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長い一日の疲れを癒すお風呂。清潔で快適なトイレや洗面所。料理の創作意欲を高
めるキッチン。家の中と外の世界をつなぐ玄関ドアや窓。空間に彩りを添える内装
や外装。実は意外と基本的なことが住まいを豊かで快適にする、と私たちは考えます。

LIXILが提供する水まわりや建材などの先進的な製品は、毎日10億人以上の人びと
にご愛用いただいています。基本に忠実に。今後も世界中のあらゆる人びとのより
豊かで快適な住まいと暮らしの実現に向けて、さらなる可能性を追求していきます。

会社概要
社名 株式会社LIXIL
英文社名 LIXIL Corporation
設立年月日 1949年9月19日
代表 取締役 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸欣哉
本社 〒136-8535 東京都江東区大島二丁目1番1号
資本金 68,418百万円1

決算期 3月31日
従業員数 59,360人（連結従業員数）2

発行済株式数 313,319,159株1

世界中の誰もが願う、 
豊かで快適な住まいの実現

LIXIL CORE （企業理念）
私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
世界中の人びとの豊かで快適な住生活の未来に貢献します。

12020年3月現在
22020年11月現在
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2020年12月、新生LIXILとしてスタート

持株会社だった株式会社LIXILグループは、子会社
の株式会社LIXILとの合併により、事業会社体制へ
と移行し、社名をLIXILに変更しました。これは、 
起業家精神にあふれた組織の構築に向けた取り組
みの一つであり、新体制の下で、経営効率を高め、
経営資源の重複を削減するとともに、ガバナンスの
強化を図ります。
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「ニューノーマル」における新たなニーズに対応
自宅で過ごす時間が増え、快適な住環境がますます求められる中、
LIXILは国内外において、「ニューノーマル（新しい日常）」におけ
る新たなニーズに対応しています。例えば、国内では、手を触れ
ることなく利用できるタッチレス水栓や、非対面での荷物の集荷
や受け取りが可能なスマート宅配ポストなど、衛生や健康面への
関心の高まりや新しい暮らし方に対応する幅広い製品を提供して
います。また、日本で開発された先進技術を搭載し、高いデザイン
性を兼ね備えた製品を、グローバルブランドを通じて海外でも展
開し、各市場における多様なライフスタイルや嗜好にもお応えし
ています。さらに、世界に広がる営業基盤やサプライチェーンを
活用することで、地域の枠を超え、世界の人々の新しい暮らしや
働き方を支えています。

コロナ禍において、デジタル化の流れが大きく加速しています。
LIXILでは、数年前からデジタルの活用を積極的に推進し、準備を
進めていたことから、在宅勤務への移行もスムーズに実現するこ
とができました。また、デジタル化によって、従業員間だけでな
く、お客さまや取引先などあらゆるステークホルダーとのコミュ
ニケーションのあり方が変わりつつあります。例えば、日本全国
に展開するショールームでは、デジタルツールを活用することで、
製品の案内から見積もりの作成など、お客さまが自宅にいながら
来館時と同じようにサービスを受けることができる「オンライン
接客」を提供しています。こうした変化は、お客さまや従業員にも
好意的に受け止められており、さまざまなデジタル施策と併せ、
これからのビジネスのあり方を変えていくでしょう。

変革を通じて、従業員一人ひとりが能力を発揮できる企業へ
このような環境の変化に素早く対応するためには、従業員の力が
欠かせません。私たちは、従業員が起業家精神を発揮し、新たな
価値を生み出すことができるよう、積極的なサポートを行ってき
ました。従業員が能力を存分に発揮できる環境を構築することは、
LIXILが企業としての存在意義を体現し、持続可能な成長を実現す
ることにつながります。

よりシンプルで機動的な組織を構築するため、全社においてさま
ざまな組織変革を実行してきました。水まわりと住宅建材事業と
いう基幹事業への注力を進めるとともに、2020年12月1日付で、
株式会社LIXILグループと子会社であった株式会社LIXILは合併し
ました。このような取り組みは、機動的な組織の構築、意思決定
の迅速化やガバナンスの強化を目指したものです。

さらに私たちは、年齢、性別、国籍などに関わらず、誰もが活躍で
きる環境の整備を進めています。国内では、働き方に対する意識
改革を進め、従業員が自身の業務やライフスタイルに合わせて柔
軟な働き方を選択できるよう、積極的な働きかけを行っています。

また、社内 SNSを通じて、全世界の従業員同士がつながり、オー
プンでフラットなコミュニケーションから、イノベーションが生
まれています。私は、実力主義を徹底するとともに、多様な人材
が活躍できる組織文化を構築することで、長期的にLIXILの競争
力と持続可能性を向上させることができると考えています。

事業活動を通じ、グローバルな社会課題の解決に貢献
LIXILでは、事業活動を通じて社会に貢献できるよう、当社の技術
や知見を活かして、グローバルな社会課題への対応を進めてきま
した。世界では約 20 億人が衛生的なトイレを利用できないとい
う現実があります。LIXILでは、2025年までに1億人の衛生環境
の改善に貢献することを目指し、世界の衛生課題の解決に向けた
活動を強化してきました。

「SATO」ブランドを通じて、開発途上国におけるニーズに対応し
た安価で衛生的なトイレシステムを提供するとともに、現地に生
産・販売体制を構築することで、地域に根ざしたソーシャルビジ
ネスを展開しています。さらに、COVID-19をはじめとする感染
症の予防策として、石鹸での手洗いが有効な手段とされる中、世
界では多くの人びとが手洗い設備を利用できないという課題に
も対応し、手洗いソリューション「SATO Tap」を新たに開発しま
した。LIXILは、これまでに世界38ヵ国以上で2,100万人2の人々
の衛生環境を改善してきた実績があり、今後もこうした能力を高
めることで、社会への貢献につなげていきます。

ESG（環境・社会・ガバナンス）が重視され、社会をより良い方向
に導いていこうとする企業の姿勢がますます問われています。
私たちは、独自の技術やイノベーションを活用し、事業活動を通
じて社会に貢献することを目指していますが、これは従業員の誇
りや社外からの信頼の醸成につながるだけでなく、ひいては当社
の競争力強化につながると考えています。

このように、差別化された製品・サービスの提供を通じて新たな
成長機会を捉えるとともに、起業家精神にあふれ、より豊かで快適
な住まいの実現に貢献できるよう、今後もLIXILは進化を続けてま
いります。

株式会社 LIXIL
取締役 代表執行役社長 兼 CEO
瀬戸 欣哉

環境の変化に機動的に対応し、
先進技術とイノベーションを
通じて、世界中の人びとの
豊かで快適な住まいと暮らしを
実現します。

変化の波をチャンスに変え、
より強固な組織へ

LIXILの事業は、世界の誰もが願う住まいの夢の実現につながっています。世界150カ国以
上で約60,000人の1従業員を擁し、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMなど、
業界をリードする数々のブランドを通じて、多様なライフスタイルやニーズにお応えして
います。最新のテクノロジーと生活者の視点に立ったデザインを融合した当社の製品は、
世界で毎日10億人以上の人びとの暮らしを支えています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大が深刻な脅威となる中、LIXILは、世界の人び
との健康で快適な暮らしを支え、ライフスタイルの変化に対応するために、重要な役割を
担ってきました。さまざまな製品・ソリューションの提供を通じて、新しい暮らしや働
き方をサポートすることは、企業としての使命であり、社会全体に利益をもたらすこと
につながると考えています。

1 2020年11月現在
2 2020年9月現在
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敬意を持って働く

実験し、学ぶ

新本社 WINGについて

2019年11月、LIXILはグローバルな本社機能を集約しました。
新しいアイデアが生まれ、未来に向かって羽ばたいていく場所
として、東京にある新本社WINGでは、ソフト面とハード面の双
方を充実させることで新しい働き方をサポートし、コミュニケー
ションの活性化と生産性の向上を目指しています。新しいデザ
インやテクノロジーの開発、部署やブランドの垣根を越えた活発
な交流と意見交換を促進できるように設計されています。

働く人、環境、そして地域社会との共生などサステナビリティに
も配慮した新本社は、「ニューノーマル」における新しい働き方
にも対応しています。

多様性を発展の原動力に

一人ひとりが力を発揮し、新しいLIXILに
主体的に考え行動し、成長を支え合う企業文化

LIXIL Behaviors（3つの行動）は、日々の仕事の中で、LIXILの従業員一人ひとりがどのように考え、
行動すべきかを示したものです。LIXIL Behaviorsを体現することで、目的意識を持ち起業家精神に
あふれた組織を作り、持続的な成長を実現します。

水まわりや住宅建材のメーカーとして快適で健康的な暮らしを支えるという目的意識のもと、
COVID-19感染拡大と闘う社内外の人びとのためにLIXILの従業員はさまざまな活動を行いました。

ベトナム：感染予防対策として、ハ
ノイ市内にある5つの医療施設の
外や待合にINAXの手洗いステー
ションを設置

業務内容に合わせてスペースを自由に選択
できるオープンなフロア「HIRAMEKI （ひら
めき）」

使う人の多様性を尊重し、誰もが用途に合わ
せて自由に場所を選択できる新発想の「オル
タナティブトイレ」

社内外の交流やアイデアの交換のために設け
られたIdeation Room （2019年12月に開催
されたSDGsワークショップより）

環境に配慮し、快適に過ごせるよう自動制御
で窓が開閉するカーテンウォールも従業員が
開発・設計を手掛けたもの

中国：感染拡大が報じられた中国
の従業員に本社からいち早くマス
クを送付。マスクを受け取った中
国の従業員はWorkplace2を通じて
感謝のメッセージを伝えた。

日本：食堂や会議室、受付などでの
飛沫感染対策に自社の浴室用ドア
を応用して作ったパーテーション
を活用

アメリカ、カナダ、メキシコ：エン
ジニアチームが中心となり医療の
最前線で戦う方々をサポートした
いという思いからフェイスシール
ドを作りマスクを医師会や高齢者
介護施設に届けた。その後、寄贈先
を拡大し、合計約52,000枚1を寄贈

EMENAから世界へ：仲間に感謝
の気持ちを写真とメッセージで
伝えるOne LIXILキャンペーン。
工場や物流、接客などそれぞれの
立場で業務を遂行している仲間
への感謝をリレー形式で伝える
Workplace2のキャンペーン

日本：感染拡大防止の一環として、
全国のショールームでデジタル
ツールを活用したオンライン接客
を開始。サービス向上やオンライ
ンならではの利便性を提供

1 2020年9月現在
2 Facebookによる社内向けSNS

正しいことをする
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LIXILについて

利用者数

売上収益

工場数 ショールーム数 従業員数

廃棄物などの再資源化率 製品・サービスによる
CO2削減貢献量

グローバルな衛生課題
解決の実績

LIXILは、世界中の誰もが描く住まいの夢を実現するために、日々の暮らしの
課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、
ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。

世界で毎日10

100年以上の歴史
 1875年  〉〉〉 2021年

億人以上の
生活を支える

1兆5,144億円※1

38カ国以上

2,100万人以上の 
衛生課題を改善※695%※4 66,000千t-CO2

※5

歴史

北米

1,357
億円

欧州

1,234
億円

その他

202
億円

アジア

1,273
億円

日本

11,078
億円

12市場88工場 18市場130拠点 約60,000人※2 CO2

取得特許数・意匠権数

1万2千件以上

デザインセンター 世界6拠点

東京

ニューヨーク

ロンドン
シンガポール

デュッセルドルフ

常滑

展開するブランド

製品ブランド数

15

LIX
IL

女性の定期採用者率

2020年 30.5％

7年連続30％以上※3

※1:  2020年11月のLIIXLビバの株式譲渡完了に伴い、売上収益を更新　※2：2020年11月現在　※3：株式会社LIXIL・日本国内の実績　
※4：事業活動で発生する廃棄物等の再資源化を実施（数値は日本・欧州）　※5：LIXILの環境に配慮した製品・サービスの使用で、当社従
来製品と比較して期待できるCO2削減効果の累積量　※6: 2020年9月現在
（注釈がある場合を除き、本ページに記載のデータは2020年3月現在の実績）
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住まいの夢を実現
LIXILは多彩なブランドを通じて、世界中の人びとの住まいの夢を実現する
先進的な製品・サービスを提供しています。

太陽光発電システム

高性能住宅工法 水栓金具

タイル
トイレ 浴室 キッチン

スマートウォーター製品

ガーデンルームエクステリア 玄関ドア インテリア建材 IoTシステム 窓
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人に寄り添う技術と考え抜かれたデザイ
ンで、心と体の健やかさを高める水まわり
空間を提供します。 

デザインと機能が調和したバスルームや
キッチン水栓などの水まわり製品を幅広く
ラインアップ。“触れるごとに水を楽しむ
喜び”を通じ、豊かな生活をご提供します。

より豊かで快適な毎日の暮らしを実現す
る製品を開発し、さらに健康的で、安全で、
美しいバスルームやキッチンまわりを 
提供します。

磨き抜かれたデザインとテクノロジーを
そなえた窓・ドアを通じて新しい心地よ
さと笑顔あふれる暮らしを提供します。

バスルームからキッチン、エクステリアま
で、あらゆる住居向けに、幸せないつもを
実現する幅広い製品を提供しています。

人びとの暮らしを支え、思い出が生まれ
る瞬間を作り出す、バスルームやキッチン
製品を提供します。

過去150年を代表するデザインムーブメ
ントをモチーフに、こだわりぬいたキッ
チン・バスルーム製品シリーズで、より
豊かな日々の生活を演出します。

デザイン性を追求し尽くした美しく高品
質なバスタブで、至福のバスタイムをお届
けします。

開発途上国の衛生課題のソリューション
として、革新的でありながらシンプルな
設計、低価格の簡易式トイレシステムを提
供するグローバルなソーシャルビジネス
です。

使う人の視点に立った技術と空間コー
ディネートで、料理を自由に楽しくする
キッチンブランドです。

高気密・高断熱・高耐震構造の住宅工法で、
健康・快適・安心・安全を追求し、理想的
な住環境の提供により、お施主様の暮らし
の質を高めます。

水を操る技術にこだわり、上質でスタイ
リッシュな「究極のバスルーム」を提供し
ます。

ガーデンエクステリアを通じて、自分ら
しく自然とのつながりを楽しむ時間を提
供します。

時とともに変わり続ける暮らしのなかで、
いつも自分らしくありたい人のために、
気持ちや好みに合わせてインテリアを選
ぶ楽しさや、暮らしづくりをご提案して
います。

住宅の外観はライフスタイルそのもので
す。暮らす人の理想のイメージに合わせ
て外装をトータルにコーディネートし、
個性を演出します。

Global

Global Specialty 

Japan

LIXILは、独自の個性や強みを有する数多くのブランドを
展開しており、さまざまなライフスタイルやニーズに対
応しています。

業界を代表するグローバルブランド
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スマート宅配ポスト

すっきりとしたデザインのスマート宅配ポストは、
スマートフォンと連携することで、在宅時でも不
在時でも、複数個受取りや集荷に対応する大容量。
ニューノーマルに必要な機能を完備しています。

Good Design Award 2018
Red Dot Award 2019
German Design Award Gold 2021

DOAC

今ある玄関ドアを、1日の施工で自動ドアにする
DOACは、鍵の施錠、解錠、ドアの開閉をリモコ
ン操作で可能にします。軽く触れるだけで全開や
オートロックができるため、車いすユーザーでも、
沢山の荷物を抱えている場合でも安心、安全。快
適な外出や応対をサポートします。

S600 LINE

日本の伝統的な空間発想と現代の感性を融合さ
せた、グローバルブランドINAX。最新のS600 
LINEでは、長きに渡って日本人の美意識に影響を
与え、今日でも建築や文化に息づいている「光と
影」を表現しています。磨き抜かれた性能とデザ
インが特徴のシャワートイレSATIS Gをはじめ、
浴槽、洗面器、水栓金具、意匠性に富んだタイルな
どの革新的な水まわり製品を用いることでくつ
ろぎと気持ちのリセットを促すバスルーム空間
を世界の人びとに提供しています。

Red Dot Award 2020
iF Design Award 2020

Spectra Filtered 4-Spray Hand Shower  
Rail System

ユーザーの健康と豊かなライフスタイルに貢献するハンドシャワー
システム。シャワー中の塩素レベルを最大50％削減するフィルター
を搭載することで、肌と髪を守ります。

SmartControl Kitchen Colors

レバーの代わりに直感的なプッシュボタンを採用し、給水操作を容
易にするキッチン用水栓。手がふさがっている時や汚れている時で
も、肘を使って操作できるため実用的かつ衛生的です。3つの水栓金
具デザイン、最大10種類のカラー・仕上げ1によりさまざまなユーザー
の好みに対応しています。

iF Design Gold Award 2020
Red Dot Award 2020

エンドユーザー視点に立った、「体験のデザイン」

1 カラー・仕上げ展開は水栓金具のデザインによって異なります

LIXILがデザインについて考えるとき、何よりも大切にしているのはエンドユーザーのニーズです。
最新のテクノロジーを組み合わせ、日々の暮らしの課題を解決する「体験のデザイン」を実現し、環境に
配慮したサステナブルな製品を提供しています。
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コーポレート・レスポンシビリティ

LIXILでは、「世界中で革新的かつ責任ある活動を通して生活
の質向上に貢献することで、 最も信頼される企業となる」と
いうコーポレート・レスポンシビリティ ミッションを軸に、
戦略を策定し、取り組みを推進しています。

事業展開地域への関連性や緊急性が高く、事業における専
門知識や規模を活かして課題解決に貢献でき、広範囲に影
響を与えることができる3つの分野に注力しています。

グローバルな衛生課題の解決

水の保全と環境保護

多様性の尊重

人びと、特に女性や女児が、
安全な衛生施設を
利用できるようにすると同時に
子どもにとって危険な病気感染を防ぐ 

調達から生産、流通、製品の使用・廃棄や
サービスの利用に至るまで、
すべてのプロセスにおいて、水、エネルギー、 
およびその他の天然資源の保全に努める

多様な従業員の英知や視点を活かし、 
成長とイノベーションの原動力とする製品やサービス
などを通じて、年齢や性別、障がいの有無を問わず、
すべての人の生活の質の向上に貢献する

“すべての人に衛生を”
2025年までに衛生環境の改善に関する取り組みを通じ、1億人の
生活の質を向上させます

“CO2ゼロと循環型の暮らしを”
2050年までに、事業プロセスと製品・サービスを通じてCO2の
排出を実質ゼロにし、水の恩恵と限りある資源を次世代につなぐ
リーディングカンパニーを目指します

“すべての人に働きがいを”
“すべての人によい製品を”
2020年までにすべての従業員にダイバーシティ＆インクルージョン
文化を浸透させます
2030年までにすべての製品・サービス*をLIXILユニバーサルデザ
インコンセプトに基づくものとします

関連するSDGs

関連するSDGs

関連するSDGs

2025年までに1億人の衛生環境を改善1

世界では約20億人が、安全で衛生的なトイレのない環境で暮らしており、日常的に屋外
排泄を行っている人びとは6億7300万人いると言われています。その結果、水源が汚
染され、不衛生な環境によって1日に700人以上のもの幼児が、衛生問題に起因する下
痢性疾患で亡くなっています。2030年を目標年とする「持続可能な開発目標（SDGs）」
で定められた衛生問題解決に向け、LIXILは2025年までに1億人の衛生環境を改善する
ことを目標に掲げています。 

¹2026年3月期

事業プロセスから製品・サービスのライフサイクル全体で環境保護を徹底
LIXILでは、住生活に関わる先進技術やノウハウを最大限に活用し、地球環境に配慮した
製品・サービスの提供に加え、自らの事業活動による環境負荷の最小化に取り組んでい
ます。使用時における環境負荷に配慮することに加え、再生原料の活用や製品の長寿命
化など、ライフサイクル全体を通して持続可能な製品・サービスを提供しています。

ダイバーシティ&インクルージョン戦略
LIXILは、オープンで率直なコミュニケーションを大切にし、多様性から生み出される
活力を成長とイノベーションの原動力としています。2018年には、「LIXILダイバーシ
ティ&インクルージョン宣言」を策定し、社内外において多様性を尊重する文化の醸成
に努めています。また、2030年までにすべての人の暮らしやすさに配慮したLIXILユ
ニバーサルデザイン（UD）コンセプトを推進しています。

トイレから手洗いまで、水と衛生分野の改善に向けて活動範囲を拡大
開発途上国向け簡易式トイレシステム「SATO」の出荷を拡大し、世界の衛生課題を解決す
るための取り組みを加速させています。SATOは現在、世界38ヵ国以上で約430万台を
出荷し2、バングラデシュで初の黒字化を達成したことにより、経済的に持続可能な事業
を通して社会に貢献できることを実証しました。加えて、COVID-19の感染拡大を受け、
安価な手洗いソリューション「SATO Tap」を考案しました。このソリューションを通じ、
さまざまな感染症の予防に有効な手洗い習慣の普及に向けた活動を拡大しています。
 2 2020年9月現在

新たな「環境ビジョン」を策定
事業プロセスおよび製品やサービスを通じて「気候変動対策の緩和と適応」「水の持
続可能性の追求」「資源の循環利用の促進」を柱に、2050年までに「Zero Carbon and 
Circular Living (CO2ゼロと循環型の暮らし)」の実現へ向けた新しい目標を発表しました。
中長期目標や行動計画でバリューチェーン全体の環境負荷を低減していきます。段階的
に事業所で使用する電力を100％再生可能エネルギーへ切り替え、資源を使用し、廃棄
する一方通行の消費ではなく、循環型経済への移行を推進しています。

グローバル企業としてダイバーシティの取り組みを強化
LIXILでは、インクルージョン文化の醸成を目的に、 2019年9月に全世界共通のD&I戦略・
施策を推進する 「グローバルダイバーシティ&インクルージョン(D&I) 部」を新設しま
した。その後、トップマネジメントを中心に 積極的にD&I活動が推進されるよう、瀬戸
CEOを委員長 とするD&I委員会を設立しています。事業においては、災害時も平常時と
同じように使える「レジリエンストイレ」や、多様性の観点から自分にあった個室を選択
できるオフィス向けの「オルタナティブトイレ」の考案など、あらゆるニーズに配慮した
製品を開発しています。

*日本国内で提供する製品・サービスが対象(2019年8月時点）

簡易式トイレシステム「SATO」

知多工場（日本）のメガソーラー発電施設

車いす対応キッチン「ウエルライフ」

新しい手洗いソリューション「SATO Tap」

高性能なハイブリッド窓「LW」

INAX災害配慮トイレ「レジリエンストイレ」



100年余のものづくりの歴史と伝統を持つLIXILは、より
豊かで快適な住まいと暮らしの実現に貢献してきました。
文化活動を通じて、ものづくりの技と心を次世代に伝え、
斬新なアイディアを発信する場を提供しています。 

文化活動
https://livingculture.lixil.com/

当社は建築家やデザイナーと手を携え、機能性と洗練され
た美の融合を追求してきました。創業期の想いを語り継ぎ、
暮らしを豊かにしたいという信念のもと、時代やライフ
スタイルに合ったものづくりを続けることが、製品とサー
ビスの根底にある精神であり、当社が伝えたい「LIVING 

CULTURE」というコンセプトです。

INAXライブミュージアム
（常滑）

INAX創業の地である愛知県常滑市で展開する、観て、触れて、感じて、学び、創りだす、
体験・体感型ミュージアムです。さまざまな展示や体験教室を通し、土とやきものが
織りなす多様な世界と、ものづくりの心を伝えています。「世界のタイル博物館」、「窯の
ある広場・資料館」をはじめとする６つの館から構成されています。
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LIXILは、100年以上の歴史を持つブランドを展開しており、長きにわたる信頼と実績を基に、
未来に向かってさらに成長を続けています。

LIXILの歩み

1919
巨匠建築家のフランク ロイド 
ライト設計の帝国ホテル専用
の煉瓦工場にINAX創業者が
技術協力

1875
American Standardの前身、Standard 
Manufacturingを設立、鋳物製トイレ、
洗面台、浴槽の製造開始

1936
吉崎良造がサンウエーブ工
業の前身、中外精工株式会社
を設立

1936
フリードリッヒ・グローエ
がGROHEを創業

1923
潮田竹次郎がトステムの前身、 
木製建具小売の妙見屋商店を設立

1924
伊奈長三郎がINAXの前身、伊奈製陶
株式会社を設立、タイル、陶菅、テラ
コッタを製造

1967
国産初シャワートイレ発売
（INAX）

1968
国内初超高層ビルの霞が関ビ
ルにカーテンウォールを施工
（トステム・新日軽）

2011
トステム、INAX、新日軽、
サンウエーブ工業、東洋
エクステリアが統合し、
株式会社LIXIL誕生

2013
簡易式トイレシステム「SATO」の生産・
販売開始（American Standard）

2020
持株会社だった株式会社LIXILグルー
プが子会社の株式会社LIXILとの合併
により事業会社に移行2015

GROHEを完全子会社化

2013
米国のAmerican Standard
を子会社化

2019
本社機能をLIXIL WING（江東区）に集約
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事業分野と主なグループ会社

ウォーターテクノロジー事業

ハウジングテクノロジー事業

ビルディングテクノロジー事業

住宅・サービス事業等

その他

主要製品とサービス事業分野

水まわり設備
衛生機器、シャワートイレ、水栓金具、手洗器、浴槽、ユニットバス、スマート製品、
シャワー、洗面器、洗面カウンター、システムキッチン 等

その他
住宅・ビル外装タイル、内装タイル 等

金属製建材
住宅サッシ、玄関ドア、各種シャッター、門扉、カーポート、手摺、高欄 等

木質内装建材
窓枠、造作材、インテリア建材 等

その他建材
サイディング、石材、屋根材 等

その他
太陽光発電システム、スマート製品 等

金属製建材
カーテンウォール、ビル・店舗用サッシ 等

住宅ソリューション
工務店のフランチャイズチェーンの展開、建築請負、地盤調査・改良 等

不動産
土地、建物、不動産管理、不動産事業のフランチャイズチェーンの展開支援 等

金融サービス事業
住宅ローン 等

グループ内サービス業務
金融サービス業務

株式会社LIXIL
株式会社LIXILトータルサービス
株式会社ダイナワン
株式会社テムズ
Grohe AG

ASD Holding Corp.

A-S CHINA PLUMBING PRODUCTS Ltd.

A-S (China) Co., Ltd.

株式会社LIXIL
株式会社LIXILトータルサービス
株式会社LIXILトータル販売
Gテリア株式会社
旭トステム外装株式会社
株式会社LIXILトーヨーサッシ商事
ソニテック株式会社
株式会社クワタ
大分トステム株式会社

株式会社LIXIL
株式会社LIXILリニューアル

株式会社LIXIL住生活ソリューション
株式会社LIXIL住宅研究所
ジャパンホームシールド株式会社
株式会社LIXILリアルティ
株式会社LIXILイーアールエージャパン
株式会社ジーエイチエス
JHSエンジニアリング株式会社
株式会社LIXILホームファイナンス
サンヨーホームズ株式会社

LIXILグループファイナンス株式会社

グループ会社

LIXIL Vietnam Corporation
驪住（中国）投資有限公司
驪住建材（蘇州）有限公司
驪住衛生潔具（蘇州）有限公司
台湾伊奈股分有限公司
LIXIL India Sanitaryware Private Limited

LIXIL AFRICA HOLDINGS (Pty) Ltd.

西九州トステム株式会社
株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズ
LIXIL INTERNATIONAL Pte. Ltd.

TOSTEM THAI Co., Ltd.
驪住通世泰建材（大連）有限公司
LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.

PT. LIXIL ALUMINIUM INDONESIA

LIXIL WINDOW SYSTEMS PRIVATE LIMITED

2020年12月現在
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