
ESG経営を支える基盤

ESG経営こそ長期の成長ドライバー、

時代を見据えたパイオニア精神が経営の質の向上

を実現させる

　　　　　

　人生100年時代を見据え、「人」や「住まい」に関わ

る私たちの事業は新しい成長フェーズを迎えています。

また、グローバルな潮流として、企業は経営の質を高め

るESG（環境・社会・ガバナンス）という考え方をいかに

経営の仕組みの中に落とし込んでいくのかが求められ

ています。

　積水ハウスグループは、2016年にESG経営の長期目

標となる「サステナビリティビジョン2050」を策定し、

翌年には、国連で採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」の17のゴールに配慮した2030年の中期目標

を経営の中に取り入れました。社会が今後直面していく

多様なリスクの洗い出しや、長期的な企業価値向上の

実現を目指すなど、経営の「質」の向上に転換していく

仕組みづくりを着実に推し進めています。

　私たちは、創業以来、さまざまなお客様に出会い、お

客様に向き合い、そして数多くの社会課題に対するソ

リューションを創出してきました。しかし、これまでの延

長線上で価値を提供するのでは遅い。常に先を見据え

て新しいことにチャレンジする姿勢が必要だという観点

から、積水ハウスグループでは「イノベーション＆コミュ

ニケーション」を目指しており、ESG経営の観点でも非

常に重要でポジティブインパクトを内包していると考え

ています。なぜなら、「イノベーション」は、環境や社会課

題を成長ドライバーに変える経営の方向づけであり、「コ

ミュニケーション」は、お客様やサプライヤーとの関係性

づくりに欠かせないものであると同時に、イノベーショ

ンを実践していく従業員や組織に活力をもたらし、経営

の質を高め、長期にわたり補完していくことにつながる

からです。

ESG経営の土台は本質的なダイバーシティ＆イン

クルージョン　活力ある組織こそが未来のイノベー

ションを創出する

　　　　　

　ESG経営のリーディングカンパニーを目指す積水ハウ

スグループが培ってきたカルチャーには、企業理念「人

間愛」からなる「運命協同体」というDNAが深く根づい

ており、私はそのカルチャーを誇りに思っています。しか

し、そこに満足していてはこれからの時代の変化やス

ピードに遅れをとってしまうかもしれません。積水ハウス

グループとして、ESGやSDGsの考え方を咀嚼し、経営と

して新しい価値を生み出していくことはもちろん重要で

すが、従業員への浸透度合い、実効性や実現可能性に

着目することも同時に大切にしています。

　積水ハウスは今年、創業60周年を迎えますが、30年

を一区切りに、第1フェーズ、第2フェーズと、事業内容、

事業戦略とともに企業姿勢もまた、時代とともに変化し

てきました。積水ハウスが目指すESG経営に対して、従

業員一人ひとりの行動やベクトルが合っているかどう

か、これから始まる第3フェーズではそこに本気で注力

していきたいと思います。従業員一人ひとりの主体的な

関わりが活力ある組織を生む。社会から求められるESG

の課題にいち早く、かつバランスよく対応する組織集団

※ SDGsピクトグラムの大きさで当社グループの「4つの価値」との関わり度合いを概念的に表現しています。

にとどまらず、本質的な多様性が至るところに組み込ま

れた職場環境を整える。そして、ESG経営やSDGsの施策

を深く浸透させ、社会課題を成長機会として捉えること

ができる強い組織へとより一層進化させていきたいと考

えています。これはガバナンス改革の一環でもあります。

　また、これからの人材戦略にはダイバーシティ（多様

性）という考え方が不可欠です。ダイバーシティといえば、

女性活躍や外国人・障がい者雇用などが代名詞になりが

ちですが、真のダイバーシティとは、個々人の違いを共

有化して、一つの成果を生み出すことだと私は思ってい

ます。性別、年齢、経験などにかかわらずサステナブル

な企業成長を目指す仲間として、多様な立場の人材がそ

れぞれの意見を活発に議論できる本質的なダイバーシ

ティ＆インクルージョンが当たり前の組織にシフトしてい

く、これこそがボトムアップによるイノベーションを実現

できる企業グループとしての真の成長につながると信じ

ています。「企業は人なり」。私はこれからもこの考え方

を大切に、ESG経営を実践していきたいと考えています。

　積水ハウスがこれから先の30年間においても、世の

中に尊敬される会社、社会に求められる会社、ステーク

ホルダーの皆様から良い会社であると認められるよう、

ESG経営のリーディングカンパニーとして活力ある組織

をつくっていきます。

代表取締役副社長

内田 隆

ESG経営の

リーディングカンパニーとして、

イノベーティブで活力ある

組織を実現します。

積水ハウスは、常に社会課題に向き合い続けてきま

した。人生100年時代においても、社会的な責任を

果たしながら新たな「住まい手価値」を提供し、ESG

経営のリーディングカンパニーとしての歩みを着実

に進めていきます。

エネルギー
資源

化学物質

生態系

知恵と技

地域経済

適正利益と社会還元 人材づくり

共存共栄

永続性
快適さ

豊かさ

地域文化と縁起こし

環境価値

経済価値 社会価値

住まい手
価値

サステナブル

「4つの価値」に基づく「13の指針」
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ビジネス環境の変化 具体的なリスクシナリオ 機会創出の具体例 第5次中期経営計画における施策・取り組み

気候変動 温暖化の懸念から脱炭素の流れが加速

猛暑起因の生活への影響 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）」の普及促進

「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）」の普及促進猛暑起因の事業（生産・施工現場等）への影響

激甚化する自然災害による影響 高耐久な住宅等の普及

炭素税の導入 再生可能エネルギーの導入拡大

生態系保全
温暖化による生態系変化への対応 緑化植物の植生域、適応域の変化 樹木の効果的配植提案

水資源の効率的・循環利用の要請 節水型事業や設備の導入要請 節水型住宅設備の普及

資源循環
資源の効率的・循環利用の要請 より質の高いリサイクル実現の要請 高度分別徹底と「広域認定」活用

による循環型事業推進脱プラスチック社会への意識変化 化石燃料由来プラスチック廃棄物の処理コスト増

経済・政策の変動

働き方改革の促進
改革が進まない場合のES（従業員満足）低下、離職

労働時間規制による労働力の低下
ES向上による生産性向上、優秀な人材の採用

外国人労働者の受け入れ 就労条件悪化による離職、生産性の低下 就労環境整備による良質な労働力の確保

ローン控除延長、すまい給付金拡大 住宅取得支援策の打ち切り 適切な資金アドバイスによる受注拡大

消費税増税 駆け込み需要による反動減、持ち家離れ 政府による住宅購入に関する各種支援策

グローバリゼーション

事業のグローバル化の加速 競合の激化 国際事業の進展

訪日外国人の増加
対応機会損失、情勢変化による需要の変動 長期的な需要の獲得

ホテル客室の絶対数不足

ミレニアル世代の社会参加 ミレニアル世代への対応不足による機会喪失 デジタルマーケティングの機会拡大

人口動態の変化

超高齢社会の到来 住宅内事故、ケア対応不足 プラチナ事業拡大、健康に配慮した住宅の提供

総人口の減少
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
良質な住宅の提供

都市部への人口集中 地方の衰退 地方創生のニーズ増大

待機児童問題の拡大 従業員の職場復帰遅れ 保育園受注機会の増大、育児サポート制度拡充

長寿・多死社会の到来 資産継承の複雑化、トラブル 既存住宅流通、不動産管理信託ニーズの増加

健康意識の高まり 健康に関する先進技術の先取り競争 健康に寄与する住宅の拡販

技術革新
IoT・AI時代の到来 ビジネス機会の喪失、セキュリティ対策の必要性向上 利便性の高い住宅の提供

ロボット技術の進展 施工技術伝承の断絶 施工効率の向上

リスクと機会／マテリアルな項目

積水ハウスグループは、ESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みを経営の重点項目に定め、中期経営計画に織り込み、

経営基盤として、持続可能な社会の形成と成長に取り組んでいます。

ESG経営におけるマテリアルな項目（重要課題）

ESG経営の背景となるリスクと機会

ESG経営の重要テーマ

★が特定した17の項目

★サプライヤーの環境面のアセスメント ★顧客の安全衛生

★生物多様性

★顧客プライバシー

★経済パフォーマンス

★環境コンプライアンス

•   次世代経営者・リーダーを戦略的に育成する

人材パイプラインの構築

•   採用力強化と新たな事業領域に向けた

多様な才能の獲得

•   ダイバーシティの推進

～「多様なチカラ」を発揮する職場づくり働き方改革

無形資産が生み出す成長の活力

•   社会課題へのアプローチ

顧客価値最大の社会づくりとSDGsへの貢献

トップマネジメントレベル 

• コーポレートガバナンスの体制改革と実効性強化 

  社外役員との協働（共創）と公正で健全な緊張関係の

構築による経営革新を目指す。 

• 情報開示の充実とステークホルダーとの対話 

  真実に立脚した公正な情報開示により、ステークホル

ダーからの信頼を獲得する。 

事業マネジメントレベル 

• 事業マネジメント層のインテグリティ向上 

  インテグリティの高いマネジャーによる、相互信頼に基

づいたガバナンス 

• グループガバナンス体制の強化 

 企業理念に立脚したグループ企業間の相互信頼の醸成 

★大気への排出

★研修と教育

★エネルギー

★マーケティングと

　ラベリング

★労働安全衛生

★ダイバーシティと機会均等

★排水および廃棄物

★調達慣行

★雇用
★社会経済面のコンプライアンス

★人権アセスメント

サプライヤーの社会面のアセスメント

原材料

反競争的行為

地域コミュニティ
結社の自由と団体交渉

労使関係

先住民族の権利

地域経済での存在感

間接的な経済的インパクト 非差別

児童労働 水

腐敗防止

公共政策
保安慣行
強制労働

組
織
の
経
済
、
環
境
、
社
会
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
の
著
し
さ

ステークホルダーの評価や意思決定に対する影響の大きさ

E
環
境

S
社
会

G
ガ
バ
ナ
ン
ス

• 脱炭素社会

• 人と自然の共生社会

• 資源循環型社会

•   バリューチェーンを通じた

顧客満足の追求

•   ダイバーシティの推進

•   働き方改革

•   人材育成

•   人権の尊重

•   社会貢献活動

•   コーポレートガバナンス

体制の強化

•   コンプライアンス推進と

リスクマネジメント

•   労働安全衛生マネジメント

1

2

G

S

E

ガバナンス

社会

環境

•   ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）

の深化と拡張

•   「積水ハウスオーナーでんき」による

  RE100の推進

•   ESGグローバルリーダー企業へ
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2022

中期経営計画

ZEH90％

環境戦略

　積水ハウスは住宅の販売を通じて、お客様に「幸せな

人生を提供したい」と考えています。その実現に向けて、

「安全・安心」「快適」「健康」を住まいの本質として追求

し、技術や品質の向上に努めてきました。 

　例えば、断熱性を大幅に高めることで、仕切りのない大

空間と豊かな庭を楽しむ大開口としながら「暖かさ」とい

う快適性を同時に実現するとともに、太陽光発電システム

や高効率空調・給湯設備などによりエネルギー効率も格

段に向上させています。また、当社は建物の美しさも追求

しており、屋根材としての機能と美しいデザインを兼ね備

えた積水ハウスオリジナルの瓦一体型太陽光パネルを開

発し、多くの建物で採用しています。お客様は普通に暮ら

しているだけで快適性や光熱費メリットを享受でき、しか

も、まちなみ景観にも配慮できる。このように、環境配慮

をお客様にとっての付加価値として提案することが積水ハ

ウスの環境戦略の進め方であり、地球温暖化などの環境

問題解決とともに当社の事業拡大につながっています。 

　積水ハウスは未来への責任を果たすことを目的に

1999年に「環境未来計画」を発表、2005年には持続

可能な社会構築を経営の旨とする「サステナブル宣言」

と、常に社会の動きに先駆けて環境目標を設定し、具体

的な取り組みを実践してきました。そして2008年、日本

企業初の「脱炭素宣言」である「2050年ビジョン」を発

表。翌2009年には、生活時のCO2排出量を1990年比

で50％以上削減する「グリーンファースト」の販売を開

始。2013年には、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（ZEH）に性能を向上させた「グリーンファースト ゼロ」

の販売を開始しました。現在では、新築戸建住宅に占め

るZEH比率は87％、累積販売棟数も51,793棟となり、

これは日本一＊の数字です。 

　このような ZEHの取り組みは、新築戸建住宅のみな

らず、今後、既存住宅をはじめ賃貸住宅やマンションに

も拡販させることで推進していきます。さらに、国際事業

での展開も視野に入れています。積水ハウスは、ZEH 

以外にも生物多様性に配慮した外構を推進する「5本の

樹」計画など、お客様にとっての付加価値を創出しなが

ら環境戦略と事業戦略を一体的に推進することで、すべ

てのお客様の幸せな人生につなげていきます。

積水ハウスの使命である「お客様の幸せな人生」の実現に向けて、 

環境戦略と事業戦略を一体的に推進 

積水ハウスの

取り組み

社会の動き
1993

環境基本法公布・施行

1992

ブラジルで地球サミット開催

2005

京都議定書発効

2008

北海道洞 湖サミット開催

2015

COP21で「パリ協定」が採択

2015

国連で持続可能な
開発目標（SDGs）策定

2018

COP24で「カトヴィツェ気候パッケージ」が採択

IPCC「1.5℃特別報告書」を発表

2030

日本政府の

温室効果ガス削減

目標26%

2050

日本政府の

温室効果ガス削減

目標80%

これまでの歩み

1980～ 2010～ 2015～ 20202000～ 20302022 2040 2050

1982

自然エネルギーを活用した
「PSH-21（パッシブソーラー
ハウス）」発売

1999

「環境未来計画」発表

2001

「5本の樹」計画開始

2005

サステナブル宣言

2013

エネルギー収支ゼロとなる
「グリーンファースト ゼロ」発売

2008

「エコ・ファーストの約束」

「2050年ビジョン」発表

2009

環境配慮型住宅

「グリーンファースト」発売

2011

3電池連携住宅「グリーン
ファースト　ハイブリット」
発売

2015

パリ協定遵守宣言

2018

TCFD提言に賛同

2019

ZEH比率87％達成

2020

「第5次中期経営計画」発表

2030

事業用電力の50%を
再生エネルギー化

2040

事業用電力の100%を
再生エネルギー化

2050

脱炭素

ライフサイクルにおける
CO2排出ゼロの実現

2019

「5本の樹」計画  1,611万本達成

2019

TCFDレポート発行

「脱炭素経営」にいち早く舵を切る

＊  当社調べ

＊1 第5次中期経営計画の2022年度達成目標

＊2 2019年4月～2020年3月の実績、分譲マンションはこれまでの累積
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■グリーンファースト ゼロ（ZEH）累積棟数　　●  ZEH比率

グリーンファースト ゼロ（ZEH）の進捗状況

● 戸建住宅のZEH「グリーンファースト ゼロ」

● 賃貸住宅のZEH

● 分譲マンション住宅のZEH

目標：ZEH比率 ...............................90％

目標：ZEH住戸数 ..........2,500戸／年

目標：ZEH累積住戸数 ...............540戸

進捗：ZEH比率...............................87％

進捗：ZEH住戸数 ...............447戸／年

進捗：ZEH累積住戸数 ...................12戸

（ZEH累積販売棟数：51,793棟）

（ZEH累積住戸数：679戸）

● 事業系建築物のZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

工業化住宅で長年培った数々の強みと、ZEH分野で蓄積

した技術・ノウハウを活かし、非住宅建築のZEB化を推進。

2018年9月に竣工した東北地方初のZEB事務所ビル「積

和建設東北株式会社 新社屋」をはじめ、これまでに、事

務所、介護施設、保育施設においてZEBを建設しました。

日本初の全住戸ZEH賃貸住宅（石川県金沢市）

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の

目標＊1と進捗＊2

第5次中期経営計画における重点施策

2017

「RE100」に加盟

日本の建設業として初めて加盟

2018

「SBTイニシアチブ」認定取得

2030

スコープ1、2：50%削減

スコープ3：45%削減
（2013年度比）
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生物多様性の推進と「住まい手価値」向上への貢献：「5本の樹」計画

　積水ハウスは2001年より、「3本は鳥のために、2本は蝶

のために、地域の在来樹種を」という想いを込めて「5本の

樹」計画と名づけた在来種の植栽を推進しています。2019

年度までの累計は1,611万本（2019年単年で109万本）に

も上り、この生物多様性の保全活動は、日本一の造園会社と

いうべき積水ハウスの一つの事業となっています。 

　「5本の樹」計画を取り入れた庭

づくりは、お客様に快適な暮らし

の提案とともに、美しいまちなみ

の形成や、建物の資産価値の向上

にもつながっており、戸建住宅の

みならず、賃貸住宅や分譲マンショ

ンにも波及しています。 

　「5本の樹」の特徴などを紹介し

た積水ハウスオリジナルの樹木の

図鑑『庭木セレクトブック』の発刊

や、これらの樹木に集まる鳥や蝶

の鳴き声や特徴などの情報を2次

元バーコードにアクセスして確認

できるツールの作成など、積水ハ

ウス独自の取り組みも行っています。生態系保全、植栽推進、

図鑑発刊など、積水ハウスは気候変動への対応のほかにも、

このような環境事業戦略も行っています。

気候関連のリスク・機会と財務への潜在的な影響（TCFDレポートからの抜粋）

「積水ハウスオーナーでんき」による

「RE100」の推進

　積水ハウスは、2017年10月、国内の建設業界で初

めて「RE100」イニシアチブに加盟しました。事業用電

力の再生可能エネルギー化を積極的に推進し、2040年

までに積水ハウスグループで使用する電力のすべてを

再生可能エネルギーにより発電したものに転換してい

きます。実現への具体的な取り組みとして、2019年11

月、オーナー様から、太陽光発電の余剰電力を買い取リ

自社グループの事業用電力として利用する「積水ハウス

オーナーでんき」を開始しました。2020年3月までの買

取対象となるオーナー様の加入率は47％です。

第5次中期経営計画における重点施策 

事業活動における消費電力を100％

再生可能エネルギーに代替する 

2030年
までに

50％

2040年
までに

100％

積水ハウスオーナーでんき

樹木のプレート

2次元バーコードを読み取

ると、ウェブサイトにアクセ

スいただけます。

図鑑発刊など、積水ハウスは気候変動への対応のほかほ にも

このののののののののような環境事業戦略も行っています。

主に北海道地域のセレクト

鳥のために：オオヤマザクラ、

イチイ、マユミなど

蝶のために：シラカバ、

タニウツギなど

本州・四国・九州の内陸・

山間部などのセレクト

鳥のために：ヤマザクラ、

ソヨゴ、ニシキギなど

蝶のために：ヤマハギ、

リョウブなど

東北・中部山間部などのセレクト

鳥のために：ナナカマド、イチイ、

ガマズミなど

蝶のために：コナラ、ヤマハギ

など

本州・四国・九州の

沿岸部などのセレクト

鳥のために：ヤマザクラ、

コブシ、ヒサカキなど

蝶のために：クヌギ、

イロハモミジなど

四国・九州の南沿岸部などのセレクト

鳥のために：ヤマモモ、ユズリハ、

トベラなど

蝶のために：シロダモ、サンショウなど

　積水ハウスは、すべての住宅という製品に関して、部

材購入から生産、販売、居住、解体までのライフサイク

ル全体において、CO2排出量ゼロを目指しています。ま

た同時に、その過程において生じうる気候変動に伴うあ

らゆるりスクと機会を認識し、世の中の変化に対応する

企業としてビジネスを通じたさまざまな取り組みを実行

しています。

　積水ハウスは、2018年にいち早くTCFDに賛同し、

2019年には非金融企業として国内初となる、財務情報

まで開示した「TCFDレポート」を発行しました。シナリ

オ分析では、企業が向かうべき1.5℃シナリオにおいて、

脱炭素社会への移行リスクと機会を、さらには、企業が

脱炭素に向かっても気温上昇が発生する4℃シナリオの

物理的リスクを同時に想定し、既存の戦略の妥当性を

検討しました。この結果、住宅の環境性能のみならず、

防災性能や住宅本来の快適性を追求する積水ハウスグ

ループの戦略は、すでに製品の脱炭素化への対応や、

事業全体の異常気象への対応を開始しているため、財

務的なリスクは少なく、むしろ機会の方が大きいと認識

しています。

　気候関連のリスク・機会と財務への潜在的な影響の詳

細については「TCFDレポート」に記載しています。

　今後も、積水ハウスは企業活動における気候変動の対

策および成長戦略の妥当性についての検証を継続しま

す。また、結果の情報開示やステークホルダーの皆様と

の対話についても積極的に行っていきます。

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への対応 

積水ハウスの「TCFDレポート」は

こちらからご覧いただけます。

https://www.sekisuihouse.co. jp/

sustainable/download/2019/tcfd/

TCFD_2019.pdf

2次元バーコードを読み取ると、

ウェブサイトにアクセスいただけます。

積水ハウスの環境取り組みは、COP24でも好評を得ました（COP24で発表す

る会長の阿部）。

リスク 気候関連のリスク 財務への潜在的な影響

移
行
リ
ス
ク

政策と法 GHG排出価格の上昇

2018年度の排出量に基づく計算では炭素税1万円／

t-CO2で195億円／年の負担増。売上の0.9%。なお、今

後、RE100等によりCO2排出量を削減するため、実際に

炭素税が導入される時点では、この影響は軽減される。

195億円／年

テクノロジー

既存の製品やサービスを

排出量の少ないオプションに

置き換える

すでにコアビジネスで対応済み。今後全ビジネス領域に

拡大するが、開発リスクはなく、体制も大きな変更は不要。
極めて少ない

市場 顧客行動の変化
ZEHなどの脱炭素製品に移行しつつあるが、戸建住宅

はすでに対応済み。賃貸住宅、マンションなども普及に

取り組み中。

極めて少ない

物
理
的
リ
ス
ク

急性的
サイクロンや洪水などの

極端な気象事象の過酷さの増加

豪雨・強風に関しては設計基準の変更によりすでに対応

済み。一方、耐洪水住宅の開発は今後の課題であり、今

回非算出。

非算出

慢性的
降水パターンの変化と

気象パターンの極端な変動

工場の浸水リスク（関東工場）として285億円を想定。た

だし、被害損失については保険加入により対応済み。水

没する分譲地などの大きな資産はなく、今後も土地購入

時にハザードマップなどで確認するルールで対応済み。

（285億円）

機会 気候関連の機会 財務への潜在的な影響

機
会

エネルギー源
より低排出のエネルギー源の

使用

非化石証書の購入で実現する場合は1.5億円／年が必要

だが、「積水ハウスオーナーでんき」を使うことで追加コ

スト無しでRE100を実現予定。

（1.5億円／年）

製品と

サービス

低排出商品およびサービスの

開発および／または拡張

2030年頃を想定すると、戸建住宅事業（96.8億円／

年）、賃貸住宅事業（40.8億円／年）、リフォーム事業

（162億円／年）、不動産フィー事業（25億円／年）、国

際事業（33億円／年）の売上増が見込まれる。

357.6億円／

年

※「最終報告書 気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告（2017年6月）」を参考に作成しています。

環境戦略
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　住宅・建設業界において、社会変化への対応力を高

めるには「女性視点」を活かすことが重要であるという

経営方針から、2006年に女性活躍推進グループ（現 ダ

イバーシティ推進部）を組織し、ダイバーシティの推進を

進めてきました。2006年に人事基本方針として「女性

活躍の推進」「多様な人材の活用」「多様な働き方、ワー

ク・ライフ・バランスの推進」を３つの柱とする「人材サ

ステナビリティ」を宣言しました。さらに、2016年には

「女性活躍推進法」に基づく「積水ハウスグループ女性

活躍推進行動計画」にて具体的な方針・取り組みや推進

体制を定めて活動を強化し、各部門と連携し定期的に

議論しながら着実に実行しています。

　今後、企業が持続的に成長し、社会から必要とされる

存在であり続けるためには、多様な人材が一人ひとりの

能力を最大限に発揮できる機会や風土の醸成に取り組

むことが、組織の活性化とイノベーションの創出につな

がると考えています。

　第5次中期経営計画では、ESG経営のリーディングカ

ンパニーとして次世代のイノベーション人材の確保や育

成、職場環境の整備に取り組んでいきます。

お客様がより幸せを感じられる住まいを提供すべく、

一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる人材戦略を推進

2015

国連で持続可能な開発目標（SDGs）

採択
2016

育児・介護休業法（改正）

女性活躍推進法

障害者差別解消法

2017

育児・介護休業法（改正）

積水ハウスの

取り組み

社会の動き

2010～ 2015～2000～ 2020

2014

両立相談窓口の開設／介護支援制度の拡充

「積水ハウス ウィメンズ カレッジ」開講

2016

障がい者支援
ダイバーシティ交流会

2015

スマートホリディ（年次有給休暇）導入

女性現場監督サポートプログラム開始

2016

女性活躍推進法に基づく
行動計画策定

在宅勤務制度開始

2017

日曜日就業支援開始

フルタイム（育児費用）支援開始

2019

同性パートナー事実婚
人事登録制度を新設

2019

がん・不妊治療との
両立支援制度

2018

特別育児休業（イクメン
休業）制度開始

スライド勤務制度開始

2004

ボランティア
休職制度開始

2006

人材サステナビリティ宣言

育児支援制度の拡充

2006

キャリアアップ・

チャレンジ制度開始

2005

女性営業職の
採用拡大

2006

育児・介護休業法

2005

次世代育成支援対策推進法

2009

育児・介護休業法（改正）

2010

次世代育成支援対策
推進法（改正）

1999

男女共同参画社会基本法

人材戦略

第５次中期経営計画における重点施策 

次世代経営者・リーダー人材の育成

　予測困難な「VUCA＊」の時代においては、当社が過

去に培ってきた実績や人的スキルが今後もそのまま通

用する保証はなく、人材戦略においても、環境変化に素

早く対応するアジリティや、変化そのものを創造してい

く能力が求められると考えています。今後は、35歳以下

の若手層に始まり、支店長候補、本部長候補、執行役員

候補に至るまで、次世代経営者・リーダー人材の計画的

な選抜と育成を行う人材パイプラインの構築に重点的

に取り組んでいきます。

＊  Volatillity（変動性、不安定さ）、Uncertainly（不確実性、不確定さ）、 

Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性、不明確さ）

多様な才能の獲得を目指す採用改革

　通年採用やリファラル採用、異業種協同でのインター

ンシップの実施など、これまでの方法にとらわれること

なく新卒採用のチャネル拡大に取り組み、新しい感性で

積水ハウスの次世代を拓く、優秀な若手人材の獲得を

目指します。

　また、当社の長期経営ビジョンにおいては、オープン

イノベーションを視野に、第3フェーズの成長戦略を支え

る新たな人材力の強化が不可欠です。人生100年時代

において、住まい手にとっての幸せを提供し続ける企業

として社会に貢献していくために、イノベーションやデジ

タルトランスフォーメーションを推進します。第5次中期

経営計画の基本方針である「コアビジネスのさらなる深

化と新規事業への挑戦」の実現へ向け、他業種のハイ

キャリア人材や、STEM人材（科学、技術、工学、数学）、

高度IT人材など、多様な才能の獲得を可能にする採用

改革を実行していきます。

ダイバーシティの推進

　経営戦略として「ダイバーシティ」を推進し、組織内の

多様性を高めるとともに、「インクルージョン」の推進に

よって、すべての従業員が互いに認め合い、活かしなが

ら、それぞれの「多様なチカラ」を最大限に発揮できる

職場づくりを目指しています。 

● 女性活躍推進

　経営トップ自らが「女性の活躍なくして会社の成長な

し」とコミット。ダイバーシティの課題や取り組みについ

てトップと定期的に議論しながら、職種別・階層別・地域

別の女性従業員のキャリア形成や人的ネットワークの構

築に取り組んでいます。

　営業職においては、2005年から積極採用を開始。優

秀な従業員の成功事例の共有やキャリア形成・ネット

ワークの構築を支援するために「全国女性営業交流会」

を2007年より年1回開催しています。また「女性営業推

進委員会」を設置し、若手の定着・育成の支援や女性店

長の登用のサポートなどを行っています。2019年8月に

は女性特有の悩みなども相談できるようマッチングにこ

だわった「メンター制度」の運用も開始し、サポート体

制をさらに充実しています。

　技術職においては、マネジメントを行う女性リーダー

の育成をはじめ、社内外から信頼度が高く優れた資質

と実績を備えて初めて認定される「チーフアーキテクト」

などスペシャリストの育成にも力を入れています。また、

女性技術者の職域を拡大するため、グループ会社との

人材交流を行ったり、計画的に現場監督への登用も促し、

これまでの歩み

積水ハウス ウィメンズ カレッジ６期生

2007

全国の女性営業交流会年次定例開催開始

女性営業推進委員会設置

ハローパパ休暇制度開始
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指標 単位 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2022年度目標 

グループ女性管理職数と比率
名 114 141 158 176 206 260

％ 2.43 2.79 2.94 3.10 3.44 ̶

女性正社員数と比率
名 4,954 5,142 5,431 5,657 5,930 ̶

％ 23.6 24.2 25.0 25.7 26.4 28.0

女性新卒採用数と比率
名 276 237 266 250 281 ̶

％ 40.6 41.6 40.3 37.7 42.0 42.0 

女性役員の数＊1 名 ̶ ̶ ̶ 3 3 取締役1名以上

男性の育児休業取得率＊2 ％ 23.0 70.0 95.0 100.0 100.0 100.0 

年次有給休暇取得率と取得日数＊3
％ 32.8 35.0 39.7 42.2 56.1 60.0

日 5.8 6.2 7.1 7.4 9.8 ̶

1人当たり月平均総労働時間＊3 時間 171.37 170.02 168.32 170.26 168.17 164

1人当たり月平均法定外労働時間＊3 時間 28.03 28.15 25.91 24.63 23.33 22

障がい者雇用率＊2 ％ 2.21 2.20 2.38 2.53 2.61 2.61

＊1  2019年度の内訳は、社外取締役1名（全取締役11名中）、社外監査役1名（全監査役6名中）、執行役員1名（全執行役員22名中）、単体

＊2  単体

＊3  積水ハウス、不動産グループ、リフォームグループ

主要指標の実績（KPI）

人材戦略

「女性現場監督サポートプログラム」や「妊娠時の働き

方ガイド」などを運用することにより、女性が働きやすい

現場づくりに努めています。

　管理職の育成・登用については、毎年約20人の受講

生を選抜し、約2年間のカリキュラムにより計画的かつ

効果的に管理職にふさわしい人材を育成するための研

修として、2014年より「積水ハウス ウィメンズ カレッジ」

を開講。2019年度までに116人が受講し、そのうち、

すでに51人が管理職に登用されています。昇進・登用に

あたっては、ライフイベントなどにより不利にならないよ

う、能力に応じて適切に選抜し、賃金体系・人事評価制

度においても年功序列を見直し、成果を重視していま

す。また、企業の経営経験者や専門家についても、役割

に応じた登用を実施しています。

● 多様な人材が活躍する職場づくり

　障がいや年齢、性別、性的指向、性自認、学歴、国籍な

どを問わず、多くの従業員が自分らしく、いきいきと活躍

できる機会の拡大を推進しています。育児中の従業員と

その上司が参加する研修や毎年のダイバーシティ月間で、

属性に応じた職務付与や適切な評価につなげています。

　障がい者の雇用については、「1事業所1名以上の障

がい者雇用と定着」を目標に、現状の2021年の法定雇

用率2.3％を上回る状態を継続しています。2020年2月

には専門組織「障がい者雇用推進室」を新設し、今後も

雇用を促進していきます。また、障がいのある従業員と

上司が参加する「ダイバーシティ交流会」を通じ、職場

環境改善に取り組んでいます。

　LGBT理解に関する主な活動としては、2014年から研

修を通じての情報提供、2019年11月には、異性婚の配

偶者と同様に社内規則や福利厚生制度を適用する「異性

事実婚・同性パートナー人事登録制度」を新設、LGBT専

門の相談窓口も設置しました。このような継続的な取り

組みが評価され、任意団体work with Prideが策定した

評価指標である「PRIDE指標」において、2018年・2019

年と2年連続で最高位の「ゴールド」を受賞しています。

　従業員のキャリア支援としては、地域勤務職などから総

合職転換制度「キャリアアップ・チャレンジ制度」を導入し

ています。

詳細はWEB冊子「Diversity & Inclusion 
2019-2020」をご覧ください。

https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity/

Diversity2019-2020.pdf

積水ハウスのグループの「幸せ」健康経営

経営健康の方針

企業理念の根本哲学である

「人間愛」のもと、従業員の

幸せに直結する心身の健康

を高めるための制度・職場風

土を整備するとともに、働き

方改革を推進し、従業員が

主体的に健康づくりに取り組

むことを目指す。

　高齢者雇用については、2015年4月の65歳定年制

に加えて、2020年4月より65歳に到達した従業員を対

象とした定年再雇用制度（70歳の誕生月まで）を導入

し、高齢者の活躍を支援しています。

働き方改革 

　従業員一人ひとりが安心して働き続けられ、最大限の

能力を発揮できる職場環境や仕事と育児・介護・治療など

との両立を支援する制度などを整備し、これまで以上にイ

ノベーションを生み出す柔軟な働き方を推進しています。

● IoTを活用した働き方改革

　スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイス

を徹底活用したテレワークを推進しています。業務に合った

専用のアプリも自社で開発し、スマートデバイスからでも主

要業務を行えるようにすることで、場所を選ばず完結する

業務範囲の拡大や業務効率の改善などにつなげています。

● 仕事と育児・介護・治療の両立支援

　育児や介護をはじめ、不妊治療やがん治療などと仕

事を両立し、キャリアアップしながら安心して働けるよう

に支援しています。例えば、「仕事と育児の両立いきいき

フォーラム」の開催や、「保活コンシェルジュ」による早

期復帰支援、ベビーシッター利用料補助、退職者復職登

録制度などがあります。また、両立・介護相談窓口、外

部専門家に匿名で相談できる「ヒューマン・フロンティア

相談室」など各種相談窓口も設置しています。

　さらには、3歳未満の子を持つ男性社員に1ヵ月以上の

育児休業を促す「イクメン休業」制度を2018年9月より開

始しました。男女とも、最初の1ヵ月を有給とし、必要に応

じて最大4分割の取得が可能です。子どもが3歳の誕生日

を迎えた対象者全員が取得率100%を維持しています。

社外の評価 

　ESG経営、ダイバーシティの推進などに関し、先進的な

取り組みを進めています。その積極的な活動や確かな実

績は、社外からも高い評価を得ています。

女性活躍を推進するための制度、研修一覧（一部）

• 個人の評価基準を明確化 • 人事評価において、360度評価の実施

•  管理職の評価指標や登用にあたり、女性活躍推進の取り組みを選定要件に入れる

•  ポストや職種要件を公開した社内公募制度

•  非正規社員から正社員、派遣から直雇用への転換

•  国内や海外の大学進学支援（費用補助・有給付与）

•  スライド勤務、早出勤務の奨励 •  時間外労働免除と制限

•  ファミリーフレンドリーデイ、パートナーシップスライド
（保育の預け先が困難な日曜所定勤務をしやすくする制度）

•  勤務地限定制度 •  残業の可視化と把握する仕組み

•  業務の見直しと配分の適正化による業務の効率化

•  有給休暇の連続取得奨励、半日、時間単位年休

•  定時退社日や消灯日の設定、一定時刻での強制退社

•  大学等への進学・留学、自己啓発による休暇・休職を認める制度

•  ボランティアのための休暇・休職制度

•  管理職のマネジメントスキルを高める取り組み

•  長時間労働改善に向けた意識、行動を変える研修、トレーニングの実施

•  多様な属性の社員に対する理解を深めるための研修

•  社外の女性活躍や、リーダー養成研修への選抜

イクメン休業中

● 健康経営の推進

　「世界一幸せな会社」を目指すには、従業員一人ひと

りが健康で、社内外でいきいきと充実した生活を送るこ

とが必須条件となります。健康経営が企業の成長・持続

性に資するとの認識のもと、健康経営の方針を定め、時

間外労働の削減や有給休暇の取得率向上、健康増進に

取り組んでいます。従業員が活力を持って仕事に取り組

むためには、身体の健康だけでなく「心の健康（メンタ

ルヘルス）」も良好に保つことが重要です。全社の管理

職や入社2～3年目の従業員を対象にした研修を実施

し、メンタルヘルスに対する理解を深めています。

　また、代表取締役4名をはじめとする社内委員のほ

か、有識者2名を社外委員として加えた「CSR委員会」

を定期的に開催。その傘下の「社会性向上部会」におい

て、取り組みテーマの一つに健康経営を掲げ、「運動」

「健康診断結果の活用・生活習慣改善」「分煙・禁煙」な

どによる健康づくりに取り組んでいます。

①経営理念・方針

③制度・施策実行 ④評価・改善

②組織体制

⑤法令遵守・リスクマネジメント
2次元バーコードを読み

取ると、ウェブサイトに

アクセスいただけます。

職場での姿
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アフター
サービス

引渡し施工生産設計

　積水ハウスには、業界での競争優位性を発揮し続ける

ために、事業環境の変化を踏まえながら、IT部門の定義・

役割を見直してきた経緯があります。現在のIT業務部は、

2008年までは「情報システム部」という名称で管理部門

の一つとして位置づけていました。当時は、ユーザー部

門の要望に応じた個別システムの構築や保守など、主に

業務請負の業務を担っていました。一方で、ユーザー部

門の課題の本質を踏まえたうえで、例えば、各部門に分

散するデータを連携させた新しいアプリケーションなど、

ユーザーの想定を超えた仕組みを構築する、提案型の

活動も根づき始めていました。経営マネジメント層はこ

　「攻めのIT」とは、IoTやブロックチェーンを用いた先

進的なDX＊1の取り組み強化であり、“もうかる＝利益に

直結する“IT基盤の整備を目指しています。積水ハウスグ

ループが60年にわたって蓄積してきた顧客情報や膨大

な設計データは、競争優位を支える重要な情報資産とし

て一元管理が図られています。そして、セキュア（安全）

なIT基盤のもとで、これらの資産を新しい事業やサービ

スに活用し、利益を創出する取り組みを開始しています。 

　これらの取り組みとして、2019年から不動産フィー

事業において、ブロックチェーン技術＊2を活用した新し

い不動産プラットフォームの構築を進めています。現在、

　「守りのIT」とは、システムレベルの改革・改良による

業務効率化の推進と、「攻めのIT」戦略を仕組みとして

機能させるためのシステム基盤の構築と安定運用です。

安定的な運用を図っていくには、個々の情報システムへ

の投資・効果・リスクを一定のルールに従って戦略的にコ

ントロールする、ITガバナンスが不可欠と考えています。

リスクの最適化とリソースの最適化を継続的に実施する

ことで、当社グループが保有するデータ基盤の保全と、

IT戦略によって生み出す価値の向上に努めています。 

　例えば、セキュリティリスクへの対応については、当

社がお客様情報を取り扱う業務形態であるため、重要

データをクラウド基盤に集約したうえで、シンクライアン

ト化したタブレット端末を全従業員に配布しています。部

門間の情報共有を円滑にし、いつでもどこでも仕事がで

きる環境によって働き方改革を後押ししながら、端末を

紛失した際には遠隔から機器の使用不可能にする仕組

みを導入し、セキュリティリスクの低減を図っています。 

　IT業務部は、業務現場をより深く知るために、2017

うした活動と成果を評価し、IT起点で新たな可能性を追

求するべく、2009年に同部門の名称を「IT業務部」に変

更し、2018年には戦略部門として定義づけました。 

　現在、当社グループでは、労働力不足や働き方改革

への対応が喫緊の課題となっています。ただし、従来の

延長線上で情報システムを強化・改良していくだけでは、

課題の解決は難しいと認識しています。そこで、当社の

あらゆるステークホルダー（お客様、オーナー様、入居

者様、株主、従業員、取引先、協力工事店など）にとって

の価値創出が企業価値と捉え、「守り」「攻め」の2つの

観点からIT戦略を立案、推し進めています。

物件の検索・内覧から賃貸契約に至る各種手続きは煩

雑で、多くの書類作成が必要です。そこで当社は、ブロッ

クチェーンと連携したウェブサイトの活用によって、入居

に至る手続きのシームレス化を目指しています。ブロッ

クチェーン上には、所在地や間取り、住宅設備、リフォー

ム履歴などの物件情報、入金履歴や居住実態などの入

居者情報を記録していきます。長期間にわたる居住実績

があり、賃料の支払い遅延履歴などがなければ、次回

の入居審査で障壁がなくなり、通信・ガス・保険業界の

提携企業からは、ワンランク上のサービスを受けられる

恩恵がもたらされます。近い将来は水道や電力、行政な

どとの連携も視野に入れており、入居者様の利便性向

年から全国に200以上ある支店を部員全員で手分けし

て回り、現場監督や設計担当、営業担当らにヒアリング

を行う「キャラバン」を展開しています。このキャラバン

で得られた現場のニーズや課題を踏まえて、タブレット

端末向けに自社開発している約200種類ものアプリの

改善や、新しい機能の開発を行い、ユーザビリティの向

上を図っています。 

　IT業務部は、全国の現場と経営層、間接部門とすべて

近い距離にあるため、客観的立場から各部・各層の間を

取り持つことができる存在であり、グループ各社・各組

織に備わる多様な力の結集を後押ししていきます。 

「攻めのIT」戦略

「守りのIT」戦略
IT戦略の推進体制

お客様にとって

お客様

信頼獲得

満足度向上

従業員にとって

従業員

生産性向上

働き方改革

会社ベクトル・

方針
会社・事業貢献

スタート ゴール

DX変革・イノベーション

改善・業務効率化

業務システム

運用・安定・維持・継続

要望管理

（入出口管理）

サーバー

インフラ

機器管理

「攻めのIT」「守りのIT」によって、積水ハウスの事業活動を変革していく

I T戦略

「攻めのIT経営銘柄」に3年連続で選定

IT戦略の遂行が評価され、当社は経済産業省と東京証券取引所が共同で行っている「攻めのIT経営銘柄

2019」に選ばれました。中長期的な企業価値の向上や競争力強化の視点から、経営革新・収益水準・生

産性の向上をもたらすIT活用に取り組んでいる29社が選定されており、当社は3回目の選定となります。

攻め

守り

プロジェクト型

遂行管理

施工現場でタブレット端末を活用している様子

上と参加企業の収益確保を両立できる、異業種連携型

のコンソーシアム組成を計画しています。 

　このほか、すでに発表している「プラットフォームハウ

ス構想」ではIoTやAIなどを活用し、住まい手のデータ

をもとにしたサービスによって、新たな利益を創出して

いきます。

顧客情報や設計データの一元管理の構造

＊1  DX（デジタルトランスフォーメーション）：企業が事業環境の変化に対応す

るため、蓄積データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをも

とにビジネスモデルを変革するとともに、組織・企業風土をも変革して競争

上の優位性を確立すること。 

＊2  ブロックチェーン技術：インターネットなどオープンなネットワーク上で、複

数のコンピューターと暗号技術を組み合わせ、高い信頼性が求められる金

融取引や重要データのやりとりなどを可能にする手法。

開発

基本部材データベース

設計
展開

施工

点検 リフォーム

精算・発注

邸別情報データベース

生産部門 お客様

事業所 事業所

商品開発部 IT業務部

カスタマーズ
センター

リフォーム
センター
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コーポレートガバナンス

　コーポレートガバナンスとは、株主・投資家の皆様を

はじめとする、あらゆるステークホルダーの信頼を得な

がら持続的に企業価値を向上させるために必要な企業

統治の仕組みです。積水ハウスグループは、「人間愛」

を根本哲学とする企業理念に則り、コーポレートガバナ

ンス体制を構築し、迅速かつ誠実な経営に取り組んでお

り、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や

枠組みを定めた「コーポレートガバナンス基本方針＊」

をステークホルダーに公表しています。

　積水ハウスグループは、2018年度を「ガバナンス改

革元年」と位置づけ、その具体的な施策として掲げた

「コーポレートガバナンス体制の強化に向けた６つの項

目」をはじめ、長期的かつ持続的な企業価値向上に向

2002年 執行役員制を導入

2003年 積水ハウスグループ 企業行動指針を制定

2005年 CSR委員会を設置

2006年 役員退職慰労金制度を廃止、株式報酬型ストックオプションを導入

2008年 社外取締役（1名）を選任

2009年 社外監査役を2名から3名に増員

2012年 社外取締役を2名に増員

2016年
コーポレートガバナンス基本方針を制定

取締役会の諮問機関である人事・報酬諮問委員会、リスク管理委員会を設置

2018年～

2019年

「ガバナンス改革元年」と位置づけ、「コーポレートガバナンス体制の強化に向けた

６つの項目」をはじめ、各々の施策を着実に実行

　① 代表取締役の70歳定年制の導入

　② 女性社外役員の登用

　③ 取締役会運営の透明化、活性化

　④ 経営会議の設置

　⑤ 取締役の担当部門の明確化

　⑥ 取締役会の実効性評価の実施

　⑦営業本部総務部長、支店総務長の独立性確保と牽制機能強化

　⑧支店長のインテグリティ向上

　⑨譲渡制限付株式報酬制度の導入

　⑩社外取締役の役員賞与制度の廃止

　積水ハウスグループのガバナンス改革の特徴として、

ガバナンスの実効性強化と企業の持続的成長の両立が

あります。その実現のためには、コミュニケーションの

活性化と従業員一人ひとりの成長が不可欠で、「イノ

ベーション＆コミュニケーション」を合言葉に取り組み

を推進しています。

　具体的な取り組みとして、1つ目は、経営会議の設置

による活発な意見交換と役員間の情報共有の促進です。

2018年に新たに設置した経営会議は、報告会形式の

運営ではなく、取締役会の事前審議機関という位置づけ

となっています。取締役会決議に先立って活発な意見交

換を行うことにより、取締役会での建設的な議論・意見

交換の促進を実現しています。経営会議の出席者は、社

内取締役および常任監査役としていますが、社外取締

役・社外監査役も希望する場合は出席可としており、毎

回、複数の社外取締役・社外監査役が出席しています。

なお、取締役会付議基準に該当しない稟議事項や業務

基本的な考え方 積水ハウスのガバナンスの特徴

けてレジリエントな経営基盤を構築すべく、各々の施策

を着実に実行しています。

　本ガバナンス改革に取り組むための支柱と位置づけ

たのは、誠実で高邁な倫理観を意味する「Integrity（イ

ンテグリティ）」という概念です。この概念は、企業理念

に掲げている私たちの根本哲学である「人間愛」、そし

て私たちの基本姿勢である「真実・信頼」と共鳴するも

のです。取締役会の運営や人事評価、営業・生産・施工

などの現場に至るまで、私たちは企業活動のすべてに

おいてこの「Integrity」を最優先に、ESG経営のリーディ

ングカンパニーとしての改革を力強く推し進めています。

執行課題についても、積極的に報告・審議を行うことで

議論の充実を図っており、役員間の意見交換や密な情

報共有を実現しています。

　経営会議の設置によって、企業経営が高度化・複雑化

する中、取締役会での長期的成長を目指した本質的な

戦略の議論に十分な時間を割くことが可能となり、より

一層レジリエントなガバナンス体制の構築と実効性向上

を推進しています。

　2つ目は、4名を中心としたオープンな議論の充実で

す。2018年に開始したこの取り組みは、特定の人物に

権限を集中させず、各々の専門分野と知見を融合しな

がら、適切な判断を下すことを目的としています。また、

スピーディな意思決定をするため、4名の代表取締役に

よる月2回の定例ミーティングを開催し、他の経営陣、

幹部も参加しています。各自の活動報告とともに、直近

の経営課題を率直に議論することで、共通認識に基づ

いた戦略や方針を打ち立てています。

主な取り組み

ガバナンス強化の変遷

  取締役の

任期見直し

取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様の信任機会を増やすとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経

営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮

相談役・顧問制度の廃止
コーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化を図ることを目的に、相談役・

顧問制度を廃止

役員報酬制度の

抜本的な見直し

• 2019年4月開催の定時株主総会にて、譲渡制限付株式報酬の導入、社外取締役の役員賞与制度の廃止を実施

•   2020年4月開催の定時株主総会にて、報酬の基本方針を明確にし、報酬構成比率の見直しおよび適切な報酬水準

の設定

•   業績連動賞与の導入、業績連動型株式報酬制度の導入および譲渡制限付株式報酬制度の報酬枠の改定、業績連動

報酬の業績評価指標（KPI）および算定方法の明確化を実施

 株式保有ガイドラインの

導入

株主の皆様との持続的な価値共有を図るため、対象取締役を対象とした株式保有ガイドラインを定め、原則として、取

締役としての在任中、時価ベースで役位に応じた基準金額に相当する当社株式の継続保有を義務づけ

基準金額は、代表取締役については年間基本報酬の2倍、その他の対象取締役については年間基本報酬と同額

  株式報酬返還（いわゆるマ

ルス・クローバック）条項の

設定

過度なリスクテイクを抑制し、経営の健全性を確保することを目的に、一定の事由が生じた場合に権利確定前の株式

報酬の全額または一部を返還させる条項（いわゆるマルス・クローバック条項）を設定

  経営陣幹部の選解任基準・

手続き方法の策定

人事・報酬諮問委員会にて、社内取締役選任に関する基本方針および手続き、代表取締役等の後継者計画に関して、

継続的な審議を実施

  取締役会の独立性向上
取締役会の経営監督機能およびコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役を１名増員

取締役会における社外取締役比率を1/3（社外取締役4名、取締役総数12名）とした

＊  「コーポレートガバナンス基本方針」は当社ウェブサイトで公開しています。 

https://www.sekisuihouse.co.jp/company/info/Governance_Guideline.pdf
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　2018年度を「ガバナンス改革元年」と位置づけ、具

体的な施策として掲げた「コーポレートガバナンス体制

の強化に向けた6つの項目」の一つに、「取締役会の実

効性評価の実施」を挙げています。毎年、取締役・監査

役の支援体制の構築状況を含む取締役会全体の実効性

に関する分析・評価を行い、PDCAサイクルの実行によ

り、取締役会の実効性の向上とコーポレートガバナンス

の強化に努めています。

　2019年度においては、第三者視点による客観的な分

析・評価を当社取締役会の実効性向上に活かすため、独

2020年以降の改革の方向性

実効性評価

取締役会の実効性向上に向けた取り組み

立した第三者の評価会社がアンケート項目を作成し、取

締役および監査役全員を対象にアンケート配布・回収を

行いました。また、アンケート結果を踏まえ、取締役9名

および監査役6名に対してインタビューを実施しました。

その結果、当社取締役会は、「構成と体制」「活発な議論」

などを強みとし、全般的に高い実効性が確保されている

と評価しました。さらなる実効性強化を図るため、「人事・

報酬委員会の実効性強化」などの課題を含め、継続的に

コーポレートガバナンスの強化に努めていきます。

　2018年からの2年間で、積水ハウスグループのガバ

ナンス改革は着実に進捗してきました。ガバナンス体制

強化を目的に、「取締役会運営の透明化、活性化」「女

性社外役員の登用」などの具体的施策を速やかに実行

しています。2020年4月開催の定時株主総会では、客

観性・透明性およびステークホルダーへの説明責任に

重きを置いた役員報酬制度の抜本的な見直し、取締役

会の社外取締役比率の向上、取締役の任期短縮などの

改革を行いました。

　2020年以降の第３フェーズのビジョンでは、「ESG経

コーポレートガバナンス

2018年度の評価と2019年度の対応方針

2018年度の評価

取締役会の議題および議論について大幅な改善が確認でき、ガバナンス改革のテーマの一つである

「取締役会の透明化、活性化」が着実に進捗していると評価（アンケートでの主な意見）

• 前年度と比較して議論が充実している

• 議論のしやすい雰囲気である

2019年度の対応方針

• 事業戦略や中期経営計画などの議論の一層の充実

• 国際事業および都市再開発事業に関する議事運営の効率化

• 社外取締役・社外監査役への事前説明・情報提供体制の一層の充実

• 取締役・監査役のトレーニングの一層の充実、体系化

2019年度の評価と2020年度の対応方針

2019年度の評価

「構成と体制」「活発な議論」「投資案件に係る審議」「中長期の議論を行うための工夫」を強みとし、

全般的に高い実効性が確保されていると評価（アンケートおよびインタビューでの主な意見）

• バランスがよく構成されており、4名の代表取締役を中心とし、実効性を重視した体制となっている

•  タブレット端末の活用などによる事前情報提供体制の充実策を通じて、取締役会において活発な

議論が行われている

•  投資案件に係る審議について、審議資料は充実しており、十分な審議時間が確保できている

•  経営会議をはじめとした会議体を活用し、中長期の企業価値向上に向けた議論に十分な時間が確

保できている

2020年度の対応方針

• 人事・報酬諮問委員会の実効性強化

• サクセッションプランの構築

• 子会社の監査体制の確立

トップマネジメントレベルの改革

（1）  マネジメント機関の機能強化の推進

   社外役員との協働（共創）と公正で健全な緊張関係の構築に

よる経営革新を目指す。

 ① ガバナンス体制のグランドデザインの見直し

 　 ⅰ   人事・報酬諮問委員会の体制（委員長・構成）見直しによる実
効性強化

 　 ⅱ 業務執行体制における経営会議の役割の見直し

 　 ⅲ 執行役員制度改革と経営陣幹部候補者の育成

 ②   第三者視点によるレビューと外部の知見を活かした

PDCAサイクルの実行

 　 ⅰ   第三者機関による定期的な取締役会実効性評価の実施

 　 ⅱ   評価機関等のレビューを踏まえたCGコードやSR活動の改善

（2）情報開示の充実とステークホルダーとの対話

    真実に立脚した公正な情報開示により、ステークホルダー

からの信頼を獲得する。

 　 ⅰ    「統合報告書」の作成、コーポレートストーリーの開示

 　 ⅱ  機関投資家・個人株主との対話機会の一層の充実

　2020年4月開催の定時株主総会にて、社外取締役

を1名増員し、取締役会の社外取締役比率を3分の1と

しました。これは、第一には経営監督機能の強化を目

的としたものですが、社外取締役との協働・共創と公正

で健全な緊張関係の構築により、長期経営ビジョンの

実現と経営革新を目指すものです。

　2020年からの第5次中計期間においては、人事・報

酬諮問委員会の実効性強化、経営会議の役割の見直し、

執行役員制度改革を柱としたガバナンス体制のグランド

デザインの見直し、第三者視点によるレビューと外部の

知見を活かしたPDCAサイクルの実行、情報開示の充

実とステークホルダーとの対話を柱としたトップマネジ

メントレベルのガバナンス改革を推進していきます。

　当社の営業本部、支店、工場、海外を含むグループ

会社など、積水ハウスグループの強みは顧客目線から

事業課題を最も認識している現場の力にあります。現場

の力をより一層高めていくため、事業マネジメントレベ

ルにおいてもガバナンス改革を推進していきます。

　第5次中計期間においては、人材要件の明確化と育

成体制の整備・強化により、インテグリティの高い事業

マネジメント層を育成し、相互信頼に基づいたガバナン

ス体制を実現します。また、グループ全体の経営シナ

ジーの最大化を図るガバナンス体制を構築するため、親

会社・子会社の権限と責任の明確化、親会社・子会社管

理部門間のネットワーク構築とレポートラインの確立、

ガバナンス人材の育成強化と適正配置、親会社・子会社

間の監査役連携を進めていきます。

1 事業マネジメントレベルの改革

（1）  事業マネジメント層のインテグリティ向上

   インテグリティの高いマネージャーによる、相互信頼に基づ

いたガバナンスの実現。

 ①     事業マネジメント層の人材要件の明確化と育成体制の整

備・強化

 ②     インテグリティマネジメント研修の対象拡大（本社職責者、

グループ役員など）

（2）グループガバナンス体制の強化

   企業理念に立脚したグループ企業間の相互信頼の醸成。

 ①   グループ経営のシナジーの最大化を図るガバナンス体制

の構築
 　 ⅰ   親会社・子会社の権限と責任の明確化と組織設計への反映

 　 ⅱ   親会社・子会社管理部門間のネットワーク構築とレポートライ
ンの確立

 ②  ガバナンス人材の育成強化と適正配置

 　 ⅰ   ガバナンス人材の育成強化（社会人採用・グループ間人材交
流）（インテグリティ ＋ 経験・知識 ＋ 実行力）

 　 ⅱ   海外子会社を含んだガバナンス人材の適正配置

 ③  親会社監査役と子会社監査役との連携

2

営のリーディングカンパニーに」を掲げており、また、積

水ハウステクノロジーを世界に普及させ、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

企業への進化を目指すこととしました。このような背景

のもと、2020年以降、コーポレートガバナンスの実効

性をさらに高めていくため、トップマネジメント・事業マ

ネジメントの両輪でのガバナンス改革を推進し、イノベー

ション＆コミュニケーションを実現する組織風土を醸成

していきます。
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ガバナンスの体制

コーポレートガバナンス体制（2020年4月24日現在）

取締役会　12名、うち社外取締役4名

 （男性11名、女性1名）

監査役室

監査役会　6名、うち社外監査役4名

 （男性5名、女性1名）

株主総会

会
計
監
査
人

  人事・報酬諮問委員会
（委員長：社外取締役）

5名、うち社外取締役3名

  CSR委員会

社外委員を含む

業務執行

  経営会議

社内取締役・監査役

（社外取締役・監査役は任意出席）

リスク管理委員会

代表取締役 4名

当社各部門
執行役員会

執行役員 22名

業務執行組織

内部監査部門

● 経営会議

　経営会議は、重要な投資案件や、グループ全体の経

営方針および経営戦略・経営計画の策定などの重要案

件について、取締役会の決議または稟議決裁に先立ち、

経営方針・経営戦略との整合性などの観点から活発な

意見交換を行う審議機関を設けることにより、重要な業

務執行の適正な意思決定に資することを目的として設置

しています。社内取締役および常勤監査役を出席者と

し、社外取締役または社外監査役は、希望する場合、出

席することができます。

● 取締役会

　取締役会は原則月1回開催し、中長期的な企業価値

の向上に向け、経営方針および経営戦略・経営計画の

策定、重要な業務執行の意思決定を行うとともに、取締

役・執行役員の業務執行の監督・評価、内部統制やリス

ク管理体制など、経営の健全性確保のための体制整備

などをその責務とします。

　建設的な意見交換を促進するため、取締役会議長と

招集権者を兼務しないことを原則とし、取締役会議長は

副会長が、招集権者は社長が務めています。

　取締役会の構成は、当社の業務に精通し知見を有する

者、財務会計および法令遵守などに知見・専門性を有す

る者などを、ジェンダーを含む多様性と適正人数を両立

する形とし、社外取締役を3名以上かつ取締役会におけ

る社外取締役比率が1/3以上になるように選任するもの

とします。

　2020年1月期において開催された取締役会は12回、

平均出席率は99.0%（うち社外取締役100%、社外監査

役97.9%）でした。なお、取締役会全体の実効性の分析・

評価については、定期的に第三者機関による分析・評価

を実施し、取締役会の実効性強化と継続的な改革・改善

を進めています。

取締役会の構成（2020年4月24日現在）

取締役 うち社外取締役
年齢

50歳未満 50歳以上60歳未満 60歳以上

12名

（男性11名・女性１名）

4名

（男性3名・女性1名)
0名 2名 10名

● 人事・報酬諮問委員会

　人事・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関とし

て、公正性および透明性を確保する目的のため、取締

役・執行役員の人事や報酬に関し、取締役会に意見を

述べます。

　委員の過半数は社外取締役で構成し、また、委員長

は社外取締役の中から取締役会の決議により選任しま

す。現在の構成員の状況は以下のとおりです。

委員長：吉丸由紀子（社外取締役）

委　員：  涌井史郎（社外取締役）、田中聡（社外取締役）、

阿部俊則（代表取締役会長）、仲井嘉浩（代表

取締役社長）

● 監査役会

　監査役会は、監査計画を策定し、当該監査計画に基

づき、事務所の実査や、取締役および執行役員などに

対する担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリ

ングを計画的に実施しています。

　また、監査役は内部監査部門と意見交換を密にして

十分に連携するとともに、会計監査人と定期的に会合を

持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう

相互に協力しています。

　そのほか、監査役の職務を補助する専任組織として監

査役室を設置し、専任者を含む複数名の従業員を配置し

ています。監査役室に兼任として配置された従業員には、

監査役室での業務に関して所属部署の指揮命令が及ば

ないこととし、その人事上の処分については、監査役の

意見を尊重することなど、独立性を確保しています。

監査役会の構成（2020年4月24日現在）

監査役 うち社外監査役
年齢

50歳未満 50～60歳 60歳以上

6名

（男性5名・女性１名）

4名

（男性3名・女性1名)
0名 0名 6名

● リスク管理委員会

　リスク管理委員会は、取締役会の諮問機関として、リ

スク管理体制の適切な構築や、その運用状況における

実効性の確保を目的として、リスク管理体制の整備に関

し、取締役会に意見を述べます。

　原則月1回開催し、2019年度は中長期課題として①

労働法制対応、②建築法令遵守、③事業所ガバナンス、

④セキュリティ、⑤グループ会社などの課題に関して主

管部署のモニタリングなどを実施し、各部門におけるリ

スク管理体制の整備状況を把握し、検証を行いました。

グループ会社

コーポレートガバナンス
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　積水ハウスは、ガバナンス改革の重要テーマとして

「役員報酬の抜本的な見直し」を掲げ、人事・報酬委員

会などにおける継続的な審議を行ってきました。2020

年4月23日開催の第69回定時株主総会において、取締

役（社外取締役を除く）を対象に、長期的かつ持続的な

企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能

報酬の基本方針

（1）   「人間愛」を根本哲学とする企業理念に従い、株主・投資家、顧客、従業員をはじめとするすべてのステーク

  ホルダーに対して公正であるべく、高度な報酬ガバナンスを通じて客観性・透明性を確保し、説明責任を十

分に果たすものとします。

（2）  ESG経営のリーディングカンパニーを目指すべく、社会的意義を重視し、かつイノベーティブな成長戦略の

着実な遂行についてのコミットメントを明確にし、長期的かつ持続的な企業価値向上に向けた健全なイン

センティブとして機能する報酬制度とします。

（3） 経営陣幹部の育成・評価との連携を重視し、次世代の経営人材の成長意欲を喚起し、当社グループ全体の

組織活力の長期的な向上をもたらすものとします。

● 報酬ガバナンス

　取締役および執行役員の報酬制度、報酬の支給総額

および個人別支給額に加え、業績連動報酬の業績評価

指標（KPI）の目標および達成状況の評価についても、

2020年1月期の報酬等

［  改定の概要  ］

株式保有ガイドラインの導入

株主の皆様との持続的な価値共有を図るため、対象取

締役を対象とした株式保有ガイドラインを定め、原則と

して、取締役としての在任中、時価ベースで役位に応じ

た基準金額に相当する当社株式の継続保有を義務づけ

ています。なお、基準金額は、代表取締役については年

間基本報酬の2倍、その他の対象取締役については年間

基本報酬と同額とします。

株式報酬返還（いわゆるマルス・クローバック）条項

の設定

本改定にあたっては、過度なリスクテイクを抑制し、経営

の健全性を確保することを目的に、一定の事由が生じた

場合に権利確定前の株式報酬の全額または一部を返還

させる条項（いわゆるマルス・クローバック条項）を定め

ています。

報酬構成比率（イメージ）

役員報酬

させ、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目

的に、以下の基本方針に沿った報酬制度改定を実施し

ました。また、報酬構成比率を見直し、基本報酬（固定）、

業績連動賞与（短期）、業績連動型株式報酬（中期）、譲

渡制限付株式報酬（長期）により構成します。

客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関で

ある人事・報酬諮問委員会にて審議のうえ、その意見を

尊重し、取締役会で決議するものとします。

当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 （百万円）

役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 ストックオプション 譲渡制限付株式報酬 賞与

取締役（社外取締役を除く） 953 394 11 47 500 8名

監査役（社外監査役を除く） 57 57 ― ― ― 2名

社外役員 157 156 0 ― ― 7名

対象取締役の報酬構成・業績評価指標（KPI）・算定方法の概要

報酬等の種類 業績評価指標 算定方法の概要

固定 基本報酬 ―
役位に応じて決定した額を毎月支給する。

（月額4,300万円以内（社外取締役を含む。従前どおり））

変動

業績連動賞与

（短期）
連結経常利益

各事業年度の連結経常利益に対象取締役の役位に応じた賞与係数を乗じ、支給

額を算定する。支給総額の上限を各事業年度の連結経常利益の0.18％とする。

なお、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が1,000億円未満の場合

は、支給しないものとする。

業績連動型

株式報酬

（中期）

ROEおよび

ESG経営指標※ 

対象取締役の役位に応じて、各対象取締役の基準株式ユニットを決定し、連続

する3事業年度からなる評価期間終了後、あらかじめ定めた業績評価指標（KPI）

の達成状況に応じ支給割合を決定する。当該支給割合に基づき、交付株式数及

び納税目的金銭の額を決定する。 

なお、対象取締役に係る基準株式ユニット数の合計は年270,000株以内とし、

対象取締役に交付する当社株式の数の合計は年135,000株以内、対象取締役

に対する金銭報酬債権および納税目的金銭の総額の上限は基準株式ユニット数

の合計の上限に交付時株価を乗じた金額とする。

譲渡制限付

株式報酬

（長期）

―

役位に応じた基準額に相当する、一定期間の譲渡制限期間（3年間から30年間）

が付された当社普通株式を支給する。 

なお、報酬枠は年1億8,000万円以内とし、支給する当社普通株式の数は年180,000

株以内とする。 

連結報酬等の総額が１億円以上である者の連結報酬等の総額等 （百万円）

氏名 役員区分 会社区分
報酬等の種類別の額等

報酬等の総額
基本報酬 ストックオプション 譲渡制限付株式報酬 賞与

阿部 俊則 取締役 提出会社 72 2 11 120 205

稲垣 士郎 取締役 提出会社 60 2 8 87 158

仲井 嘉浩 取締役 提出会社 60 1 8 87 157

内田 隆 取締役 提出会社 48 1 5 60 114

コーポレートガバナンス

＊１ 報酬構成比率は、役位ならびに会社業績および業績評価指標（KPI）の達成状況に応じて変動します。基準業績時における代表取締役の報酬構成比率を記載しています。

＊２ 業績連動型株式報酬と譲渡制限付株式報酬の構成割合は、概ね1：1です（基準業績時）。

＊３ 業績連動型株式報酬のうち50％については、納税資金に充当することを目的として金銭で支給します。

固定報酬

金銭

金銭 株式+金銭＊3

変動報酬

株式

株式

業績連動型株式報酬 譲渡制限付株式報酬

33%程度＊2

賞与

33%程度

基本報酬

33%程度

譲渡制限付

株式報酬

8%程度

賞与

53%程度

業務連動

基本報酬

39%程度

短期 中期 長期

現
行

支給方式

支給方式

報酬構成

比率

報酬構成

比率＊1
改
定
後

※業績連動型株式報酬の業績評価指標については、人事・報酬諮問委員会にて審議のうえ、その意見を尊重し、取締役会で決議します。2021年1月期から2023年1月期

の評価期間においては、ROEおよびESG経営指標（評価ウエイトは80:20）を業績評価指標としています。

※2019年4月開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、当該決議に伴い、すでに発行済みのものを除き、取締役に対する株式

報酬型ストックオプションは廃止しています。当事業年度はストックオプションの新たな付与を行っていませんが、過年度の付与分のうち当事業年度に費用計上した金

額を記載しています。
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社外取締役・社外監査役メッセージ

社外取締役

吉丸 由紀子

社外監査役

槇村 久子

コーポレートガバナンス

“Next Sekisui House” に向かって―

次の30年のゆるぎない成長を築くために

　“Next Sekisui House”――次の30年を見据えた長期グ

ローバルビジョンである「『わが家』を世界一 幸せな場所にす

る」。その基礎を築く第5次中期経営計画スタートにあたり、そ

の策定に取締役会として関与してきました。先の見えない時代

といわれますが、だからこそ先を見据えた確固たるビジョンと

ゆるぎない信念を持つことが重要です。ステークホルダーの皆

様の「人生100年時代の幸せ」を実現する経営が行われるよう、

社外取締役として支援・貢献していきます。

　そのために、2018年から加速度的に進んできたガバナンス

改革をさらに深化させ、実効性をより高めるべく取締役会に臨

んでいます。2020年1月期の取締役会実効性評価では、独立し

第3フェーズの入り口は

2050年から始まる未知の領域への最初の一歩

　創業期、成長期を経て、2020年からの第5次中期経営計画

は積水ハウス第3フェーズの入り口にあたる。次の30年後の

2050年は未知の領域に入る時でもある。国内市場環境の変化

はある程度予測できても、グローバルには予測しがたい。しか

し、この最初の3年間はいち早く変化への対応を社内外に知ら

せ動く重要な時だ。

　SDGsは持続可能な開発のための2030年のアジェンダの基

本的な考え方。環境・経済・社会は一体不可分、国内外で社会的

な課題の解決に何ができるかが企業に求められている。ステー

クホルダーからの要請として、機関投資家は長期的なバリュード

ライバーとしてのESG（環境・社会・ガバナンス）・非財務情報を重

視し、企業の社会的姿勢を重視する若者や消費者が増えるだろ

た第三者専門機関によるアンケート・インタビューを通じ、当社

取締役会での活発な議論が、経営の方向性策定と有効なモニタ

リングを行っていくうえで、大きな役割を果たしていることが確

認されました。

　また、2020年4月の株主総会で決議された役員報酬制度の

大幅改定により、経営層が当社グループの中長期業績にコミッ

トしていく体制が整いました。

　今後はマイルストーンごとにその進捗を確認・評価し、実効性

を上げるフェーズです。さらに注力すべき経営課題として、次世

代経営トップ人財の育成が挙げられます。すでに多くの支店長・

店長を輩出している「経営塾」に加え、将来の当社グループ経

営を担う人財育成のしくみ構築を後押しし、実行をモニタリン

グしていきます。また、国際事業を含む当社グループ会社の経

営をさらにしっかりと監督することも今後の課題です。リスクマ

ネジメントを中心とした「守り」はもちろん、地域事情を踏まえた

「攻め」の経営を期待します。

　そして何より大切なのは、スピーディーな情報開示を軸とし

たオープン・双方向のコミュニケーションを通じ、ステークホル

ダーからの信頼を一段と高めていくことだと考えています。

う。このような社会的価値に対する高い感度が必要になり、そ

れがビジネスの拡大や従業員のモチベーションにつながる。日

常的監査だけではなく、“会社共同体”の中で培われてきた常識

と国内外の社会や消費者の目との整合も見ていきたい。

　積水ハウスはESG経営を最も重視している。コーポレートガ

バナンスに関する改善はスピード感がある。さらなる改善には、

より一層の活発なコミュニケーションや議論が必要で、今後は

制度が具体的に動いていき、ESG経営で世界のリーディングカ

ンパニーとなることを期待している。第3フェーズは「人生100

年時代の幸せ」が目標。健康、つながり、学びの「プラットフォー

ムハウス構想」は、第一弾となる世界初の「在宅時急性疾患早

期対応ネットワーク」の構築など、人々に最も期待される。戸外

や平時では各世代が幸せ感をつくり出す“健康とつながりの緑

のオープンスペースの創造”などの取り組みを期待している。

　積水ハウスの連結子会社は276社。重要な子会社は27社で、

昨年連結子会社となった鳳ホールディングス、海外子会社12社

など、重要度は高い。海外子会社は国際事業の進展とともに増

え、投資額も大きく今後増える可能性もある。子会社の監査に

ついて組織的な整備や本社との連携の在り方、情報・コミュニ

ケーションのしくみが整備されつつあるが、もう一歩踏み込ん

だ体制の構築が求められる。

コンプライアンス推進活動

　積水ハウスグループは、コンプライアンスを「法令遵

守にとどまらずCSRを念頭に置いたもの」と捉えるとと

もに、常時取り組むべき経営課題と位置づけ、徹底と推

進を図っています。

　取締役会の諮問機関として2016年に常設化した「リ

スク管理委員会」と、CSR推進体制のもと、2017年か

らCSR 委員会の傘下に設けた「ガバナンス部会」の両

輪で、コンプライアンス推進上の課題を改善しながら

PDCAサイクルを回しています。

　また、グループ各社が企業活動を進めるうえでの、会

社および役員、従業員が遵守すべき企業倫理に関する

共通事項として、2003年10月に「積水ハウスグループ

企業倫理要項＊」を制定し、運用しています。「積水ハウ

スグループ企業倫理要項」は、社会情勢の変化や企業

活動の進展、グループ経営の観点などから、グループ全

体への適用範囲の拡大や記載内容の改定を適宜行って

います（2018年は従業員の健康増進を図るべく、「従業

員の健康の維持・増進」の項目を追加）。このほか、

2005年から毎年10月を当社グループ全体で実施する

「企業倫理月間」として、全グループ従業員への徹底を

図っており、当社グループの全役員・全従業員が「企業

倫理要項等遵守に係る誓約書」を毎年提出する取り組

みも実施しています。

　今後もグループ一丸となり、企業倫理の徹底に取り組

んでいきます。

＊「積水ハウスグループ企業倫理要項」の全文は当社ウェブサイトで公開してい

 ます。

 https://www.sekisuihouse.co.jp/company/info/ethics.html

リスク管理体制の強化

　リスク管理については、本社をはじめとする各担当部

署において実施するとともに、技術部長会や総務部長

会などにおいて職務別の取り組みがなされています。

2018年4月の機構改革により、複数の本社部署を包括

する部門を置き、取締役・執行役員の責任と権限を明確

化しました。

　取締役会の諮問機関として常設化している「リスク管

コンプライアンス推進とリスクマネジメント

理委員会」（委員長：副社長）では、当社グループ各部

門におけるリスク管理体制の整備状況の集約・検証や、

リスク事案発生時の報告受理および再発防止策の検証

などに取り組み、リスク管理を強化しています。

BCP（事業継続計画）の整備 

　大規模自然災害等の発生に対処するため、BCP（事

業継続計画）を整備しています。復旧に重きを置いた従

来のガイドラインを改定し、事業活動の継続を視野に入

れて規定した営業本部・事業本部版「災害マニュアル」

を2013年2月に策定し、運用しています。2018年8月

には「緊急時給油契約」を締結し、被災地域の業務用車

両のガソリン確保も行っています。

　また、今後高い確率で発生するといわれている南海ト

ラフ巨大地震については、積水ハウスが本社（梅田スカ

イビル）を構える大阪市も甚大な被害が発生することが

予想されるため、本社での業務継続が困難となった場

合に備え、本社における災害対策本部の設置・運用マ

ニュアルとBCPの策定を準備しています。本社被災時に

は、東京拠点（港区赤坂）と総合住宅研究所（京都府木

津川市）を代替本社として、会社の事業を継続します。

　さらに、住まいづくりには多数の部材・部品が必要な

ことから、取引先各社のBCM（事業継続マネジメント）

にも注力しており、「災害初動体制訓練」を実施していま

す。本訓練を通じて、取引先各社のBCMの現状を確認

するとともに、迅速な情報収集および対策の早期立案が

できる体制へのステップアップを図っています。今後も、

研修や訓練などを定期的に実施し、マニュアルの検証・

見直しを行っていきます。

　国際事業を展開するうえで、海外で現地従業員や出

張者が自然災害やテロ・暴動などに巻き込まれるリスク

もあります。そのような場合は、本社関連部門で迅速に

情報共有を図り、初期対応を行います。
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役員一覧 コーポレートガバナンス役員一覧（2020年4月24日現在）

代表取締役会長

阿部 俊則
1975年4月 当社入社
2004年4月 当社執行役員就任
2005年5月 当社常務執行役員就任
2006年4月 当社取締役就任
2007年5月 当社専務執行役員就任
2008年4月 当社代表取締役社長兼COO就任
2018年2月  当社代表取締役会長就任、現在に至る。

代表取締役副会長
IR部門管掌

稲垣 士郎
1973年4月 当社入社
2002年4月 当社執行役員就任
2004年4月 当社常務執行役員就任
2004年4月 当社取締役就任
2006年4月 当社専務執行役員就任
2011年5月  当社取締役副社長就任

当社副社長執行役員就任
2012年4月 当社CFO就任
2016年4月  経営企画・経理財務・監査管掌、

IT業務担当
2018年2月  当社代表取締役副会長就任、現在に至る。
2018年4月 IR部門管掌、現在に至る。

代表取締役社長

仲井 嘉浩
1988年4月 当社入社
2014年4月  当社執行役員就任、経営企画部長委嘱
2016年4月  当社常務執行役員就任

経営企画・経理財務担当
2016年4月 当社取締役就任
2018年2月  当社代表取締役社長就任、現在に至る。

代表取締役副社長
管理部門管掌

内田 隆
1976年4月 当社入社
2004年4月  当社執行役員就任、経理部長委嘱
2006年4月  当社常務執行役員就任

経理財務部長委嘱
2006年4月 当社取締役就任
2009年2月 関連企業担当
2010年5月 埼玉営業本部長委嘱
2012年2月 人事部長委嘱
2012年5月 関連企業担当
2014年4月 当社専務執行役員就任
2018年2月 人事・関連企業担当
2018年4月  当社取締役副社長就任、

当社副社長執行役員就任
管理部門管掌、現在に至る。

2018年4月 当社代表取締役副社長就任、現在に至る。

取締役
専務執行役員
技術部門・生産調達部門担当

三浦 敏治
1979年4月 当社入社
2014年4月 当社執行役員就任、開発部長委嘱
2016年4月 当社常務執行役員就任
2016年4月 技術本部長兼開発部長委嘱
2018年2月 技術本部長委嘱
2018年4月 技術部門担当
2018年4月 当社取締役就任、現在に至る。
2020年2月  技術部門・生産調達部門担当、

現在に至る。
2020年4月 当社専務執行役員就任、現在に至る。

取締役

涌井 史郎
1972年1月  （株）石勝エクステリア設立
  代表取締役社長就任
2002年6月 同社相談役就任、現在に至る。
2008年6月  積水樹脂（株）取締役就任、現在に至る。
2010年4月  東京都市大学教授（現 特別教授）就任、

現在に至る。
2014年4月 当社取締役就任、現在に至る。
2019年6月  東急不動産（株）取締役就任、現在に至る。

常任監査役

山田 寿夫
1974年4月 当社入社
2010年4月 当社執行役員就任、CS推進本部長委嘱
2011年2月 CS推進部長（組織改編）委嘱
2018年4月 当社常任監査役就任、現在に至る。

監査役

小林 敬
1976年4月 検事任官
2004年1月 奈良地方検察庁検事正就任
2004年12月 最高検察庁検事就任
2005年9月 前橋地方検察庁検事正就任
2007年6月 大阪高等検察庁次席検事就任
2008年7月 最高検察庁公安部長就任
2010年1月 大阪地方検察庁検事正就任
2011年2月 弁護士登録、現在に至る。
2017年4月 当社監査役就任、現在に至る。
2017年6月  山陽特殊製鋼（株）取締役就任、

現在に至る。

取締役
専務執行役員
仲介賃貸事業本部長

西田 勲平
1976年4月 当社入社
2012年4月  当社執行役員就任、関西シャーメゾン事業

本部長委嘱
2012年8月 西日本シャーメゾン事業本部長委嘱
2014年4月  当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業

（西日本）担当
2014年4月 当社取締役就任、現在に至る。
2018年4月 当社専務執行役員就任、現在に至る。
 西日本建築事業本部長委嘱
2019年2月  西日本建築事業担当、仲介賃貸事業本部

長委嘱
2020年2月 仲介賃貸事業本部長委嘱、現在に至る。

取締役
専務執行役員
IR部門・業務推進部門担当

堀内 容介
1980年4月 当社入社
2012年4月  当社執行役員就任、東京シャーメゾン事業

本部長委嘱
2014年4月  当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業

（東日本）担当
2016年4月 当社取締役就任、現在に至る。
2017年12月  東京シャーメゾン事業本部長兼マンション

事業本部長委嘱
2018年4月  当社専務執行役員就任、現在に至る。

業務推進部門担当、東日本建築事業本部長
委嘱

2018年8月 業務推進部門・東日本建築事業担当
2020年2月 IR部門・業務推進部門担当、現在に至る。

取締役

北沢 利文
1977年4月 東京海上火災保険（株）入社
2003年7月  東京海上メディカルサービス（株）取締役

就任
2008年6月  東京海上日動あんしん生命保険（株）常務

取締役就任
2009年6月 同社専務取締役就任
2010年6月 同社取締役社長就任
2010年6月  東京海上ホールディングス（株）取締役就任
2014年4月  東京海上日動火災保険（株）取締役副社長

就任
2014年6月  東京海上ホールディングス（株）副社長執

行役員就任
2016年4月  東京海上日動火災保険（株）取締役社長就任
2016年6月 東京海上ホールディングス（株）取締役就任
2019年4月  東京海上日動火災保険（株）取締役副会長

就任、現在に至る。
2020年4月 当社取締役就任、現在に至る。

取締役

田中 聡
1981年4月 三井物産（株）入社
2004年4月 同社IR部長就任
2007年4月 同社経営企画部長就任
2010年7月  同社コンシューマーサービス事業副本部

長就任
2011年4月  同社執行役員、コンシューマーサービス事

業本部長就任
2013年4月  同社常務執行役員就任
2015年4月  同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長

兼アジア・大洋州三井物産（株）社長就任
2017年4月  同社副社長執行役員、CAO、CIO、CPO就任
2017年6月 同社代表取締役副社長執行役員就任
2019年6月 同社顧問就任、現在に至る。
2020年3月 （株）クラレ取締役就任、現在に至る。
2020年4月 当社取締役就任、現在に至る。

常任監査役

岩田 晴幸
1975年4月 当社入社
2010年4月 当社執行役員就任、資材部長委嘱
2016年4月 当社常務執行役員就任
2018年4月 当社常任監査役就任、現在に至る。

監査役

槇村 久子
1993年4月 奈良文化女子短期大学教授就任
1996年4月 奈良県立商科大学教授就任
2000年4月 京都女子大学教授就任
2011年6月  関西電力（株）監査役就任
2013年4月  京都女子大学宗教・文化研究所客員

研究員就任、現在に至る。
2017年4月 関西大学客員教授就任
2018年4月 当社監査役就任、現在に至る。
2019年6月  関西電力（株）取締役就任、現在に

至る。
2019年10月  関西大学社会安全学部社会安全研

究センター客員研究員就任、現在に
至る。

監査役

鶴田 龍一
2000年10月  パナソニック（株）財務・IRグループ　

IR室長就任
2007年4月 同社国際渉外グループ部長就任
2011年1月 同社監査役室長就任
2014年11月 同社顧問就任
2015年5月 （株）瑞光監査役就任
2018年4月 当社監査役就任、現在に至る。
2018年4月  CGコンサルティング代表就任、

現在に至る。
2019年1月  事業構想大学院大学特命講師就任、

現在に至る。

監査役

和田 頼知
1978年4月  等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人

トーマツ）入所
1996年6月  監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人

トーマツ）パートナー就任
2019年6月  (株)日本触媒監査役就任、現在に至る。
2020年4月 当社監査役就任、現在に至る。

取締役
専務執行役員
開発事業・マンション事業・国際事業担当

石井 徹
1990年4月 当社入社
2014年4月 当社執行役員就任、開発事業部長委嘱
2016年4月 当社常務執行役員就任
2019年2月 開発事業担当、国際事業部長委嘱
2020年2月  開発事業・マンション事業担当、国際事業

部長委嘱
2020年4月  当社専務執行役員就任、開発事業・マン

ション事業・国際事業担当、現在に至る。
2020年4月 当社取締役就任、現在に至る。

取締役

吉丸 由紀子
1982年4月 沖電気工業（株）入社
1998年4月  Oki America Inc.取締役兼

沖電気工業（株）ニューヨーク事務所長
就任

2004年10月  日産自動車（株）ダイバーシティディベロッ
プメントオフィス室長就任

2008年4月  （株）ニフコ入社
2011年6月  同社執行役員就任
2018年4月  当社取締役就任、現在に至る。
2019年6月 三井化学（株）取締役就任、現在に至る。
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