
メガトレンド 機会とリスク

Global
MEGA Trend

• 情報通信技術のスピード化

• 地球規模の気候変動

• 貧富格差の拡大

• フィンテックによる金融市場の大変革

• 高い経済成長を続ける新興国

• 国家間の摩擦（米中・東アジア・中東）

• 企業のグローバル化の加速

• 海洋資源の枯渇とテリトリーの構図変化

Domestic
MEGA Trend

• 人口・世帯減少（建築需要の逓減・社会資本の変化）

• 少子化・高齢化（労働人口減少・住環境変化）

• 地球温暖化・多発する災害（自然環境への対応）

• 都市集住・コンパクトシティ化（職住に対する思考変化）

• ローコスト住宅の台頭（ハコからの脱却）

• 外国人労働者の流入（生活基盤の確保）

• 消費環境の変化（モノ消費⇒コト消費）

•猛暑起因の生活への影響

• 猛暑起因の事業（生産・施工現場など）

への影響

•激甚化する自然災害による影響

• 外国人労働者の

就労条件悪化による離職、

生産性の低下

• 高耐久な住宅などの普及

• 地方創生のニーズ増大

• 技術革新による施工効率の向上

•再生可能エネルギーの
  導入拡大

•  人口減による
新築着工戸数の減少、
管理物件の入居率低下、
空き家問題の深刻化

• 化石燃料由来プラスチック

廃棄物の処理コスト増

Risks

リスク

Opportunities

機会

• 「ネット・ゼロ・エネルギー・
  ハウス（ZEH）」の普及促進

• 就労環境整備による
  良質な労働力の確保
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価値創造のあゆみ

積水ハウスは、住まい手の価値追求を第一義に、社会とともに発展してきました。

これからも常に未来を見据え、持続可能な社会の実現とグローバル企業としての成長を続けていきます。

1199966600––119990
19999000––202200

For Safety & Security

For Comfort & Sustainability

安全・安心

快適性

 第1フェーズ

 第2フェーズ

売上高

営業利益

累積建築戸数  （戸）

 第3フェーズ

Happiness & Well-Being

1960 積水ハウス産業株式会社として発足

1961 滋賀工場操業開始（2009年 生産機能停止）

 メーターモジュール採用（業界初）

 アルミサッシ採用（業界初）

1964 直接販売体制を確立

1971 戸建住宅にユニットバスを採用（業界初）

1973  滋賀・関東の両工場が工業生産住宅等品質管理

優良工場として通産大臣認定を受ける（業界初）

  積水ハウスの骨組工法が昭和48年「発明奨励賞」を受賞

（プレハブ住宅業界初）

1977  初の大規模分譲マンション「グランドメゾン長堀」

分譲開始

1987  カスタマーズセンター第1号として「東京カスタマーズ

センター」設置

1989  第1回日本全国積水ハウス・デー「住まいの参観日」開催

1990  総合住宅研究所（京都府）完成

1995 木造住宅事業（シャーウッド住宅事業）開始

1999 保証制度「ユートラスシステム」創設

  「環境未来計画」発表

2001  「5本の樹」計画発表

2002 住宅におけるユニバーサルデザインの本格展開を宣言

2003 業界最高レベルの「空気環境」を全戸で標準化

 全戸建住宅において「次世代省エネルギー仕様」を標準化

2004 全戸建住宅に「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」標準採用

  「省エネ・防災住宅」発売

2008  住宅・建設業界初の「エコ・ファースト企業」として

環境大臣から認定

2009 環境配慮型住宅「グリーンファースト」発売

2011 空気環境配慮仕様「エアキス」の販売を開始

2012  積水ハウスのスマートタウン第1号「スマートコモンシティ明石台」

（宮城県富谷町）まちびらき

 業界初のサービス付き高齢者向け住宅「セレブリオ」発売

2013 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス「グリーンファースト ゼロ」発売

2018 日本初“幸せ”を研究する「住生活研究所」発足

 地方創生事業「Trip Base 道の駅プロジェクト」始動

2019   「CES2019年」単独出展。「プラットフォームハウス構想」発表

積水ハウスは、1960年の創業以来、「人間愛」を根本哲学とする企業理

念のもと、事業を推進してきました。

第1フェーズでは、住宅難の日本に工業化住宅という考え方を提案し、

人命と財産を守り、暮らしに安全・安心を提供してきました。第２フェー

ズでは、高付加価値住宅へと事業領域を拡大し、「快適性」と「環境」を

追求する積水ハウステクノロジーを確立しました。

2020年から始まる第3フェーズにおいては、グローバルビジョン「『わが

家』を世界一 幸せな場所にする」を掲げ、人生100年時代への住まい手

価値の創出を目指し、「住」を基軸に、融合したハード・ソフト・サービス

を提供するグローバル企業へと着実に変革を進めていきます。

•   住宅難の日本における

短工期の工業化住宅の提供

•   シェルター機能として、

家が人命と財産を守る「安全・安心」の提供

•   ZEH、エアキスなどの「快適性」「環境」への対応

•   中高級路線、高付加価値住宅の提供

•   「健康・つながり・学び」を軸に、住宅からさまざまな価値を供給

1970

344

37

24,817

4,300

391

30,547

10,903

824

799,322

13,648

960

1,504,621

14,883

563

2,045,039

24,151

2,052

2,468,686

（単位：億円）

（単位：億円）

1980 1990 2000 2010 2019

2020–2050

（単体）

（単体）

 人生

100年
 の幸せ

 

 時代
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会長メッセージ

10年前に着手した構造改革、

そのプロセスにおいても積水ハウスが

決して「変えなかった」大切なこと

　　　　　

　1960年の創業から始まった積水ハウスの歩みは、単

なる業績の積み重ねではありません。その源流には、

日々の仕事に誠実に向き合い、懸命に取り組んできた

従業員の存在と、相手の幸せをわが喜びとする、懐の深

い組織風土がありました。企業は人で構成され、人は心

で動きます。創業以来継承してきた、このような風土や

行動原則について、1989年、積水ハウスは企業理念と

して明文化し、それは現在でもすべての企業活動を支え

る大切な基盤として、従業員一人ひとりの行動の拠りど

ころとなっています。また、60年の歴史の中で、お客様

の幸せを願う心を持ち、安全・快適な住まいづくりを実

直に手がけてきた一つひとつの成果は、積水ハウスの

強みの源泉となり、時代に合った形を模索しながら現在

へと脈々と受け継がれています。

　2009年、上場以来初めての営業赤字を経験して以

降、いかなる事業環境であっても事業が成長できる強い

会社となるべく、滋賀工場の生産機能停止、本社組織の

大幅なスリム化、営業の専門性強化、ストック型ビジネ

スの成長力向上を目的とした組織再編やグループ連携

など、思い切った構造改革にも取り組んできました。一方、

「グリーンファースト ゼロ」や「ファミリー スイート」など、

お客様が快適に、そして幸せに暮らすことができる商品

の開発にも積極的に取り組んできました。いずれの施策

も、お客様のご期待に応える商品やサービスを創造・提

供するために不可欠なことであり、その結果、現在では

競合他社への差別化を図り、業績の順調な推移という

成果を達成することができました。大胆な構造改革のプ

ロセスにおいても、守るべきものは守り、変えるべきも

のは徹底的に変えていくという強い信念とともに、積水

ハウスの企業理念とその根幹にある「人間愛」という、

積水ハウスグループのDNAが受け継がれてきたからこ

そ、従業員一人ひとりがいきいきと働く姿を思い描きな

がら実践できたのだと思います。

　私自身、判断に迷った時や壁にぶつかった時は企業

理念に立ち返っており、「企業理念の中にすべての答え

　積水ハウスグループを代表して、このたびの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によりお

亡くなりになられた方々に謹んでお悔み申し上げますとともに、罹患された方々および感染拡大

により生活に影響を受けている全ての皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、過酷な状況下

において活動されている医療従事者をはじめ、生活必需品の供給に携わられている方々のご尽

力に感謝申し上げます。積水ハウスグループでは、お客様、お取引先様、関係者の皆様、そして社

員の安全を最優先とし、所管保健所、自治体などと連携を図りながら、感染拡大の抑止のために

必要な対応・対策を継続して進めて参ります。

　2020年、積水ハウスは創業60周年という節目の年を迎えました。私たちの事業成長を支えて

きた考え方や独自に積み上げてきた組織風土、第１次～第４次中期経営計画まで連続して目標

達成を支えた強みの源泉とは何だったのか。積水ハウスグループのDNA、変わらない大切なこ

とについて、メッセージをお届けします。

がある」と従業員にずっと伝え続けてきました。社会環

境が変化しても、積水ハウスの企業理念には、その時代

ごとの納得解とともに、変わらない大切な原点がそこに

あると信じています。

インテグリティを体現できる人材と組織をつくる、

「社会から必要とされる企業」であり続けるために

　　　　　

　積水ハウスは、「ESG経営のリーディングカンパニー」

を目指し、さまざまなことに取り組んでいます。例えば、

日本において喫緊の課題である働き方改革についても

積極的に取り組み、「わくわく ドキドキ 心躍る職場づく

り」にも力を入れてきました。また、「イクメン休業制度」

など、常に政府の施策に先行して取り組みを展開してき

ました。なぜなら、積水ハウスにとって「人材と組織」は

成長を支える無形の財産であり、企業ブランドそのもの

だからです。どんなに良い商品・サービスがあろうとも、

社会課題や環境課題に適応するテクノロジーがあろうと

も、時代の変化を企業理念という同じベクトルでつな

がった多様な人材と、時代変化に適応するレジリエント

な組織風土がなければ、目指す姿を実現することはでき

ないと考えているからです。

　企業理念の根幹に「人間愛」を掲げ30余年を経た現

在、私は、積水ハウスのDNAにふさわしい誠実で高
こうまい

邁な

倫理観「インテグリティ」という考え方を非常に大切にして

います。インテグリティを体現できる従業員を育みリー

ダーとして活躍する組織をつくることで、当社グループの

経営の質を着実に高めていくことができると考えていま

す。2018年からは、インテグリティを支柱に据えたガバナ

ンス改革を実行してきましたが、取締役会での活発な議

論は、経営・財務基盤の強化につながっており、今後も事

業活動と同様、PDCAのサイクルをしっかりと回しながら、

統治構造をより深化させていきます。

　積水ハウスがこれから先も変わらず社会から必要と

され続ける企業であるために、すべての企業活動の基

盤にある変わらない大切な企業理念を継承し、新しい

時代変化を機会として、お客様、従業員、そしてすべて

のステークホルダーの幸せの実現を目指した活動を未

来にしっかりとつないでいきます。

企業理念をすべての基盤に置き、

インテグリティ（＝倫理観）を高めていく

代表取締役会長

阿部 俊則
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拡大、第2フェーズとなる次の30年では、他社に先駆け

て住宅の快適性を追求・提供し、これを具現化するため

の環境技術やオリジナル商品・技術を次々と生み出して

きました。私は、第3フェーズとなる2020年から次の30

年を目指していくタイミングで、積水ハウスの社長に任

命されたのですが、この先も100年続く企業として、ス

テークホルダーの皆様からの新機軸への期待と、その

舵取りをお任せいただいたことへの身の引き締まる思

いとともに、私自身、新しい挑戦に向き合うことに大き

な期待感を持って取り組んでいます。国内においては、

少子高齢化や住宅着工戸数の減少に伴う住宅市場の

縮小について懸念する声もありますが、私に悲壮感は

まったくありません。積水ハウスが「住」という分野で社

会に貢献できることはまだまだある、それは日々確信に

変わっています。

　例えば日本では、耐震や断熱性能などが十分でない

住宅も多く存在し、中期的に建替え需要は続く見込み

です。また、世界に目を向けると気候変動に起因する

大規模自然災害が頻発し、良質なストック形成への需

要が高まっています。積水ハウスオリジナルの制震シス

テム「シーカス」による高い耐震性能や、高気密・高断

熱化など、当社独自のノウハウを活かして拡大可能な

市場が国内外にしっかりと存在しています。また、当社

のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）は、政府の

目標値50%を大幅にクリアし87％の搭載率を実現す

るなど、環境テクノロジーの分野において常に業界を

一歩リードしてきました。これから始まる第3フェーズ

においても、「住」をドメインに、人・社会・未来の幸せ

を追求し、積水ハウス独自の新たな価値の提供を考え

ています。

を戦略に組み込んでいくことで、積水ハウスらしい独

自の成長ドライバーが構築できると考えています。

　これからの積水ハウスは、創業の使命である、住ま

い手の命と財産を守るハードとしての住宅の提供だけ

でなく、ソフト(＝住まい方提案)とサービスの深化×進

化で、お客様に「幸せ」という新たな提供価値をお届け

する企業への変革を図っていきます。そのため、今回

発表した第3フェーズの長期経営ビジョンとして、「『わ

が家』 を世界一 幸せな場所にする」というグローバル

ビジョンを掲げることとしました。

　積水ハウスは1960年の創業からの30年間にあたる

第1フェーズでは、シェルター機能としての住宅の普及

住宅市場は、まだまだチャンスに

満ちあふれている

　　　　　

　近い将来やってくる、“人生100年時代”。その中で、

日本を含む先進国では、経済成長の時代を経て社会が

成熟し、人々が精神的な豊かさや生活の質を重視する

傾向も一層強まっています。量から質へとストックの転

換が進み、住宅市場においてもITやAIなどのテクノロ

ジー導入が当たり前の時代がすぐ近くに見えてきまし

た。刻々と市場環境が変化していますが、私は、住まい

手やつくり手の感性にアプローチ可能なテクノロジー

長期経営ビジョンの成長戦略として

「住まい手の幸せ」を因数分解、

ハード・ソフト・サービスの掛け合わせで

新しい価値を提供　　　

　　　　　

　今回策定した第5次中期経営計画では、グローバル

ビジョンの達成に向けた成長戦略を掲げています。ハー

ドについては、積水ハウスが過去60年間で蓄積してき

た住まいの技術、構法、安全性能といった競争優位な

リソースをさらに深化させていきます。ソフト(＝住まい

方提案)に関しては、2018年に新設した「住生活研究

所」において、企業では日本初となる「幸せ」研究に着

手し、「住まい手の幸せ」実現への研究開発を進めてい

ます。2018年秋にはこの研究の成果と、積水ハウスの

先進技術を掛け合わせた、LDKから脱却した新しいリ

ビングの在り方を提案するコンセプトモデル「ファミ

リー スイート」を発売しました。今後も、多角的に幸せ

を具現化するソフトやサービスを開発し、成長領域の

さらなる拡大を目指していきます。

　また、第3フェーズの象徴的な施策として、2019年

に発表したイノベーティブな新プロジェクト「プラット

フォームハウス構想」をより強力に推進していきます。

この構想では、家をプラットフォームとして捉える、そこ

に住まい手にとっての「幸せ」を新たな提供価値とし

て、次々にインストールしていくテクノロジーの開発と

仕組みづくりに取り組んでいます。私は、この「プラット

フォームハウス構想」の提供価値について、人生100

年時代の幸せを「健康」「つながり」「学び」の3つの

テーマから因数分解して考えることにしました。まずは

命に関わる「健康」について取り組む判断をしたうえ

で、慢性疾患予防と急性疾患対応に注力していくこと

代表取締役社長

仲井 嘉浩

社長メッセージ

ハード×ソフト×サービスで、

人生100年時代の幸せを提供。

住まい手価値を創造する私が本気で考える

「『わが家』を世界一 幸せな場所にする」経営とは
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社長メッセージ

にしたのですが、その議論の中で、急性疾患や脳卒中

などの住宅内での死亡者は年間約7万人もおられると

いう事実を知り、迷うことなくまずは急性疾患対応に着

手しようと決断しました。プラットフォームハウス構想

の第1弾として、「健康」に焦点を当てた「在宅時急性

疾患早期対応ネットワーク HED-Net＊」を2020年中

にリリースしたいと計画しています。

　また、第3フェーズの期間中には、「つながり」「学び」

についても幸せ価値を定義し、段階的に「住」にインス

トールしていきたいとも考えています。これまで培った

ノウハウを最大化するとともに、ESG経営のリーディン

グカンパニーとして価値創造の基盤強化に取り組み、

未来価値を創造する企業として大きく舵を切ることで、

長期的かつ着実な成長カーブを描いていきます。

＊ P.18～19で詳しく解説しています。

積水ハウステクノロジーを

世界のデファクトスタンダードにする　　　　

　　　　　

　長期的成長について、もう一つの柱となる領域は

国際事業の強化です。実は、ほんの10年前まで、国

内事業は戸建住宅、賃貸住宅からなる請負型ビジネ

スに偏った“1本足打法”でした。しかし、その後の構造

改革を経て、現在では、大型リノベーションを含むリ

フォーム事業や不動産フィー事業からなるストック型

ビジネスが累積建築戸数の増加とともに拡大し、分譲

住宅事業、マンション事業、都市再開発事業からなる

開発型ビジネスも幅広く展開するなど、国内事業は非

常にバランスのよい3本足打法を確立することができ

ました。

　一方、10年前に開始した国際事業は開発型ビジネ

　これまで第2フェーズで培ったソフトやテクノロジー

は当社独自の強みとなっていますが、一方で、世界で

は、SDGsへの取り組みや「インダストリー4.0」「ソサ

イエティ5.0」など新しいベクトルに向かうデジタルトラ

ンスフォーメーション（DX）が着々と進んでいます。そ

の社会の環境変化への対応スピードや、イノベーティ

ブな成長を目指すフェーズだからこそ、これまでの強

みにこだわりすぎることで成長を鈍化させる可能性に

も、しっかり目を向ける必要があります。第3フェーズ

では、アライアンスやオープンイノベーションを加速さ

せていく計画ですが、今後3年間で見込まれる成長投

資の費用として、従来の不動産投資に加えて2,000億

円規模の資金をM&A、研究開発費、およびアライアン

スに投入することを今回の中期経営計画に盛り込んで

います。

活発なコミュニケーションを

ガバナンスの強化につなげる　　　

　　　　　

　積水ハウスは、環境・社会・ガバナンス（ESG）の観

点でも社会に役立つイノベーティブな住空間やアフ

ターサービスを提供できる企業として「ESG経営の

リーディングカンパニー」を目指しています。「環境」と

「社会」については、すでに国内外のさまざまな評価

機関から継続して高い評価をいただいていますが、一

方、「ガバナンス」をより強化していくには、社内にお

ける各部門や階層を超えた風通しのよい連携、また社

外パートナーとの意思疎通が必要であると考えていま

す。昨年来、従業員と社外のステークホルダーの皆様

に「イノベーション＆コミュニケーション」というスロー

ガンを掲げ、コミュニケーションの活性化に取り組ん

スに軸足を置いてきましたが、今後は、国内で培った

当社の強みである工業化住宅のノウハウを、市場環境

を踏まえて海外に移植していく計画です。工業化住宅と

いうビジネスモデルは、実は日本以外には存在しませ

ん。私たちはこの点に着目し、アメリカとオーストラリ

アおよびイギリスで、事業化を前提とした調査を行い、

課題の見える化にも取り組んできました。最近では、気

候変動に起因する自然災害などの社会課題が海外の

住宅市場において顕在化し、ハイレベルな住宅性能が

求められるようになってきています。　

　このような市場変化を踏まえ、長期経営ビジョン実

現のために「積水ハウステクノロジーを世界のデファ

クトスタンダードにする」ことを目指し、第5次中期経

営計画の戦略に盛り込んでいます。国内市場で培って

きた生産・施工のシステムとノウハウ、環境技術など

を活用し、グローバル市場における基盤づくりに取り

組んでいきます。

第5次中期経営計画のアウトライン　

　　　　　

　第5次中期経営計画では、累積建築246万戸という

業界No.1の顧客基盤など、積水ハウスのコアコンピ

タンスを軸に、「請負」「ストック」「開発」というコアビ

ジネスに、ハードとソフトとサービスを掛け合わせる

ことで、新たなビジネスモデルを構築していきます。

これまでの強みをさらに深掘りして拡大していく側面

と、事業ドメインを「住」に特化しながらも、これまでと

は異なる土俵でチャレンジしていく側面、この双方に

社会課題を織り込んでいくことで、新たな成長マトリク

スを描いていきます。特にこの第5次中期経営計画期

間においては、着実な成長基盤を確立していきます。

できました。当社のビジネスは、現場の最前線の営業

や設計、施工を担う従業員が最も多くお客様と接して

いますが、私は、一番イノベーティブなアイデアを持っ

ているのは、実はこの最前線にいる従業員であると考

えています。上意下達の指示系統だけではなく、現場

の従業員からの意見・提案をしっかり汲み上げていく

ことで、既存の考え方にとらわれない多様性が確立し

たオープンな組織づくりが可能となり、イノベーション

を具現化する企業に変革していけると思っています。

また、社内外の意思疎通が図りやすくなれば、ネガティ

ブな情報も上がってきやすくなり、将来の事業リスク

につながる“兆し”にも気づきやすくなります。つまり、

コミュニケーションが活発な組織風土が醸成されれ

ば、結果としてガバナンスの強化につながるという確

信を私は持っています。

　私自身も「イノベーション&コミュニケーション」を率

先垂範するつもりでおり、変化を機会にするマインドは

ESG経営に不可欠なものとして組織全体に浸透させて

いきたいと考えています。

　業界や社内で常識だと思われていたことを改革し、

先手先手で新しい施策を考え、実行に移していく――。

こうしたことに時間を割き、努力し続ける毎日は実に

エキサイティングです。

　新たな成長フェーズに進む積水ハウスグループの社

長として、未来を見据え、「住」を基軸に、社会課題に

向き合い、積水ハウスならではの新たな価値を提供で

きるよう日々全力で向き合っていきます。
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住を基軸に、

融合したハード・ソフト・サービスを提供する

グローバル企業へ

ハード・ソフト・サービスを

融合し幸せを提案

ESG経営の

リーディングカンパニーに▶   住まい手に寄り添いながら、 

幸せづくりのパートナーになる

▶   新しい価値として「健康」 

「つながり」「学び」などの無形

資産の幸せを提案

積水ハウステクノロジーを

世界のデファクトスタンダードに

安全・安心・快適性能を併せ持

つ高品質な住宅の供給が可能

な積水ハウステクノロジーを世

界に普及させていく

▶   日本で培った強靭な耐震性能・耐

防火性能・耐衝撃性能など、安全・

安心を実現するオリジナル技術

▶   断熱性能・ユニバーサルデザイ

ン・空気環境配慮技術といった快

適を実現するオリジナル技術

▶   ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

で世界を牽引

「RE100」で世界に貢献

▶   ダイバーシティを成長ドライバー

にする

▶   イノベーション&コミュニケーション

第3フェーズのビジョン

ハード・ソフト・サービスによる、国内外の事業拡大

第2フェーズ第1フェーズ 第3フェーズ

「わが家」を

世界一 幸せな場所にする

積水ハウスのグローバルビジョン

新規

国際

ストック

開発

請負

205020202008199019751960

 ー 国内事業 ー  ー 国際事業 ー

6つの柱の有機的成長で

積水ハウスグループの持続的な成長を実現する

　国内事業については、2010年以降、請負型ビジネス偏重型から事業ポートフォリオの最適バランスへの変革によ

る成長を続けてきました。今後は、蓄積した良質なストックを活用したストック型ビジネスの成長を加速させるととも

に、開発型ビジネスの資産回転率を高めるなど、より強い３つの柱を基盤とした事業成長を実現していきます。国際

事業においても、請負型ビジネスを伸長し、国内事業と同様の3つの柱をバランスさせることで着実な成長を続けて

いきます。第3フェーズにおいては、新規事業の拡大も視野に、最終的には6つの柱の有機的成長により、「住」を基

軸に融合した、ハード・ソフト・サービスを提供するグローバル企業を目指していきます。

積水ハウスが目指す姿

超長期成長ビジョン（売上構成）

国内事業

ストック型
ビジネス

請負型
ビジネス

開発型
ビジネス

国際事業

ストック型
ビジネス

請負型
ビジネス

開発型
ビジネス
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産学連携
共同開発

ベンチャー投資

アライアンス
（業務提携） 

Ｍ＆Ａ 
BlockchainIoT AI Robot

価値創造プロセス

　経営基盤であるESGの取り組みと、独自のバリューチェーンおよびコアコンピタンスを有しており、グループが連携

することで、さまざまなステークホルダーに事業価値を創造するビジネスモデルを構築しています。国内事業におい

ては3つのビジネスモデルがあります。価値ある良質な住宅・建物の提供を行い、強固な顧客基盤を構築する「請負型

ビジネス」。この顧客基盤を活かしてリフォームなどのビジネスを展開する「ストック型ビジネス」。これらのビジネス

から得た利益は、良質な都市再開発やまちづくりを行う「開発型ビジネス」に投資する。そして、将来に向けた投資と

あわせて、持続可能な価値創造プロセスを構築しています。今後は、国際事業においても、「請負型ビジネス」の拡充

により国内同様のビジネスモデルを確立させます。積水ハウスグループはグローバル企業への発展を目指し、持続的

成長を着実に遂げていきます。

コアコンピタンス

これまで培ってきた強み

コアコンピタンスの進化と拡張

ビジネスモデル

　積水ハウステクノロジーを駆使した「技術力」と「施工力」、業界一の累積建築戸数を誇る強固な「顧客基盤」の3つ

の強みと、商品・技術開発から、営業、設計、施工、アフターサービスまでの住まいづくりに関わるすべてのプロセスを

積水ハウスグループが担当することで、お客様の価値を最大化する独自のバリューチェーンをコアコンピタンスとして価

値創造の源泉と位置づけています。

技術力

•「いつも今が快適」をカタチにしたユニバーサルデザイン

•「安全・安心」を実証するシーカス、エアキスなどのオリジナル技術

•「グリーンファースト ゼロ」をはじめとする環境技術

• ダインコンクリート、ベルバーンというオリジナル外壁製造技術

• 一級建築士、二級建築士をはじめとする多数のさまざまな資格保有者

• 社内認定制度（チーフアーキテクトなど）導入によるスキルアップと提案力向上

顧客基盤

•  業界一を誇る累積建築戸数246万戸のオーナー様

•   お引渡し後も安心のカスタマーズセンターの設置によるアフターサービス体制

•   積水ハウス不動産による賃貸住宅オーナー様との長期リレーションシップ

•  オーナー様からのご紹介やリピート比率の高さ

施工力

• 積和建設を100％子会社に持つ「責任施工体制」の導入

•「積水ハウス会」によるロイヤリティーの高い施工協力体制

•「型式認定取得」による工期短縮の実現

• 社内認定制度（チーフコンストラクターなど）導入によるスキルアップと提案力向上

Open Innovation新技術

グループ連携による相乗効果でお客様への価値を最大化

アフター施工生産販売設計開発

経営基盤としてのESG

「わが家」を世界一 幸せな場所にする
ハード・ソフト・サービス

安全・安心／快適性／環境性能／健康／つながり／学び

グル
ープ連携

ストック型
ビジネス

請負型
ビジネス

請負型
ビジネス

国内事業 国際事業

開発型
ビジネス

ストック型
ビジネス

開発型
ビジネス

6つの柱の有機的成長

 

 

利益を

将来に 

向けて投資 

価値ある

 住宅・建物

の提供

ストック事業 

の拡大 

強固な

顧客基盤 

の構築 

コアコンピタンス
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