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分譲住宅事業 
売上高：1,914億円

戸建住宅事業 
売上高：3,527億円

リフォーム事業 
売上高：1,561億円

住宅、宅地の分譲、
分譲宅地上に建築する
住宅の設計、施⼯の請負

戸建住宅の設計、
事業用建物等の施⼯の請負

住宅等の増改築

マンション事業
売上高：906億円

賃貸住宅事業
売上高：3,840億円

不動産フィー事業
売上高：5,849億円

都市再開発事業
売上高：1,027億円

建築・土木事業
売上高：2,619億円

マンションの分譲

賃貸住宅、事業用建物等の
設計、施⼯の請負

不動産の転貸借、管理、運営および仲介等オフィスビル、 
商業施設等の開発、 
保有不動産の管理、運営

RC造による賃貸住宅および 
事業用建物等の建築⼯事 
および土木⼯事の設計、 
施⼯の請負

開発型ビジネス

14.9%
3,848億円

ストック型ビジネス

28.6%
7,411億円

請負型ビジネス

38.6%
9,986億円

　積水ハウスグループは、ビジネス領域を請負型ビジネス・ストック型ビジネス・開発型ビジネス・国際ビジネスの4つに分類しています。請負型ビジネスでは、お客様の保有する土地に高付加価値な住宅を提供することで、良質な住宅ストッ

クを形成し、ストック型ビジネスでは、ストックの資産価値向上を図るため、リフォームや不動産の転貸借による賃貸住宅経営をサポートしています。開発型ビジネスでは、土地の取得など投資からスタートし、良質なまちづくりを図ってい

ます。また、国際ビジネスでは、国内で培ってきた品質と当社の先進的技術を海外の住宅市場に提供しています。

事業ポートフォリオ

エクステリア事業ほか

その他

3.0%
759億円

海外における戸建住宅の販売や宅地の造成開発・販売、
分譲マンションや賃貸マンション等の開発

［展開エリア］
アメリカ、オーストラリア、イギリス、中国、シンガポール

国際事業 
売上高：3,889億円

©2022 Steven J Magner Photography, LLC | ALL RIGHTS RESERVED

国際ビジネス

15.0%
3,889億円

戸建住宅事業

13.6%

賃貸住宅事業

14.8%

建築・土木事業

10.1%

22.6%

4.0%
3.5%

7.4%
分譲住宅事業

マンション事業 

都市再開発事業 

15.0%
国際事業 

不動産フィー事業

6.0%

リフォーム
事業 

2021年度

売上高

2兆5,895億円
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積水ハウス At a Glance

住まいの新しい可能性を切り拓く
「ファァミリー スイート」

2025年、国際ビジネスで
戸建住宅1万戸供給

世界一の累積建築戸数
254万戸
（2022年1月31日現在）

他社の追随を許さない
積水ハウス
テクノロジー

人生100年時代の幸せをアシストする
プラットフォーム 
ハウス構想

イノベーション＆コミュニケーション
からはじまる

ESG経営
「5本の樹」計画 20年の成果

生物多様性保全効果を
定量評価

圧倒的なZEH実績で
住宅業界をリード

ガバナンス改革の
さらなる深化
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私たちの目標

最高の
品質と技術

私たちの事業の意義

人間性豊かな
住まいと
環境の創造

私たちの基本姿勢

真実・信頼
人間は夫々かけがえのない

貴重な存在である
と云う認識の下に、相手の幸せを願い

その喜びを我が喜びとする
奉仕の心を以って

何事も誠実に実践する事である。

… 私たちの根本哲学人間愛

私たちの根本哲学

人間愛
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「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
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資源循環型社会へ
先導

住まいのライフ
サイクルにおける

ゼロエミッションの深化

積水ハウスグループのビジョン
～グローバルビジョンとサステナビリティビジョン2050～

サステナビリティビジョン2050

「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

　積水ハウスグループは、企業理念に基づいた積

水ハウスならではの価値創出を目指し、さまざま

な事業を展開しています。

　そして、現在は、2020年に発表した“「わが家」

を世界一幸せな場所にする”というグローバルビ

ジョンのもと、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ます。

　さらに、加速度的に変化していく社会環境を⾒

据え、ステークホルダーとともに積水ハウスグルー

プが持続的に価値を創造していくために、中長期

における目指す姿と課題・目標を設定した「サステ

ナビリティビジョン2050」を定め、事業戦略に反

映することで企業価値と社会価値向上の同時実現

に取り組んでいます。

　私たち積水ハウスグループは事業活動を進める

ことにより、従業員一人ひとりに根づいた企業理念 

根本哲学「人間愛」を実践しています。

ハード・ソフト・サービスを 
融合し幸せを提案

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ESG経営の 

リーディングカンパニーに

健康・長寿先進 
社会へ先導

住まいづくりを通じた
健康・長寿の実現

人と自然の
共生社会へ先導

事業を通じた⽣態系
ネットワークの最大化

脱炭素社会へ
先導

住まいのライフサイクル
におけるCO₂ゼロ

ダイバーシティ
社会へ先導

誰もが自分らしく能⼒を
発揮できる社会の実現

サステナビリティビジョン2050

私たちの根本哲学

人間愛
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創業から積み上げてきた積水ハウスのコーポレートストーリー
～創意と挑戦のDNAを受け継ぎ「人生100年時代の幸せ」を担う～

19901960 2020 2050

　積水ハウスは、創業以来、社会課題の解決に貢献しながら発展を遂げてきました。その歩みは、

積水ハウスが考える住まいの在り方・役割に基づき、それを追求してきた30年を一区切りとした

第1フェーズ「住宅性能の向上」、第2フェーズ「先進的技術の開発」に区分することができます。

　第1フェーズ「住宅性能の向上」では、「安全・安心」な住宅を、第2フェーズ「先進的技術の開発」

では、「快適性・環境配慮」を追求し続けてきました。現在は、第1・第2フェーズにおける追求を継

続するとともに、第3フェーズ「高付加価値の提供」として、住まい手の「幸せ」につながる「健康・

つながり・学び」を追求し、新たなサービスを提供することで「人⽣100年時代の幸せ」を担う住ま

いづくりを目指しています。

　積水ハウスは、これからも住まい手のニーズに寄り添っていくとともに、持続可能な社会の実現

に向け、グローバル企業としての歩みを止めることなく挑んでいきます。

高度経済成長期
1963
　 一般社団法人プレハブ建築協会

設⽴
　当社参加
1967
　国内新設住宅着⼯戸数
　初の100万戸突破

安定経済成長期
1973
　オイルショック（第1次）
1978
　オイルショック（第2次）

バブル景気
1989
　消費税導入（3％）

バブル経済崩壊
1991
　湾岸戦争
1995
　阪神・淡路大震災
1997
　消費税増税（3％→5％）

世界金融危機
2001
　アメリカ同時多発テロ
2006
　「住⽣活基本法」施⾏　
　量から質への転換
2008
　リーマンショック
2009
　 国内住宅着⼯戸数 

42年ぶりの100万戸割れ

アベノミクス景気
2011
　東日本大震災
2014
　消費税増税（5％→8％）
2019
　消費税増税（8％→10％）

新型コロナウイルスの感染拡大によるパンデミック
2020
　新型コロナウイルス感染症の
　世界的流⾏

累積販売戸数

イノベーション

人財

社会・経済動向
主な出来事

Phase1   1960-1990

安全・安心

Phase2   1990-2020

快適性・環境配慮

Phase3   2020-

健康・つながり・学び

344（単体）

1970年度

37（単体）

4,300
1980

391
10,903

1990

824
13,648

2000

960
14,883

2010

563
24,469

2020

1,865
売上高（億円）

営業利益（億円）

100万戸達成
1993年度

200万戸達成
2009年度

住宅性能の向上

人財・技術者の育成

先進的技術の開発

多様性の推進

高付加価値の提供

キャリアの自律

人生
100年時代

の幸せ

2021年度累積販売戸数

2,544,849戸

営業利益     2,301億円

売上高     25,895億円

2021年度
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Phase 1 1960年〜1990年

高品質・高性能かつ
安全・安心な住宅づくりを追求した30年

高度経済成長期の需要急増に伴う住宅難解消を
創業の使命とし、短⼯期の⼯業化住宅の普及を推
進し、戦後の復興の一端を担ってきました。また、
災害の多い日本で人命と財産を守るシェルター機
能としての住宅を提供し、安全・安心を確保。メー
ターモジュールの採用など、業界初の試みにより
住宅業界を牽引しました。

住宅難解消や、人々の安全・安心を確保するシェルター機能としての住宅を提供するために、さまざまな観点で取り組みを進めてきました。一つひとつの

取り組みにおいて努⼒を重ね、住宅性能の向上につながりました。

「セキスイハウスB型」誕生
1961年、現在の主⼒商品の原点である「セキスイハウスB型」を発売。
住宅業界初の「メーターモジュール（1,000mm）」を採用し、従来の
尺モジュール（910mm）に比べ、ゆったりとした空間を実現。断熱性
能も向上させ、窓にはアルミサッシを採用しました。また、当社独自
の鉄骨軸組構法「ユニバーサルフレーム・システム」を開発したこと
により、設計の自由度が向上しました。

生産拠点開設
1961年に滋賀⼯場が操業を開始。高品質な住宅の提供のためには、
自社⼯場で責任を持って部材を⽣産すべきという考えのもと、急増
する住宅需要に対して、品質を確保し安定的な供給を可能とする拠
点を設置することで、住宅性能の向上につながりました。

直接販売・責任施工体制確立
1964年、代理店販売方式から直接販売方式へ転換。そして契約後
は、完成まで全責任を持ち、アフターサービスも請け負う「責任施⼯
体制」を確⽴しました。1973年には、基礎⼯事を自社で直接施⼯す
ることで高い品質を保証することを目的に、積和⼯事（現 積和建設
各社）を設⽴。「直接販売・責任施⼯」体制の強化によって、お客様に
大きな安心を保証するものになりました。

安全・安心安全・安心

革新的な技術やサービスを⽣み出す源泉となるのは従業員であり、ESG経営のリーディングカンパニーとして人財の育成は必要不可欠です。

積水ハウスを支える人財を育て、そして技術を継承するための取り組みを推進しています。

人財・技術者の育成
● 職種別・階層別の能力開発　● 訓練校創設、独自の検定　● 社内認定制度制定、教育研修要項制定

積水ハウスのイノベーション

積水ハウスを支える人財

住宅の耐震性実証
1979年、国⽴防災科学技術センター（現 国⽴研究開発法人防災科学
技術研究所）でプレハブ住宅初の実大振動実験を実施。当時の最新
式起震台装置で大地震を再現して検証を重ねた結果、当社の建物が
大地震にも耐えうる耐震性があることを実証しました。現在も同様に
耐震性評価実験を繰り返し⾏い、住宅の耐震性向上に努めています。

長期保証制度開始
1980年に新築住宅の瑕疵保証に対する「住宅性能保証制度」が開始。
一方、当社は、「クレームには自らの企業責任において対応すべき」と
考え、1982年、当社をはじめとする一般社団法人プレハブ建築協会は

「プレハブ住宅自主管理基準」の改定を打ち出しました。構造躯体、防
水の保証期間を2年から10年に延長するもので、業界として画期的な
一歩を踏み出しました。

カスタマーズセンター全国展開
オーナー様の声を直接聞き、アフターサービスの提供や事業活動に
活かすため、1987年にカスタマーズセンターを設⽴。2004年には休
日受付センターも開設し、緊急の修理対応や相談をいつでも受けら
れる体制を確⽴しています。お引渡し後もオーナー様との絆を大切に、

「いつも今が快適」に暮らしていただくためのサポートに努めています。

●「生涯住宅思想」確立
●「直接販売・責任施工体制」確立
●「総合住宅研究所」設立

住宅性能の向上

創業から積み上げてきた積水ハウスのコーポレートストーリー
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「安全・安心」のシェルター機能としての住宅というニーズに加えて、快適な暮らしを求める住まい手のニーズに応えるために、多くの技術の研鑽を重ね、

先進的技術の開発を推進しました。

従業員の多様性の推進がグループ全体の「イノベーション＆コミュニケーション」を実践できる活⼒ある風土を醸成し、さらなる企業価値の向上につなが

ると考え、さまざまな取り組みに注⼒しています。

ユニバーサルデザインの本格化
1980年代からの「⽣涯住宅思想」を原点に、暮らしやすさを実感
できる「SH-UD」（積水ハウスユニバーサルデザイン）をすべての
戸建住宅に適用。さらに、「心地よさ」まで追求した「スマートユニ
バーサルデザイン」を推進しました。障がいのある⽣活者に配慮し
た、きめ細かな提案ができる設計者の養成も開始し、さまざまな
人のニーズに対応するための快適性をデザインの面から追求して
います。

断熱性能向上
2003年、国が定めた断熱・気密・換気システムの3条件をクリア
した「次世代省エネルギー仕様」を大手住宅メーカーで初めて新
築戸建住宅の全商品に標準採用しました。これにより、従来に比
べ、床の断熱性能などを約20%向上させ、環境負荷低減に貢献
しました。

グリーンファースト戦略を実践
2009年、積水ハウスは住宅業界のトップランナー企業として、快
適で経済性が高く、環境にやさしい暮らしを提供する環境配慮型
住宅「グリーンファースト」の販売を開始しました。「グリーンファー
スト」とは、高い断熱性と省エネルギー技術で消費エネルギーを抑

え、太陽光発電システムや家庭用燃料電池「エネファーム」による
創エネルギーで消費エネルギーを相殺し、居住時のCO2排出量を
60～80％削減できる住宅です。現在ではさらに技術が進化し、ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）として推進しています。

スローリビング
2010年、設⽴50周年を機に、室内外の空間をつなぐ「スローリビ
ング」を提案・発売しました。「居心地のよさ」について、科学的視
点による徹底的な研究データに基づいて分析を⾏い、この結果、フ
ルフラットサッシなどの開発により、屋内から軒下空間、屋外まで
連続した空間を演出する大空間が実現しました。

住生活研究所開設
「住⽣活研究所」では、「住めば住むほど幸せ住まい」をテーマに、

無形価値がもたらす幸福感の醸成を実現する住まいの在り方や
ライフスタイルの調査・研究を⾏っています。次代の住まいづくり
を⾒据えた研究を推進することで、ハードとソフトが融合した先
進的技術の開発により、「ファミリー スイート」が誕⽣しました。ま
た、多様化するライフスタイルに「邸別自由設計」で対応し、快適
な暮らしを提供しています。

● オリジナル制震構造「シーカス」
● 空気環境配慮仕様「エアキス」
● グリーンファースト ゼロ（ZEH）
● フレキシブルβシステム

先進的技術の開発

住宅の快適性と
環境対策を推進した30年

多様性の推進
● 女性活躍　● 障がい者雇用　● 人権の尊重　● 働き方改革

快適性・環境配慮

積水ハウスのイノベーション

積水ハウスを支える人財

Phase 2 1990年〜2020年

創業から積み上げてきた積水ハウスのコーポレートストーリー

世界的に環境問題や気候変動が顕在化する中、快
適な暮らしを求める住まい手のニーズに応えること
に注⼒。他社に先駆け、耐震性・耐久性・断熱性な
どの優れた技術を磨き、住まい手の心地よさを重視
した「快適性」の追求と、住宅の省エネルギー化など
による「環境配慮」の実現という大きな成果を挙げま
した。また、まちづくりや都市の再開発事業を通じ、
まち全体の「快適性」と「環境配慮」も実践しました。
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「人⽣100年時代の幸せ」を提供することを目指し、第１フェーズ、第２フェーズで培った技術をさらに進化させ、それらを基盤としながら住まい手の人⽣に

寄り添う取り組みを推進していきます。

従業員の自律的なキャリア形成を支援し、イノベーティブな企業風土を醸成するために取り組みを推進しています。

● ファミリー スイート
● SMART-ECS(スマート イクス)
● ハード・ソフト・サービスの融合

高付加価値の提供

キャリアの自律
● 次世代リーダーの創出　● 従業員エンゲージメント

「健康」「つながり」「学び」を軸に、
住宅からさまざまな価値を提供

2020年からの新型コロナウイルス感染症の世界
的大流⾏の影響で、在宅時間の長時間化や⽣活
様式の変化を背景に、住宅取得の関心、需要の高
まりとともに、「住まい方」に対するニーズも多様化
しました。「人⽣100年時代」を迎えるにあたり、こ
れからの住宅事業には新たな価値の提供が不可
欠であり、ハード・ソフト・サービスを融合した新
たな価値の提供を加速していきます。

健康・つながり・学び IoT技術の活用

IoT技術の積極的活用により、⽣産性を向上しながら、高品質・高
性能の住まいづくりを実現。多様化する住宅ニーズに対応するべく、
事業の変革を実現する手段として、デジタル技術を活用しています。

プラットフォームハウス構想
「家」を起点に積水ハウスの事業領域を住まい手の⽣活サービスにま
で拡大することで、人⽣100年時代の幸せをアシストする役割を果た
す新しい住まいづくりを発案。プラットフォームハウスでは、「健康」「つ
ながり」「学び」という3つのテーマでサービスをインストールすること
ができ、住まい手に応じたサービスを提供。

ー在宅時急性疾患早期対応ネットワーク「HED-Net」
室内の非接触型センサーで心拍・呼吸を探知し、異常時は緊急通
報センターに連絡して安否確認などを⾏う世界初の仕組み「HED-
Net」を開発。

ー PLATFORM HOUSE touch
プラットフォームハウス 構 想 の 第1弾として、「PLATFORM 
HOUSE touch」を開発。住まいのビッグデータを活用し、外出
先や室内から住宅設備の遠隔操作を可能にする間取り連動ス
マートホームサービス。

積水ハウスのイノベーション

積水ハウスを支える人財

健康 つながり

住環境データ ライフスタイル
データ

学び

IoTによるデータの取得・活用

人生100年時代の無形資産

住まい手のデータ

基盤としてのハードの進化

Phase 3 2020年〜

創業から積み上げてきた積水ハウスのコーポレートストーリー
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積水ハウスグループは、
企業理念である根本哲学「人間愛」のもと、

住宅に関する安全・安心や快適性・環境配慮など、
新たな付加価値を60年以上にわたり

事業を通じて提供し、
それぞれの時代に生じる

社会課題の解決を図ってきました。

これら私たちの取り組み自体が
マテリアリティそのものであると認識し、

かつ、その取り組みそのものが社会的使命であると捉え
今後も事業を推進していきます。

積水ハウスのマテリアリティ

良質な住宅ストック
の形成

持続可能な
社会の実現

ダイバーシティ&
インクルージョン

マテリアリティ特定のプロセス
　当社は環境や社会課題と向き合い、事業を通じてその解決に大きく貢献しています。ステークホルダー（株主・

投資家、お客様、取引先、従業員）にとって重要であること、また、当社が経済・環境・社会に与えるインパクトを

整理し、2022年、当社のコーポレートストーリーをあらためて作成するとともに、マテリアリティの⾒直しを⾏い

ました。創業からの当社の事業活動の軌跡が企業価値の創出に直結していること、そしてこれが当社グループの

「マテリアリティ」そのものであることに、当社グループの「独自性」と「強み」があると考えています。

コーポレート
ストーリー作成
フェーズ分解・

整理

マテリアリティ
の抽出

代表取締役との
意見交換

ESG委員会にて
審議・承認

取締役会
にて承認
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良質な住宅ストックの形成

持続可能な社会の実現

ダイバーシティ&
インクルージョン

企業理念 根本哲学「人間愛」 ・ コーポレートガバナンス

　積水ハウスは創業以来、企業理念の根本哲学「人間愛」を根幹に、事業を通じて常に「お客様の幸せ」「社会の幸せ」「従業員の幸せ」を追求し、 

これらを実現させることでさまざまな価値を提供してきました。これまでの60年超の取り組みの積み重ねが、まさに積水ハウスの存在価値であり、

同時にこれが「積水ハウスのマテリアリティ」につながるものであると確信しています。

　積水ハウスはマテリアリティに「良質な住宅ストックの形成」「持続可能な社会の実現」「ダイバーシティ＆インクルージョン」を新たに特定しまし

た。これらマテリアリティを基軸に、先進的な価値を提供し続け、グローバルビジョン“「わが家」を世界一幸せな場所にする”ために、人⽣100年

時代の幸せの実現に向けて、積水ハウスはこれからも歩み続けていきます。

積水ハウスのコーポレートストーリーが創出する提供価値とマテリアリティ

「わが家」を 
世界一幸せな場所にする

創業から積み上げてきた
積水ハウスのコーポレートストーリー 人生100年時代の幸せを実現する価値の創出

お客様の
幸せ

安全・安心

資産価値の創出

住宅の長寿命化

快適性

社会の
幸せ

脱炭素化

資源循環 地域社会との共生

労働安全衛生・サプライチェーン

生物多様性保全

従業員の
幸せ

ダイバーシティ推進

多様な働き方・働きがい

人財育成・キャリア自律

従業員の幸せ・健康

安全・安心
Phase1 住宅性能の向上

先進的技術の開発

高付加価値の提供

人財・技術者の育成

多様性の推進

キャリアの自律

提供価値
マテリアリティ 

グローバルビジョン

快適性・環境配慮
Phase2

健康・つながり・学び
Phase3
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住宅性能向上の技術が生む安全・安心・快適性

　積水ハウスは、住宅の寿命・精度の要である地盤と基礎に強いこだわりを持っています。軟弱地盤の多い日本

では、基礎を支える地盤の調査が不可欠ですが、高額な費用と大掛かりなボーリング調査を戸建住宅の建設で事

前に実施することはほとんどありませんでした。そうした中、積水ハウスでは1976年から、現在では一般的になっ

ている「スウェーデン式サウンディング試験」を導入して建築地の地盤状況について事前調査を開始しました。こ

れは、当時の民間住宅メーカーとして初めての試みでした。

　基礎については、1972年から基礎⼯法の研究を重ね、1974年には、メタルフォームを使用した基礎枠型に⽣

コンクリートを一気に流し込むことで、均質で強固、作業効率にも優れた「1260基礎」を開発しました。その後、

品質安定と省⼒化、耐久性向上の研究開発に着手し、1992年には、土台を介さず、躯体と基礎を直接ジョイント

させる当社独自の「1660基礎」を開発・導入しました。これにより、1995年の阪神・淡路大震災でも当社の建物

は全壊・半壊ゼロ棟という大きな実績を出し、当社の基礎の完成型として現在も使われています。

　また、積水ハウスは地震対策技術により、安全・安心の効果を実証しています。地震対策には耐震・制震・免

震技術の3つがあり、建物の耐震性の実証実験は1979年から⾏っていました。阪神・淡路大震災で当社建物の

全壊・半壊が1棟もなかったことでも、基礎の完成度の高さに加え、耐震性の高さも証明されました。2003年に

は免震住宅を発表、そして2007年、国土交通大臣認定のオリジナル地震動エネルギー吸収システム「シーカス」

マテリアリティの背景にある積水ハウスの技術と思想

安全・安心・快適性などの住宅性能と
美しさの追求によって、お客様の住まいを
永く住み継いでいただける
価値ある住宅を提供

良質な
住宅ストックの

形成

を発表しました。この革新的な技術の開発・普及により、住宅の長寿命化を促進するとともに、一人でも多くのお

客様に安全・安心な住まいを提供すべく取り組みを進めています。

　住まいの快適性の追求は、1996年、「セントレージΣ」で標準採用した高性能遮熱断熱複層ガラスによる断熱

性能向上や、1999年、「グルニエ・ダイン」シリーズにいち早く標準採用した「次世代省エネルギー仕様」にさかの

ぼります。のちに、これらは全戸建住宅に標準採用となり、環境負荷低減に貢献しています。このほか、品確法（住

宅の品質確保の促進等に関する法律）最高レベルの「空気環境」を実現する空気環境配慮仕様「エアキス」も全戸

建住宅に標準採用するなど、住まう人の快適性に配慮した住宅の提供は、現在、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウ

ス（ZEH）の推進へと継承しています。

「生涯住宅思想」で永く住み継がれる良質な住まいを提供

　積水ハウスは、1989年に「いつも今が快適」という「⽣涯住宅思想」を確⽴しています。耐久性を持ち、家族の

ライフスタイルの変化にも対応可能な自由度があり、加齢や疾病などの心身機能の変化にも対応する、安全性・

自⽴性・介助性を確保できる住まいの実現。これは、1975年から研究・開発を進めてきた「高齢者・身体障がい

者配慮住宅」を通じて⽣まれた考えです。当社の企業理念 根本哲学「人間愛」を具体的に実現する設計思想と言

えます。この研究と実績に基づき、2002年には「SH-UD」（積水ハウスユニバーサルデザイン）を確⽴しました。
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現在、暮らしやすさを実感できる住宅のユニバーサルデザインをすべての戸建住宅に適用しています。

　積水ハウスでは、人⽣100年時代の住宅を提供する中で、アフターメンテナンスやリフォーム事業などを通じて、住宅

の長寿命化に取り組んでいます。1985年のオーナー様情報のシステム化とオーナー様訪問の開始がきっかけとなり、

1987年には、東京に「カスタマーズセンター」第1号を開設しました。「カスタマーズセンター」という名称には、「会社の

財産としてお客様を大切に守っていく」という想いが込められており、現在では全国で30ヵ所に設置しています。リフォー

ム事業の始まりは、1999年に神奈川と大阪に第1号を設置した「リフォームセンター」です。お客様へお引渡し後のきめ

細かなサービスを通じて、家族構成やライフスタイルが変化した時でも、お客様の暮らしが20年、30年、50年後も「い

つも今が快適」であり続けるために、最適な⽣活提案を⾏い、満足を提供し続けていくことを事業の目的に、2005年に

はリフォーム事業を分社化して積水ハウスリフォームを設⽴しました。カスタマーズセンターとも連携して、提案⼒の強

化に努めています。

　カスタマーズセンターによる定期点検や補修・補強などのメンテナンス、リフォーム事業を通じた設備・⽣活空

間のグレードアップや設計変更の提案などを⾏う中で、積水ハウスはオーナー様の資産価値の最大化を目指し、

オーナー様に永く住み継がれる住まいを提供しています。

美しさの追求・ブランド化による絶対的存在へ

　1971年以降、大量⽣産が可能なプレハブ住宅は、国の⼯業化推進策と旺盛な住宅需要などが後押しして急成

長しました。1973年には、すべての都道府県で住宅数が世帯数を上回り、住宅は質の時代を迎えることとなり、多

機能・高級化への要求が高まると同時に、お客様のニーズも多様化していきました。積水ハウスでは、創業当初か

らの、お客様一人ひとりに対応した「邸別自由設計」をベースに、1971年には従来に比べ、ワンランク上の設備・モ

ダンなデザインを取り入れるなど、上質を求めるお客様のニーズに応えるプレハブ住宅の高級化を進めました。

　1978年には、本格的なマーケティング手法で開発した「グルニエのある家」を発売。性能や構法などのハード

面の強調とともに、デザインや「どのように住まうか」という提案をより強く打ち出し、美しいシルエットと「暮らし

方」の提案で住宅のブランド化を目指していきました。

　1984年、当社が独自に開発した最高級外壁材「ダインコンクリート」を初めて採用した「イズ・フラット」を発売。高い耐

久性と強度とともに、防耐火性・断熱性・遮音性にも優れており、手づくりのような質感と洗練された優雅さを醸し出す 

「ダインコンクリート」の外観デザインとその表情に魅了されたお客様から支持を得ました。細長い敷地や変形敷地のよう

な都市型住宅にも対応し、親から子へ、子から孫へと、何世代にもわたって住み継がれる「100年住宅」を積水ハウスはこ

の時代にすでに構想しており、社会資産としての住まいの豊かさや快適さ、価値の維持を追求していました。1987年には、

断熱性・遮音性を高め、ゆとりある空間を実現した当社の最高級商品「イズ・ステージ」が誕⽣。その後も「イズ・シリーズ」

は発展し続け、ブランド化にも成功し、現在もなお当社のフラッグシップ商品であり続けています。

　2001年に発売した陶版外壁「ベルバーン」もまた、焼き物の風合いや土の質感、デザインにこだわりを持つお客様

のニーズに応える、木造住宅「シャーウッド」のオリジナル外壁として、「シャーウッド」の高級商品「エム・グラヴィス」

や最高級商品「エム・グラヴィス ベルサ」への採用により、上質な「シャーウッド」のブランド化を助長しています。

まちづくりに込められた積水ハウスの思想

　積水ハウスが本格的なまちづくりに取り組んだ当初から大切にしてきたものは、年月を経るごとに資産価値が高ま

り、将来にわたってすべての人が快適に、永く住み継がれるサステナブルな「まち」をつくることです。これこそが、積水

ハウスが目指す「経年美化」のまちづくりです。日々の暮らしの基礎となる住宅が集まった「まち」は、住む人の⽣活を

支える舞台となり、住む人同士の交流によって、地域社会、地域文化を育む土壌となり、ひいては社会資産の形成、そ

して地方創⽣にもつながります。そこで、積水ハウスはまちづくりにあたって、配棟計画や道路設計などの基本計画に

加え、植栽、公園・共用スペースの配置も重視し、住む人同士の交流を育みコミュニティを活性化させる仕組みを提

案してきました。住宅性能の向上に創意⼯夫を重ねる一方、地域社会とのつながりや自然環境と強調しながら暮らす

住まい方にも焦点を当て、積水ハウスはまちづくりに「コモン（Common）」（共有の）の思想を取り入れています。1989

年からは自然環境と調和する「人にやさしいまちづくり」を、2002年には安心して暮らせる「タウンセキュリティ」を導入

したまちづくり、2007年にはまちぐるみで環境配慮に取り組む「燃料電池タウン」、2009年にはコミュニティ形成をサ

ポートする「隣人祭り」を企画・実施するなど、これらの取り組みはすべてまちの持続性の向上につながるものです。

　まちづくりで培ったノウハウは、賃貸住宅「シャーメゾン」や分譲マンション「グランドメゾン」、複合開発やオフィ

スビル開発にも活かされています。そして、国際事業にも取り入れており、オーストラリアの「Camden Hills（カ

ムデンヒルズ）」では、「コモン」の思想に基づくまちが設計されています。積水ハウスはまちづくりを通して、地域

社会・環境への配慮を⾏った住空間・住環境を創出し、高い評価を得ています。
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マテリアリティの取り組みに向けたテーマ・KPI

良質な
住宅ストックの

形成
安全・安心
快適性
資産価値の創出
住宅の長寿命化

● お客様満足度 ● 賃貸入居率
● ハード・ソフト・サービスの提案 ● プラットフォームハウス構想
● レジデンス評価 ● シャーメゾン ガーデンズ
● 長期優良住宅認定取得率  ● スムストック比率

マテリアリティ カテゴリ No. 指標
役員報酬指標 第5次

中期経営 
計画

社長表彰 
ESG指標 単位

2020年度 2021年度 2022年度
備考

PSU＊1 PSU＊2 目標 実績 目標 実績 目標

良質な
住宅ストックの
形成

安全・安心 
快適性

1 戸建住宅お客様満足度 % 95%以上 96.1% 95%以上 96.0% 95%以上

2 賃貸住宅入居率 % 95%以上 97.7% 97%以上 97.9% 97％以上

資産価値の 
創出

3 ハード・ソフト・サービスの新たな提案 ー ー

「おうちで住まい 
づくり」 

「SMART-ECS」 
の発売

ー

「ファミリー  
スイート おうち 
プレミアム Ⅱ」 
発売

ー

4 人⽣100年時代の幸せをアシストする、プラットフォーム 
ハウス構想の推進 ー ー 「HED-Net」実証

実験の開始 ー
「PLATFORM 
HOUSE touch」 
販売開始

ー

5 植栽を含む外観デザインの美しさを追求したまちの財産と 
なりうる戸建住宅の社内基準評価（レジデンス評価） ○ % ー ー 50%以上 68%

全体70% 
以上

3rdレンジ 
85%以上 

★4以上

6 景観を意識し、入居者様の安全・安心・快適性を重視した 
魅⼒ある賃貸住宅の社内基準評価（シャーメゾン ガーデンズ） ○ % ー ー 50%以上 55% 55%以上 ★4以上

住宅の 
長寿命化

7 戸建住宅の長期優良住宅認定取得率 % ー 93％ ー 93% 90%以上

8 グループ内の既存住宅流通におけるスムストック比率 % ー 59％ ー 70% 75%以上

マテリアリティ
カテゴリ

KPI
カテゴリ

＊ PSU（Performance Share Unit）：業績連動型株式報酬
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社会的使命として取り組む環境負荷低減

　1999年、積水ハウスは「環境未来計画」を発表し、住宅メーカーとしての社会的使命を果たすために、全社を

挙げて環境対策への取り組みを本格化させました。住宅建設から居住時・廃棄までに使用されるエネルギーは、

当時の日本全体のエネルギー消費の約2割を占めており、住宅においても環境対策として、資源・エネルギーの

有効活用が必要不可欠であるという考えのもと策定しました。まず、環境憲章を掲げ、その中で、「地球環境の 

保全」「住まいの環境の向上」「社会への貢献」の3つの柱からなる「環境基本方針」を定めました。そして、この基

本方針をより具体的な⾏動目標によって示す「環境⾏動指針」を定めました。この指針に基づき、①断熱性向上

などによるCO2排出量の削減、②資源の有効活用と廃棄物削減、③建物の長寿命化による住宅ストック価値の

向上、④地域にやさしいまちづくりを推進、これら4つを⾏動の具体策として提示しました。

　「脱炭素」という言葉がまだ使用されていなかった当時、近年地球規模で直面している地球温暖化による気候

変動問題を⾒据えた内容を⾏動指針、⾏動具体策に示している通り、住宅メーカーとしての社会的使命として

これらの解決に真剣に向き合い、考え、⾏動する積水ハウスの企業姿勢を表しています。この「環境基本方針」

「環境⾏動指針」は時を経て現在、ESG経営のリーディングカンパニーとして住宅業界を牽引すべく、ZEHをは

じめとする環境への取り組みの推進・継続に活かされています。

事業を通じた生物多様性保全と資源循環

　積水ハウスでは事業を通じた⽣物多様性保全に向け、2001年から⽣態系に配慮した造園緑化事業「5本の樹」計

画を進めています。「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、庭木として利用可

能な植物288樹種を「5本の樹」と定めたものです。小さな点である住宅の庭の集まりが住宅地・街として面となり、

里山など地域の自然とつながることで、住宅の庭が⽣き物の⽣息や活動を支えて、⽣態系ネットワークを維持・復活

させることを狙いの一つとしています。この取り組みから20年を経て、これまでの累積植栽本数は、1,800万本を超え

ました。さらに、この取り組みを通じて2021年には、⽣物多様性保全に関する定量的な実効性評価をマクロ的な視点

で分析することに成功、社会に広く発信しました。

　⽣物多様性保全活動のもう一つの柱である持続的な木材調達においては、「フェアウッド」の利用促進があり 

ます。持続可能な再⽣可能資源の安定的確保のほか、「事業を通じて⽣態系ネットワークを最大化する」という

目標を掲げ、サプライヤーに積極的に働きかけています。そのほか、2007年には、10の調達指針を定めた独自の

「木材調達ガイドライン」を策定し、運用しています。

　また、積水ハウスでは、すべての人の暮らしを支えるためには、資源の循環利用が必要と考えており、建設業界

の中でもいち早くこの取り組みを進めてきました。廃棄物の発⽣抑制やリサイクルにとどまらず、社会ストックと

なった住宅資材を使い続けられるよう、アフターサービス、リフォーム事業にも注⼒し、ライフサイクル全体を通じ

た資源の最適利用を目指しています。

マテリアリティの背景にある積水ハウスの技術と思想

「人」「まち」「地球」を視点に
住宅メーカーの社会的使命として
事業を通じて持続可能な
社会の実現に取り組みます

持続可能な
社会の実現

P.122 「フェアウッド」調達と木材調達ガイドライン

P.112-114 ⽣物多様性保全
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マテリアリティの取り組みに向けたテーマ・KPI

持続可能な
社会の実現

脱炭素化
生物多様性保全
資源循環
地域社会との共生
労働安全衛生・サプライチェーン

マテリアリティ
カテゴリ

KPI
カテゴリ

マテリアリティ カテゴリ No. 指標
役員報酬指標 第5次

中期経営 
計画

社長表彰 
ESG指標 単位

2020年度 2021年度 2022年度
備考

PSU1 PSU2 目標 実績 目標 実績 目標

持続可能な 
社会の実現

脱炭素化

9 戸建住宅ZEH比率 ○ ○ ○ ○ % 88% 91% 89% 92％ 90%

10 賃貸住戸ZEH比率 ○ ○ ○ ○
% ー ー ー ー 50% 入居者売電に限る

2022年度より比率に変更戸 1,200 2,976 1,800 8,501 ー

11 分譲マンションZEH戸数・比率 ○ ○
戸 32 32 196 192 540 累積竣⼯戸数

% ー ー 35% 39.4％ 85% 販売比率を追加開示

12 既存住宅の断熱改修⼯事数（いどころ暖熱戸数） ○ ○ 戸 1,000 1,005 1,200 1,338 1,250 

13 新築住宅からのCO2排出削減率 % 42% 54.7% ー 55.5％ ー

14 事業活動におけるCO2排出削減率 % 29% 39.2% ー 46.6％ ー

15 RE100進捗率 % 6% 16.4% 25% 33.5％ 35%

16 サプライヤー SBT目標設定率 % ー 18.6% ー 22.2％ ー

⽣物多様性 
保全

17 持続可能な木材調達比率 % 95.5% 97.0% 97.2% 97.2％ 97.4%

18 ⽣物多様性に配慮した植栽（「5本の樹」計画） 万本 1,700 1,709 1,800 1,810 1,900 累積植栽本数

資源循環

19 廃棄物比率（新築） % 5.5% 5.8% 5.5% 5.4％ 5.2%

20 廃棄物リサイクル率（新築） % 100% 100％ 100% 100％ 100%

21 廃棄物リサイクル率（アフターサービス・リフォーム） % 90%以上 92.8% 90%以上 95.6％ 90%以上

地域社会との 
共⽣

22 従業員と会社の共同寄付制度加入率
（積水ハウスマッチングプログラム会員率） % 30% 27% 30% 31% 35%

23 地方創⽣事業「Trip Base 道の駅プロジェクト」の推進 ー ー 4府県8施設
596室

5府県14施設
1,053室

5府県14施設
1,053室

9府県20施設
1,582室

労働安全衛⽣・ 
サプライチェーン

24 施⼯部門の休業災害度数率 ー 2.63 2.27 2.15 2.49 2.13

25 施⼯部門の業務上疾病度数率 ー 0.39 0.37 0.33 0.20 0.31

26 CSR調達カバー率 % 85.0% 88.0% 89.0% 93.8% 90.0%

27 CSR調達スコア ポイント 87.0 91.2 91.5 91.9 92.0

28 CSR調達人権・労働スコア ポイント ー 90.1 90.4 90.9 91.0

● ZEH比率または戸数  ● CO2排出量削減率
● RE100進捗  ● SBT目標設定率
● 木材調達比率 ● 「5本の樹」計画
● 廃棄物比率  ● 廃棄物リサイクル比率
● 従業員と会社の共同寄付制度 ● 施⼯部門の休業災害、疾病
● CSR調達
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 時代の変化とともに深化し続ける人財育成

　積水ハウスは1960年の創業以来、人財の育成に⼒を入れてきました。当初は、実際の業務を通じたOJT（On 

the Job Training）が中心でしたが、1980年代には、高度経済成長とともに多様化するライフスタイルを背景に

住宅業界の競合が激化、営業⼒の強化が求められるようになり、当社では営業職の従業員を対象に研修を実施し、

一気に加速させました。

　このような流れを受け、当社は1987年に従業員の能⼒開発の基本方針を定めた「教育研修要項」を制定し

ました。その中で、研修の目的を「顧客に対して満足度の高い商品およびサービスを提供するために必要な

人財の育成」「優れた社会人・企業人であるとともに、創造性・革新性に富んだ人財の育成」とし、教育研修

の基本方針や実施体制などを明文化しました。これに基づき、従業員研修体制を飛躍的に整備し、内容も一

層充実させました。技術系従業員のスキルアップを支援する社内認定制度も充実しており、チーフアーキテク

ト、プラチナスペシャリスト、構造計画スペシャリスト、チーフコンストラクターは、設計や施⼯部門における

有能な社内有資格者です。

　こうした専門知識の強化に加え、自律性の向上を図るために、今日では、従業員一人ひとりがスキルを磨くと

同時に、モチベーションを高めています。また、個々の能⼒向上を図ることでお客様に満足していただける人財

となるべく、自らビジョンを掲げて主体的に⾏動する自律型人財になるための「キャリア自律」を人財育成のテー

マに掲げています。

 積水ハウスの「技と心」を継承する技能者育成

　積水ハウスには「運命協同体」という言葉があります。これは、1963年に積水ハウス産業から積水ハウスに商号

変更した時に誕⽣し、のちにこれは「会社は人により成り⽴つもので、従業員一人ひとりの心の持ち方と関係の在

り方こそが事業・経営の根幹を成すものであり、社会に貢献する根源である」として1989年に制定した「企業理念」

の根本哲学「人間愛」に通ずるものとなります。

　この「運命協同体」は社内に限ったものではありません。住宅産業は多くの方々の協⼒によって成り⽴つ事業で

あり、それゆえ協⼒⼯事店・協⼒事業者の方々との強い絆を結ぶことが大切です。積水ハウスでは、施⼯品質の

向上に向けたグループ⼒強化、技術の伝承や人財を育成するために、1982年に技能者育成のための「職業訓練

校」を神奈川に開校、1987年までに茨城・滋賀・山口が増え全国4ヵ所に拡充しました。住宅施⼯の実践的技術

のほか、社会人としてのマナーや一般教養など、幅広い知識と積水ハウスの「心」を学ぶことができる点が一般的

な学校とは大きく違うところです。お客様の幸せの実現には「心」が大切であり、技術と心の伝承が必要であると

マテリアリティの背景にある積水ハウスの技術と思想

「わが家」を世界一幸せな場所にするためには、
まず、従業員が「幸せ」であること。
従業員にとっての「わが家」である
職場の幸せをつくる人財の育成

ダイバーシティ& 
インクルージョン

P.143 社内認定制度
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当社は考えているからです。

　施⼯⼒の強化に貢献するものの一つに、当社独自の検定・認定制度があります。1983年に始まった「セキスイハ

ウス主任技能者検定」、リフォーム現場の施⼯品質の向上を目指して制定した「積水ハウスリフォームマイスター」

など、積水ハウスと運命協同体である協⼒⼯事店の技能者への人財育成にも注⼒しています。

多様性の尊重とキャリア自律で従業員の幸せへ

　積水ハウスのグローバルビジョン“「わが家」を世界一幸せな場所にする”を実現するためには、まず従業員が

幸せでなければならないと考えています。従業員にとっての「わが家」は職場であり、職場が幸せな場所になるた

めには、従業員の多様性尊重やそれに伴う各種制度の充実、働き方改革、そして従業員自らのキャリア形成が大

切です。

　積水ハウスでは、2004年から多様な働き方を重視して、さまざまな制度を導入しています。代表的なものでは、

2006年の育児支援制度と、2014年の介護支援制度の拡充があります。また、2018年には男性育児休業制度を

東日本教育訓練センター訓練校修了⽣が建築現場で活躍する姿 男性育児休業制度により子どもと過ごす時間もより充実 Sekisui House Australiaでも男性育児休業取得が活発化 当社の建築技術を学ぶベトナムからの技能実習⽣

開始、2021年には新たに男性産後8週休を導入し、男性育児休業の質の向上に努めています。

　キャリアアップ・キャリア自律支援の代表例として、キャリアアップ・チャレンジ制度の開始があります。2014

年から開始している「積水ハウス ウィメンズ カレッジ」では、実⼒ある女性従業員の適正な管理職登用に向けて計

画的かつ効果的な人財育成を実施しています。2021年からは、上司とメンバー間の充実したコミュニケーション

をベースにしたキャリア面談を導入しました。従業員の自律的なキャリア形成を推進し、会社主導ではなく自らキャ

リアビジョンを描き、その実現に向けてチャレンジする企業風土づくりに努めています。

　多様性の尊重では、国籍や人種、性別、性的指向、性自認、年齢、障がいの有無、学歴などを問わず、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。2019年の異性事実婚・同性パートナー人事登録

制度新設、2020年の障がい者雇用推進室設置により、雇用促進と活躍の場の拡大に取り組んでいます。さら

に、国際事業を中心に多くの異なる国籍や文化的背景を持つ人財が活躍しており、2019年にベトナムに開設

した技能訓練施設では、多くの外国人技能実習⽣が安心して働けるサポート体制を整えています。
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マテリアリティ カテゴリ No. 指標
役員報酬指標 第5次

中期経営
計画

社長表彰 
ESG指標 単位

2020年度 2021年度 2022年度
備考

PSU1 PSU2 目標 実績 目標 実績 目標

ダイバーシティ& 
インクルージョン

ダイバーシティ 
推進

29 女性取締役人数（単体） 人 1人以上 １人 3人 3人 3人以上

30 女性管理職人数（グループ） ○ ○ ○ 人 225人 236人 
3.79% 240人 273人 

4.31% 260人

31 女性正社員比率（グループ） ％ 27.0% 27.3% 
6,225人 27.5% 28.1% 

6,454人 28.0%

32 女性新卒採用比率（グループ） ％ — 41.6% 
305人 41.1% 41.2% 

278人 42.0%

33 障がい者雇用率（単体） ％ 2.61% 2.76% 2.61% 2.90% 2.61%

従業員の幸せ・ 
健康

34 定期健康診断2次健診受診率 ○ ％ — 87.0% 89.0% 97.8％ 98.0%

35 ウォーキングチャレンジ参加者数と平均歩数 ○
人 — 19,138 — 19,691 —

歩数 — 5,388 — 5,641 —

36 ESG対話の実施率（事業所ベース）＊1 % — 積水ハウス 
職責者

積水ハウス従業員
グループ職責者

積水ハウス従業員
グループ職責者 100%

37 「幸福度診断 Well-Being Circle」総合値＊2 ポイント — 65.51 — 65.75 —

多様な働き方 
働きがい 
人財育成 
キャリア自律

38 男性の育児休業取得率（単体） ○ ○ ○ ％ 100% 100% 100% 100% 100%

39 1人当たり月平均総労働時間 ○ ○ 時間 — 176.71 176 177.64 175.5

40 年次有給休暇取得率と取得日数 ○ ％ 57% 46.5% 
8.4日 58% 52.7% 

9.5日 60%

41 業務上必要な主要資格の累積取得者数 人 22,300 22,534 22,700 22,940 22,900 延べ人数

ダイバーシティ推進
従業員の幸せ・健康
多様な働き方・働きがい
人財育成・キャリア自律

マテリアリティ
カテゴリ

KPI
カテゴリ

● 女性取締役・管理職人数
● 女性新卒採用比率
● 健康診断2次健診受診率
● ESG対話
● 男性育児休業
● 資格取得

● 女性正社員比率
● 障がい者雇用
● ウォーキングチャレンジ
● 幸福度診断
● 1人当たり総労働時間・有給休暇取得

マテリアリティの取り組みに向けたテーマ・KPI

ダイバーシティ& 
インクルージョン

＊1 2020年度・2021年度は、実施対象者。2022年度から実施率に変更
＊2 「幸せ度調査」のうち、「幸福度診断Well-Being Circle」の11カテゴリ34項目の平均値
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社長メッセージ

代表取締役　社長執行役員 兼 CEO

「わが家」を世界一幸せな場所にする
グローバルビジョンの実現を目指し
ハード・ソフト・サービスを提供する企業へ
着実に歩みを進める
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第5次中期経営計画2年目の振り返り 

幸せを追求するハードとソフトを融合し、 
ベクトルを1つにして難局を乗り越える 

　世界中で新型コロナウイルス感染症の流⾏が続いています。罹患された方々や感染の拡大によって暮らしに大

きな影響を受けられている皆様に、心からお⾒舞い申し上げます。

　当社は、2020年に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、「住」を基軸に、ハード・

ソフト・サービスを融合した幸せを提供するグローバル企業を目指し、現在、事業を推進しています。2021年度は、

コロナ禍という厳しい経済局面においても、グローバルビジョンの実現に向け全社のベクトルを1つにすることで、

成長スピードを加速させることができ、売上高は前期比1,426億円増加、5.8%増の2兆5,895億円、営業利益は

436億円増加、23.4%増の2,301億円と、ともに過去最高を更新しました。

　第5次中期経営計画の最終年度となる2022年度も、戸建住宅事業では引き続きハード・ソフトを融合した「ファ

ミリー スイート」を中心に受注が堅調に進捗しています。家族が明日の暮らしを考え楽しめる体験型施設

「Tomorrow’s Life Museum（トゥモローズ ライフ ミュージアム）」や、ハードだけでなく、お客様の幸せに資する

ソフトの提案を充実させたライフスタイル型モデルハウス「みんなの暮らし 7Stories」など、住宅に新たな価値を

訴求する取り組みを推進しています。賃貸住宅事業・不動産フィー事業では、エリアマーケティング戦略の徹底や、

戸建住宅同様ZEHの普及促進、高品質なサービスの提供など、賃貸住宅オーナー様の大切な資産の建築・管理

を⾏い、入居者様にも満足いただける取り組みを進めています。また、2022年2月には、中間持株会社「積水ハウ

ス不動産ホールディングス」を設⽴するなど、積水ハウス不動産グループの管理・サービス向上を今まで以上に

高め、グループガバナンスの強化も同時に進めることを目的にグループ再編を⾏いました。

　リフォーム事業についても、提案型・環境型リフォームを軸に大きな成果を上げることができ、マンション事業、

都市再開発事業はともに会社計画に沿った堅実な結果となりました。国際事業では、米国子会社である

Woodside Homes社に対して、日本で培ったマーケティングノウハウと技術の移植が順調に進んでいます。日本

から技術者を派遣し、⽣活提案型の事業展開にシフトすることで、高い顧客満足を獲得し、Woodside Homes社

はお客様中心のプレミアムブランドとして広く認知されるようになってきました。2021年12月には、米国で2社目

となるHolt社の完全子会社化を実現。今後も、積水ハウステクノロジーの移植と普及をより一層加速させてまい

ります。

グローバルビジョンに対する想い・中長期の方針・課題認識

積水ハウスのハードとソフトの強みを活かし、 
グローバルビジョンの実現を目指す 

　当社は、グローバルビジョン“「わが家」を世界一幸せな場所にする”を目指すべく、幸せを「健康」「つながり」「学

び」の3つに因数分解し、いかに付加価値の高い住宅を提供できるか日々探求しています。現在「人⽣100年時代」

の幸せをアシストする「プラットフォームハウス構想」を掲げ研究・開発を進めている中、第1弾として、業界初の

間取り図面連動型スマートホームサービス「PLATFORM HOUSE touch」の提供を開始しました。エッジコン

ピューターの設置により住戸内のセキュリティ強化を図り、当社専用のアプリを利用することで、わが家の状態の

確認や、遠隔操作によるエアコンなどの機器の操作、家族の帰宅・外出通知などを視覚的に操作できるシステム

です。発売以降、お客様に好評をいただいており、今後もさまざまなサービスを順次インストールする計画です。

第2弾として、「健康」「つながり」「学び」に関するサービスの提供、第3弾では、在宅時急性疾患早期対応ネットワー

ク「HED-Net」サービスの開始を目指しています。「プラットフォームハウス構想」や「HED-Net」はアメリカのラス

ベガスで開催された「CES＊1」で詳細を発表しましたが、国内外ともに大変高い注目を受けることとなりました。こ

れからも「家」（ハード）が健康・スキル・知識といった無形資産（ソフト）などを創出し、お客様の「幸せ」をアシ

ストすることを目指します。

　また、日本で培った住宅建築の技術やライフスタイル、さまざまな高付加価値提案を通じ、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していきたいと考えています。例えば、「安全・安心」はすべての基盤とな

る技術ですが、国や地域ごとに風水害や地震など、自然災害に対する危機感には温度差があります。例えば、アメ

リカでは、地震の発⽣における危機意識は西海岸に多く、ハリケーンの襲来については中・南部であり、気温の
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寒暖も地域によって大きく異なります。このような課題に対応する多様なニーズに応えるべく、高い技術力を持つ

「シャーウッド」をはじめ、当社のテクノロジーを移植し付加価値を提供していく予定です。

　また、ソフト提案の「ファミリー スイート」の考え方は、海外でも受け入れられると考えています。海外の住宅は

ほとんどがツーバイフォー工法であり、これでは大きな空間はつくれませんが、当社のシャーウッド構法によって

「ファミリー スイート」を実現すれば、個々人がそれぞれの思いのままに過ごしつつ、家族が集うことができる大空

間ができ、そこに「わが家」の幸せな場所をつくることができます。当社は2025年に、国際事業における戸建住宅

販売を日本と同様の年間10,000戸を目標に掲げています。そのためには、当社が思想とするハードとソフトの考

え方に共感いただける海外企業との協業は必須であり、M&Aも視野に見据え、事業の拡大を図りたいと考えてい

ます。
＊1 CES（Consumer Electronics Show）：世界最大級の最新テクノロジーの展示会

新マテリアリティの特定について 

ステークホルダーと約束した、 
持続可能な未来に向けた3つの新しいマテリアリティ

　積水ハウスが果たすべき使命を明確にするため、このたび、当社のマテリアリティ（重要課題）を見直しました。

私はマテリアリティとは一過性のものではなく、会社の歴史や時代の潮流を包括して、未来への会社の方向性を

指し示すべきであると考えます。1960年代、住宅難という社会課題を解決するべく創業した当社は、これまで変

わることなく、住まいの「安全・安心」「快適性・環境配慮」を追求してきました。そして、これからは、住まいを通

じた「人生100年時代の幸せ」を実現するうえで、「良質な住宅ストックの形成」「持続可能な社会の実現」「ダイバー

シティ&インクルージョン」という3つをマテリアリティとして経営の重点課題に位置づけました。

　1つ目の「良質な住宅ストックの形成」についてお話ししたいと思います。私は、住宅とは、道路や鉄道、ガス・

電気・水道といったインフラと同様に重要な社会資本の一つだと考えています。社会資本であるからこそ、長期に

住み継がれていく良質な住宅を残すことが当社の最大の使命だと認識しています。その前提として、住宅に住まう

人々の命と財産を守るための「安全・安心」なシェルター機能の役割が求められます。当社はお客様の「安全・安

心」を確保するため、創業以来、耐震性の高い強固な住宅の開発を行ってきました。1995年に発生した阪神・淡

路大震災では、当社の建物は1棟の全壊・半壊もなく、その技術力はそれまで以上にお客様から信頼を得ること

につながりました。その後、軽量鉄骨住宅での実績により、木造住宅「シャーウッド」においても基礎と柱を直接

接合する基礎ダイレクトジョイントを採用し、柱と梁の金物接合を含めてMJ（メタルジョイント）構法を開発。

2004年にはさらなる耐震性を求め、免震住宅を世に送り出しました。2007年には建物の変形を1/2に抑えること

ができる地震動エネルギー吸収システム「シーカス」を開発し販売を開始、現在、軽量鉄骨戸建住宅ではほぼ標

準搭載しています。これにより、地震に対応する「耐震」「制震」「免震」の構造ラインアップが完成しました。いつ

発生するかわからない災害に備え、私たちの使命として、住宅の資産価値の維持・向上、約500万戸の戸建住宅

の耐震強度不足の解消、良質な住宅ストック形成による循環型社会の構築を目指していきたいと思います。

　一方、断熱性能も「良質な住宅ストックの形成」には欠かせません。当社はいち早く「居住性と断熱性」をあわせ

持つ住宅の販売を開始しました。採用したアルミサッシは、それまでの木製窓に比べて飛躍的に気密性を向上させ

ました。また、発泡ポリスチレンを組み合わせた外壁パネルを開発・導入し、断熱性能を格段に改善させました。「最

高の品質と技術」を提供するという信念のもと、国の基準より常に先行して、住宅の居住性向上に努めてきました。

オイルショック時には、それまで以上に省エネルギーに対する注目が高まる中、先進的な省エネ住宅を開発し、時

代をリードしてきました。その後、1996年には、省エネルギーだけでなく、住まい手の快適性や楽しい暮らしを実現

するために、大きな吹抜けやリビング階段を採用した戸建住宅を開発。熱的弱点部位となる開口部に当時はめずら

しかった高性能遮熱断熱複層ガラスを標準採用しましたが、これは3年後の1999年に施行された「次世代省エネル

ギー基準」をすでにクリアすることとなりました。COP3が開催された1997年には、太陽光標準搭載住宅を発売、環

境配慮と経済性を両立させ、意匠性を向上させた「屋根建材型太陽光パネル」を採用しました。これが後に、現在の

ZEH推進力につながることとなります。日本には、現行の省エネルギー基準を満たす住宅ストックがわずか13%し

かありません。当社は、業界をリードし、断熱性能においても「良質な住宅ストックの形成」を目指していきます。

　2つ目の「持続可能な社会の実現」に関するキーワードとして、「脱炭素」を掲げたいと思います。

　世界共通の課題である気候変動は、地球の自然環境に大きな影響を与えていますが、環境は未来からの借り物
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であり、未来の子どもたちのための住まいづくりをという思想のもと、1999年には環境を全社の取り組みとして位

置づける「環境未来計画」を、2005年には「持続可能な社会」を企業ビジョンに据えた「サステナブル宣言」を発

表しました。京都議定書＊2発効を機に、日本の目標達成に貢献する「アクションプラン20」を策定し、高断熱化や

高効率給湯器を標準採用するなど、居住時のCO2排出を20%削減させて京都議定書目標達成に貢献する住宅の

普及に取り組みました。そして、住まいからのCO2排出ゼロを目指す「2050年ビジョン」を発表し、いち早く脱炭

素経営に舵を切りました。まずは、居住時を対象とした「CO2オフ住宅」を発売、これが現在のネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウス（ZEH）の先駆けとなります。2009年には太陽光・エネファームを採用した「グリーンファースト」

を発売し、グリーファースト戦略と銘打った本格的な環境戦略を開始しました。2013年にはZEH「グリーンファー

スト ゼロ」を発売、普及に努めてきました結果、2021年度の戸建住宅におけるお客様採用率は92%まで高まって

きました。現在は戸建住宅だけでなく、賃貸住宅や分譲マンション、賃貸オフィスなどの非住宅の建物においても

ZEH化に注⼒しており、他社に先駆け先進的な取り組みを推進し、今後も住宅業界を牽引する考えです。いずれ

も快適性・経済性・環境性能のバランスを高め、住まい手メリットを訴求し、お客様の共感を得ながら推進して

います。これらの取り組みにより、2050年カーボンニュートラルの実現を目指します。
＊2 地球温暖化防止のため、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）において採択された議定書

　3つ目は「ダイバーシティ&インクルージョン」です。当社は「女性活躍の推進」「多様な人財の活躍」「多様な働き

方の推進」をダイバーシティ推進方針の3つの柱とし、従業員と企業がともに持続可能な成長を実践できる環境や

仕組みづくりに日々取り組んでいます。女性活躍の推進については、2006年に女性活躍推進グループを設置し、

本格的な取り組みを開始しました。女性従業員のキャリア形成を支援する制度、研修の企画、営業職の積極的な

採用活動や管理職の登用を目指しました。管理職登用のサポート体制としては「積水ハウス ウィメンズ カレッジ」

を開講し、2年間さまざまな分野における研修を実施、2022年1月現在、女性従業員比率が28%に達しました。

建設業界では非常に高い数字であり、将来的には約30%達成を想定しています。

　多様な働き方としては、2018年に、男性従業員に育児に1ヵ月以上の休業を促す「男性育児休業制度」を導入

しました。開始して以降、取得率100%を維持しています。1ヵ月の休業制度を利用することにより、取得者に社内

外におけるさまざまな気づきなどをもたらし、本業に良い影響が出ています。

　人財育成の面では、2021年を人事制度改革元年と位置づけ、透明性の高い評価制度とキャリア面談制度を導

入し、従業員のキャリア自律をサポートする制度を⽴ち上げました。会社主導の制度ではなく、自らキャリアビジョ

ンを描き、その実現に向けて意欲高く、自律的にチャレンジしていく企業風土を目指しています。

　そして、当社がさらなる活⼒ある組織になるためには、「イノベーション&コミュニケーション」の実践が不可欠

だと考えています。2021年からスタートしたグループ全従業員を対象とする創発型表彰制度「SHIP＊3」では、「イ

ノベーション&コミュニケーション」をキーワードに未来につながるさまざまなアイデアが提案され、確実に浸透し

ていると実感しています。「イノベーション&コミュニケーション」の実践は活⼒ある風土を醸成し、さらなる企業価

値の向上につながると確信しています。“「わが家」を世界一幸せな場所にする”には、まずは従業員が幸せになる

ことが大切です。ダイバーシティ&インクルージョンの推進を通して、これからも誰もが自分らしく、幸せに、安心

して働き続けられる職場環境を整備するとともに、多様性と自律性を伸ばし活かせる組織づくりに邁進してまいり

ます。
＊3 SHIP（Sekisui House Innovation & Performance Award）：積水ハウスグループ社内における創発型表彰制度

今後の展望と積水ハウスグループの企業価値向上について
　最後に、繰り返しになりますが、住宅は社会資本として長期にわたり存続・継承されていくべきものであると考

えています。同時に、住宅の美しさや、年を経るにつれ美しくなる経年美化の思想も追求しています。積水ハウス

は住宅メーカーとして、お客様の幸せを願い、幸せを提供し、幸せを実現させる役割を果たしていくとともに、

ESG経営のリーディングカンパニーを目指し、ステークホルダーの皆様に、その使命を形にし、しっかりとお示し

する所存です。相手の幸せを願い、その喜びを我が喜びとする当社の根本哲学「人間愛」の精神は、いつの時代で

も未来に向かって脈 と々受け継がれていくものと確信しています。

　次の50年、100年に向けて、さらなる飛躍を遂げるべく邁進する積水ハウスにぜひご期待ください。

社長メッセージ
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特集 成長戦略事例 積水ハウスグループでは、新たな成長に向けて、さまざまな取り組みを始めています。
ここでは、積水ハウスグループの新たな成長につながる、3つの事例についてご紹介します。

新たな成長を生み出す新規事業
̶PLATFORM HOUSE touch̶

事例

1 「プラットフォームハウス構想」の第1弾
「PLATFORM HOUSE touch」「プラットフォームハウス構想」の第1弾となるサービスは、人生100年時代の住まい手の幸せと、積水

ハウスにとっての新たな収益機会の獲得につなげます。

　第5次中期経営計画における成長戦略の一つが「プラットフォームハウス構想」です。2020年に発表した

この取り組みは、「家」を起点とした事業領域を住まい手の⽣活サービスにまで拡大させるもので、ハード・

ソフト・サービスを融合し、新しいライフスタイルの基盤となる「健康」「つながり」「学び」という無形資産

を⽣み出し続ける家を提供し、人⽣100年時代の住まい手の「幸せ」をアシストしていくことに挑戦します。

　住まい手が無形資産を積み上げていくための支援として、具体的には「エッジコンピューター (エッ

ジシステム)の設置による住戸内セキュリティの強化」「サービスを次 と々インストールできる家の実現」

「ライフスタイルデータと住環境データの蓄積」の3つに取り組みます。2021年8月に販売を開始した

新サービス「PLATFORM HOUSE touch」は、「プラットフォームハウス構想」の第1弾として、スマー

トフォン1つで家の状態確認や機器の操作を⾏うことで、どこにいても住まいや家族とつながる、新しい

暮らし方を実現します。今後は、「健康」「つながり」「学び」に関するキュレーションサービスの拡張、さ

らにHED-Netサービスの実装に向けて事業を発展させていきます。

新規事業の開拓を担う「プラットフォームハウス構想」

　家と人の「つながり」で幸せをアシストする「PLATFORM HOUSE touch 」は、

業界初の間取り図と連動した視覚的に直感操作できるスマートフォンアプリで、わ

が家リモコン、セルフホームセキュリティ、住環境モニタリング、帰宅・外出の通知

などのサービスが利用できます。

　家電などをインターネットでつなぎ操作する「家電」が主役の「スマートホーム」は、すでに多くの家電メーカー

などが提供していますが、積水ハウスの「PLATFORM HOUSE touch 」は「住まい手」が主役です。いつ、誰が、

何をしたかがわかり、操作した人と機器の記録とともに、家が今、どのような状態になっているかを可視化できる

など、IoT機器にとどまらないサービスコンセプトが特徴です。当社のサービスは、私たちが重視する「安全・安心」

の考え方がしっかりと根づいており、長い年月をかけて培ってきた住まいの技術を基盤とした、住まい手の人⽣に

寄り添うサービスであると言えます。

　本サービスは月額課金を⾏うサブスクリプション方式としており、今後、無形資産の価値を次 と々提供し、その中か

らお客様自身に必要なサービスを選んでご利用いただく仕組みとなっています。今後、私たちが魅⼒的なサービスを

次 と々提供し、さまざまなサービスを住まい手にご利用いただくことで、住まい手やご家族の「幸せな時間」を⽣み出し、

さらには私たちにとっての新たな収益機会の獲得にもつながることを企図しています。

プラットフォームハウスの展開
ポイント❶　エッジシステムの設置による住戸内セキュリティの強化
ポイント❷　サービスを次 と々インストールできる家
ポイント❸　ライフスタイルデータと住環境データの蓄積

①エッジシステム
図面連動型　わが家リモコン
図面連動型　セルフホームセキュリティ
図面連動型　住環境モニタリング

③ライフスタイルデータと住環境データの蓄積

②インストール　1st ステップ

HED-Netサービス
②インストール　3rd ステップ

健康・つながり・学びに関するサービスのキュレーション
②インストール　2nd ステップ

「PLATFORM HOUSE touch」

わが家の間取り図と連携しているため、世界に一つだけのアプリであることの特別感、さらに
「16の新しい暮らし」が家族や家とのつながりを感じられると、お客様には大変ご好評いた
だいており、受注につながっています。

営業の武器化（当社営業部門の声） 提供価値 2

DB

遠隔操作でさまざまな“時短”が実現しました。例えば、キッ
チンから2階の部屋の電気をスマートフォンで確認し消灯、子
どもの帰宅も会社から確認。忙しい共働き⽣活でも家族の“幸
せ時間”をもたらす先進の機能を満喫しています。

提供価値 1 家族の幸せ時間（利用者の声）

PLATFORM HOUSE touch
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積水ハウステクノロジーを世界に移植
̶米国住宅販売事業̶

事例

2 「シャーウッド」で
世界のデファクトスタンダードを目指すグローバルビジョン実現のため、国内だけでなく、進出する海外のエリアにおいて、積水ハウステクノロジー

を移植し、ハード・ソフト・サービスの融合による「幸せ」価値の提供を目指しています。米国の住宅販売

事業はその中核となる事業です。

　積水ハウスグループは、積水ハウステクノロジーを世界に移植し、日本で培った住宅技術と⽣活提

案などのソフトとサービスの融合による「幸せ」価値の創出に注⼒しています。将来、積水ハウステク

ノロジーが世界のデファクトスタンダードとなることを目指し、2025年に海外で年間10,000戸の戸

建住宅の供給を目標に住宅販売事業を推進しています。

　米国住宅販売事業はその中核となる事業であり、現地のグループビルダーと積水ハウスのノウハウ

を融合させることで、唯一無二の住宅事業を展開します。2017年のWoodside Homes社の買収を

機にスタートした住宅販売事業は、事業基盤の構築、アメリカ全土の有望エリアへの水平展開を進め、

さらに当社を最も体現する「シャーウッド」の全米展開につなげるという3段階のステップで成長を目

指しています。現在は有望エリアへの水平展開を進めるステージにあり、Holt社の完全子会社化を足

がかりとして、事業展開エリアを西海岸北西部へと拡大させていきます。

米国住宅販売事業は展開エリアの拡大でさらなる成長へ

米国住宅販売事業拡大における3つのステップ

米国住宅市場好況の 
ピークアウトの可能性 

「シャーウッド」の適正 
（購買意欲）

全米での災害多発
住まいへの防災意識の高まり

質の高い住まいを求める 
潜在的なニーズ

全米全エリアに 
展開可能

「シャーウッド」構法だから実現可能な
シンプルでダイナミックな大空間

地球にやさしい家づくりと 
暮らしの提案

自然災害から家族を守る 
安全・安心な住まいの提供

米国における 
競争優位性の確立

Step 1 米国住宅販売事業の基盤をつくる
 Woodside Homes社とともに達成

Step 2 米国全土の有望なエリアへ水平展開
  Holt社買収により新エリアへの拡大が加速

Step 3 積水ハウスを最も体現する「シャーウッド」 
 を全米展開
  「わが家」を世界一幸せな場所にする

グループビルダーと
積水ハウスの

ノウハウの融合

唯一無二の
住宅事業展開へ

現在

　Woodside Homes社に対する積水ハウステクノロジーの移

植は順調に進捗しています。ユタ州・カリフォルニア州・アリゾ

ナ州・ネバダ州で戸建住宅販売事業を展開する同社の事業は、

価値重視型・⽣活提案型の事業展開へと転換が進み、高い顧客満足を獲得。同社は、顧客中心のプレミアムブラ

ンドとして広く認知されるようになりました。

　また、2021年12月のHolt社の完全子会社化により、展開エリアはオレゴン州・ワシントン州へと拡大し、積水ハウス

テクノロジーの移植はさらに加速。Holt社が展開する西部エリアは高価格帯住宅の市場規模も大きく、住宅販売事業

の拡大を図るうえで極めて有望な地域であり、Woodside Homes社、Holt社との連携を推進し、より質の高い住まい

の提供を目指します。さらに、住宅着⼯戸数で全米の約50％のシェアを持ち、高価格帯住宅の着⼯数でも西部エリアに

次ぐ南部エリアでの事業展開も視野に、グループビルダーの獲得やシャーウッド事業の展開を検討しています。

　Woodside Homes社をはじめとするグローバルビジョンを共有するグループビルダーとともに、シャーウッド

事業の可能性も追求していきます。市場やニーズの変化に対応することで、「シャーウッド」を通じて提供する「今

までの木造住宅の概念や常識にとらわれない、自由で新しい家づくりと暮らし」が米国のお客様にも受け入れてい

ただけるものと考えています。今後は全米、さらには世界中のお客様に対して「シャーウッド」の持つ価値を提供し、

積水ハウステクノロジーが世界のデファクトスタンダードとなるよう、住宅販売事業を加速させていきます。

米国市場で生き抜いていくための「シャーウッド」の技術力

コンセプトホーム（Chōwa） 
（2020年1月開催のInternational  

Builders' Showに出展した
米国初の「シャーウッド」）

快適

デザイン

安全 ・安心

快適

安全 ・安心

デザインデザイン

特集 成長戦略事例

「シャーウッド」の提供価値
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イノベーティブな企業風土を醸成する
̶創発型表彰制度「SHIP」̶

事例

3 コミュニケーションがアイデアを生む、創発型企業へ
イノベーティブな企業風土を醸成することは、積水ハウスグループの持続的成長に欠かせない取り組み

です。参加型の創発型表彰制度「SHIP」は自律的な人と組織をつくるうえで重要な役割を担っています。

　「SHIP」とは、積水ハウスが創⽴60周年を記念してグループ全従業員を対象に開催した「イノベー

ションコンペ」と、長い実績のある「技術功労賞」「業務功労賞」などを融合させた、全従業員参加型の

創発型表彰制度です。「イノベーションコンペ」は、積水ハウスグループが今後30年の変化の激しい世

の中を⽣き抜くために必要なイノベーティブな企業風土醸成に向けた取り組みであり、イノベーション

の源泉となる現場でのコミュニケーションを重視する「イノベーション&コミュニケーション」という強

い想いが込められています。

　「SHIP」は新規のビジネスや社内制度などESGの観点からアイデアを募集する「イノベーション部

門」、すでに実施した事業改革や新商品開発に加え、事業所での自由なアイデアの実践による業務改善

や業績向上、社会貢献などに寄与した取り組みを募集する「パフォーマンス部門」の2部門から構成さ

れています。これらを連携させ、従業員一人ひとりがアイデアを出し⾏動することで、イノベーションと

企業価値向上の好循環サイクルを⽣み出します。

イノベーティブな企業風土は「イノベーション&コミュニケーション」によって醸成される

　創発とは、自律的な要素が集結すると個を超える高度なシステムが⽣じる現象のことです。

従業員同士、従業員と経営層、グループ会社間といった複層的なコミュニケーションにより

普段話さない人と話し、物事を新しい視点から捉えることで質の高いアイデアを育み、そのア

イデアを実現させていきます。横断的なコミュニケーションと職場風土の改善によって、イノ

ベーションを創出し続ける自律的な人と組織を醸成することが「SHIP」制度の狙いです。各支店・グループ全社の事業

所・⼯場・本社が日 の々業務に対する気づきやアイデアをオープンにするのも「SHIP」の役割だと考えており、2021年

のイノベーションコンペでは232件だった応募数も「SHIP」開設後はイノベーション部門・パフォーマンス部門合わせ

て843件まで増えました。

　2022年3月には第1回「SHIP」最終審査会・表彰式をホテル「W Osaka」で実施、ファイナリスト20組が経営

陣の前で、自分たちそれぞれのアイデアや取り組みについてプレゼンテーションを⾏いました。その様子を国内外

の事業所・従業員に向けてライブ配信しました。

　多様な視点で市場性や社内ニーズ、新規性や優位性を備えた事業や人事制度などのアイデアは当社グループの

企業価値向上につながることはもとより、従業員自ら考えたアイデアを直接経営陣にプレゼンテーションし、経営

陣から対面でコメントを得られるのも「SHIP」ならではです。

　同じ積水ハウスグループの従業員が最終審査会でいきいきと発表している姿を視聴することは、他の従業員へ

の刺激にもなります。「SHIP」が次回は自分が⽴ちたいという憧れの舞台になることで、従業員一人ひとりが自ら

手を挙げ⾏動する創発型の企業へと成長していきます。創発型表彰制度「SHIP」の体系 イノベーションと企業価値向上の
好循環サイクルを生み出す

Do／実行

未来志向に対する
新たな表彰
【イノベーション部門】

結果に対する表彰
【パフォーマンス部門】

新規事業の芽

Action ／改善

Check ／評価

Plan ／計画

新規のビジネスや社内制度・
ESGのアイデアなど

事業改革や新商品開発など
価値向上に寄与した取り組みなど

イノベーション部門 パフォーマンス部門

SHIP
（Sekisui House Innovation & 

Performance Awards）

前列：最終審査員（2022年3月15日現在 当社取締役） 
後列：ファイナリスト(受賞者)

ファイナリストによるプレゼンテーションの様子

特集 成長戦略事例
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