
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年度は新型コロナウイルスという未曽有の脅威が、住宅市場のみならず全世界のあらゆる産業に影を

落としました。ポストコロナのニューノーマルの社会において、人々の暮らしを守る存在である住宅会社が、住

まい手にどのような暮らしを提供し、企業として存続を図るかが問われます。M&A や企業間のアライアンスに

よって、住宅市場の勢力図も移り変わってきています。ポストコロナ元年の2021年、そして中長期的なビルダ

ー経営戦略を考えるための指南書として、本資料をお役立てください。 
 

★ 全国棟数ランキング、財務分析等でビルダー各社の比較と全体把握 
★ エリア別・都道府県別ランキング…前年から順位を上げているのは？ 
★ ビルダーアンケートから見る現在のトレンド、今後の経営テーマは？ 
★ 今注目、これから注目のビルダー100社の成功事例を個別に紹介 

 
TEL 03-3350-0781  FAX 03-3350-0839 

                       TACT編集部 

お申込み・お問い合わせは… 

10項目 50点満点の 

経営力ランキング 

経常利益率、生産性等 
各種経営指標 
ランキング 

エリアブロック別 
都道府県別 

着工棟数ランキング 

全国有力ビルダー１００選                      20 年 12 月 21 日発刊 ! ! 

Ａ４判 232頁  90,000 ṕ  99,000 Ṗ

 



 

 

１．ビルダー市場総括 

・19年度～20年度のコロナ禍の明暗 

・19年度全国ビルダー着工棟数ランキング 
 

２．県別棟数 No.1掌握図 ビルダーVSメーカー 

・低層住宅は 30県でビルダーが１位、戸建のみだと 33県  
 
３．分譲系ビルダー大手、今期も勢い増す 

・飯田グループ圧勝に迫る２大勢力 

・不動産販売事業売上ランキング 

・建売分譲はアーネストが 18県で１位 

・分譲系ビルダーの巨大グループ化進む 
 
４．注文系ビルダーの成長力比較 

・ヤマダが動き、大手グループ再編始まる 

・注文系大手の新旧交代、急伸アイ工務店 

・年商 100～200億円台ビルダーは堅調 
 
 

 

１．ビルダーの最新動向と経営戦略 

・アンケートから見るビルダーの 20年度集客・受注 

・コロナ禍でも受注好調だったビルダーの特徴は？ 

・経営テーマは“攻め”よりも“守り” 

・新卒採用もモノからコトへの転換を 

・コロナ禍が業務改善のきっかけに？ 
 
２． ビルダーの WEB戦略 

・WEB広告予算の増加、SNSが集客に貢献 

・スマホ対応は必須、動画と YouTube を活用する 

・オンラインイベントの企画内容 

・OB客と見込み客とのコミュニケーションを促進 

・インサイドセールスの重要性が高まる 

・非接触型展示場と新たなショールーム 
 
３． ビルダーの商品戦略  

・ポストコロナの新生活様式への対応 

・感染症予防対策の家づくりの工夫 

・在宅勤務・テレワーク対応プラン 

・ZEH普及率 0％の登録ビルダー比率は減少 

・EV・PHV と ZEH住宅とのセット販売 

・サブスクは事業多角化の可能性の一つ 
 
４．ビルダーのリフォーム・ストック戦略  

・19年度ビルダーリフォーム売上ランキング 

・一般リフォームは独自の武器で差別化 

・中古リノベは不動産仲介を内製化 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ章．ビルダーの競争力分析 業者選別と再編・グループ化が進む 

Ⅱ章．ビルダーの最新動向と経営戦略 ポストコロナのビルダー経営テーマ 

請負型ビジネスだけでなく 
ストック型ビジネスを強化！ 

ビルダー商品テーマの 
中期トレンドは？ 

コロナ禍は戸建分譲に追い風!? 
注文系大手は新旧交代!? 

ポストコロナの集客・営業は 
WEB戦略の強化が必須！！ 



 

 

１．ブロック別ビルダー着工棟数ランキング        

 関東上位 40社、その他各ブロックは 30位までの 

着工棟数ランキング 

…16～19年度の棟数・伸び率を比較 
 

２．都道府県別ビルダー着工棟数ランキング 

18・19年度の上位 10社ランキングと市場分析 

 

 

 

 

１．タイプ別規模別業績推移比較～主要約 250社の業績一覧 

 直近４年分の売上・経常利益・棟数・従業員数の一覧表を掲載 
 

２．タイプ別ビルダーの収益構造と財務分析～経営指標比較 

 約 170社の最新決算財務諸表を掲載 
 
３．経営指標ランキング～注文・分譲各トップ 30 

①売上高  ②経常利益率  ③成長性 

④生産性  ⑤自己資本比率  ⑥有利子負債比率 

各指標のトップ 30 をランキング 
 
４．ビルダー経営力ランキング～独自指標でビルダーを採点 

 ◎10項目×５段階評価→50点満点で各社の経営力を採点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ章．全国エリア別ビルダーランキング 

Ⅳ章．ビルダーの財務分析と競争力比較 有力ビルダーの経営指標とランキング 

注目ビルダー100社の調査個表 

【基本情報】 

■住所  ■TEL・FAX  ■代表者  ■資本金 
■設立年  ■従業員数（内訳）  ■拠点 

【直近６期の業績推移】 

■売上高  ■完工高  ■経常利益  ■利益率 
■従業員数  ■生産性  ■完工棟数 

【商品情報】 

■主力価格帯  ■利用関係別販売構成 
■商品概要 

【販売戦略】 

■顧客平均像  ■広告宣伝  ■集客拠点 
■販促手法 

【経営戦略】 

■エリア戦略  ■事業多角化  ■その他 

【経営力指数】10項目の独自指標で経営力を点数化 

①収益力  ②自己資本比率  ③借入比率 
④生産性  ⑤安定性  ⑥成長性   
⑦販売・商品力  ⑧土地情報力 
⑨ストック活用   ⑩イノベーション 

【最新動向レポート】 

調査個表 

SAMPLE 

好調な会社・注目の会社の 

最新動向がわかる！ 

◎各社の最新動向・好調のワケを分析 

◎売上、経常利益、人員、完工棟数推移（６期分） 

◎一部業績は棟数から割り出した推計を含む 

住宅産業研究所データによる 
詳細な棟数ランキング！ 

コロナ禍のような非常時こそ 
経営力が問われる!? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込みは下記にご記入の上、ＦＡＸでお送り下さい  FAX ０３－３３５０－０８３９ 

ホームページ専用お申込フォームもあります  www.tact-jsk.co.jp/archives/23550 

「’20ホームビルダー経営白書」  一般価格 99,000 円（税込）  下記会員価格 89,100円 （税込） 冊 

会員種別 

いずれかに○ 

TACT ・ TACT リフォーム ・ エクスプレス ・ JSK テレビ 

ハウスメーカーレポート ・ e カウンセリング  ／  非会員 

御住所 〒 

御社名  ＴＥＬ  ＦＡＸ  

部署・役職  
振込銀行 

三井住友  ・  みずほ  ・  三菱ＵＦＪ 

（振込予定日      年    月    日） ご氏名  

お問合せ先 ㈱住宅産業研究所 ＴＡＣＴ編集部  TEL 03-3350-0781 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-11 VORT新宿御苑 6F    担当  関、布施、斎藤 

個表収録企業（★は前年未収録企業） 

分譲系有力ビルダー 

アーネストワン        （東京） 

アイダ設計             （埼玉） 

AVANTIA              （愛知） 

飯田産業              （東京） 

ウッドフレンズ          （愛知） 

オープンハウス        （東京） 

勝美住宅グループ             （兵庫） 

グランディハウス       （栃木） 

ケイアイスター不動産     （埼玉） 

三栄建築設計         （東京） 

住宅情報館         （神奈川） 

大英産業           （福岡） 

大丸開発★          （岐阜） 

TAKASUGI★          （熊本） 

トヨタウッドユーホーム     （栃木） 

日栄商事★          （茨城） 

一建設            （東京） 

ファースト住建        （兵庫） 

ファイブイズホーム      （埼玉） 

フジ住宅           （大阪） 

不動産 SHOP ナカジツ        （愛知） 

ポラスグループ         （埼玉） 

よかタウン★            （福岡） 

横尾材木店             （埼玉） 

注文系有力ビルダー 

アールシーコア        （東京） 

アールプランナー       （愛知） 

アイ工務店          （大阪） 

アイデザインホーム      （広島） 

アキュラホーム        （東京） 

アサヒグローバル       （三重） 

アルプスピアホーム      （長野） 

イシカワグループ       （新潟） 

石友ホームグループ      （富山） 

イシン住宅研究所★      （岡山） 

ウンノハウス         （山形） 

エルクホームズ        （山口） 

クラシスホーム        （愛知） 

クリエイト礼文        （山形） 

国分ハウジング       （鹿児島） 

コラボハウス         （愛媛） 

サーラ住宅★         （愛知） 

シアーズホーム        （熊本） 

七呂建設          （鹿児島） 

秀光ビルド          （石川） 

ジョンソンホームズ     （北海道） 

シリウス★          （岩手） 

新産住宅★          （熊本） 

新昭和            （千葉） 

新和建設           （愛知） 

スモリ工業★         （宮城） 

セルコホーム★        （宮城） 

泉北ホーム★         （大阪） 

大賀建設                 （埼玉） 

東和総合住宅★        （宮城） 

ノーブルホーム        （茨城） 

パパまるハウス        （新潟） 

ヒノキヤグループ       （東京） 

広島建設           （千葉） 

富士住建           （埼玉） 

ヘルシーホーム        （岡山） 

ホームライフ★        （京都） 

北洲             （宮城） 

ホクシンハウス         （長野） 

ヤマサハウス        （鹿児島） 

やまぜんホームズ             （三重） 

ヤマダホームズ          （群馬） 

ヤマダレオハウス       （東京） 

ヤマト住建          （兵庫） 

悠悠ホーム                   （福岡） 

ライフデザイン・カバヤ    （岡山） 

Lib Work           （熊本） 

ロゴスホーム        （北海道） 

地域密着型有力ビルダー 

アート建工★         （鳥取） 

アイム・コラボレーション   （岡山） 

アゲル★           （茨城） 

アトラスハウス★       （福島） 

アネシス★          （熊本） 

伊田屋★            （岐阜） 

カイテキホーム★       （茨城） 

近藤建設           （埼玉） 

三建                 （兵庫） 

サンプロ           （長野） 

サンワ設計★          （茨城） 

タカカツグループ★      （宮城） 

拓匠開発                （千葉） 

千田工務店★         （岩手） 

波多野工務店              （愛知） 

パルコホーム宮城★      （宮城） 

ひかりハウジング★           （岐阜） 

フィット                    （徳島） 

福工房★           （静岡） 

丸和住宅           （栃木） 

ミナモト建築工房       （岡山） 

木造ホーム小川建美★     （岡山） 

森住建★           （岐阜） 

矢橋林業★          （岐阜） 

ヤマカ木材★         （岐阜） 

リアンコーポレーション★   （栃木） 

リバティホーム        （東京） 

リベスト★          （岩手） 

 

注目ビルダー 
100社を収録！ 

注目ビルダー100社！ 

（前年未収録 31社） 

 


