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CSR経営の基盤

役に立つリースを提供し社会に貢献します

大和リース株式会社
代表取締役社長

森田 俊作

事業を通じて人を育て、企業を通じて社会を育てる
●「公の精神」にもとづく事業

私たち大和ハウスグループは、創業者石橋信夫から「公の精

神」という事業理念を受け継いでいます。「公の精神」とは「何を

したら儲かるか」ではなく、これからの人々が「何を必要としてい

るか」ということを考えて事業を起こせという理念です。

●「会社は社会の公器」

大和リースでは、二千名を超える従業員が働いて、その家族を

含めると五千名を超える人たちの生活を担っている事になりま

す。さらに取引先の皆さま、その家族の方々を含めると何万人も

の生活を担っていることになりますので、会社というものは一人

のモノではなく、皆のモノ、いわば社会のモノであるという考え

方です。

●「社会の課題を解決するビジネス」

地球温暖化・少子高齢化・財政健全化など世界が抱えているさ

まざまな問題に対して、大和リースでは、リースという手法で解

決するビジネスを進めています。都市部の環境を改善する「環境

緑化事業」、再生エネルギーを活用した「Dream Solar」、質の高
い公共サービスを助ける「PFI・PPP事業」、地域創生活動を展開
する「まちスポ」、これからの介護の現場を担う「介護ロボットリー

ス」、農業の高齢化を救う「植物工場」などの事業を展開すること

で、リースを通じて未来をつないでいきます。

●「共創と共生」

当社では「社会・環境・お客さま・株主・取引先・従業員」の6つの
ステークホルダーの視点に立ち、社会の課題を解決する商品を

創造し、良質なサービスの提案をもって社会に貢献します。「事

業を通じて社会と共にあること、商品やサービスを通じ、暮らす

人と共にあること」、この「共創共生」の姿勢を持ち続け、常に世

の中の変化に対応し、サステナブルな社会の実現を目指し歩ん

でいきます。

会社概要（2015年6月1日現在）

本社所在地 〒540-0011
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号

設立年月日 1947年7月29日（創業 1959年6月22日）
事 業 内 容 規格建築事業、流通建築リース事業、

リーシング ソリューション事業、
環境緑化事業、その他

従 業 員 数 2,179名（2015年5月末日現在）
売　上　高 172,367百万円（2015年3月期）
ホームページ http://www.daiwalease.co.jp

大和ハウスグループの理念体系は、企業理念（社是）、経営ビ

ジョン、社員憲章の3つで構成されています。その理念体系をも
とにCSR指針を策定しています。

企業理念（社是）

一． 事業を通じて人を育てること

一． 企業の前進は先づ従業員の生活環境の確立に直結すること

一． 近代化設備と良心的にして誠意にもとづく
労
ろうどう

働の生んだ商品は社会全般に貢献すること

一． 我々の企業は我々役職員全員の一糸乱れざる団結と
たゆまざる努力によってのみ発展すること

一． 我々は相互に信頼し協力すると共に常に深き反省と
責任を重んじ積極的相互批判を通じて生

せいせい

々発展への

大
だいどう

道を邁
まいおう

往すること

トップメッセージ 企業情報

CSR理念体系

グループの根幹を成す考え方であり、
将来にわたって私たちが
共有していくものです。

時代に必要とされる存在となるために
打ち出したグループの方針であり、
各々の事業において実践すべきものです。

私たちの行動の指針であり、
日々の活動において
常に意識しているものです。

企業理念
（社是）

経営ビジョン

社員憲章

http://www.daiwalease.co.jp
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経営ビジョン

心を、つなごう
私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、

お客様と共に新たな価値を創り、活かし、高め、人が心豊かに

生きる社会の実現を目指します。

そして、お客様一人ひとりとの絆を大切にし、生涯にわたり 
喜びを分かち合えるパートナーとなって、永遠の信頼を育みます。

社員憲章

私たちは、
「人・街・暮らしの価値共創グループ」の
社員として

一． 品質、技術、情報力の向上に努め、

 環境に配慮した安全で確かな商品、
 安らぎとくつろぎの空間を提供します。 の視点企 業

一． 誠意をもってお客様と向き合い、

 感動と喜びを分かち合います。 の視点お客さま

一． 社会規範に基づく公明正大な行動により、

 社会的評価を高め、

 企業価値の向上に努めます。 の視点株 主

 

一． 感謝の気持ちを忘れず、

 公正であることに努め、

 取引先と共に成長・発展を図ります。 の視点取引先

一． 仕事を通じて

 自らの成長と幸せを追求します。 の視点従業員

一． 「共創共生」を基本姿勢に、

 心豊かに生きる暮らしと

 社会の実現を目指します。 の視点社 会

大和ハウスグループCSR指針

社会性・環境性・経済性の3つの側面から、バランスのとれた事業
活動を意識するとともに、ステークホルダー（利害関係者）と誠実

に向き合い、企業市民として社会の要請に応え続ける。

1． 独自技術・ノウハウにより事業を通じて社会に貢献する。

2． ステークホルダー（利害関係者）との関わりや対話を通じて
当社に対する要請を理解し、企業市民としてそれに応えるよ

う努める。

3． 企業倫理・人権・コンプライアンスの確立に努める

共に創る。共に生きる。
私たち大和ハウスグループは、
事業を通じて社会と共にあること、

そして商品やサービスを通じ、暮らす人と共にあること。
この「共創共生」の姿勢を持ち続け、

誠実に社会と向き合うことが大切であると考えています。

大和ハウスグループCSR自己評価指標の6つの視点

CSR自己評価指標は、重視する6つの視点に立ち、大和ハウス
グループのCSR活動の成果を測定し、改善し続けるため、2006
年度に大和ハウス工業で導入を開始。大和リースでは、2009年
度から導入・活用しています。

社 会

従業員

取引先

株 主

お客さま

環 境

大和ハウス
グループ
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コーポレート・ガバナンス体制を強化し、透明性の高い健全経
営を推進しています。

■  基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置

づけ、経営の健全性と透明性を確保し、社会に信頼される企業で

あり続けるために、迅速に意思決定を行い適正に対応できる業

務執行体制ならびに適切な監督・監視体制の構築を図りつつ、長

期的かつ多様な視点にもとづいたコーポレート・ガバナンス体制

を確立することを基本姿勢としています。

■  コーポレート・ガバナンス体制
現行の経営体制（2015年4月現在）は、取締役10名、監査役2
名、執行役員7名となっています。取締役会は毎月1回開催し、重
要な業務執行の意思決定と職務執行の監督を行っています。

また、企業を取り巻くリスクの発生を事前に回避し、発生したリ

スクへの迅速かつ的確な対応を目的とした「リスク管理委員会」

を設置しているほか、適法性と合理性の観点から公正な立場で

監査を行う代表取締役直轄の内部監査室を設置し、管理体制の

強化を図っています。

■  取締役会
2014年度は取締役会を12回開催し、法令で定められた事項

や当社の経営に関わる重要な事項について意思決定するととも

に、代表取締役および業務執行取締役による業務執行を監督し

ています。なお、経営の機動性・柔軟性の向上を図り、事業年度ご

との経営責任を明確にするため、2010年4月から取締役の任期
は1年間としています。

■  監査役
監査役は、取締役の職務の執行を監査することにより、企業の

健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業

統治体制の確立を図っています。また、監査役は取締役会その他

の重要な会議に出席するほか、取締役等から受領した報告内容

の検証、重要な決議書類等の閲覧、本社および主要な事業所の

業務や財産状況の調査等を実施し、適時、取締役に対して助言・

勧告等の意見の表明を行っています。

■  会計監査人
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任し、適宜、

法令にもとづく適正な会計監査が行われています。

■  リスク管理委員会
当社は、2003年11月に「リスク管理委員会」を設置し隔月で開

催しリスク管理体制の構築・維持管理等を討議しています。リス

ク管理委員会は、代表取締役をリスク管理委員長、本社各部門長

をリスク管理委員として選任し、全国の事業所で発生したリスク

事例・大和ハウスグループ内で発生したリスク事例についても情

報を共有するとともに、アフターケアや再発防止策を協議してい

ます。現在は、全国の事業所をネットワークで繋ぐ「テレビ会議シ

ステム」を活用し、事業所へタイムリーな事例紹介を行い、リスク

マネジメントの強化を図っています。

■  CSR方針・推進体制

CSRに関する方針の策定、実施事項の立案、各部門との調整
機能は、本社総務部が担っており、その中で重要な事項は取締役

会で決定します。

2005年6月から「CSR推進委員会」を発足させ、各事業所に

CSR推進委員を1名選任し、委員が中心となって事業における

CSRの基礎知識や企業倫理・コンプライアンスの周知徹底を図っ
ています。

2006年8月から社内イントラネットに「社会貢献活動登録シス
テム」を設置し、全国で参画しているボランティア活動を記録し

ています。また、全社員が同システムを閲覧できる環境を整備し

た結果、現在では事業所間で情報の共有が図られ、積極的に社

会貢献活動を推進しています。

コーポレート・ガバナンスの推進

［取締役会］代表取締役

［CSR推進委員会］CSR担当役員・CSR推進責任者

CSR推進委員（事務局、事業所管理部門責任者）
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大和ハウスグループでは法令遵守をはじめ、コンプライアン
スやリスク管理について積極的に取り組んでいます。

■  企業倫理綱領・行動規範の徹底
大和ハウスグループでは、2004年4月に企業理念・経営方針を

実現する基礎となる行動原則を明文化した企業倫理綱領と行動

指針を策定しました。同年、企業倫理綱領・行動指針・ケーススタ

ディ・内部通報窓口等を掲載した教育用小冊子「CASE BOOK」を
作成し、全従業員に配付しました。

2014年には従業員一人ひとりが企業理念やシンボルメッセー
ジ「共に創る。共に生きる。」を実践するため、「企業倫理綱領・行

動指針」を「企業倫理綱領・行動規範」へと改め、全従業員が日頃

からこの考えを共有し、それにもとづいた行動ができるように同

年「CASE BOOK」も改訂し、第6版を発行しました。各職場では
朝礼等の機会を活用して、「CASE BOOK」の読み合わせを行い、
継続して社員教育を実施しています。

■  内部統制システム構築の基本方針
2006年5月に「内部統制システム構築の基本方針」を制定し、
その後、改正会社法の施行を受けて、2015年5月に「内部統制シ
ステム構築の基本方針の改定」を行いました。改定の内容は、①

役職員の業務が法令および定款に適合することを確保するため

の体制、②役職員の業務に関する情報の保存および管理に関す

る体制、③リスク管理体制、④役職員の業務を効率化するための

体制、⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制、

⑥監査が効果的に行われるための体制の構築を決めています。

内部統制の推進
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社会との共創共生

■  被災地の早期復興への取組み
当社は東日本大震災で震源地に近く甚大な被害を受けた宮城

県気仙沼市の鹿折地区・南気仙沼地区の2地区で、UR都市機構
様と共同で、各居住者様の宅地が完成するまでの間の「仮住ま

い住宅」を「リース方式」により提供しています。

この事業は、用地確保、土地賃借、住宅建設、維持管理を当社

が一括して引き受けるもので、PPP提案によるワンストップサー
ビスを実現させ、復興事業のスピードアップに大きく貢献するこ

とができました。

今後も公民連携の手法を活かし、被災地の早期復興に取り組

みます。

■  長野県白馬村応急仮設住宅の建設
2014年11月22日（土）22時8分に長野県北部を襲ったＭ6.7、
震度6弱の長野県神城断層地震により、長野県で負傷者46名、
建物被害2,275棟（全壊・半壊・一部破損）などの被害があり、その
内、長野県白馬村では住宅の全壊が41棟、半壊が31棟、一部破
損が149棟と最も大きな被害を受けました。
（※被害状況は、長野県災害対策本部室2015年1月14日配信の情報を参照）

長野県が白馬村神城に応急仮設住宅35戸の建設を決定され
た後、当社は東日本大震災時の経験を活かし、また、この地域の

気候特性を考慮し、豪雪や寒冷地に対応した特別仕様の応急仮

設住宅について、長野県と協議を行い、2014年12月8日に工事
を着工しました。

現場では、3週間という非常に短い工期と、厳しい寒さ、度重な
る降雪の中、当社の現場常駐社員7名と延べ2,000名の協力会
の作業員の方々が力を合わせて、「被災された方々が暖かく年

を越せるように」と年内の完成を目指し取り組んだ結果、2014年

12月28日に完成し、翌29日に被災された方々に入居していただ
くことができました。

災害被災地での応急仮設住宅の建設には常に周辺条件・自然

環境など克服すべき課題がありますが、今後も過去の経験を活

かし、応急仮設住宅の品質向上や短工期施工に努めます。

■  桃柿育英会への寄付
東日本大震災で親を失った被災孤児の経済支援を目的とした

「桃柿育英会」の趣旨に賛同し、リーシング ソリューション事業
部では、2011年度から5年間にわたり、毎年4月から翌年3月まで
の1年間で、新車リース契約台数1台につき500円を寄付してい
ます。

2011年度897,500円（1,795台）、2012年度1,222,500円
（2,445台）、2013年度1,214,500円（2,429台）、2014年度

1,261,500円（2,523台）の寄付を行いました。このような支援を

通じて、こどもたちの成長を見守り、学ぶ意欲を支えるとともに、

未来を担うこどもたちが安心して暮らせる社会の実現を目指し

ています。

■  耐津波設計を行った自走式駐車場の提案
リーシング ソリューション事業部では、地震・津波に備えた安心
設計の自走式立体駐車場の提案を行っています。耐津波設計を

行い、構造耐力上の安全を確保したパーキングで、「津波避難ビ

ル」指定基準を満たしたもので、災害時には、こどもから高齢者

まで一度に多くの方々が避難できる場所としても適した造りに

なっています。津波の被害が想定される「津波避難対策特別強化

地域」においては、運営方法を含めた提案を行っています。

■  コラボレーションで新しい価値の創造
2014年11月12日、愛知県豊橋市に当社施工の環境配慮モデ
ル店舗「ローソン豊橋明海工場団地店」がオープンしました。

今回の店舗には、コンビニエンスストア業界で初となる「店舗

前面ガラスの二重化（ダブルスキン）」や「地中熱を活用した蓄熱

式放射パネル」、「電気を使わない動力換気システム」などを導入

した店舗で、当社も店舗開発の一員として参加し、建築構造や環

境配慮設備についてさまざまなノウハウの提供を行いました。

今後も当社の強み

である技術力と商品

開発力を活かし、お

客さまの要望にお応

えすべく、高品質で

付加価値の高い商

品を提供していきま

す。

■  福祉施設建設で地域貢献
当社は、建物・設備などのシステム面、ディベロッパーとしての

ソフト面、開設・アフターケアなどのサポート面でソリューション

を展開し、土地オーナー様、介護事業者様、そしてご入居者様に

喜ばれる「サービス付き高齢者向け住宅」を提案からアフターま

耐津波設計を行った自走式駐車場

ローソン豊橋明海工場団地店

事業を通じた社会への貢献について
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社会との共創共生

で長期にわたりトータルサポートします。

2015年3月16日、徳島県阿波市に医療法人いちえかい運営の
サービス付き高齢者向け住宅「久千代」を完成させました。大和

リースのサービス付き高齢者向け住宅商品「ダイワエスプラス」

をベースに、デイサービスを併用するなどのご要望を取り入れつ

つ、コストを抑え、6カ月半の短工期で完成することができました。
これからもメーターモジュールの採用をはじめ、さまざまな設

計・設備にもフレキシブルに対応し、快適な住環境を提供してい

きます。

■  大阪府立大学「国際交流会館」
■  PPP事業で国際交流促進

当社は2015年2月28日に、大阪府立大学の国際交流会館
（I-wingなかもず）を完成させました。グローバル化に対応し、
海外留学生の受け入れを強化するために宿舎・交流施設の整備

が計画され、公募プロポーザルの結果、当社が事業主として選定

されました。当社は、施設の設計・施工を行い、BTO方式で今後

20年間の維持管理を担います。
この事業は留学生用宿舎の整備を計画されている大阪府立大

学に対して、当社が民間資金を活用し、宿舎を設計・工事・維持管

理運営業務のサービスの提供を行うことを提案し、採用していた

だいたものです。

今後もPPP（公民連携）事業・教育施設整備の豊富な実績で
培ったノウハウをもとに、大学のグローバル化に貢献します。

■  スマイルアクション※

商業施設の運営を通して、「つながる笑顔は無限大」を合言葉

に同じ思いをもった人たちが、気軽に参加いただけるイベントを

企画し、商業施設が地域社会に必要されるよう、また地域社会の

一員になれるように活動

を行っています。

コミュニティ活動・こど

も向け体験教室・清掃活

動・募金活動・復興支援活

動など、地域の人たちや

テナント企業様にも参加

していただき、2014年度
は1,824回の活動を実施
しました。

※スマイルアクション（商標登録第5608513号）
当社が商業施設を通じて、企画提案し実践している社会貢献・エコ・復興支援・
地域貢献の活動の総称です。

■  復興支援イベント
■  「Action4:知ろう、つながろう、語り継ごう東北」

当社は「震災の記憶を風化させない」という想いから、全国の

商業施設において毎年3月に東日本大震災復興イベントを開催
しています。

2012年に“ Action1:絆 ”、2013年に“ Action2:花でつなげよ
う笑顔のリレー ”、2014年に“ Action3:おいでよ!東北・届ける伝
えるココロとコトバ ”を実施し、2015年には“ Action4:知ろう、つ
ながろう、語り継ごう東北 ”と題して、全国11カ所の商業施設で
イベントを開催しました。

今回は、震災当時と今の東北について語るトークセッションや

ワークショップ、復興支援団体「まきBIZ」の活動を通じて東北の今
を紹介するパネル展示など、震災の記憶をつなぐ多彩な活動を展

開しました。また、各会場のお客さまに檜のたまご型ボールを磨い

ていただき、「たまごプール」を製作し、被災地の幼稚園に寄贈しま

した。また、イベント開催会場では義援金の募集も行い、あしなが

東北レインボーハウス建設基金に寄付させていただきました。

■  「全国まちスポ交流会」を初開催
高山市の商業施設「フレスポ飛騨高山」（高山市：2012年11月
開業）では、地域のNPOや市民が活動できる場としてコミュニ
ティスペースを提供するため、NPO法人まちづくりスポット（通称
「まちスポ」）の組成に協力しました。

まちスポは、施設内にあるコミュニティスペースの運営を行

い、市民活動団体の発表などのイベントを毎日のように開催して

います。買い物にこられたお客さまが気軽にイベントに参加して

新しい出会いも生まれています。

2013年11月には、当社と認定NPOソムニードが協働で行う「市民活
動を応援する場と組織づくり事業」について高く評価をいただき、「第

10回日本パートナーシップ大賞」の優秀賞を受賞、2015年5月には、日
経ソーシャルイニシアチブ大賞のファイナリストに選出されました。

現在では「まちスポ飛騨高山（フレスポ飛騨高山）」に引き続き、

「まちスポ稲毛（フレスポ稲毛）」、「まちスポ神戸（BRANCH神
戸学園都市）」、「まちスポ茅ヶ崎（BRANCH茅ヶ崎）」、「まちスポ
恵み野（フレスポ恵み野）」が開設されました。

また、2015年1月にフレスポ飛騨高山にて「全国まちスポ交流
会」が初めて開催され、CSR専門誌「オルタナ」編集長　森摂様
をはじめとする講義や各地の活動紹介、勉強会を通じて、地域活

性化やソーシャルビジ

ネスに関する意見交換

が行われました。

今後も、地域コミュニ

ケーションの活性化の

支援活動を実施してい

きます。

地域社会における社会貢献について

フレスポ飛驒高山「まちスポ」
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環境との共創共生

私たちは､「人･街･暮らしの価値共創グループ」として、未来を見据えた環境思考に努め、より環境に配慮した商品・サービスの提供を通

じて、環境と共生し人が心豊かに生きる社会の実現を目指します。

環境理念

環境方針

環境推進体制

■  スローガン　“リースを通じて社会に貢献しよう”
■  行動指針
当社は『共創・共生』の大和ハウスグループの一員として創業以来、高品質な商品とサービスを迅速に提供するという建築の工業化と資

源の可能性を最大限に活かすことを基本に事業を展開してきました。これからも環境に配慮する時代の要求にマッチした事業を心がけ、

かけがえのない地球環境を健全な状態で次の世代へ引き継いでいくために環境保全活動を次の通り推進します。

1. 地球資源をムダなく繰り返し使用するリースシステムを活かして、資源循環に取り組みます。

2. 建物の省エネ設計・省エネ性能の高い商材の提供に努め、温室効果ガス排出量の低減に貢献します。

3. 適用を受ける法令および要求事項を遵守するに止まらず、さらなる自主基準を制定して社会から信頼される企業であるよう努めます。

4. 都市緑化や環境エネルギー事業を次世代の成長事業とし、自然環境保護に積極的に取り組みます。

5. 環境教育を通じて社員一人ひとりが環境の重要性を認識し、創意工夫で環境活動に取り組みます。
平成27年4月1日
大和リース株式会社
代表取締役社長　　森田俊作

全社環境推進委員会

（ISO14001認証取得の範囲：全社）
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■  ウェルカムガーデン新大阪「大阪花屏風」
「みどりがつなぐ人と人、人と自然」をテーマに、大阪府が構想

する「みどりの風を感じる大都市・大阪」事業の一環としてJR新
大阪駅南口に緑化施設を整備する事業に、当社の提案が採択さ

れ、2012年7月に約23mに連なる壁面緑化と、大阪で見られる

10種類の樹木や四季折々の花壇で構成された「大阪花屏風」を
設置しました。

ガーデン内には、大阪の見どころを案内するパネルや植物図

鑑も設置し、みどりのインフォメーションセンターとしての機能も

果たしています。夜のライトアップにはLED照明を使用し、省CO2

にも配慮しています。

公益財団法人都市緑化機構が運営する「社会・環境貢献緑地

評価システム：

S E G E S（シー
ジェス）」にお

いて、2015年3
月に「都市オア

シス」に認定さ

れました。

■  再生可能エネルギー事業の取り組み
環境緑化事業部では、太陽光発電を中心とした再生可能エネ

ルギー事業に取り組んでおり、「1.借地および自社施設を利用し
た自社施設売電事業者方式、2.行政向けの太陽光発電システム
のリース方式、3.発電システムの一般請負工事方式」の3種類を
展開しています。

2015年5月時点の全国での取り組み実績として、売電事業で
「33カ所、83,335kW（83MW）」、行政向けリース事業で「8カ
所、7,380kW（7MW）」の取り組みが確定しており、その中で売
電事業「21カ所、19,726（19MW）」、行政向けリース事業「8カ
所、7,380kW（7MW）」が現在稼動しています。
今後は、バイ

オマス発電、水

力発電などの

再生可能エネ

ルギー事業へ

の参画を視野

に入れ、取り組

んでいきます。

■  環境経営度調査指標ランキング「第3位」

当社は、日本経済新聞社が実施している「第17回企業の環境
経営度調査」に基づく環境経営度指標ランキングにおいて、非製

造業の通信・サービス部門、第3位の評価をいただきました。（日
経産業新聞2015年1月26日より）
この調査は1997年から毎年、上場・非上場の有力企業を対象
に実施されており、企業の環境経営推進体制、汚染対策・生物多

様性対応、資源循環、温暖化対策等の環境対策と環境経営の向

上をいかに両立しているかを評価するもので、当社は次の3項目
で高い評価をいただいています。

○建物等のリースシステムによる資源の有効活用

○事務所・工場・自社商業施設での省エネ活動、太陽光発電事業

の推進

○壁面・屋上緑化による都市緑化の推進

■  グリーン購入大賞の優秀賞受賞
当社は、グリーン購入に関する優れた取り組みを表彰する「第

16回グリーン購入大賞」に大和ハウス工業と共同で応募し、大企
業部門で優秀賞を受賞しました。

特に次の3項目について高い評価をいただいております。
①都市部の緑との共生の快適さを一般市民が直接実感でき

る様々な手法によって提供し、緑の「価値」の見える化に取

り組んでいる。

②ハウスメーカーの利点を活用して建物と外構の緑化を促進

し、壁面緑化をはじめ、一般市民に対して目に見える変化を

提供し、緑の「価値」の気づきや広がりにつなげている。

③本業を含めて、幅広くグリーン購入の精神を打ち出して全

事業に応用しており、製品寿命が長い建築物の長期にわた

る環境配慮効果が見込まれる。
※グリーン購入ネットワーク（GPN）主催のグリーン購入大賞とは、環境に配慮
した製品やサービスを環境負荷低減に努める事業者から優先的に購入する
グリーン購入の普及・拡大に取り組む団体を表彰する制度となります。

活動事例

ウェルカムガーデン新大阪「大阪花屏風」

DREAM Solar 土佐ロイヤルホテル

調査のポイント（各項目100点） 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
1　 環境経営推進体制 74 84 84 84
2 　汚染対策・生物多様性対応 63 87 93 96
3 　資源循環 92 92 95 87
4 　温暖化対策 82 85 94 98
5 　製品対策　（対象部門限定） ― ― ― ―
合計（400点） 311 348 366 365

環境緑化事業への取り組み
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環境との共創共生

■  商業施設共用部照明のLED化への取り組み

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）が

定める「年間1%のエネルギー使用の削減」を実施するため、当
社では効果的な設備投資計画を進めています。

当社が全国で運営している商業施設の中で、特に共用部のエ

ネルギー使用量が多い15カ所の商業施設において、屋内共用部
照明をLEDに切り替えました。これにより、年間の電気使用量は

環境目的：地球温暖化防止への取
り組み

活動事例

■  騒音問題を解決する緑化防音壁の提案
当社は、神奈川県横浜市の保育園を施工する際、騒音問題の

解決に適した防音効果のある壁面緑化を設置しました。園児が

四季を感じられる工夫が施されているほか、壁面緑化の下部に

はLEDの足元灯も設置しています。
大和ハウス工業の奈良工場では壁面緑化の遮音性能の測定実

験が行われていますので、今後も壁面緑化には防音効果があると

いう付加価値を幅広く知っていただくよう活動していきます。

■  DREAM Solar フロート1号@神於山

当社は、大阪府岸和田市にあるため池（傍示池）をお借りして、

水上太陽光発電施設整備に取り組んでいます。水面を利用した

太陽光発電所としては大阪府内で初の試みで、大和ハウスグルー

プでも第1号の施設となり、2015年8月から20年間にわたって売
電事業を行います。また、売電収入の一部を大阪府および岸和田

市に対して寄付を行い、環境・エネルギー・農業関連の施策推進に

ご利用いただく予定になっています。この事業は、当社が太陽光

発電事業者として施設運営を行い、大和ハウス工業が設計・施工、

大和ライフネクストが維持管理を担当する形で大和ハウスグルー

プとしてワンストップサービスで取り組んでいます。

太陽光電池の出力規模は

1,000kW、年間予定発電電力
量は約115万kWhとなってお
り、一般家庭の年間消費電力

量換算で320世帯分に相当す
る発電事業になっています。

対象範囲： 事務：国内事業所（本社（1），本店・支店（25），営業所

（23））
車両：社用車

工場：デポ※1（13）・工場※2（5）
物流：デポ・工場～施工現場、デポ・工場～デポ・工場間

における建設資材の出荷・回収

商業施設：107施設（共用部のみ）

※1　デポ：当社が提供するリース製品を維持・保管するストック
ヤード

※2　工場：デポの機能と当社製品の生産機能をもつ事業場

事 務 部 門  ： 床面積当りCO2排出量　3％削減  
（2012年度比）

車 両 部 門  ： 台数当りCO2排出量　2％削減  
 （2014年度比） 
商業施設部門  ： 共用部面積当たりCO2排出量　2％削減  

（2014年度比） 　　
工 場 部 門  ： 生産量当たりCO2排出量　2％削減  

（2014年度比） 

目標および実績

実績 実績

実績 実績

 ○ 2014年度目標達成　
 △ 2014年度の目標未達成（2012年度実績より改善）　
 × 2014年度の目標未達成（2012年度実績より悪化）

［事務部門］ CO2排出量

‒0.5％
（2012年度比） △

（年度）20122011 2013
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（t-CO2）

1,065

［車両部門］ CO2排出量

‒9.0％
（2012年度比） ○

（年度）20122011 2013
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（t-CO2）

4,139 4,022

［商業施設部門］ CO2排出量

‒13.0％
（2012年度比） ○

（年度）20122011 2013 2014
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（kg-CO2/m2）

［工場部門］ CO2排出量

‒16.0％
（2012年度比） ○

20122011 2013

2014 2014

2014

1,000

500

0

1,500

2,000

（t-CO2）
2,201

1,889
1,682 1,586

46.35
52.50 50.13

43.60

（年度）

1,185 1,093 1,060
4,513 4,435

【2015年度目標】

横浜市戸塚区保育園 緑化防音壁

1,793千kWh、CO2排出量は758トンの削減の見込みが立ってい
ます。

今後は、屋内だけではなく屋外看板・外灯のLED化にも取り組
んでいきます。

DREAM Solar フロート1号＠神於山
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対象範囲： 工場：デポ※1（13）・工場※2（5）
施工：仮設建築・一般建築の新築現場、仮設建築物

（リース）の解体現場

※1　デポ：当社が提供するリース製品を維持・保管するストック
ヤード

※2　工場：デポの機能と当社製品の生産機能をもつ事業場

環境目的：資源保護（廃棄物削減）
への取り組み

目標および実績
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実績

［工場部門］ 廃棄物排出量 （総量）

‒30.0％
（2012年度比）

○
6,200

4,060

［工場部門］ リサイクル率

91.2％
（2012年度比）

△

［施工部門］ 施工面積あたり 廃棄物排出量

‒3.2％
（2012年度比）

○
［施工部門］ リサイクル率

86.3％
（2012年度比）

△

9.4

16.43

9.72

10.59

87.181.7
89.7

91.2

81.5

77.9

84.3

実績

実績

実績

3,441 2,802

（年度）20122011 2013 2014

（年度）20122011 2013 2014（年度）20122011 2013 2014

（年度）20122011 2013 2014

86.3

 ○ 2014年度目標達成　
 △ 2014年度の目標未達成（2012年度実績より改善）　
 × 2014年度の目標未達成（2012年度実績より悪化）

工場部門  ： 産業廃棄物排出量　2％削減  （2014年度比） 
・リサイクル率　95％以上

施工部門  ： 施工面積当たり産業廃棄物排出量　2％削減  
（2014年度比） ･リサイクル率　90％以上  

【2015年度目標】

■  塗料の改善・塗着効率向上による
■  有害化学物質排出削減
当社では2012年度より工場における鉄骨塗装工程で排出さ

れるVOCおよび鉛排出削減を目的に、一般錆止め塗装の弱溶剤
塗料および鉛フリー塗料への切り替えを進めています。

2014年度は、弱溶剤系または鉛フリー塗料への切り替え率は

83％となり、また錆止め塗料の100％鉛フリーを達成しました。
今後も弱溶剤化、鉛フリーを継続して維持します。

また、関東工場において、エアレス塗布機に使用するコンプ

レッサーのエア適性化に取り組み、塗料飛散量の低減に向けた

運用を開始し、今後は全工場への水平展開を計画しています。

さらに、壁パネル塗装工程においては、栃木二宮デポと岡山デ

ポにおいてフローコーターを設置し、全デポにおいて温風低圧

塗装機を配置して水性塗料化にも継続して取り組みます。

環境目的：有害化学物質削減への
取り組み

活動事例

フローコーター 温風低圧塗装機

対象範囲： 工場：デポ※1（13）・工場※2（5）

※1　デポ：当社が提供するリース製品を維持・保管するストック
ヤード

※2　工場：デポの機能と当社製品の生産機能をもつ事業場

目標および実績

0

50

200

150

100

（t）

 ○ 2014年度目標達成　
 △ 2014年度の目標未達成（2012年度実績より改善）　
 × 2014年度の目標未達成（2012年度実績より悪化）

20122011 2013 2014

153.2

114.4
78.7

63.6

［工場部門］ PRTR対象化学物質排出・移動量

‒44.4％
（2012年度比）

○
実績

（年度）

工場部門  ： 生産量当たりPRTR対象化学物質排出･移動
量　2％削減  （2014年度比） 

【2015年度目標】
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お客さまとの共創共生

■  CS訪問※の実施

当社では、お客さま満足度の向上を目指して、2002年10月に

ISO9001（品質マネジメントシステム）の中で、『顧客満足度管理
規定（CS推進マニュアル）』を定めて、全国の事業所でCS訪問を
展開しています。

各事業所で、CS訪問を通じて集まった顧客満足度情報を集計・
分析して、営業活動および施工活動に反映させています。今後も

お客さまの期待に応え、満足していただけるためのCS訪問を積
極的に実施していきます。
※CS訪問：建物の完成引き渡し後にお客さまと面談し「顧客満足度調査票」に

もとづき当社の製品・施工活動・営業活動についてヒアリングし、集
まった情報を集計・分析してお客さま満足の向上に取り組んでい
ます

■  アフター定期訪問の実施
当社では、品質向上および業務改善を強化するために、2003
年8月にISO9001（品質マネジメントシステム）の中で、『アフ
ターサービス管理規定』を定めて、全国事業所でお引き渡し後

の建物の定期訪問を実施しています。

定期訪問を通じて、建物の品質を保証するとともに、顧客満足

度を向上させるよう努めています。

■  広報アドレス
当社では、ホームページ内に『お問い合わせ・資料請求』のサイ

トをつくり、お客さまが希望される資料のご請求、ご相談やお困

りごとなどを自由に入力し、広報販促室へメール送信できるシス

テムを設けています。

広報販促室と各事業所が一体となり、お客さまへの迅速かつ

適切なサービスの提供を心掛けています。

お客さま満足度向上にむけた取り組み お客さまとのリレーションシップ

品質への取り組み

関連項目 お問い合わせ・資料請求

mailto:kouho@daiwalease.jp
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取引先との共創共生

■  お取引先への考え方
大和ハウスグループでは全従業員が常に意識すべき行動を

明文化した『大和ハウスグループ企業倫理綱領・行動指針』を策

定し、行動指針第2章「調達先との適切な関係構築」では次の4
項目を定めています。

○調達先等と接する基本姿勢

○優越的地位の利用禁止

○調達先等との関係

○贈答物の受領の制限

当社では今後も調達先・仕入先・発注先とのパートナーシップ

を大切にし、節度のある健全な関係を保つよう努めていきます。

■  お取引先との信頼関係の構築
当社では、お取引先との契約を尊重することを基本方針とし

て、十分なコミュニケーションをとることで、相互の信頼関係の

構築、相互成長・相互発展を目指しています。この目標を達成す

るために、重点実施事項として次の内容を中心に社員教育を実

施しています。

○より良いパートナーシップ

○公正かつ透明性の高い購買取引

○関係法令の遵守

○環境への配慮

■  大和リース協力会連合会※「会員アンケート調査」
■  の実施および当社取引基準について
当社では、大和リース協力会連合会の会員各社と取引先を対

象に、年1回不正取引等の問題の顕在化を目的としたアンケート
調査を実施しています｡調査の結果は管理部門において取りま

とめ、技術部門などの業務改善に活用するとともに、優越的地位

を乱用しないための社員教育に役立てており、常に高い倫理観

をもって行動できる人財の育成に取り組んでいます｡

また、当社の取引基準に基づき、年に1度、安全･品質･納期・経
営の項目に関して、協力会社の評価を行っています｡

さらに、全国の施工協力会社で運営されている「大和リース

協力会連合会」には、1,206社が加入しており、当社も協力会連
合会に補助金等の支援を行い、安全教育、品質・技術向上教育に

関する指導を行っています。
※大和リース協力会連合会： 製品の品質に深く関わる「生産・施工」にご協力い

ただく会社で構成。安全面や技術・作業効率の向
上等に取り組み相互研鑽に努めています。

■  事業所における安全活動の実施
当社では、労働者の安全と健康を確保することを目的とし

て中央安全衛生管理委員会を年2回開催しています。その中で
「安全衛生方針」・「安全衛生活動計画」等を決議し、目標数値・

スローガンを設定したうえで、全国事業所において安全活動教

育の水平展開を行っています。

また、作業場（施工現場、デポ※1・工場※2）における労災事故防

止・交通事故防止および職場の労働環境の維持・向上を目的とし

て、毎月、安全パトロール・安全協議会を実施しています。

さらに、協力会社の事業主および職長、安全衛生責任者等に

対して安全教育を定期的に実施するとともに、「作業員の資格取

得」へ向けて協力会連合会と連携し資格取得支援助成金の制度

も設けています。
※1 デポ：当社が提供するリース製品を維持・保管するストックヤード
※2 工場：当社製品の生産機能をもつ事業場

お取引先との適切な関係 作業環境の労働安全

施工協力会社との関係
施工現場の安全パトロール状況
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従業員との共創共生

■  企業理念「事業を通じて人を育てること」
企業の成長を支えるのは、高い志と行動力をもった“人財”です。

当社は、既成概念にとらわれず、新しい視野に立って物事を考

えることのできる人財、さらにグローバル社会で活躍できる人

財の育成に尽力しています。

事業を通じて従業員が成長し、そこで生まれる事業が社会を

育てていく、その過程こそが、人として、また企業としての成長

であると考えます。

■  ダイバーシティの推進
当社は、2013年4月に「ダイバーシティ推進室」を設置しました。
これは企業競争力強化に向けた人財の活用の観点から「ダイ

バーシティ経営」を積極的に取り組むためのものです。

若者・女性・高齢者・障がい者など、すべての従業員が意欲と能力

に応じて働ける環境を整え、少子高齢化社会においても当社が持

続的な成長を続けるための取り組みです。

職場全体で共に働く仲間を男女を問わず認め合い、一体感をより

一層高め、従業員が生きがいをもって働き続けることができる会社

づくりを目指します。

■  次世代マーク「くるみん」認定
当社は、2014年5月に厚生労働大臣認定の次世代マーク「く

るみん」の認定を受けました。2009年、2011年に続く3回目の
認定となります。

従業員の仕事と子育ての両立を支援するため、次の2つの「一
般事業主行動計画」を策定したうえで、子育てサポート企業を目

指しています。

○所定労働時間削減のための措置

○職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識を是正するた

めの情報提供

従業員が「働きやすい会社である」と実感できるよう、今後も

定例ミーティングの開催や育児休業者復職セミナーなどを通じ

て、すべての従業員が目標に向けて能力を発揮し、活き活きと働

き続けられる環境の整備を推進します。

■  人権啓発の取り組み
私たちは企業人であるばかりでなく、地域社会においては

良き社会人であるためにさまざまな人権問題に取り組んでい

ます。

“人権啓発”は、企業の社会的責任の一つとして捉え、従業員

一人ひとりが人権問題に取り組める環境を設定し、研修を繰り

返し実施しています。

毎年、次の目標を掲げ、人権尊重の意識と行動の醸成に努めてい

ます。

○年2回実施する人権啓発研修を全従業員が100％受講すること
○人権週間にあわせて募集を行う、大和ハウスグループ人権標語

コンクールでは、一人2件以上の人権標語を作成・提出すること

■  定期健康診断の100％受診の継続

当社は2014年度までの5年間における、従業員の定期健康診
断受診率は100％を継続しています。
一次健診での有所見者へのフォロー体制を整えることで、再

検査となった従業員の二次健診受診率も併せて100％を実施し
ています。

長時間労働を是正するとともに、年次有給休暇の取得率を向

上させることで「従業員の健康の保持増進」に努めています。

■  65歳定年制の導入

当社は、2013年4月の「改正高年齢者雇用安定法」に基づき、65
歳定年制を導入しました。

新制度では、60歳以降も継続勤務を希望する社員全員が働くこ
とができる労働環境を整えています。

その取り組みの一つとして、社員が57歳に達した時点で「ワーク
＆ライフデザインセミナー」を開催し、社員が自己の仕事上の強み

を認識する機会を設けるとともに、65歳の定年まで働き続けられ
る職場環境の醸成に努めています。

人財育成 人権尊重

従業員の健康保持増進

雇用の維持
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CSR自己評価指標（CSRインデケーター）2014年度実績・2015年度目標

各指標の実績・目標欄における上段数値は実数を記載、下段の（　　）内点数はその実数を各社の評価方法に従い点数化したものです。

分
野 社会的課題 具体的指標 各指標の

配点（満点）
評価方法

（2014年度実績が該当する箇所を赤字で示しています）
2014年度
実績

2015年度
目標

補足
（関連資料など）

全
分
野

CSRの基礎づくり 社内CSR意識調査 100点 毎年行う社内CSR意識調査の得点（100点満点） 82.82点
（82点）

83.30点
（83点）

社内CSR意識調査：全従業員を対象と
した社内アンケート調査。結果を独自
に点数化し、設問項目ごとに分析

お
客
さ
ま

インフラ整備
（教育）

教育関連施設（保育含
む）工事高 
（前年度増減率）

100点
当社学校関係工事高の前年度増減率 
△10％未満 0、△10％～△5％未満 20、
△5％～0％未満 40、0％～+1％未満 60、
+1％～+3％未満 80、+3％以上 100とする

+6.42%
（100点）

+5.00% 
（100点）

2014年度より学校関連施設に福祉関
連施設を加えた工事高増減に変更し
ます。

地域貢献
商業施設の地域貢献活
動での貢献度 
（前年度増減率）

100点

当社商業施設での地域貢献活動評価点（自社基準）平均
の前年度増減率 
△10％未満 0、△10％～△5％未満 20、
△5％～0％未満 40、0％～+1％未満 60、
+1％～+3％未満 80、+3％以上 100とする

3,402P
+126.8%
（100点）

3,700P
+8.7%
（100点）

2013年度より評価基準を実施評価・動
員評価・成果評価を導入し実績を管理
致します。

環境への貢献 緑化工事面積 
（前年度増減率） 60点

緑化工事面積の前年度増減率 
0％未満 0、0％～＋5％未満 10、＋5％～＋10％未満 30、
＋10％～＋15％未満 40、＋15％～＋20％未満 50、
＋20％以上 60とする　

+83.50％
（60点）

+100.00%
（60点）

前年度（2011年）までの指標は、「eco
ヤネ工事高の前年度増減率」
2013年度より「緑化工事面積」に指標
を変更

取
引
先

サプライチェーン
（労働安全衛生の
充実）

労災（施工現場）件数 
（前年度増減率） 100点

労災件数（施工現場）の前年度増減率 
0％未満の減少率 0、0％～△5％未満 10、
△5％～△10％未満 20、△10％～△15％未満 40、
△15％～△20％未満 60、△20％以上の減少率 80
（0件が満点）とする

17件
0％

（0点）

0件
（100点）

2009年度実績　7件
2010年度実績　4件
2011年度実績    12件 
2012年度実績　10件 
2013年度実績　10件
2014年度実績　17件

労災（場内）件数 
（前年度増減率） 100点

労災件数（場内）の前年度増減率 
0％未満の減少率 0、0％～△5％未満 10、
△5％～△10％未満 20、△10％～△15％未満 40、
△15％～△20％未満 60、△20％以上の減少率 80
（0件が満点）とする

1件
0％

（0点）

0件
（100点）

2009年度実績　0件
2010年度実績　0件
2011年度実績    4件 
2012年度実績　2件 
2013年度実績　1件
2014年度実績　1件

公正な取引の実施
お取引先通報窓口（パー
トナーズ・ホットライン）へ
の通報対応（解決率）

60点
50％未満 0、50％～60％未満 10、60％～65％未満 20、
65％～70％未満 30、70％～75％未満 40、
75％～80％未満 50、80％以上 60（0件は60）とする

0件
100％
（60点）

0件
100％
（60点）

従
業
員

ダイバーシティー
の推進 障がい者雇用率 100点

翌年度の6月1日現在の障がい者雇用率 
1.8％未満 0、1.8％～1.85％未満 20、
1.85％～1.9％未満 40、1.9％～1.95％未満 60、
1.95％～2％未満 80、2％以上 100とする

2.44%
（100点）

2.60%
（100点）

2011年3月31日現在　2.26％
2012年3月31日現在　2.22％ 
2013年3月31日現在　2.14％
2014年3月31日現在　2.44％

人財の育成 従業員人権研修
受講者率 100点 従業員の人権研修受講者率 

この比率を100点満点に換算
200％

（100点）
200％

（100点）
年間2回実施（総務部へ引き継ぎ）

ワークライフ
バランス 有給休暇取得率 100点

30％未満 0、30％～35％未満 20、35％～40％ 40、
40％～45％未満 60、45％～50％未満 80、
50％以上 100とする

54.4%
（100点）

75.0%
（100点）

有休取得日数を年度の有休付与日数
で除して算出

事業活動の客観
的評価の確保

仕事に対するモチベー
ション調査（CSR意識調査
実施時に調査）
※2013年度まで職場の総合満足度
調査

100点 仕事に対するモチベーションが高い人の比率
この比率を100点満点に換算

91％
（91点）

92％
（92点）

『非常に高い』から『普通』までの合計
と全体人数の比率
※2014年度よりカウント方法が変更

社
会

社会貢献 ボランティア活動件数 
（前年度増減率） 100点

＋5％未満 0、＋5％～＋10％未満 30、
＋10％～＋15％未満 60、＋15％～＋20％未満 80、
＋20％以上 100とする

+193％
（100点）

+35％
（100点）

2010年度実績　2,850件
2011年度実績　1,704件
2012年度実績　　163件 
2013年度目標　　200件 
2013年度実績　　168件 
2014年度目標　　500件　※カウント方法変更
2014年度実績　　324件 
2015年度目標　　500件

情報セキュリティ
（個人情報の
保護）

個人情報の盗難・紛失事
故件数の前年度増減率 60点

0％未満の減少率 0、0％～△10％未満 20、
△10％～△15％未満 30、△15％以上の減少率 40
（0件が満点）とする

1件
0％

（0点）

0件 
（60点）

名刺入れ紛失により1件発生。

リスクへの対応 企業倫理ヘルプラインへ
の通報対応（解決率） 60点

50％未満 0、50％～60％未満 10、60％～65％未満 20、
65％～70％未満 30、70％～75％未満 40、
75％～80％未満 50、80％以上 60（0件は60）とする

100％
（60点）

100％
（60点）

目標は0件だが、通報があった場合に
は100％完全対応を目標とする。

環
境

地球温暖化防止 CO2排出量の削減率 
（前年度増減率） 100点

0％未満の減少率 0、0％～△2％未満 20、
△2％～△4％未満 40、△4％～△6％未満 60、
△6％～△10％未満 80、△10％以上の減少率 100
とする

△5%          
（60点）

△4%          
（60点）

事務活動（オフィス）+生産活動
※電力供給逼迫もあり、節電活動等の
効果による削減

廃棄物削減 産業廃棄物排出量 
（前年度増減率） 100点

0％未満の減少率 0、0％～△3％未満 20、
△3％～△7％未満 40、△7％～△10％未満 60、
△10％～△15％未満 80、△15％以上の減少率 100
とする

△10%          
（80点）

△5%          
（40点）

生産活動+施工活動（解体工事を除く）
※総量・売上高当たりとも減少

環境への貢献
有害化学物質（トルエン
毒性換算量）排出量 
（前年度増減率）

100点
0％未満の減少率 0、0％～△3％未満 20、
△3％～△7％未満 40、△7％～△10％未満 60、
△10％～△15％未満 80、△15％以上の減少率 100
とする

△14%          
（80点）

△10%          
（80点）

目標は生産量に関係なく、総量で削減
する
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