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世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まい。LIXILは、人びとの 
住まいの夢を実現するために、先進的な水まわり製品と建材製品を
開発、提供しています。

住まいを豊かで快適にするのは、実は意外とシンプルなことです。
長い一日の疲れを癒すお風呂。料理の創作意欲を高めるキッチン。
清潔さと快適さを兼ね備えたトイレ。家の中と外の世界をつなぐ 
ドアや窓。水の可能性を広げるシャワーや水栓。空間に彩りを添える
内装や外装。

より良い住まいを実現するために、 LIXILは、社会やそこで暮らす
さまざまな人びとが抱えてきた困りごとやニーズに対して、環境に
やさしい解決策を提案しています。LIXILの製品は、毎日 10億人以
上の人びとに利用されています。私たちは、これからも、世界中の
人びとの豊かで快適な住まいを実現するために、さらなる可能性を
追求していきます。
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デザイン主導のイノベーション
当社は、新中期経営計画の下、デザイン、テクノロジー、品質、
そしてブランド力で差別化を推進しています。その一環とし
て、LIXILをさらにデザイン力の高い企業へと変革していきた
いと考えています。商品のライフサイクル全体にデザイン思考
を取り入れることで、お客さまの課題を解決しながら、ユーザー
体験を向上させていきます。このアプローチによって、昨年
LWTは世界の主要なデザインアワードを66個も受賞しました。
LIXILのデザイン性に対する評価は以前より高まっているとい
えます。

INAX 、GROHE、American Standardの各ブランドには、
それぞれ異なる資産価値や個性があります。優れた品質や技術
に加えて、これらのブランドがLIXILと競合他社を大きく差別
化しています。

エンドユーザーにより近づく
商品の差別化に加えて、エンドユーザーとの距離を縮めると
いう取り組みにも注力しています。
これまでのマス広告への投資により、当社のブランド認知度
は大きく向上しました。今後はデータ主導のコミュニケーショ
ンに注力していきます。エンドユーザーのライフスタイル、嗜
好、トレンド、購買行動、商品との関わり方などがどのように
変化しているかを理解することは極めて重要だからです。日
本におけるエンドユーザーの商品想起を高めるために導入し
たパワーブランド戦略は、その一例です。さらに、最先端のデ
ジタル技術や、日本、米国、中国ですでに展開している直販ビ
ジネスモデルといった新しい取り組みを通して、お客さまもま
だ気づいていないニーズを捉えていきます。

LIXILは、 INAX、 GROHE、 American 
Standard、TOSTEMをはじめとする数々
の製品ブランドを通して、世界中の人びと
の住まいの夢を実現するために、先進的な
水まわり製品と建材製品を開発、提供して
います。65,000人超の従業員を擁し、世界
150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生
活者の視点に立った製品を提供することで、
毎日世界で10億人以上の人びとの暮らし
を支えています。

2018年3月期：持続的な成長に向けた基盤を強化
2018年3月期は、全社的な変革の取り組みが着実に前進し、

2018年4月からの新中期経営計画の順調なスタートにつなげ
ることができました。
水まわり事業を展開するLIXIL Water Technology（LWT）は、 
国内外で事業を拡大し、成果を生み出してきました。世界の各
地域の文化に根差した強力なブランドを複数保有し、ある地域
で生まれた優れたアイデアを他の市場で活用するといった取
り組みが奏功しています。
また、需要の増加に対応するため、商品の供給能力をグロー
バルで大幅に増強したほか、エンドユーザーにより近づくた
めの取り組みも強化しています。向こう数年で、世界中で水ま
わり商品をトータルに提供できるようになることを目指して
おり、世界中のエンドユーザーの多様なニーズに応えるべく、
商品ラインナップのさらなる充実に力を入れています。
建材事業を展開するLIXIL Housing Technology（LHT）は、
事業の強化に向けて、短期的な対策をすでに講じており、さら
に長期的な視点で、ロードマップに基づく戦略を実行していき
ます。LHT全体の生産効率を向上させていくほか、市場動向に
迅速に対応するため、商品の開発・上市サイクルの高速化にも
取り組んでいます。むこう2～3年は国内で商品の差別化に注
力し、その上で海外市場に挑戦していきます。なかでもアジア
はさらなる成長が期待できる地域だとみています。

2018年3月期は、組織の簡素化を進め、事業ポートフォリオ
を最適化し、バランスシートの改善を図りました。当期利益は
過去最高を更新しました。これはLIXILがより効率的で機動力
のある組織となったことを示しています。

CEOインタビュー： 
瀬戸 欣哉
取締役 代表執行役社長 兼 CEO
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目的意識を持ち、起業家精神にあふれる組織へ
LIXILは持続的な成長の実現に向けた組織づくりに注力して
おり、その中心には従業員がいます。従業員が誇りを持ち、互
いを尊重し、刺激を与え合い、起業家精神と熱意を持って取り
組める会社となることを目指しています。

LIXILは、地球規模の環境問題や社会的課題、なかでもグロー
バルな衛生課題の解決に貢献しようという強い思いと、技術と
専門知識を持っています。当社は、ほかとは一線を画す強みが
あり、こうした分野で主導的な役割を果たすことができる、そ
して、それにより従業員が仕事への意義を見出し、会社に対し
て誇りを感じられるようになると信じています。

LIXILはまた、起業家精神にあふれた、より俊敏な企業とな
ることを目指しています。全員が同じ目標に向かって力を
結集していくための共通基盤として、3つの行動様式「LIXIL 
Behaviors」を定めました。

1つ目の「正しいことをする」は、単に法律や倫理を遵守する
だけでなく、当事者意識を持つことを指します。誠実に正しく
判断し、信念を持って行動するのです。

2つ目の「敬意を持って働く」は、相手を理解し、敬意を持つ
ことを意味します。そのためには、オープンかつ公平に意見や
アイデアを交わすことが求められます。また、相互理解によっ
て一体感が生まれ、向かうべき方向が明確になります。

3つ目は「実験し、学ぶ」です。LIXILでは小さな実験を繰り返
し、スピードを持った行動につなげることを奨励しています。
たとえ失敗しても、そこから学んだ教訓は、イノベーションへ
の重要な投資になり得ます。これらの行動様式は、私自身そし
てLIXILにとって極めて重要です。LIXILが成長するためには、
俊敏さと起業家精神が不可欠だからです。

将来の成功に向けて、差別化を推進
新しいチャンスにしっかり対応できる企業には、明るい
未来があると信じています。水まわりや住宅建材の業界は、
人口動態や技術革新などのメガトレンドにいち早く対応で
きる有利な立場にあると考えています。例えば自動車業界
は、技術の進歩によって従来の市場が縮小する可能性もあ
りますが、私たちのビジネスにとって、テクノロジーの変
化はさらなる成長、あるいは異なる分野とのつながりといっ
た機会をもたらします。いかに自社を明確に差別化するこ
とができるかが、今後ますます重要となってきます。

従業員が誇りを持ち、
互いを尊重し、
刺激を与え合い、
起業家精神と熱意を持って
取り組める会社となることを
目指しています。

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。

LIXIL Behaviors
LIXIL Behaviors（3つの行動）は、日々の仕事
の中で、LIXILグループ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。

正しいことをする

敬意を持って働く

実験し、学ぶ
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住まいの夢を実現
LIXILは業界で最も信頼される数多くのブランドを通して、
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・
ファブリック IoTシステム 窓
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GROHEの「Sensia Arena」は、日本が世界に
誇る最先端のシャワートイレ技術と、ドイツ
の洗練されたデザインを融合しています。

American Standardの「Genie」ハンドシャ
ワーは、水圧が低い地域向けに開発されました。
簡単にキャップを取り外すことができ、内部を
いつも清潔に保つことができます。

常滑、東京、ニューヨーク、バンコク、デュッセルドルフ 
のデザインチームが世界のトレンドを捉え、新商品の 
デザインに織り込むことで、エンドユーザーの役に立つ
価値を生み出す商品開発を実現しています。

デザイン主導の 
イノベーション
LIXILは、世界中のあらゆる人びとに必要なも
のづくりを進めています。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組み合わ
せ、日々の暮らしの課題を解決するとともに、
環境に配慮した商品を提供しています。

TOSTEMの「LW」は、1枚のガラス戸を横にス
ライドさせ開閉する窓です。フレームが室内
から見えないデザインで、外と内がつながる
心地よいリビング空間を創り出します。

INAXの「エコカラット」は、室内の湿気を調節
し、ニオイを抑え、有害物質を低減する効果を
持つ内装機能建材です。カビ・ダニ繁殖の抑制
が期待でき、過乾燥による肌のカサカサなど
を防ぐ室内環境づくりをサポートします。
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工場 ショールーム

アメリカ地域

	 11	拠点

	 3	拠点

	 6,308	人

欧州・中東・アフリカ地域

	 8	拠点

	 13	拠点

	 5,741	人

日本

	 43	拠点

	 104	拠点

	 35,452	人

アジア太平洋地域

	 31	拠点

	 15	拠点

	 19,373	人

グローバルに広がる生産・営業拠点 2018 年3 月31 日時点

LIXILは、世界14ヵ国に93の工場と22ヵ国に135のショールームを構え、戦略市場
に隣接する地域での生産と販売を進めるとともに、そのうち日本国外には50ヵ所の
生産拠点を置くグローバルな製品供給体制を構築しています。

LIXIL の国・地域別工場数・ショールーム数

従業員
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持株会社

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

流通・小売り事業

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
トイレ、シャワートイレ、水栓金具、洗面器・手洗器、洗面化粧台、
シャワー、浴槽、ユニットバス、システムキッチン、タイル、 
スマートウォーター製品

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、手すり、
高欄、防潮・防水板、遮煙スクリーン

木質内装建材類
窓枠、造作材、インテリア建材

その他建材類
サイディング、石材、屋根材

インテリアファブリック類
カーテン

その他
太陽光発電システム

金属製建材
カーテンウォール、ビル・店舗用サッシ

ホームセンター
生活用品、DIY用品、建築資材

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

不動産
不動産の総合サービス（売買・賃貸・管理など）
不動産事業のフランチャイズチェーンの展開

介護付マンション事業
介護付マンション

金融サービス事業
住宅ローン

グループ内サービス事業

株式会社LIXIL 東京都江東区  
株式会社LIXILトータルサービス  東京都江東区   
株式会社ダイナワン  愛知県常滑市  
株式会社テムズ  東京都千代田区  
GROHE Group S.à r.l.  ルクセンブルグ 
ASD Holding Corp.  米国  
A-S CHINA PLUMBING PRODUCTS Ltd.  ケイマン諸島  
LIXIL Vietnam Corporation  ベトナム   
驪住建材（蘇州）有限公司  中国   
驪住衛生潔具（蘇州）有限公司  中国   
台湾伊奈股分有限公司  台湾
  

株式会社LIXIL 東京都江東区
株式会社LIXILトータル販売  東京都江東区  
株式会社川島織物セルコン  京都府京都市左京区  
Gテリア株式会社  東京都世田谷区   
旭トステム外装株式会社  東京都江東区  
株式会社LIXIL鈴木シャッター1  東京都豊島区 
株式会社LIXILトーヨーサッシ商事  東京都千代田区 
ソニテック株式会社  東京都新宿区  
株式会社クワタ  兵庫県神戸市須磨区   
大分トステム株式会社  大分県大分市   
西九州トステム株式会社  佐賀県佐賀市 
株式会社LIXIL TEPCOスマートパートナーズ  東京都江東区  
LIXIL INTERNATIONAL Pte. Ltd.  シンガポール  
TOSTEM THAI Co., Ltd.  タイ  
驪住通世泰建材（大連）有限公司  中国  
LIXIL GLOBAL MANUFACTURING VIETNAM Co., Ltd.  ベトナム  
LG-TOSTEM BM Co., Ltd. 韓国  
PT. LIXIL ALUMINIUM INDONESIA  インドネシア  
LIXIL Window Systems Private Limited インド
 
株式会社LIXIL 東京都江東区 
株式会社LIXILリニューアル  東京都江東区    
Permasteelisa S.p.A.2  イタリア

 
 
株式会社LIXILビバ 埼玉県さいたま市浦和区 

株式会社LIXIL 東京都江東区 
株式会社LIXIL住生活ソリューション  東京都江東区  
株式会社LIXIL住宅研究所  東京都江東区  
ジャパンホームシールド株式会社  東京都墨田区   
株式会社LIXILリアルティ  東京都中央区   
株式会社LIXILイーアールエージャパン 東京都中央区 
株式会社ジーエイチエス  東京都江東区   
JHSエンジニアリング株式会社  東京都墨田区  
株式会社LIXILホームファイナンス  東京都千代田区

   

LIXILグループファイナンス株式会社 東京都江東区

事業会社 所在地

株式会社LIXILグループ

1  2018年7月にLIXIL鈴木シャッターの株式譲渡を決定
2  2017年8月のPermasteelisa S.p.Aの株式譲渡決定を受け、同社および同社子会社の事業を非
継続事業に分類

事業内容・おもなグループ会社  2018年7月31日現在
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ウォーターテクノロジー事業
INAX、GROHE、American Standardといった世界的
な主要ブランド、そしてRICHELLE、SPAGEなどの商
品ブランドを通して、使いやすさと美しさを追求した
トイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品を提供し
ています。

使う人のことを考えたテクノロジーとデ
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。

使い心地の良さをとことん追求した先進
的なバスルームやキッチン製品を幅広く
ラインアップし、確実に家中の快適な水
まわりを提供します。

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。

人びとのライフスタイルを織り成しデザ
インする、いつまでも心に響く輝きを放
つ南アフリカを代表する水まわりブラン
ドです。

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。

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。

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。

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を提供して
います。

製品

ブランド

水まわり製品・化粧台

浴室用水栓金具

システムキッチン

トイレ・シャワートイレ

シャワー

タイル

キッチン用水栓金具

浴槽・ユニットバス

スマートウォーター製品
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ハウジングテクノロジー事業
TOSTEM、INTERIO、EXSIOR、SUPER WALL、川島織物
セルコンといったブランドを通して、窓や玄関ドア、エク
ステリア製品、インテリア建材・ファブリックなどの製品
を提供しています。

製品

窓・サッシ

インテリア建材

玄関ドア

インテリアファブリック

エクステリア

サイディング

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。

高断熱パネルを用いた住宅工法を通して、
健康・快適・安心な暮らしをお届けします。

世界のお客さまに感動と満足を与える織
物製品やサービスを提供することにより、
常に新しい文化を創造、提案し、心豊かな
社会の発展に貢献します。

ブランド

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。

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。

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。
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LIXIL VIVAは、売り場面積10,000㎡を超
える次世代型ホームセンター「スーパー
ビバホーム」と、地域密着型の「ビバホー
ム」を展開しています。豊富な品ぞろえで、
建築業界のプロフェッショナルから一般
のお客さままで、より快適な住まいづくり、
彩のあるライフスタイルの実現を支援し
ています。

LIXIL住生活ソリューションは、法人のお客
様や生活者の皆様へ、住まいと暮らしの価
値を高めるサービスをトータルコーディ
ネートしています。

ジャパンホームシールドは、地盤調査解析・
構造設計・建物検査のサービスを通じて、
住宅地盤と建物の問題を解決し、住まいの
安全・安心を提供しています。

LIXIL住宅研究所は、住宅フランチャイズ
チェーンを全国に展開し、「アイフルホーム」
「フィアスホーム」「GLホーム」のブランド
を統括しています。

LIXILホームファイナンスは、長期固定金
利住宅ローン「フラット35」を中心とする住
宅ローン業務、および保険業務を展開して
います。

LIXIL シニアライフカンパニーは、介護付
有料老人ホーム『フェリオ』 シリーズと住宅
型有料老人ホーム 『レジアス』を運営。総
合住生活企業として培ってきたノウハウを
活かし、ご入居者に寄り添ったサービスを
提供しています。

LIXILリアルティは、住宅や不動産の売却、
購入、賃借、売買・賃貸仲介、賃貸管理、建
築、リフォーム、相続・事業承継などのコン
サルティング、さらに企業の社宅代行業務
などを行い、住宅・不動産に関する総合サー
ビスを提供しています。

LIXILイーアールエージャパンは、アメリ
カを本拠地とし、世界30以上の国と地域に
ネットワークを展開する不動産流通フラン
チャイズ「ERA」の日本本部です。

住宅・サービス事業等
住まいの価値を高める専門サービスを幅広く展開し、お客さまの
住生活を生涯にわたって総合的にサポートしています。

ビルディングテクノロジー事業
環境負荷が少なく、人びとがより快適に働き、暮らせる建物づくり
を通して、都市における生活の質向上に貢献しています。

カーテンウォール ビル用サッシ プロジェクトマネジメント

流通・小売り事業
ホームセンターの「スーパービバホーム」および「ビバホーム」を
展開し、住まいや暮らしに関わる幅広い商品を提供しています。

LIXILシニアライフカンパニー
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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

“1億人”

2020年までに1億人の人びとの
衛生環境を改善し、生活の質の
向上につなげます

“環境負荷ネットゼロ”

2030年までに、製品・サービスに
よる環境貢献が、事業活動による
環境負荷を超える「環境負荷ネット
ゼロ」を実現します

“すべての人に働きがいを”

2020年までにすべての社員に
ダイバーシティ&インクルージョン
文化を浸透させます

世界中の人びとが、より豊かで快適な住生活を夢見ています。
LIXILは、その夢が東京でキッチンをリフォームすることであっ
ても、ナイロビで初めてトイレを設置することであっても、叶
えるためにサポートすることを目指しています。コーポレー
ト・レスポンシビリティ（CR）は、企業としての大きな目標と
なるものです。CR戦略を通じて、私たちは社会と地球の持続
的発展に貢献していきます。

CRミッション
世界中で革新的かつ責任ある活動を通じて生活の質向上に
貢献することで、最も信頼される企業となる

例：
シンプルな設計で低価格の簡易式トイレ
「SATO」は、約900万人の衛生環境の改善
に貢献しています

例：
「サーモスX」は、断熱性を飛躍的に向上さ
せた次世代の高性能ハイブリッド窓です。

例：
American Standard の「ウォークイン・
タブ」は、誰もが安全に、快適に入浴でき
るように設計されています。

コーポレート・レスポンシビリティ
LIXILは、責任ある持続可能なイノベーションを追求し、世界中の人びとの
暮らしの質の向上とビジネスの成長を同時に実現していきます。

グローバルな衛生課題の解決
世界では現在でも約23億人の人びとが安全で衛生的なトイレのない生
活を送っており、2分毎に1人の5歳未満の子どもが不衛生な水や環境に
起因する下痢性疾患で命を落としています。また、学校にトイレがない
ことにより、思春期の女子児童の進学の妨げになっています。さらに、
屋外排泄のために人けのない場所まで行く女性が、いやがらせや暴行を
受ける危険が高まるなど、様々な問題を引き起こす原因になっています。

SATOトイレシステムは、
15カ国以上で
約900万人*の
衛生環境の改善に
貢献しています。

LIXILは、2020年までに1億人の衛生環境を改善することを
掲げています。少量の水で洗浄可能で、虫や悪臭を低減できる
開発途上国向けの低価格なSATOトイレシステムをはじめ、地
域のニーズや状況に合わせた複数の製品を提供しています。

LIXILでは多様な連携先との共同を通じて、世界中で社会的
課題の解決に取り組んでいます。国連児童基金（UNICEF）とは
2013年以来、衛生課題の解決に向けて連携しています。2018
年にはUNICEFと「Make a Splash!みんなにトイレを」という
グルーバルパートナーシップを締結し、2021年までに2億5
千万人の衛生環境の改善を目指していきます。
今後もLIXILは政府やNGOなどと連携し、社会的課題の解決
に貢献していきます。

*出荷台数（2018年3月時点）をもとにSATO製品1台あたりの 
平均利用者数を5人と想定し、算出
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沿革
LIXILグループは、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。

ミュージアム、ギャラリー、資料館および出版活動を柱とし
た文化活動を通して、ものづくりの技と心を次世代に伝え、斬
新なアイデアを発信する場を提供し、LIVING CULTUREを表
現していきます。LIXILは、ものづくりにこだわり、ライフス
タイルや時代に合った美しく機能的な製品を作り続けること
で世界中の人びとの豊かで快適な住生活の未来に貢献してい
きます。

ミュージアム
INAXライブミュージアムは、INAXブランド発祥の地、愛知
県常滑市にLIXILが開設する土とやきものの体験・体感型ミュー
ジアムです。紀元前から近代まで、世界25カ国のタイルを展示
する、日本唯一のタイル専門博物館「世界のタイル博物館」をは
じめとする、6つの館で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。
川島織物文化館は、川島織物（当時）を創業した初代川島甚兵
衞および・二代川島甚兵衞が世界中から収集した織物文化の歴
史を物語る染織品や古書類を収蔵する博物館です。

KUMA LAB: Weaving 東京大学建築学 
専攻 隈研吾研究室の活動

川島織物文化館

ギャラリー
LIXILギャラリーは「建築とデザインとその周辺をめぐる巡
回企画展」、「建築・美術展」、「やきもの展」の3つの軸で、住生
活・デザイン・建築・アートを深く掘り下げた展示を行ってい
ます。

書籍
LIXIL出版は、私たちをとりまく諸問題に新しいヴィジョン
を提示するため、都市、建築、デザイン、生活文化をテーマに
した書籍を刊行しています。また「10+1（テンプラスワン）」と 
いうウェブサイトで今日の都市や社会の問題を議論するプラッ
トホームを運営しています。
 

www.livingculture.lixil

文化活動
LIXILグループは、100年にもおよぶものづくりの歴史と伝統を持っ
ています。創業期のクラフトマンシップを今に語り継ぎ、常に建築家や 
デザイナーと手を携え、機能性と洗練された美しさの融合を追求してき
ました。それこそが、LIXILが掲げる「LIVING CULTURE」というコン
セプトです。
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1843  初代川島甚兵衞が川島織物セルコンの前身となる呉服悉
皆業を創業

1875  アメリカン スタンダードの前身、Standard 
Manufacturingを設立、鋳物製トイレ、洗面台、浴槽の
製造開始

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

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

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

  フリードリッヒ・グローエがBerkenhoff & Paschedag
を買収、グローエを設立

1945  トイレ・洗面器（衛生陶器）を製造開始（INAX）
1949  潮田健次郎が株式会社LIXILグループの前身、トステム

（当初社名は日本建具工業株式会社）を設立
1956  高品質・低価格ステンレスシンク量産技術を日本で初め

て開発（サンウエーブ）
1958  「ポリバス」（FRP浴槽）を製造開始（INAX）
1960  プッシュ・プル式水栓の発売開始（American 

Standard）
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）
1971  雨水侵入防止性能と掃除のしやすさを実現したアルミ

サッシ「ニュー太陽」発売（トステム）
1974  東洋エクステリア株式会社設立
1984  新日軽株式会社設立

1988  フルオープン・フルクローズのガーデンルーム「エクシ
オール」を発売（TOEX）

2001  トステム株式会社が株式会社INAXトステム・ホールディ
ングスに社名変更、純粋持株会社となる

  会社分割により、事業会社トステム株式会社（現、株式会
社LIXIL）設立。株式会社INAXがグループ入り

  タンクレストイレ「サティス」を発売（INAX）
2004  INAXトステム・ホールディングスが株式会社住生活グ

ループに社名変更
2007  ゴミの清掃性能を大幅に高めた「くるりんポイ排水口」

を開発し、 バスルームに搭載（INAX・トステム）
2009  INAXがAmerican Standard Asia Pacificを子会社化
2010  サンウエーブ工業株式会社、新日軽株式会社を子会社化
  複層ガラス面積を大きくし、 断熱性能を大幅に向上させ

た「サーモス」発売（トステム）
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
  株式会社川島織物セルコンを子会社化
2013  株式会社LIXILが米国のASD Holding Corp.を子会社化
2014  株式会社LIXILがGROHE Groupを関連会社化
2015  株式会社LIXILがGROHE Groupを子会社化
2016  LIXILが新品の時の白さ輝きが100年つづく衛生陶器 

「アクアセラミック」を開発
2017  株式会社LIXILビバが東京証券取引所市場第一部に株式

を上場
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財務ハイライト 2018年3月期

株式会社LIXILグループおよび連結子会社

LIXIL Water Technology (LWT)

LIXIL Housing Technology (LHT)

LIXIL Building Technology (LBT)

LIXIL Kitchen Technology (LKT)*

流通・小売り事業(D&R)

住宅・サービス事業等(H&S)

42.0%

31.4%

6.3%

7.0%

10.2%

3.1%

売上収益
1兆6,648億円

LIXIL Water Technology (LWT)

LIXIL Housing Technology (LHT)

LIXIL Building Technology (LBT)

LIXIL Kitchen Technology (LKT)*

流通・小売り事業(D&R)

住宅・サービス事業等(H&S)

事業利益
753億円

59.2%

24.1%

3.0%

5.4%

6.1%

2.2%

会社概要 2018年3月末現在

社名 株式会社LIXILグループ 

英文社名 LIXIL Group Corporation

設立年月日  1949年（昭和24年）9月19日

本店  〒136-8535 東京都江東区大島二丁目1番1号

本社事業所  〒100-6036 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
 霞が関ビルディング36階

資本金  68,121百万円

決算期  3月31日

従業員数  61,140人（連結従業員数）

発行済株式数  313,054,255株

おもな事業内容  国内外の住生活関連事業・都市環境関連事業を営む会社の株式または
 持分を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配、管理

取締役

潮田 洋一郎
瀬戸 欣哉
金森 良純
菊地 義信
伊奈 啓一郎
白井 春雄
川本 隆一
川口 勉
幸田 真音
Barbara Judge
山梨 広一
吉村 博人

経営指数（IFRS)

2018年3月期 （百万円）
売上収益 1,664,817

事業利益 75,319

親会社の所有者に帰属する当期利益（損失） 54,581

資産合計 2,107,131

資本合計 649,573

親会社所有者帰属持分比率 29.3%

1株当たり年間配当金 65円
連結子会社数（期末） 302社
持分法適用関連会社数（期末） 67社

執行役

代表執行役社長 兼 CEO   瀬戸 欣哉
代表執行役副社長 兼 Chief Financial Officer (CFO) 松本 佐千夫
執行役副社長   大坪 一彦
執行役専務 兼 Chief Public Affairs Officer (CPAO)  Jin Song Montesano
執行役専務 兼 Chief Human Resources Officer (CHRO) 松村 はるみ
執行役専務 兼 Chief Technology Officer (CTO) 二瓶 亮
執行役専務 兼 Chief Digital Officer (CDO) 金澤 祐悟
執行役専務 兼 Chief Legal Officer (CLO) 中村 豊

2017 201820162015
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Net sales
¥1,786.4 billion

LIXIL
Water

Technology

36.4%

Distribution and 
Retail Business

売上収益（左軸）

(億円) (億円)

事業利益（右軸）

9.4%

Housing Services
Business

3.5%

LIXIL 
Building 
Technology

14.5%

LIXIL 
Kitchen 
Technology

6.3%

LIXIL
Housing

Technology

29.9%

売上収益と事業利益

*2019年3月期よりキッチンテクノロジ―事業をウォーターテクノロジー事業に統合

（年、3月期）
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