結 果 の ご 報 告

周辺事業 4.5%

保有期間 保有方針

性別 年齢

今後期待が持てる事業

1～3年
未満
21.5%

3～5年
未満
12.8%

5～10年
未満
19.1%

10年以上
40.0%

1年未満
6.6%

中期保有
（1～3年未満）
17.0%

長期保有
（3年以上）
64.0%

不動産流通
事業
21.4%

女性 22.4%
40代
6.9%

30代 3.2%20代以下
0.2%

50代
15.9%

60代以上
73.8%

男性 77.6%

マンション
管理事業
22.7%

マンション
分譲事業
34.2%

賃貸事業
13.3%

短期保有
（1年未満）
2.0%

買い増し
3.9%

売却予定
4.4%

売却済 0.5%
未定 8.2%

工事事業
3.9%

定時株主総会決議ご通知（2007年6月26日発送）に同封させていただきました株主さまアンケートの結果をご報告いた
します（回答数1002件：5.4%）。この場をお借りして心よりお礼申し上げます。本アンケート結果は貴重なご意見として、
今後のIR活動の参考とさせていただきます。ご協力誠にありがとうございました。

当社は決算・IRに関する情報をホームページに掲載しています。
株主通信とともに、ぜひこちらも合わせてご利用ください。

http://www.daikyo.co.jp/ir

掲載内容

● 決算短信　● 決算補足説明資料　● ファクトブック など

ＩＲ情報について



13

●発行済株式の総数

普通株式 345,381,738株
優先株式 50,000,000株

●株主数 23,909名

●大株主
普通株式

株主名 持株数（千株）

オリックス株式会社 138,909 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 10,084 
モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 8,540 
あいおい損害保険株式会社 6,967 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,861 
株式会社三菱東京UFJ銀行 4,500
大京取引先持株会 4,185
バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウンツ
イーアイエスジー 3,725 
JFE工建株式会社 3,617 
三菱UFJ信託銀行株式会社 3,599 

優先株式

金融機関　12.8%

証券会社  　2.7%

その他の法人　44.7%

外国法人等　14.9%

個人・その他　24.9%

株主名 持株数（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）

株 式 の 状 況

●商号 株式会社大京（英文名:DAIKYO INCORPORATED）

●設立 1964年12月11日

●資本金 27,062,125,000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 東京都墨田区江東橋三丁目13－1
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二丁目19－24
沖 縄 支 店 沖縄県那覇市久茂地二丁目8－1

●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 海 瀬 和 彦 ※専務執行役 海 瀬 和 彦

※取締役 山 口 　 陽 ※専務執行役 山 口 　 陽

※取締役 水 川 滋 夫 常務執行役 土田 穰 一 郎

取締役 益 田 　 知 ※常務執行役 水 川 滋 夫

取締役 日 比 達 郎 執行役 落 合 英 治

取締役 中 村 　 護 執行役 菊 池 由 樹

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

社外取締役 藤 木 保 彦

（注） 1. ※印は取締役と執行役を兼務しております。
2. 奥島孝康、尾　輝郎、宮原明および藤木保彦の各氏は、会社法に定める社外取締役

であります。

会 社 の 概 要
（2007年9月30日現在） （2007年9月30日現在）



株 主 メ モ

○ 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

○ 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務所取扱場所 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
電話　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
野村證券株式会社　全国本支店

○ 公告の方法 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によることができない事故

その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL http://www.daikyo.co.jp/e–koukoku

株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ信託銀行の電話およびインターネットでも
24時間承っております。
電話（通話料無料） 0120–244–479 （本店証券代行部）

0120–684–479 （大阪証券代行部）

インターネットホームページ http://www.tr.mufg.jp/daikou/

なお、株券保管振替制度をご利用の株主さまは、お取引口座のある証券会社にご照会ください。

この印刷物は間伐材を原料に使用しています。

● 表紙写真：ライオンズ四谷タワーゲート（2007年6月竣工）


