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B u s i n e s s

大和鑑定ってどんな会社？ 資料編

あらゆる資産の調査・評価、適正化・長寿命化、環境対応、
事業承継・M&A 等のソリューションを提供

創立
高い信頼

1966年
不動産鑑定士 在籍数

122名

J-REIT保有物件評価数 固定資産税路線価受託本数

60万本超950件超

アワーズカンパニー（従業員のための会社運営）

体制

自由な社風

50年を超える実績

いわゆるオーナー家や特定の資本が入っておらず、独立性をもった会社運営を行っています。したがって社員全員で
協力してあげた成果（業績）は原則的にすべて社員に還元します。財務状況は非常に安定しています。

自由でフラットな雰囲気の中で個人の自主性を重
んじます。

時代のニーズに合った新しい業務に積極的かつ柔
軟にチャレンジします。 

不動産の総合コンサルティングファームを目指して

総合力を強化し、顧客視点に立った信頼感の高い
アドバイスを実現しています。

不動産の専門家集団が個々の力とチームワークで
市場地位を強化しています。

不動産証券化市場での強い存在感 評価システム・IT活用の成長戦略
J-REIT保有物件数 約4,200件超のうち、
950件超（約23%）を当社が担当しています。

受託シェア10％超、長年蓄積してきた経験を礎に、
先進の技術開発に取り組んでいます。

スクラップ＆ビルド型社会から、ストック型社会へとシフトする中で、建物や機械設備などのあらゆる資産について適正に調査・
評価し、その管理の適正化を図るとともに、省エネルギー化による環境対応や長寿命化に資するコンサルティングを行うことに
より、その資産を保有する事業の承継やM&Aまでもカバーするソリューションを提供します。

近年、金融・経済及びこれに伴う会計のグロー
バル化等により、売買や資金調達、減損会計の
適用、IFRS導入、Ｍ＆Ａ、会社更生など、さま
ざまな局面で資産の時価会計に向けた動きが
加速しており、適正な時価評価の必要性が高
まっています。
このような社会的ニーズに対応するため、
2020年10月に「資産ソリューション部門」
を創設し、顧客が抱える課題を、資産（建築、
企業、動産）の観点から総合的な解決へ導き
ます。

不動産の総合コンサルティングファームとしての組織強化

● M&Aに際して、不動産の他、機械設備、製品・材料等の動産と言った企業価値を構成する全資産をワンストップで評価

● ビル管理（設備管理、清掃・警備、植栽管理など）のコストとパフォーマンスの適正化コンサルティング

● ISO55001（インフラアセットマネジメント）、ISO41001（ファシリティマネジメント）の導入支援や技術レポート作成

・ 情報セキュリティ体制、品質維持（ISMS/QMS)
・ 多様な専門性によるワンストップ体制
・ OB、協力会社との連携
・ 安定した製品の供給、適切なスケジュール管理
・ 研究開発やその他部署でのツール開発
・ 外部提携機関との連携

新規事業への柔軟な対応

（2020年9月時点）

持続可能な社会への取組み
2020年6月 大和不動産鑑定はCASBEE（建築環境総合性能評価システム）の評価認証機関として登録されました。
地球環境問題に対する取組みとして、持続可能な社会を実現することが世界共通の認識となる中、不動産分野としては、持続可

能な環境評価の高い不動産（環境不動産）のストックを形成していくことが重要
視されています。
現在、CASBEE-不動産評価員の資格保有者は14名在籍しており、CASBEE評
価認証を通じて、社会における環境配慮型不動産の価値の顕在化を目指します。
また、評価認証と取得支援コンサルティングを行うことにより、環境性能に優れた
建築物の推進を図ることで、環境不動産の普及に寄与します。

セミナーの開催
マーケット最新動向やホテル、ヘルスケアアセット、
相続税等のトピックについて実際に実務に携わって
いる各専門分野のエキスパートによる講演を開催
しています。
コロナ禍においては、WEBセミナーの配信を実施
しています。
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不動産事業戦略室

亀山 貴司
（2005年入社）

S u p p o r t C a r e e r  P a t h

さまざまな教育支援と人事施策

● チューター制 新入社員一人ひとりに先輩社員を「専任チューター」として任命、気軽に
会社の仕組みや業務内容などの指導相談に対応します。

● 勉強会の実施

● 英会話自己学習プログラム
（会社補助あり）

原則、毎週水曜日に各種勉強会を実施しています（参加は任意）。

オンライン英会話、通信講座、e-ラーニングを法人割引価格で利用できます。
（支給条件および支給金額上限あり）

実務修習へのサポート

●試験合格後、すぐに2年コースに申込み

●会社のサポート体制
経験豊富な鑑定士により構成された「実務修習委員会」が置かれ、実務修習生と指導鑑定士の全面サポートを行っています。
実務修習を重要な業務と位置づけ、業務時間内において、通常の鑑定業務とは別に、1週間に1日、実務修習に専念する時間を
設けています。その他、修了考査の直前には対策講座を実施するなど、合格に向けたサポートを行っています。また、必要な費用
は原則会社が負担します。

●課題に活用できる多様な案件を日頃から担当
実務修習の課程のうち、「実地演習」は、決まった期間内に13類型の鑑定評価書を作成し、鑑定士協会連合会へ提出して認定
を受ける必要があり、最も大変な演習です。
実際の実務でも経験する機会が少ない類型もあるため、課題選びが大変ですが、多岐に渡る類型の評価実績がある当社の
強みを活かし、実務修習生には出来るだけ実地演習にも使える案件を担当できるように配慮しており、単に実習用の教材として
ではなく、実際の実務も担うことで、受付なども含めた鑑定士としての必要なスキルを身につけることができます。

●社内で相談や相互チェック等ができる
指導鑑定士とマンツーマンで丁寧な修習を行うだけでなく、同期社員と切磋琢磨しながら実習を進めることが可能です。
実務修習生は毎年いますので、実務修習を終えたばかりの先輩社員にコツを聞くこともできます。
「実地演習」の課題は、連合会への提出前に、修習生同士のチェック、指導鑑定士によるチェックに加え、実務修習委員会による
チェックも行っています。このようなトリプルチェック体制で、確実にクリアできるよう、万全の体制を敷いています。

● 社内公募（ＦＡ）制度 社員が自分のキャリアや希望に応じて、部門・拠点等の配置転換を可能とし
ています。

● キャリアヒアリングの実施 定期的に人事担当者との面談を実施し、キャリアプランの希望やライフプラ
ンを確認し、会社の方向性と一致していけるよう調整しています。

● 社外出向制度 本人の希望に応じ定期的に不動産会社、ファンド、金融機関等に出向を
行います。海外出向では、語学力向上及び提携先との連携強化を図ります。

複数のキャリアに対応する柔軟な体制
ご本人の興味、希望や適性に応じて、社員の一人ひとりの自主性を大事にした柔軟なキャリアパス（様々な職種、地域等）を実施します。

鑑定士として経験を積んだ後、専門技術力を高めた「スペシャリスト」、組織として管理する「ゼネラルマネージャー」もしくは、業
務や新規プロジェクトをさらに推進する「シニアプロデューサー」等、どの分野に適しているかを見極め、さらにキャリアアップを
目指します。

一人ひとりのチャレンジが
大和不動産鑑定の未来を創る

私は他社において実務経験を積み不動産鑑定士となった後、当時証券化不動産の評価を専門に

扱う部署の立ち上げと共に入社しました。また、その後大手証券会社の投資銀行部門へ出向し、

不動産証券化業務、不動産M&A業務に従事する貴重な経験をする事が出来ました。

現在は、出向先で得た知識と経験を基に、不動産が絡んだ相続や事業承継のコンサルティングを

行う専門の部署を立ち上げ、不動産オーナーや地主様のサポートを行なっております。

弊社はやりたい事や前向きな意見を汲み取ってくれる風通しの良い会社ですので、入社後鑑定評

価の基本的な経験を積んだ後は自分の可能性を広げる専門分野を見つけて挑戦して頂ければと

思います。
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R e c r u i tI n t e r v i e w

チャレンジを応援してくれる環境と、
充実したバックアップ体制が嬉しい

私は新卒で入社し、現在は実務修習の2年コースを履修中です。

弊社では年齢や経験に関わらず、様々な類型の案件を担当することができます。また、基本的にお

客様とやり取りを行うのは鑑定士ですが、補助者の段階から依頼の受付や納品等に同行させて

頂けるので、鑑定士としての必要なスキルを身に付けるにあたり、非常に恵まれた環境だと思いま

す。また、社内の雰囲気も良く、わからないことがあれば先輩や上司に気軽に相談ができるので、

安心して業務に取り組めます。

多様なスペシャリストの存在が、
自分の可能性も広げてくれる

私は入社してから一次試験と論文試験に合格しました。試験前の業務量の調整や１ヵ月間の特

別休暇取得など、受験生にとってのサポートは充実していると思います。

また、鑑定に限らず、不動産に関し、視野を広げることができる会社だと感じております。

入社時の配属は鑑定部門でしたが、エンジニアリングレポートの作成や、建築のコンサルティン

グ業務、アセットマネジメント会社への出向など、視野を広げる貴重な機会を頂きました。社内

を見渡しますと、鑑定士以外にも税理士や会計士、建築士や土壌の専門家、アナリストなど様々

な専門家が在籍しており、年齢関係なくフラットに意見交換ができる風土があります。

さまざまな経験を積むことで、
成長を実感できる

私は今年2年間の実務修習を修了し、無事に不動産鑑定士の登録を終えて不動産鑑定士として

新たな出発点に立っております。

前職も鑑定業務に携わっておりましたが、多数の評価実績のある弊社だからこそ、入社後に多様

な評価業務を経験でき、依頼者様とのやり取りを通じて、鑑定評価に対する知見や理解がより広

がったと感じております。明るい雰囲気と風通しの良い社風で、グループの隔たりを感じさせない

コミュニケーションがあり、鑑定士一人で完結する仕事も一人一人が知恵や経験を出し合って協

力し合いながら進める風潮なので、働きやすい環境が整っていると感じております。

大和鑑定ってどんな会社？ インタビュー編 F A Q

今後の採用活動について

転勤はありますか？
実績としてはあまり多くありません。
原則的には全国転勤がある前提でご入社頂きますが、キャリアヒアリング面談や社内ＦＡ制度などを通じて社員の希望やご家庭
の状況等を最大限尊重する体制をとっています。転勤する場合でも、特にご家庭の環境等に制約がないうちに、教育的な見地
から複数拠点を経験して頂けるような方策（社内留学制度等）をとっています。

年齢構成はどうなっていますか？
平均年齢は38歳で、30代から40代前半の方が比較的多いです。男女比は約7対3です。

昇給昇格はどうなっていますか？
昇給時期は年１回、人事評価制度に基づいて公平に実施致します。
昇格基準に照らし、昇格を行います【近々では補助者で経験を積んだ段階、鑑定士になった段階で、昇格致します】。
給与、賞与（年2回）の他に、業績に応じて期末賞与を支給（毎年支給実績有）しています。

採用活動の流れ

2020年WEB会社説明会
 ［第1回］10月23日（金） 14:00～17:00
［第2回］10月26日（月） 17:00～19:00

オンラインによる会社説明会を実施します。ご参加希望の方は、
弊社採用サイト「参加予約フォーム」よりお申込みください。

面接の結果はなるべく迅速にご通知いたします（数日程度）。
様々な採用方法・形態がございますので、個別の相談も受け付けております。

採用応募には論文試験合格が必須でしょうか？
定期採用においては、不動産鑑定士を目指す方も対象としており、目安ではありますが、絶対的な要件ではございません。
不動産鑑定の実務経験に限らず、その他職歴やスキルの内容についても考慮して採用を実施いたします。

東京本社鑑定2部

森川 幸雄
（2013年入社）

東京本社鑑定2部

③ 百田 紗栄子
（2018年入社）

東京本社鑑定4部

荻野 晃
（2017年入社）

申込 面接 結果の
ご通知

書類
選考

会社
説明会

弊社
採用サイトは
こちらから！

10.23 14:00 17:00
https://recruit.daiwakantei.co.jp/
金 10.26 月 17:00 19:00

03-5219-3210 03-5219-3220
https://daiwakantei.co.jp/

東京本社 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル西3階大和不動産鑑定株式会社

大和不動産鑑定 会社説明会

WE B開催



お問い合わせ先：大和不動産鑑定株式会社
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号　パレスサイドビル3階
TEL  03-5219-3210　FAX  03-5219-3220　
URL  http://www.daiwakantei.co.jp/




