
社外からの評価

ESGインデックスへの組み入れ

投資や運用の判断基準で、「長期視点」を大切にしようとする機運が世界的に高

まっています。環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）の3要素を重視するESG

投資が拡大。2015年に国際社会共通の成長のあり方として国連が掲げた「持続可

能な開発目標（SDGs）」の合意により、その流れが一層強まっています。そのよ

うな中、ESGインデックスに組み入れられることは、企業価値向上に向けてたい

へん有意義であると考え、積極的に対応しており、2018年1月末時点で以下の

ESGインデックスに組み入れられています。

「FTSE4Good Global Index指数」「FTSE4Good Japan Index 指数」

「モーニングスター社会的責任投資株価指数」

そして、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がESG投資の運用開始に当

たって選定した、グローバルインデックスプロバイダーFTSE Russellにより構築

された「FTSE Blossom Japan Index」、およびMSCIが開発した「MSCIジャパ

ンESGセレクト・リーダーズ指数」と「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」の三つ

の指数すべての構成銘柄となりました。

また、ESG投資の指標として世界的に有名な“Dow Jones Sustainability Indices（以下、DJSI） World Index”の構成銘柄

に2年連続で選定されました。DJSIは、アメリカのS&P Dow Jones社と企業のESGデータの分析・調査を行うスイスの

RobecoSAM社が提携して開発した指標で、経済・環境・社会の三つの側面から企業を分析し、持続可能性（サステナビリテ

ィ）に優れた企業を選定するものです。本年度は「Homebuilding（住宅建設部門）」において世界で最も評価が高い企業と

して「Industry Leader」に選定されるとともに、アジア太平洋地域の構成銘柄「Dow Jones Sustainability Asia Pacific

Index（DJSI Asia Pacific）」にも選定されました。

加えて、持続可能な取り組み企業を評価し、投資家向けに企業情報を提供するスイスの調査機関RobecoSAM社より、

「RobecoSAM Sustainability Award 2018」においてゴールドクラスを受賞しました（日本企業の受賞は5社）。なお、ゴ

ールドクラスの受賞は、3年連続3回目となります。

ESGインデックスへの組み入れ
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平成28年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」・・・【テーマ】ダイバ

ーシティ推進

今後も事業活動を通じた社会課題の解決に取り組み、持続可能な企業として成長を続け、社会に貢献していきます。

その他、経済産業省や東京証券取引所がテーマごとに選定している銘柄に以下の通り選定されています。
「なでしこ銘柄2013」「なでしこ銘柄2015」「なでしこ銘柄2016」「なでしこ銘柄2017」「なでしこ銘柄

2018」・・・【テーマ】女性の活躍推進 

※ 建設業界で唯一5度の選定

【関連項目】

ダイバーシティの取り組みについて

「攻めのIT経営銘柄」（2015・2016年）・・・【テーマ】「攻めのIT経営」の取り組みを促進

ESGインデックスへの組み入れ
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2017年10月

事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す国際

イニシアチブ「RE100」に加盟

「東松島市スマート防災エコタウン」

2017年11月

平成29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰（対策技術先進導入部門）

主催：環境省

2018年2月

第27回地球環境大賞

主催：フジサンケイグループ

社外からの評価

2017年度 社外からの主な評価

環境

積水ハウス株式会社

2018年4月

温室効果ガスの削減の取り組み目標が「SBT(Science Based Targets)イニシアチブ」

の認定を取得

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス「グリーンファースト ゼロ」の推進

2017年11月

「Green Solutions Awards 2017」Sustainable City Grand Prize部門世界2位

主催：Construction21（事務局・フランス）

まちづくり・景観ほか

「グランドメゾン京都岡崎」「グランドメゾン京都御池通」

2017年3月

第3回「京（みやこ）環境配慮建築物」奨励賞

主催：京都市

2017年度 社外からの主な評価
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「Connor（Central Park）」

2017年8月

Winner, Excellence for High‒Density Development ‒ 2017 UDIA

NSW Awards for Excellence

主催：THE URBAN DEVELOPMENT INSTITUTE OF AUSTRALIA (UDIA)

※ フレイザーズ・プロパティ・オーストラリアとの共同開発事業

シンガポールでの複合開発プロジェクト「Hillsta」

※ ファーイースト・オーガナイゼーション、チャイナコンストラクションとの共同開発事業

2017年

Singapore Landscape Architecture Award 2017

主催：Singapore Institute of Landscape Architects

Landscape Excellence Assessment Framework

主催：Nparks（国立公園庁）

Best Innovation Development Award

主催：Edge Prop

大人HOUSE「－間－awai」

2018年3月

IAUDアウォード2017　IAUDアウォード（住宅・建築部門）

主催：一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会

オーストラリア・シドニーの分譲マンションプロジェクト

「Royal Shores」

2017年7月

Best Urban Renewal Development ‒ Urban Taskforce's Development Excellence Awards

主催：Urban Taskforce

※ ペイス社との共同開発事業

商品・技術ほか

企業広告「家に帰れば、積水ハウス。」シリーズ

2017年

第33回読売広告大賞　部門賞（住む）　優秀賞

主催：読売新聞社

2017年度 社外からの主な評価
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キッズデザイン賞

経済産業大臣賞

（子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門）

積水ハウスの分譲マンションにおける安全・安心のための取り組み

（子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門）

オリジナルユニットバス BCH‒V ベンチスタイル

※ 積水ホームテクノ株式会社との共同応募

（子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門）

アイランドシティ・コミュニティガーデン

※ 小さな循環いい暮らし事業実行委員会[ベッタ会・積水ハウス・カメリアガーデンクラブ・福岡市（オブザーバー）]として共同応募

分譲マンション共用部における子どもの成長に合わせた空間の計画

（子どもたちを産み育てやすいデザイン部門）

ビラージュ三ツ池公園

家族とキャリアのための時間デザイン ‒仕事と育児の両立サポート‒

2017年7月

主催：特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

ウッドデザイン賞

（建築・空間分野　ハートフルデザイン部門）

子どもにおける木質内装空間の抗疲労効果に関する研究

（建築・空間分野　ソーシャルデザイン部門）

積水ハウス エコ・ファースト パーク内「森の教室」

2017年10月

主催：ウッドデザイン賞運営事務局

2017年度 社外からの主な評価
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2017年12月

平成29年度女性が輝く先進企業表彰内閣府特命担当大臣賞

（これを機に、代表取締役会長 阿部俊則が内閣府男女共同参画局「輝く女性の活躍を加速す

る男性リーダーの会」行動宣言に賛同）

2017年9月

米国のS&P Dow Jones Indices社・スイスのRobecoSAM社による 

「Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）」、 

「Industry Leader」、 

「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index（DJSI Asia

Pacific）」 

に選定

2018年2月

RobecoSAM社による 

「RobecoSAM Sustainability Award 2018」（住宅建設部門）で 

「Gold Class」、「Industry Mover」に同時選定

ダイバーシティへの取り組み

2017年3月

ダイバーシティ経営推進企業として経済産業省の「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選定

2018年1月

女性活躍推進法に基づく厚生労働大臣認定「えるぼし」を取得

2018年3月

女性活躍推進企業として経済産業省・東京証券取引所の「なでしこ銘柄2018」に選定 

（住宅・建設業界で唯一5度目）

CSRへの取り組みほか

積水ハウス株式会社

2017年7月

GPIFがパッシブ運用のため選定した三つのESG 指数すべての構成銘柄に採用 

日経BP 社「環境ブランド調査2017」総合ランキングで11位（建設・不動産部門で1位）

2018年1月

日本経済新聞社「第21回環境経営度調査（2018）」企業ランキングで建設業1位

東洋経済新報社「CSR企業ランキング2018年度版」総合ランキングで12位（住宅・建設業界で1位）

2017年度 社外からの主な評価
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「サステナビリティレポート2017」

2018年2月

第21回環境コミュニケーション大賞 環境報告書部門 持続可能性報告大賞 

（環境大臣賞）

主催：環境省、一般財団法人地球・人間環境フォーラム

2017年度 社外からの主な評価
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	03-ブランドビジョン「SLOW & SMART」
	04-COP23への参加 

	07-株主・投資家の皆様とのコミュニケーション

	03-CSV戦略1
	00-CSV戦略1住宅のネット・ゼロ・エネルギー化
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	02-研究・開発
	01-邸情報の一元化による全社最適と業務の再構築
	02-R&Dの拠点「総合住宅研究所」
	03-参加・体験型施設 「住まいの夢工場」、「住ムフムラボ」

	03-健康への配慮
	01-空気環境配慮仕様｢エアキス｣の普及／「エコチル調査」企業サポーターとして活動
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	02-人事基本方針
	03-女性活躍の推進
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	01-ステークホルダーエンゲージメント
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	00-サイトレポート
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	05-地域社会への貢献
	01-経年美化のまちづくり
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	09-災害義援金
	10-自然災害からの復旧・復興に向けた取り組み


	12-ガバナンス
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