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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。

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

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）

■ 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 ･･････

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

■ご注意

株主メモ

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。

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。
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超過となりました。
　不動産管理事業におきましては、消費増税に
伴う駆け込み受注等を背景に、マンション・ビルと
もに工事部門の受注および売り上げが好調に推
移したことにより営業収入が期初計画を超過した
ものの、マンション管理組合さまやビル・施設オー
ナーさまといった主要顧客のコスト削減意識は引
き続き高く、一部における営業費用の増加も見ら
れたため、営業利益はわずかに計画を下回る結

当期決算概要	 （億円）

14/3期
計画

14/3期
実績 計画比

営業収入 3,300 3,338 ＋ 38
営業利益 160 181 ＋ 21
経常利益 145 168 ＋ 23
当期純利益 210 218 ＋　8

果となりました。
　不動産流通事業におきましては、中古マンショ
ン市場環境が年度を通じ良好であったことに加
え、利益率が想定を上回ったことなどにより、営
業収入はほぼ期初計画通りでしたが、営業利益
は大幅な計画超過となりました。
　このような事業環境のもと、当連結会計年度
の業績は、営業収入は3,338億円、営業利益は
181億円、経常利益は168億円となりました。当
期純利益は、穴吹工務店の連結子会社化に伴う
負ののれん発生益の計上などにより、218億円と
なりました。

   当期の主な取り組み

「不動産サービス事業」グループの
実現に向けて
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不動産開発事業の主力である新築マン
ション分譲事業におきましては、販売面に

おける需要は底堅く、低金利や消費税増税に対
する住宅取得優遇政策などを背景に、契約は順
調に推移いたしました。その結果、営業収入が期
初計画をわずかに上回った一方で、営業利益は
好調な新築マンション販売を背景に大幅な計画

当期の事業環境および
業績を振り返るとQ

A

株主の皆さまへ
D A I K Y O  I N C O R P O R A T E D

新規グループ入りした会社とのシナジー 主な連携・コラボレーション事例

穴吹工務店による
ライオンズマンション
建設工事請負

ライオンズ大濠公園
グランゲイト

福岡県福岡市
売主：大京
施工：穴吹工務店

2015年 3月竣工予定

大京による
サーパスマンション
販売受託

サーパス府中セントマークス

東京都府中市
売主：穴吹工務店
施工：穴吹工務店
販売提携（代理）：大京

2014年 2月竣工済

穴吹工務店の設計・施工、
工事監理と大京の商品企画、
販売力による共同事業

ライオンズ柏旭町
サーパスレジデンス

千葉県柏市
売主：大京・穴吹工務店
施工：穴吹工務店
販売提携（代理）：大京・穴吹工務店

2015年 9月竣工予定

Q 今後に向けた課題について

当社グループは昨年、アペックス和光、穴
吹工務店およびその系列５社を連結子会

社化しましたが、当期には既存のグループ会社と
の間で、事業手法の多様化や調達力の向上といっ
たシナジー効果が一部結果となって現れ、当初の

A



当社は、2005年3月のオリックス株式会社
（以下「オリックス」）との資本提携以降、新

築マンション分譲事業を主力とするフロー事業主
体のビジネスモデルから、不動産管理事業ならびに
不動産流通事業のストック事業とのバランスの取
れたビジネスモデルへの転換を図りながら安定し
た収益構造の構築を進め、それを実現してまいりま
した。
　今回の連結子会社化によって、オリックスのサ
ポートのもとストック事業の成長を今まで以上に
強力に推進していくことができるだけでなく、経営
課題であった優先株式の処理という点におきまし

ても、その大部分における解決を得られることが
できました。
　今後につきましては、これまでの経営方針を含め
た現行の体制のもとで、従来通りすべての株主さま
のご期待に応えられるよう、企業価値の向上に全力
で努めてまいるとともに、お客さまに選ばれる住生
活をコアとした新しい「不動産サービス事業」グルー
プの実現に向け邁進してまいります。
　株主の皆さまには、これまでと変わらぬご理解と
ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

不動産流通事業の事業展開拡大
●新規出店により、グループの営業エリアは
  さらに拡大し、全国で62店舗に※2014年3月31日現在

●首都圏を中心に展開していた、中古マンションブランド
「Renoα（リノアルファ）※」を関西圏にて本格展開

※専有部（居住空間）に
リフォームを施したマ
ンションのブランド名。
　大京グループが売主と
なり、リフォーム前に
設備の検査・点検・修
繕を実施。加えて、設
備等に対しては最大で
2年間保証。

狙い通り、グループとしてストック事業を中心とし
た事業基盤は大幅に強化されました。
　また、当下半期には不動産管理事業部門を中
心にグループ会社間の合併等再編を決定しました
が、これは、強化された事業基盤のもと、各社にお
ける既存のサービスレベルの底上げ、向上および
新たなサービスの開発等によりお客さまの満足度
を高め、競合他社との差別化を実現するためのも
のであり、また、各社の有する人財等リソースの
有効活用等により一層の効率化を推進するため
のものです。
　このようなグループ全体としての最適化を早期
に図っていくことで、更なる収益成長の実現を目
指してまいります。

太陽光発電関連 メガソーラー（1,000kW以上の出力電力）施設を含めた設置工事および設置管理をはじめとする操業・
保守等の業務（オペレーション＆メンテナンス業務）を受注

２０１３年
５月 名古屋営業所（愛知）
       宮崎営業所（宮崎）
６月 港北ニュータウン店（神奈川）

２０１４年
２月 岐阜営業所（岐阜）

新規出店

鳥取県米子市

実績例（設置工事およびオペレーション＆メンテナンス業務）

富山県砺波市

                  当期の主な取り組み

既存店舗がある都道府県

新規出店
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株主さまに対する利益還元は、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。
　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３円といたしました。
　なお、次期（２０１５年３月期）の期末配当金に
つきましては、安定かつ継続的な配当の実施を踏
まえ、１株当たり３円とする予定です。

A

Q  配当方針について

取締役兼代表執行役社長　山口 陽

A

株主の皆さまへ
D A I K Y O  I N C O R P O R A T E D

オリックス株式会社による当社の連結
子会社化についてQ
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連結損益計算書（要旨） （単位：億円）

科　目
前連結会計年度

自 2012 年 4 月  1 日
至 2013 年 3 月 31 日

当連結会計年度
自 2013 年 4 月  1 日
至 2014 年 3 月 31 日

営業収入 3,026 3,338

営業利益 221 181

経常利益 202 168

当期純利益 155 218
（単位：円）

1 株当たり当期純利益 33.25 45.50

不動産開発事業 不動産流通事業不動産管理事業

減収減益となるも未契約完成商品は
減少し、既契約残高は増加

※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示し、引渡しが完
了した時点で売上として計上される

新規連結子会社の業績寄与などによ
り増収・増益

リノベーションマンションブランド「Reno
α（リノアルファ）」の販売が好調に推移
したことなどにより、増収・増益

13/3期
期末

14/3期
期末

13/3期
期末

14/3期
期末

1,6121,612

2,317

253 159

2,317

未契約完成商品残（戸）　　と
既契約残高数（戸）      の推移

1,6121,612

2,317

253 159

2,317

未契約完成商品残（戸）　　と
既契約残高数（戸）      の推移

13/3期 14/3期
13/3期 14/3期

不動産管理事業の営業収入（億円）

1,226 1,582

約20％が
新規連結子会社
による業績寄与

不動産管理事業の営業収入（億円）

1,226
1,582

約30％が
新規連結子会社
による業績寄与

13/3期 14/3期 13/3期 14/3期

113

595

180

827

中古マンション収入（億円）　　と
売上戸数（戸）　　 の推移

113

595

180

827

中古マンション収入（億円）　　と
売上戸数（戸）　　 の推移

連結貸借対照表（要旨） （単位：億円）

科　目 前連結会計年度末
（2013 年 3 月 31 日）

当連結会計年度末
（2014 年 3 月 31 日）

資産 2,754 3,028

　流動資産 2,361 2,517

　　内、現金及び預金 1,160 966

　　内、たな卸不動産 945 1,052

　固定資産 392 510

負債 1,441 1,528

　負債のうち有利子負債 691 636

純資産 1,313 1,499

　株主資本 1,311 1,507

　　内、利益剰余金 531 728

負債純資産合計 2,754 3,028
（単位：％）

自己資本比率 47.7 49.5

3,338億円 218億円
営業収入 当期純利益

前期比

10.3%増
前期比

40.5%増

636億円
有利子負債

減8.0%

前期末比

営業収入は、連結子会社化した穴吹工務店およ
びその子会社の寄与などにより、312億円増収の
3,338億円となりました。
穴吹工務店およびその子会社の棚卸資産等につい
て時価評価を行ったことにより、連結決算における営
業利益への貢献は限定的であること、また、主力のマ
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などから、営業利益は39億円減
益の181億円、経常利益は34億円減益の168億円
当期純利益は、特別利益の計上などにより、62億円
増益の218億円

不動産管理事業におけるビル管理や、不動産流通事業における売買仲
介および不動産販売が順調に推移する一方、新築マンションのボリューム
減少により、営業収入は減収となる見込みです。

利益面は、当期において限定的であった穴吹工務店の業績が寄与する
ことなどにより、営業利益・経常利益は増益となる見込みですが、当期純利
益は減益となる見込みです。

次期（2015年 3月期）の見通し

連結業績予想（通期）	 （単位：億円）

営業収入 3,300 
営業利益 190
経常利益 178
当期純利益 135

（単位：円）

1 株当たり当期純利益 15.97

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

13/3 期 14/3 期 13/3 期 14/3 期 13/3 期 14/3 期

営業収入 1,588 1,427 1,226 1,582 231 366

営業利益 149 91 83 96 12 23

当社ホームページにて決算の概要に関する詳細を掲載して
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。

メールによる情報配信サービスもございます

決算の概要（連結） D A I K Y O  I N C O R P O R A T E D



不動産管理事業の再編
 ～お客さま価値経営の実践を目指して～

ビル管理

● オリックス・エンジニアリング

建築工事

再編前

再編後

管工事

電気設備工事 計装工事

● オリックス・エンジニアリング

● アペックス和光

管理員業務
清掃業務

コンシェルジュ
居住者サービス

管理
メンテナンス

工事
（日常的な保守・保全工事）

建築工事 管工事

電気設備工事 計装工事

● 大京アステージ

● 大京建設

工事
（修繕に関する工事全般）

不動産管理事業

大京グループでは、お客さまへのよりよい商品・サービスの提供を実施するため、不動産管理事業の体制を一部変更いたしました。

これにより、昨今の工事事業における資材コストの上昇や建設労働者不足等の課題に対しても、解決を図ってまいります。

ここでは、その内容とポイントについてご説明いたします。

マンション管理

● 建築設備工事設計・施工機能と電気設備工事機能を統合し、一貫し
た受注・工事施工体制を構築することで、提供サービスの質・幅が
広がり、またそれぞれが強みとするエリアを相互に補完することが
可能となります。

● 大京アステージからマンション共用部改修工事を大京建設に承継しま
す。マンションの専有部分および共用部分の工事ノウハウを集約し、
マンション改修工事を専門とした工事グループを形成します。

● 工事品質の向上を図るだけではなく、共同購買や外注費の削減等、コ
ストコントロールの実践により高いサービスレベルと収益性を併せ持
つ、工事グループを目指します。

当社グループのマンション管理会社３社大京アステージ、穴吹コ
ミュニティ、グランドアメニティが連携し、それぞれが有するスキ
ルやノウハウ、経験等を水平展開し、サービス品質の向上を図る
とともに、スケールメリットを活かしたコスト削減にも取り組みます。

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・実施します。

工事

管理員業務　清掃業務　
コンシェルジュ

工事管理　メンテナンス 居住者サービス

● 大京ライフ

● 大京アステージ

再編前

再編後

NEW

集特

２社の統合により１社でほぼすべての
エリアの網羅が可能となります。

アペックス和光
カバーエリア

オリックス・エンジニア
リングカバーエリアビル工事における一貫した工事施工体制の構築

マンション改修工事を専門に行う工事部門

修繕工事を熟知した
お客さま対応力大京建設

大京エル・デザイン

穴吹建設

穴吹工務店の
1,300棟を超える
新築マンション建設の実績を
バックグラウンドに持つ技術力

マンションリフォームで
培った独自性の高い
企画提案力

マンション管理部門と工事部門の
強固なビジネスフローを確立 

マンション管理部門

想いを集め    想いをカタチに

大京アステージ
穴吹コミュニティ
グランドアメニティ

大京建設
穴吹建設

大京エル・デザイン

工事部門

 Point 3

 Point 3

 Point 1

 Point 2

 Point 2

管理サービスに特化するマンション管理部門 Point 1

マンション
工事グループ

（プラシディア）

● 大京アステージが管理を受託するマンションに対して、管理員業務・
清掃業務等のサービスを請け負う大京ライフと大京アステージを
統合することで、管理サービス全体の更なる品質向上を図ります。
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1960 1970 1980

【2000年～】
  変革期

【1960年～】
  創立期

【1980年～】
  成長・拡大期

特 集 大京グループ50年特 集

大京グループは2014年12月11日に設立50周年を迎えます。ここでは、50年の主な事業と業績を振り   返ります。

1964
大京観光（株）（現（株）大京）設立

● 1960
（株）大京商事設立

● 1969
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

●フロー事業
●ストック事業

● 1982
東証第二部に上場

● 1984
東証第一部に上場

● 1987
CI・社名を大京観光（株）
から（株）大京に変更

● 1979
住宅流通センターを設
置、住宅流通・仲介事
業開始

● 1988
（株）大京住宅流通設立
（現（株）大京リアルド）

100

● 2012
マンション管理組合
に「震災対応サポート
ブック」の作成・配付

● 2010
「くらしと」創刊

● 2006
居住者用の地震対策
ブックを作成

● 1982
マンション居住者への情報誌創刊「ライ
オンズライフ」（現在「くらしと」に統合）

● 2011
マンションごとの専用
情報サイト「くらしス
クエア」を開設

● 2005
オリックス（株）
と資本提携

● 2006
インテリア販売やリフォーム等を行う
（株）大京エル・デザインを設立

● 2008
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
アセットウェーブ）がグループ入り

2014
大京グループ設立
50周年へ

● 2008
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

● 2009
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 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

2013

● 2013
電気設備工事会社
（株）アペックス和光（現オ
リックス・エンジニアリン
グ（株）と統合）がグループ
入り

● 2014
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

沿 革 編

● 1995
大京グループのコーポレートサイト開設
サイト内で新築マンションの情報提供
を開始
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● 1980
初の大規模マンション発売
（総戸数 654戸）

1964
大京観光（株）（現（株）大京）設立

20102000
　

1960 1970 1980

【2000年～】
  変革期

【1960年～】
  創立期

【1980年～】
  成長・拡大期

 

● 1975
オートロック＆レンガ
タイル貼りを初導入

● 1968
マンション分譲開始。
ライオンズマンション
第 1号発売

●フロー事業
●ストック事業

● 1988
ライオンズマンション
累計 1,000棟達成

● 1984
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

● 1978
事業主別マンション発売戸数初の業界第 1位
（4,289戸）以降 29年連続 1位 ● 1999

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

● 1998
マンション管理受託戸数が初の
業界トップに（23万 1,286戸）

● 2004
業界で初めてマンション
管理受託戸数が30万戸突破

● 2014
業界で初めてマンション
管理受託戸数 50万戸突破

● 2011
業界で初めてマンション
管理受託戸数が40万戸突破

● 2003
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

● 2007
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　

20

40

60

80

100

06/3期

82％

18％ 22％ 22％ 24％ 39％ 43％ 45％ 48％

78％ 78％ 76％ 61％ 57％ 55％ 52％

07/3期 08/3期 09/3期

～09/3期 10/3期～

10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期

フロー事業
不動産開発

不動産管理・不動産流通
ストック事業

売上高に占めるストック・フローの割合

● 2011
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

● 2013
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」
シリーズを展開

● 2012
リノベーションマン
ション「Reno α（リノ
アルファ）」発表

● 1998
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

58％

42％

2014
大京グループ設立
50周年へ

特 集 大京グループ50年特 集 業 績 編
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今後マンションの耐用年数が
上がり大規模修繕の需要が
かなり求められると思う。そ
こに特化した部署の新設、拡
大をしたらと思っています。

リフォーム、耐震工事、修繕
工事などで事業を拡充して
行って欲しい。

当社では、2013年9月末時点の
株主さまを対象に、
第90期中間株主通信にて
アンケートを行いました。
ご回答いただいた
アンケート結果の一部を
ご報告いたします。

今後期待する事業は？ 期待する IR活動は？

昨年に続いてアンケートの実施となりましたが、2回連続してご回答いただいた方も多く、前回を超える数の

ご回答を株主さまにいただきました。今後のPR・IR活動の参考にさせていただきます。

お忙しい中ご協力いただき、心より御礼申し上げます。

ご協力いただきありがとうございます

株主さまとのコミュニケーションコーナー

（複数回答可） （複数回答可）

株主さまからいただいたご意見をご紹介させていただきます

事業戦略については、かつての「ライオンズマ
ンションの大京」から「不動産サービス事業」グ
ループへの進化に向け、経営自体も大きく変化し
ました。株主通信を含め、今後もその詳細につい
ては積極的にお伝えしてまいります。なお、当株
主通信では、設立以降の当社の沿革や業績の変
遷をまとめておりますので、ぜひご覧ください。

グループにおける請負工事につきましては、新たに
マンション工事部門を設けることで、ノウハウや専門性
を活かしたより質の高いサービスを提供するとともに、
マンション管理部門と一体となり、快適な居住空間を作
り上げるご提案も差し上げてまいります。
また先々は、グループの管理受託マンション以外に

も事業領域を拡大することで、収益規模も拡大してま
いります。

調査期間　2013年12月7日～2014年1月31日
回 答 数 　2,688件（WEB：74件・書面：2,614件）

実施
概要

保有期間が 3 年未満の株主さまからは「新築マンション分譲」
の割合が高く、3 年以上になると、「マンション管理」の割合
が増える結果となりました。

「株主通信」が約 4 割を占め、2 位以下には、「広告・Ｃ
Ｍ等による企業メッセージの配信」等外部へのアプローチ
を期待するお声をいただきました。

新築マンション分譲事業とご回答された方が
4割以上を占めました。

株主通信・・・・・・・・・・・・39%

リフォーム中古マンション
売買

新築マンション
分譲

マンション
管理

41.8%

23.4%
27.0%

38.3%

雑誌等による PR・ ・・・・・・・20%

広告・CM等による
企業メッセージの配信

・・・・・・・ 35%

ホームページでの情報提供・・・・・ 27%

一昔前までの経営、事業戦略
とは明らかに違ってきている
と思います。ステークホルダー
等にもっと積極的にそれらの
詳細をアピールしていくべき
と思います。

株主さまから
のご意見

企業価値の向上に向けては、しっかりとした事業運営と
ともに、効果的なPRやIR活動も重要であると認識してお
ります。特に外部への発信という点においては、当期から
アピールを徐々に増やしてはおりますが、次期以降も企業
価値の向上に寄与する活動に努めてまいります。

全般的に経営や事業内容、戦略は
良いと思いますが、それが企業価
値の向上に繋がっていないのでは。
ＰＲ活動（ＩＲ）をしっかりと実施
して欲しい。
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株主さまから
のご意見

年齢 保有株数 保有期間 運用方針

30歳代
94件
3.5%

1年未満
556件
20.9%

未定
426件
14.3%

買い増し
したい
200件
6.7%

値下がり後に
買い増ししたい

147件
4.9%

売却済み
（近々売却予定）
46件
1.5%

短期で売り買いを
繰り返したい
44件
1.5%

その他
51件
1.7%

5～10年未満
561件
21.1%

30歳未満
14件
0.5%80歳代以上

315件
11.8% 40歳代

236件
8.8%

50歳代
362件
13.5%

60歳代
809件
30.2%

70歳代
848件
31.7%

10,000株以上
256件
9.6%

1,000～3,000株未満
1,376件　51.7%

1,000株未満
428件
16.1%

3,000～
5,000株未満
333件
12.5%

5,000～
10,000株未満
266件
10.0%

1～3年未満
390件
14.6%

3～5年未満
383件
14.4%

10年以上
775件
29.1% 長期で保有したい

1,234件
41.3%

値上がり後に
売却したい
840件
28.1%

株主さまから
のご意見



当社グループでは、環境に配慮した住まいづくりを推進し
てまいりましたが、この度グループで初となる長期優良住宅
の認定を受けた「ライオンズ立川グランフォート」が3月に竣
工いたしました。
当マンション以外にも2013年9月に着工を開始した

「サーパスタワー東静岡（2015年7月竣工予定）」が、長期
優良住宅の認定を受けております。

長期優良住宅とは、2007年に政府が提唱した「200年住宅ビジョン」に
よって、良好な住宅ストックを将来世代に継承することを目的に創設された
認定基準です。耐震性、劣化対策、可変性、バリアフリー性、省エネ性などの
9項目で基準が定められています。

香川県立高松工芸高
校の学生を実際の建
設現場に受け入れ、ク
ロスや床材の剥がれを
確認する内装工事の
検査や、施工図の見方
を学ぶ施工図講習な
ど、現場実習を開催。

茨城県鹿嶋市在住
の中学生が練馬区マ
ンションギャラリーに
て、大京の会社説明
やマンションの作り方
などについて学習。

当社グループでは、商品やサービスを通じて学生の「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
とした学生受け入れを実施しております。
当期は2校が実現いたしました。

大京と株式会社一条工務店による共同プロジェクトとして分譲した
「ライオンズ一条レジデンス湘南C－X（シークロス）」が、公益財団法人
日本デザイン振興会が主催する「2013年度グッドデザイン賞（住宅・住
宅設備部門）」を受賞しました。震災を想定して様々な防災システムを備
えたうえ、南側の相模湾と北側の緑地に挟まれた立地を活かした、日射
や通風などの気候制御を行う取り組みが評価されました。

大京グループでは、育児休業取得者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に復帰し育児と勤務を両立させて
いる社員との「情報交換昼食会」を2010年より開催しております。職場復帰後
の社員の家庭と仕事の両立はもとより、ワーキングマザーならではの目線や
考えを業務にも活かし、一層の活躍の実現をサポートするために実施している
もので、参加者は初年度の14名から、2014年は29名にまで増加しました。

2013年11月21日に日興アイ・アール株式会社が実施した「2013年度
全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」の結果が公表され、大
京グループの IRサイトが優良サイトに選出されました。グループの IRサ
イトが表彰されたのは、今回が初めてとなります。
当社では、ウェブサイトは情報開示ツールとして重要な役割を担っていると考えており、外
部への情報開示をより充実させるとともに、使い勝手や見やすさの面も考慮したサイトリ
ニューアルを2013年4月に実施しました。 大京グループ IRサイト http://www.daikyo.co.jp/ir/

Topics

ライオンズ立川グランフォート サーパスタワー東静岡

当社グループ初の長期優良住宅認定マンション
ライオンズ立川グランフォートが竣工しました

職業観、勤労観を高めることを目的に、学生受け入れを実施しています

CSR

CSR

グッドデザイン賞を受賞しましたIR

大京グループ IRサイトが
優良サイトに選定されました

IR

先輩ママ社員との「情報交換昼食会」を開催していますCSR
6月

11月

CSR(Corporate Social Responsibility)は｢企業の社会的責任｣として企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、
あらゆるステークホルダー（利害関係者：消費者、投資家等、及び社会全体）からの要求に対して適切な意思決定をすることを指します。15 16



発行済株式の総数 株主数
普通株式 843,542,737 株 28,358 名

優先株式 10,000,000 株

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
取締役 執行役
※取　締　役 門脇　克俊 ※代表執行役会長 門脇　克俊
※取　締　役 山口　　陽 ※代表執行役社長 山口　　陽
※取　締　役 雲嶋　寧彦 　専 務 執 行 役 落合　英治
　取　締　役 海瀬　和彦 ※専 務 執 行 役 雲嶋　寧彦
　社外取締役 宮原　　明 　執　　行　　役 沼生　邦彦
　社外取締役 半林　　亨 　執　　行　　役 宮川 公之介
　社外取締役 松本　哲男 　執　　行　　役 久保田 克巳

　執　　行　　役 麻村　　宏
　執　　行　　役 世利　幸仁
　執　　行　　役 藤平　善久

（注） 1. ※印は取締役と執行役を兼務しております。
2. 宮原明、半林亨および松本哲男の各氏は、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

7.6%

65.4%

7.7%

16.6%

2.7%普通株式
843,542,737 株

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

15.2%

33.8%20.4%

25.9%

4.7%普通株式
445,337,738 株

所有者別株式分布状況（普通株式）

大株主
 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） 17,995 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,302 

ビービーエイチボストンジーエムオーインターナシヨナル
イントリンシツクバリユー 6,700 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 5,573 

大京グループ従業員持株会 5,520 

日本証券金融株式会社 5,032

大京取引先持株会 4,913 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 3,599

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 3,485

 優先株式
株主名 持株数（千株）

オリックス株式会社 10,000

住まいの永住志向が高まる中、リフォームの需要は今後一層高まるこ
とが想定されますが、「マンションリフォーム」においては、集合住宅特有
の制約があり、リフォーム自体をあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
本書は、通常のリフォームに関する書籍ではなく、「マンションならで

はのリフォーム」に内容を特化していることが特長です。「マンションリ
フォーム」を検討される方々に、「こんなこともできる」という可能性を発
見していただきたいとの思いから、本書に事例等を提供しました。

当社はオリックス野球クラブ（株）と2014年度シ―ズンのヘルメットスポ
ンサー契約を締結しました。大京のロゴマークはオリックス・バファローズの
選手ヘルメット側面部に表示され、今シーズン使用されています。
当契約を通じて、スポーツの普及を応援するとともに、多くの方に大京

グループを知っていただくきっかけになればと思っています。

既成概念にとらわれない、様々な
マンションリフォームの事例を掲載

大京エル・デザインのマンションリフォームが、
「マンションリフォームのすべてがわかる本」で取り上げられました

商品
紹介

オリックス・バファローズとのヘルメットスポンサー契約についてお知
らせ

Topics

枻出版社　￥950 (税込)
※全国の主要書店で購入できます。
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（2014年 3月 31日現在）

（2014年 6月 25日現在）

株式の状況

会 社 概 要


