
主なステークホルダーに
提供する価値 ６つの経営資本 8つのマテリアリティ

         従業員*・労働組合 
「地図に残る仕事。®」 誇りある人生

エンゲージメント方法
社長メッセージ配信（毎月）/労働組合との意見交換/
エンゲージメントサーベイ/各種相談窓口の設置

         株主・投資家 
健全な財務体質と企業価値の向上

エンゲージメント方法
株主総会/有価証券報告書/IR説明会/
Webサイト/統合報告書

         お客様 
安全・安心・快適なインフラの構築

エンゲージメント方法
お客様満足度調査/Webサイト/ 
統合報告書/CS（カスタマー）センター

         取引先 * 
公平・公正な事業環境の提供と 
キャパシティ・ビルディングの構築

エンゲージメント方法
各種研修・セミナーの実施/相談窓口の設置/ 
サステナブル調達アンケート

         コミュニティ/NPO/NGO 
持続可能な豊かな地球

エンゲージメント方法
作業所・技術センター見学会/オープンイノベーション
自然環境保全活動/建設文化の普及

* 従業員・社員・役職員の記載に関する補足：
「従業員」は派遣社員や出向者を含めて大成建設で就
業する人を指し（別途注釈がある場合を除く）、「社
員」は、当社が雇用している人を指します。「役職員」
とは当社の取締役、執行役員、エグゼクティブフェ
ロー、理事及び従業員の総称です。なお、従業員をか
けがえのない存在と考え、統合レポートにおいては

「人財」と表記しています。
* 取引先に関する補足：
お客様から請け負った業務の委託先である協力業
者、専門工事会社、調達先などの企業を示します。

人的資本
大成建設グループにとって最大の資産
は人財です。従業員一人ひとりが高い
エンゲージメントを保持するために、 
グループ理念を共有し、人財育成・研修
制度の充実、リスキリングなど、あらゆ
る施策に取り組むことで、企業の価値創
造を促進します。

社会関係資本
様々なステークホルダーからのニーズ、
社会からの期待を、事業活動に統合し、
市場の環境変化に適応しつつ、事業活動
を通じて社会的課題の解決に貢献します。

知的資本
環境や社会課題の解決に貢献する大成
建設独自の技術開発や特許技術は、当社
の持続的な競争優位につながります。 
更なるDXの推進や、オープンイノベー
ション・イニシアチブを通じて、強固な
基盤を築きます。

自然資本
気候変動問題への取り組みを推進する
とともに、事業による生態系への影響に
配慮し、持続可能な調達、廃棄物対策 
及び水資源・生物多様性の保全に努め、
より良いネイチャーポジティブな取り
組みを推進していきます。

製造資本
世界中に建設作業所を構えています。
レジリエントで、環境や社会課題に配慮し
た先進的な取り組みとなる優れた建造
物・建設サービスをお客様へ提供します。

財務資本
P.85–P.90参照

大成建設グループのマテリアリティとは、短期、
中期、長期視点で社会と当社グループ双方に
重要な影響 (インパクト)をもたらす可能性のあ
る重要な取り組み課題です。SDGsなどのグ
ローバル課題と当社グループの理念体系を結
びつけるものと捉えています。

      環境（E）

①持続可能な環境配慮型社会の実現

      社会（Ｓ）

②品質の確保と技術の向上
③   持続可能な社会の実現に向けた 

技術開発
④サプライチェーン・マネジメントの推進
⑤労働安全衛生管理の徹底
⑥技術者の育成・担い手確保
⑦働きがいのある魅力的な職場環境の実現

      ガバナンス（G）

⑧ コンプライアンスの徹底 

グループガバナンス体制の再構築

価値創造に向けて
大成建設グループは、存在目的である
グループ理念のもと、全てのステークホル
ダーとともに６つの経営資本を統合して、

「進化し続けるThe CDE3カンパニー」を
実現します。そして、マテリアリティへの取
り組み等の企業活動を通じて様々なサス
テナビリティ課題を解決し、社会に貢献し
ていきます。これが私達の考える「価値創
造ストーリー」です。

グループ理念「人がいきいきとする環境を創造する」は、グループとして追求し続ける
存在目的（目指す姿）です。私達は、自然との調和の中で、安全・安心で魅力ある空間と
豊かな価値を生み出し、次世代のための夢と希望に溢れた地球社会づくりに取り組んで
いきます。

地球規模の環境問題の高まりを受け、企業として大切にすべき価値観と到達すべき未来の姿を
明らかにしたものです。当社グループはこの理念のもと、変化する社会ニーズや課題の解決に
取り組み、良質な社会資本づくりを通じたサステナブルな社会への貢献を進めています。

人がいきいきとする環境を創造する
グループ理念

グループスローガンは、グループ理念・大成スピリット・グループ行動指針等を象徴的に
一言で表現したものです。

グループ理念の達成に向けた取り組みを通して、社会への責任を果たし、持続可能な社会の
発展をリードする存在であり続けたいという思いを込めています。

「グループ理念・大成スピリット・グループ行動指針」　https://www.taisei.co.jp/about_us/corp/rinen/

グループスローガン

2021年、中長期の外部環境・構造変化やグループ理念・大成スピリットに基づいて当社
グループが目指す10年後の姿【TAISEI VISION 2030】を策定しました。CDE3 （キューブ）

は、VISION の実現に向けて力を入れている分野を表しており、「進化し続けるThe 

CDE3カンパニー～人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢献する
先駆的な企業グループ」を目指しています。

「CDE3」（Construction, Development, Engineering, Energy, Environment：
シーディーイーキューブ）とは、大成建設グループが「TAISEI VISION 2030」の実現に向けて
特に力を入れている5つの事業分野を表現しています。

進化し続けるThe CDE3カンパニー
TAISEI VISION 2030

理念体系

グループ理念

人がいきいきとする環境を創造する
グループとして追求し続ける存在目的

（目指す姿）

大成スピリット

自由闊達   価値創造   伝統進化
「グループ理念」を追求するために、
グループ全役職員が大切にする考え方

マテリアリティ

グループ行動指針

個別方針
行動指針系 経営計画系

グループ理念

大成スピリット

中期経営計画（２０２１−２０２３）

TAISEI VISION 2030

大成建設の存在意義 持続的な価値の提供
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代表取締役社長
あい かわ よし ろう

※ MSCI指数への大成建設㈱の組み入れ、本レポートにおけるMSCIのロゴ、商標、サービス
マーク、指数名称の使用は、MSCI及び関係会社による当社の後援、推奨あるいは広告宣伝
ではございません。MSCI指数はMSCIの独占的財産、MSCI及びMSCI指数の名称とロゴは、
MSCI及び関係会社の商標もしくはサービスマークです。

大成建設グループ　統合レポート2022
編 集 方 針： グループ理念の実現に向けた競争優位性や戦略及び持続的

な企業価値向上や社会的課題の解決に向けた取り組みなど、
大成建設グループの価値創造プロセスの全体像を、投資家、
株主をはじめとする様々なステークホルダーの皆様に分かり
やすくお伝えすることを目的に発行していきます。
なお、サステナビリティに関する詳細な情報は、当社 Webサ
イトに収録しています。https://www.taisei-sx.jp/

報告対象範囲： 2022年3月31日時点の当社と当社グループ各社（連結子会社）
（上記対象範囲と異なる場合は、注釈に明記しています。)

報告対象期間： 2022年3月期（2021年4月1日～ 2022年3月31日）
(一部、この期間の前後の実績や活動内容も含まれています。)

公 開 時 期： 2022年9月

見通しに関する記述
レポートにおきまして、掲載された意見や予測などは資料作成時点の当社の判断に
基づくものです。そのため、様々な要因の変化により実際の目標値などは記述され
ている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

主な外部の評価（2022年7月1日現在）

参考としたガイドライン等
国際統合報告フレームワーク
本レポートの作成、価値創造プロセスにつながるマテリアリティの開示指針として、
国際統合報告評議会（IIRC）が提唱する本フレームワークを参照しています。

価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス（経済産業省）
投資家等との対話の質向上のため、国内で広く活用されている本ガイダンスを参照
しています。

GRIスタンダード 
サステナビリティに関する情報開示のガイドラインである本スタンダードを参照して
います。情報開示状況は本レポートのESGデータほかWebサイトにGRIスタンダー
ド対照表を掲載しています。

ISO26000
活動の指針としてISOガイダンス規格である本ガイダンスを参照しています。活動
状況は、Webサイトに報告しています。

環境報告ガイドライン（2018年版）（環境省）
本ガイドラインを参照し、環境報告を作成し、その一部を本レポートにも掲載して
います。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
2020年7月に「TCFD提言」へ賛同し、本レポート及びWebサイトで、同提言に基
づく情報を開示しています。

「ISO26000」 
https://www.taisei-sx.jp/esg_guide_line/iso26000/ 

WEB

「第三者保証*」 
https://www.taisei-sx.jp/environment/pdf/independent_assurance.pdf

WEB

「GRI スタンダード対照表」
https://www.taisei-sx.jp/esg_guide_line/gri/ 

WEB

*「 第三者保証報告書」EY新日本有限責任監査法人による環境情報に関する保証
　「中期経営計画（ 2021-2023）」のスタートから1年が経過しました。大成建設グループを取り巻く経営環境、
ならびに中期経営計画初年度の総括等についてご説明します。
　日本経済は、新型コロナウイルス感染症による消費や設備投資への抑制圧力が和らぐ中、緩やかな回復基調
を辿りましたが、原料・エネルギー価格の世界的な高騰をはじめとしたインフレリスクに加え、ロシアのウクライ
ナ侵攻による世界経済への下押しリスクが懸念され、先行き不透明感が払拭されない状況にあります。
　建設業界においては、政府の国土強靭化に向けた防災・減災対策や老朽化インフラの維持・更新需要等に
牽引され、公共投資は底堅さを維持するとともに、コロナ後を見据えた設備投資意欲の高まりや都市部の大型再
開発事業などの下支えにより民間設備投資も回復局面にあるものの、建設資材等の急騰やウクライナ情勢に起
因する市場環境の変化への対応が喫緊の課題となっています。
　そうした中、経営成績については、受注高は減少、売上高は増収、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属
する当期純利益は減益という結果になりました。

　大成建設グループは昨年、中長期的な外部環境や構造変

化を特定し、グループ理念などに基づいて「中長期的に目指

す姿【TAISEI VISION 2030】 進 化し続けるThe CDE3

（キューブ）カンパニー～人々が豊かで文化的に暮らせるレジ

リエントな社会づくりに貢献する先駆的な企業グループ～」を

策定するとともに、「中期経営計画（2021-2023）」をスタート

させました。中長期の外部環境・構造変化として特定した３

つのＸ（ＩＸ：業界再編圧力の高まり、ＳＸ：環境・社会課題を事

業を通じて解決する方向へ、ＤＸ：ＤＸが競争力を左右する時

代へ）はこの1年間で益々鮮明になり、これらの課題に先駆的

に対応することが、当社グループの競争優位性や持続的な成

長を左右する重要な要素だと考えています。

中期経営計画初年度の総括について

ステークホルダーの皆様へ04 大成建設グループについて
04 社長メッセージ
07 大成建設グループの今昔物語
11 財務・非財務ハイライト

13 あるべき姿を目指して
13 サステナビリティ対談
 • 放送大学客員教授  関 正雄氏 × 代表取締役社長  相川 善郎
19 成長戦略とサステナビリティ
 • 中長期の外部環境認識とリスク
 • 大成建設グループのマテリアリティ
 • CSOメッセージ
 • TAISEI VISION 2030　中期経営計画(2021-2023)
 • グループ事業戦略
 • サステナビリティ経営の全体像と中期経営計画の取り組み
35 特集１： DX×SDGs対談
 • 立教大学ビジネススクール  田中 道昭氏 × CDO 深澤 裕紀
39 特集2：人権×SDGs対談
 •  CLS 日比谷東京法律事務所  

パートナー弁護士 大村 恵実氏 × CSO 谷山 二朗

43 サステナビリティセクション
43 サステナビリティ経営
 • 理念体系とサステナビリティ基本方針
 • マテリアリティとKPIs 2021-2023 
 • サステナビリティ TOPIC 1   人権とサプライチェーン
 • サステナビリティ TOPIC 2　TCFD提言による情報開示
 • サステナビリティ TOPIC 3　環境ソリューションの事例　
53 マテリアリティ 1-8

67 ガバナンスセクション
67 コーポレート・ガバナンス
 • コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
 • コンプライアンス・リスクマネジメント
 • 役員一覧
 • 社外取締役メッセージ

85 データセクション
85 経営成績の解説と分析
 • 連結財務諸表
 • ESGデータ
 • 会社情報/株式情報
 • 用語集

IIRC ● ● ● ● ● ●
国連グローバル・コンパクト ● ● ●
GRIスタンダード ● ● ●
ISO26000 ● ● ● ●
環境報告ガイドライン ● ●
TCFD ● ● ● ●

情報体系とWebサイトにおける情報提供

統合レポート  ●
Webサイト（サステナビリティ） ●
Webサイト（株主・投資家の皆様へ） ●

コーポレートガバナンス報告書 ●
有価証券報告書 ●
中期経営計画 ●

社長メッセージ
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