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当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な景
気減速懸念や電力供給問題、そして依然として厳しい
雇用情勢など国内景気を下押しするリスク要因が存在
する中で、住宅建設が改善されつつあるほか、個人消費
も底堅く推移するなど、緩やかながら持ち直しの動きが
見られました。

マンション市場におきましては、供給エリアの需給バ
ランスや震災復興関連による影響等を引き続き注視す
る必要があるものの、需要は底堅く、低金利や住宅取得
優遇政策を背景に契約率は堅調に推移しました。

次期の見通しにつきましては、営業収入は3,000億
円（前年同期比15億円増）、営業利益は220億円（同
2億円増）、経常利益は195億円（同2億円増）および
当期純利益は155億円（同62億円減）を予定しており
ます。

当社グループでは「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』の未来を創造する」という経営理念に基づき、グ
ループ経営を進めております。「住むこと」を広義にとら
え、すべての事業領域で飛躍を遂げるために、お客さま
満足度の向上と、グループ連携の深化により顧客価値
経営を実践し、地域社会やコミュニティを含めて、お客さ
まの「お困りごと」を解決する生活環境創造企業を目指
してまいります。

当社グループの株主の皆さまに対する利益還元につ
きましては、持続的な企業価値の向上と株主価値の増
大を通して実施していくという基本方針のもと、健全な
財務体質を維持しつつ、成長に向けた投資ならびに安定
した配当を行ってまいります。

次期（2013年3月期）の見通し	
連結業績予想（通期） （単位：億円）

営業収入 3,000

営業利益 220

経常利益 195

当期純利益 155
（単位：円）

1 株当たり当期純利益 33.17

取締役兼代表執行役社長

山口 陽

そこで、当社グループでは新しく生まれ変わるための
方向性と指針を示すために、今回新しくタグラインを制
定いたしました。新価値創造に向けての、大京グループ
の新タグライン『マンションの、その先へ-Innovation	
Everywhere-』でございます。

「ライオンズマンションの大京」から「大京グループの
提供するサービス」の構築へ。

目指すのは、お客さまに選ばれる『新しいDAIKYOグ
ループ』です。

当期の期末配当金につきましては、当期業績等を勘
案し、１株当たり２円50銭といたしました。

また、次期（2013年３月期）の期末配当金につきまし
ては、１株当たり３円とする予定です。

このような事業環境のもと当連結会計年度の業績
は、営業収入が2,984億円（前年同期比30億円増、
1.0％増）、営業利益は217億円（同81億円増、60.2％
増）、経常利益は192億円（同84億円増、78.5％増）
となりました。当期純利益は、（株）扶桑エンジニアリン
グの全株式の譲渡による関係会社株式売却益21億
円を特別利益として計上したことおよび繰延税金資産
を計上したことなどにより、217億円（同120億円増、
123.4％増）となりました。

株主の皆さまにおかれましては、

ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

皆さまから頂戴しております

ご支援とご厚情に対し、

ここに厚く御礼申し上げます。

当期の業績について
今後の経営方針について

株主還元について

次期の見通しについて
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株主の皆さまへ
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仲介
賃貸

開発

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。
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ビル管理

マンション分譲
マンション管理

請負工事

リフォーム・インテリア

不動産売買仲介

不動産賃貸・賃貸管理

リノベーション事業

お客 さま
満足度 の向上

社会の変化を改革のチャンスと考え、お客さまと共に　　よりよい住生活を実現していく
お客さまに選ばれる新しい「不動産サービス事業」に向けて以下の取り組みを実践してまいります。

これまで蓄積した経験とノウハウをもとに、質の高い管理サービスをお客さまに
提供することで、安全かつ安心できる暮らしを守り、快適で住み心地の良い環境
づくりをサポートする。

商品力や生産性を高めることで、市場競争力を向上させるとともに収益力を向上させていく。ま
た、主力のファミリ一向けマンションに加え、安心・安全・エコなどお客さまニーズを先取りし
た商品の供給も積極的に手掛けていく。

これまで培ってきたグループのノウハウを活用することで、お客さまのニーズに合わせて、既存
ストックをはじめとした住宅ストックを再生するだけでなく、新たな付加価値も提供していく。

WEB の強化・充実によりお客さまからのお問い合わせを増加させるこ
とに加え、システムの刷新や人財育成強化により、お客さまとのコミュ
ニケーションの量・質をともに高めることで取扱件数を増加させる。

取扱物件数の増加に努めるとともに、多様化するお客さまニーズを捉えた取扱商品の拡充を図る。

管理組合さまとのリレーションを強化し、既存管理ストックからの受注確保に努めるこ
とはもとより、物件ごとの特性に応じた資産価値向上につながるバリューアップ提案を
積極的に推進し、新たな工事領域の拡大を図る。

商品開発

お客さまと直接お会いするモニタリング活動などを通じ、絶えず変化していくお客さま
ニーズを先読みし、そのニーズにお応えできる商品づくりを進めていく。

首都圏中心の事業エリアを関西圏・中部圏に拡大し、首都圏同様のサービス提供体制を構築する。また、
お取引先との連携を深め、資材調達力を高めることで、よりお求めやすい価格での商品・サービス提
供実現を図るほか、新商品開発や主力商品拡充についても積極的に進めていく。

技術レベルの強化を図り、多様化するお客さまニーズを先読みした提案を実施する。また、
お客さまとのリレーションを向上させる活動に注力し、継続受注いただけるよう努める。

居住者サービス
少子高齢化の進行など社会や生活における環境変化に基づく、さまざ
まな居住者ニーズを満たすことのできる日々の『くらし』に欠かせな
い新たなサービスを開発、提供する。

マンションで培った品質を一戸建てに活用し、住まいにおける取扱商品を拡充する。
また、当社の強みである販売カを活かした受託事業をハブとし、そこから派生する周
辺事業にグループ力を活用し、収益につなげていく。

新規領域
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マンション駐車場の
一部を電気自動車
充電対応に

緊急修繕駆けつけ
サービス

「住まいるレスキュー」

世界にチャレンジ！
台湾で初の住宅開発

クリーンエネルギーで
電気料金が低減できる
太陽光発電

マンションライフを
サポートする

「くらしスクエア」

日常の“困った”を解決する
「くらしサポートデスク」

緊急時に対応
「L.O.G.（ログ）
システムセンター」

高齢化社会に向けた
「健康サポート・介護相談・
見守りサービス」

お部屋の不用品を手軽にリユース
「 不用品出張買取サービス」

体験型防災イベントを開催

野菜即売サービス
「住まいるマルシェ」開催

ヒートアイランド
対策としても
注目の壁面緑化

電力料金を低減させる
「電力一括受電サービス」

家族１人ひとりの
幸せな「家時間」を考え、
生み出していく

「Lions Living Labo
（ライオンズ・リビング・ラボ）」

マンション事業で培った
ノウハウ・ブランド力を
活かし戸建事業に参入

当年度までの取り組み事例についてご紹介いたします。

建物の温度上昇を
低減する屋上緑化
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トピックス 〜「新しい DAIKYO グループ」の萌芽〜

革新をあらゆる場所・あらゆる分野で。
目指すのは、お客さまに選ばれる
「新しいDAIKYOグループ」です。



ここでは、当年度の取り組みの一部を具体的にご紹介いたします。

大京アステージ他
マンション住戸専用の

「緊急遮断弁」で特許を取得

台湾で初の住宅開発。27 階建て
免震タワーマンション開発事業に参画

大京グループ「子ども参観日」を実施日本初の内陸型大規模水族館である「京都水族館」
の総合管理業務を受注。業務を開始

環境省主催の
「省エネ・照明デザインアワード2011」にて
「まち、地区、その他部門 優秀事例」を受賞

緊急遮断弁装置は、震度5強以上の地
震感知により弁を遮断して水道供給を停
止することで、漏水被害を防ぐことが可能
です。一時避難から戻り、自宅での生活を
再開する時に、「部屋中が水浸し」または

「下階の住戸等に大きな漏水被害を与え
てしまった」という事態を防止する効果が
あります。なお、水道復旧後の遮断解除作
業は、各住戸ごとに居住者が容易に行うこ
とができます。

京都水族館の水槽の水は、日本で初めて完全人工海水化（注：淡水
は除く）を実現しており、そのため海水の成分を
水に溶いた人工海水をつくる「人工海水製造プ
ラント」が導入されています。オリックス・ファシリ
ティーズは、この京都水族館の重要なプラントの
設備管理業務等を行っております。

なお、東京・墨田区に2012年5月22日に
オープンいたしました「すみだ水族館」の管
理業務等も行っております。

受賞した「ライオンズ苦楽園グランフォート」は、太陽光発電やLED照
明を多彩に組み合わせ、環境の変化を体感できる省CO2マンションであ
ることが評価されました。 ガリレオの温度計が入ったショーケースや船
舶用温湿度計・バロメーター等、環境への関心を自然に意識づけられ
るようにデザインされております。

本物件は新北市板橋区、「亞東病院」駅前の、台湾で初めて
民間企業により開発されるデジタル通信企業のオフィス・住居環
境開発地区（T-Park）内に位置します。T-Park は公園、集合住
宅、通信設備企業、図書館、商業モール等が入る総開発面積24 
ヘクタールの街区構想となっており、本事業は住居街区の一角と
して誕生いたします。
※板橋区は、台湾大都市の1つである新北市の中心地区にあり、新幹線、鉄道、MRT 

のターミナル駅や公共施設などが集中し、首都台北市の副都心として近年大きく発展
しているエリアです。

大京グループでは、夏休みの期間を利用して社員の子どもたちに職場で働く親の
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
もたちの勤労観や就業観を醸成することを目的として、子ども参観日を開催してお
ります。今年で3回目となる今回は、人生初の名刺交換のほか、建物模型やモデル
ルームの見学、グループの業務内容を説明した後「おしごとクイズ」を開催。免震装
置体験や社長室探検なども行いました。

今後も住まいにおけるサービスを提供する会社にふさわしい企業風土の醸成を目
指し、継続して実施していく予定です。

大京グループの提案
安心・安全の追求

1

大京グループの提案

生活のあらゆるとこ
ろで

3

大京グループの提案
住まいの新しいカタチ

2

大京グループの提案
新たなる挑戦

4

大京グループの提案
社会とのつながり

5

緊急遮断弁
により水を
塞き止める

バッテリー内蔵
のため、非常時も機能

緊急遮断弁

オリックス・ファシリティーズ

台湾大京

「こんなマンションあったらいいな」を

テーマにお絵かき
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革新をあらゆる場所・あらゆる分野で。
目指すのは、お客さまに選ばれる
「新しいDAIKYOグループ」です。



（単位：億円）

科　目
前連結会計年度

自 2010 年 4 月   1 日
至 2011 年 3 月 31 日

当連結会計年度
自 2011 年 4 月   1 日
至 2012 年 3 月 31 日

営業収入 2,953 2,984

営業利益 135 217

経常利益 107 192

当期純利益 97 217

（単位：円）

1株当たり当期純利益 20.18 47.43

セグメント別概況 （単位：億円）

不動産開発事業 不動産管理事業 不動産流通事業

営業収入 1,650 1,114 205

営業利益 157 82 △ 4

	営業利益率の推移（%）
不動産開発事業が減収となったものの、不動産管理事業お

よび不動産流通事業が増収となったことなどにより営業収

入は2,984億円となりました。
・ 営業利益率は前期比5.7ポイント増の

9.6%と大幅な増益
・ マンション管理事業およびビル管理事

業が堅調に推移
・ 仲介取扱件数の減少が大きく影響
・ 第3四半期をボトムに回復基調

不動産開発事業におけるマンション売上総利益率の改善お

よび、経費削減などが寄与し、大幅な営業増益となったこと

に加え、特別利益の計上などにより、当期純利益は217億

円となりました。

キーワードでみる決算のポイント

売買契約が締結され、かつ
引渡までの期間は、既契約
として計上されます。

販
売
開
始

契 

約
竣 

工
引渡が完了した時点で、
営業収入（＝売上）とし
て計上されます。

引　渡

既契約

※既契約は、会計年度に関わらず現時点で引渡が完了していない契約をさします。

既契約は、将来の営業収入を見る先行指標となります。
Point

既 契 約

11/3期
期末

12/3期
期末

919
億円

1,115
億円

次期売上の約6割進捗

受 注 残 高

お客さまと請負工事契約
が締結された時点で、請
負工事の受注残高として
計上されます。

請負工事受注
工事が完了した
時点で、営業収入
（＝売上）として
計上されます。

工事完了

請負工事の受注残高は、
将来の営業収入を見る先行指標となります。

Point

請負工事の
主な事業内容

マンション修繕

リフォーム工事

設備工事
解体工事

請負工事の受注残高の推移（億円）

124

149

11/3期
期末

12/3期
期末

キーワードでみる決算のポイント

2,984億円

217億円
0

10/3期 11/3期 12/3期

2.9

△12.5

4.6

7.37.9

08/3期 09/3期

営業収入

当期純利益

11/3期 12/3期

66

3.9

157

9.6

営業利益（億円）　 と
営業利益率（%）　　の推移

不動産開発事業

11/3期
期末

12/3期
期末

マンション管理受託戸数の推移（戸）

400,845

408,184

不動産管理事業

11/3期 12/3期

売買仲介の取扱件数の推移（件）

5,973

4,854

不動産流通事業

前期比 1.0%増

前期比 123.4%増
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決算の概要（連結）



発行済株式の総数
普通株式 445,337,738 株
優先株式 88,598,144 株

大株主
 普通株式
株主名 持株数（千株）

オリックス株式会社 139,285 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 17,035 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 16,457 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9） 12,376

大京グループ従業員持株会 5,761 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5,573 

メロンバンクエヌエーアズエージェントフォーイッツクライ
アントメロンオムニバスユーエスペンション 5,399 

モルガンスタンレーアンドカンパニーエルエルシー 5,245 

大京取引先持株会 5,108 

ジェーピーモルガンチェースバンク 385093 4,350 

 優先株式
株主名 持株数（千株）

オリックス株式会社 88,598

商　　号 株式会社大京（英文名：DAIKYO INCORPORATED）
設　　立 1964 年 12 月 11 日
資 本 金 41,171,538,600 円
事業内容 不動産開発事業　他

役　員（2012年 4月1日現在）

取締役 執行役
※取　締　役 善積　義行 ※執 行 役 会 長 善積　義行
※取　締　役 山口　　陽 ※代表執行役社長 山口　　陽
※取　締　役 木村　　司 ※専 務 執 行 役 木村　　司
　取　締　役 益田　　知 　常 務 執 行 役 土田穰一郎
　社外取締役 尾﨑　輝郎 　常 務 執 行 役 落合　英治
　社外取締役 宮原　　明 　執　　行　　役 沼生　邦彦
　社外取締役 西名　弘明 　執　　行　　役 岡田　洋一
　社外取締役 半林　　亨 　執　　行　　役 宮川公之介

（注） 1. ※印は取締役と執行役を兼務しております。
2. 尾﨑輝郎、宮原明、西名弘明および半林亨の各氏は、会社法に定める社外取

締役であります。

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大通西十丁目 4-16

東 北 支 店 宮城県仙台市青葉区中央二丁目 9-27

名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦二丁目 9-29

大 阪 支 店 大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目 2-3

広 島 支 店 広島県広島市中区中町 7-41

九 州 支 店 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目 4-15

沖 縄 支 店 沖縄県那覇市久茂地二丁目 8-1

個人・その他

外国法人等

金融機関

金融商品
取引業者

その他の法人

18.2%

1.2%

33.7%21.4%

25.5%

所有者別株式分布状況（普通株式）

株主数 24,288 名

（単位：億円）

科　目 前連結会計年度末
（2011 年 3 月 31 日）

当連結会計年度末
（2012 年 3 月 31 日）

資産の部

現金及び預金 925 976

たな卸不動産 1,686 1,304

資産合計 3,190 2,902

負債の部

支払手形及び買掛金 388 405

有利子負債 1,403 910

負債合計 2,223 1,726

純資産の部

株主資本 965 1,175

純資産合計 967 1,176

負債純資産合計 3,190 2,902

当社ホームページにて詳細を掲載しております。
どうぞご覧ください。

検索大京IR
検索欄に「大京IR」と
ご入力ください。

	自己資本比率・D/Eレシオ

株主資本の増加などにより、自己資
本比率は前期末比10.2ポイント増
の40.5％となりました。また、有利
子負債の減少により、D/E レシオ
は前期末1.45倍から0.77倍となり
ました。

（％） （倍）
D/Eレシオ=有利子負債÷自己資本

26.4

1.8417.1

24.2

2.03

2.91

40.5

0.77
1.45

30.3

自己資本比率（左軸）　D/Eレシオ（右軸）

0

15

30

45

0.0

1.5

3.0

4.5

09/3期
期末

10/3期
期末

11/3期
期末

12/3期
期末

08/3期
期末

借入金の返済および社債の償還などにより有利子負債残高

は減少いたしました。

当期純利益217億円（前期比123.4%増）の計上による利

益剰余金の増加などにより、純資産は増加いたしました。

910億円

1,176億円

有利子負債

純資産合計

前期末比35.1%減

前期末比21.6%増

4 期ぶりの復配となる当期の期末配当金につきまして
は、当期業績等を勘案し、1 株当たり 2 円 50 銭と
いたしました。

配 当 に 関 す る お 知 ら せ
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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

■ 株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関 ･･････三菱UFJ信託銀行株式会社
　 （連絡先） 〒 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）

■ 公告方法 ････････････････････････････････････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

■ご注意

1. 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証
券会社等）で承ることになっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿
管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となってお
りますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信
託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、
当社が現在入手している情報および合理的であると判断する
一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により
大きく異なる可能性があります。

株主メモ


