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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 ●
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　昨今、環境問題や人権への対応が重要性を増す中で、サステナビリティ関連課題については、より戦略的に対
応していく必要があることから、サステナビリティ経営に関する組織体制を一元化し、「サステナビリティ総本部」
を設置するとともに、サステナビリティ総本部長をCSO（Chief Sustainability Officer）に選任し、サステナビ
リティ課題とSDGsへの取り組みを強化することとしました。また、建設業を中核とした事業を通じてサステナビ
リティ課題の解決を図るというサステナビリティ・トランスフォーメーションを実現し、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ことを基本方針とする、「サステナビリティ基本方針」を策定しました。
　2050年までのカーボンニュートラルは建設業界でも重く受け止めるべき課題です。当社グループでは、新たな環
境目標として、2030年までに売上高あたりのCO2排出量を、2019年度比で50％削減する目標を掲げました。その
ほか、ICP（インターナル・カーボンプライシング）の導入、再生可能エネルギー事業への投資及び脱炭素関連の技術
開発投資を使途とするグリーンボンドの発行、経済産業省が主導する「GXリーグ」への賛同など、グループ長期環境
目標である「持続可能な環境配慮型社会の実現」に向けた取り組みを本格化しています。
　人権についても、バリューチェーン全体で取り組むべき重要な課題と認識しています。事業活動による人権への負
の影響を生じさせないよう、自主的・積極的・能動的に企業としての責任を果たすことにより、包摂的な社会の実現
に貢献していくことをコミットするために「人権方針」を改定し、その中で、人権デュー・ディリジェンスのプロセスを導
入することを明記し、優先的に対応する人権リスクを特定しました。今後、人権リスクの予防・軽減に係る諸施策や
追跡調査を実施し、その結果等をサステナビリティ委員会での審議を経て取締役会に報告するなど、人権リスクの予
防・軽減に継続して取り組んでいきます。

　2022年度の日本経済は、コロナ禍からの脱却に向けた社会経済活動の正常化が進み、企業収益が段階的に強さ
を取り戻し、景気全体としても回復傾向を維持することが期待されますが、世界的な物価高騰やウクライナ情勢に起
因する下振れ懸念を背景に、依然として不確実性の高い状況が継続するものと想定されます。建設業界においては、
各種政策に基づく堅調な公共投資に加え、首都圏の大規模案件を中心とした民間建設投資も前年度並みの水準で
推移することが見込まれる一方、厳しい価格競争や更なる原材料・燃料価格の上昇等のリスク要因に留意する必要
があると考えています。
　そうした中、2022年度の業績については、2021年度に比べて豊富な案件量が見込めることから、受注高は増加を
見込んでいます。また、売上高も、手持ちの大型工事が進捗することから増収を見込んでいます。一方、営業利益等
は、追加工事獲得など未確定の好転要因を全ては織込んでいないことに加え、手持ち工事に占める、厳しい競争環
境下で受注した利益率の低い大型工事の割合も増すことから、概ね2021年度と同程度にとどまる見込みです。

　当社グループでは社会からの要請に対して、事業特性やビジネスモデルを活かし、どのような社会課題の解決に
取り組むべきか、社会に貢献できるのかを明確にするために、SDGs等を踏まえマテリアリティ（重要課題）を特定し、
定期的に見直しています。中期経営計画（2021-2023）では、８つのマテリアリティの達成に向けた重点施策や具体策
を定めました。マテリアリティに関する取り組みの詳細は別頁にてご説明しますが、脱炭素をはじめとする自然資本
ならびに人的資本に関する取り組みについて概要をご説明します。

　脱炭素社会実現に向けた取り組みとしては、引渡し後の建物運用段階におけるCO2排出量削減や、グリーン調
達拡大に向けた取り組みを実施しています。具体的には、①ZEB及びZEF（net Zero Energy Factory）の展開、

②グリーン・リニューアルZEBの取り組みの推進、③CO2をコンクリートの中に固定するカーボンリサイクルコンクリー
トをはじめとした環境配慮コンクリートの実用化に向けた研究開発、④建物の調達段階・施工段階・運用段階のライフ
サイクル全体に渡って排出されるCO2をトータルの収支でゼロにする「T-ZCB（ゼロカーボンビル）」の推進（当社グルー
プ施設において日本初の実証を目指す）等に注力しており、いずれも社外からの関心も非常に高いと感じています。
　自然共生社会の実現に向けた取り組みとしては、産官学民が連携して「自然と共生した開発」を実践してきた成果
が評価されて、この度、環境大臣賞（主催：国立環境研究所・日刊工業新聞、後援：環境省）を受賞した「富士山南
陵工業団地」などで得られたノウハウを活用し、生物多様性の保全につながる取り組みも今後進めていく必要があ
ると考えています。
　環境関連施策は企業の競争優位性を確保するためのビジネスチャンスです。今後の市場規模拡大も見込めること
から、注力して取り組んでいきたいと考えています。

　固定の生産施設をもたない当社グループにとって、人財こそが収益の源泉であり、その強化は喫緊の課題です。
　社員と会社が強いエンゲージメントで結ばれていることが、生産性の向上にもつながり、当社グループの持続的な
成長と進化に大きく寄与するものと確信しています。まずは現状を把握するために、今年度第1四半期に社員に対す
るエンゲージメントサーベイを実施しましたので、今後、その結果を基に改善施策を継続的に実施していきます。
　また、従業員の士気向上、処遇改善及び建設業と当社の更なる魅力向上を目的に、人事・給与制度の改善や人財
育成・研修制度の充実、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進など、将来の人財確保と働きがいの向上につなげ、
会社の競争力を強化していきます。

　当社グループの目指す姿の中で私が最も重要と考えているのは『レジリエントな社会づくりに貢献する』の部分です。
　レジリエントな社会とは、「様々な自然災害・異常気象やパンデミック、急激な経済変動等に対して、社会インフラが
その影響に耐え、しなやかでかつ粘り強さを保持し、迅速な回復力を有することで、人々が安全・安心な生活が送れる
社会」です。当社グループの先進的な技術力と培った知見を結集して、インフラ整備や災害に強い街づくり、高品質な
建物の提供、災害復旧、持続可能な環境配慮型社会の実現などを行い、より良い社会基盤を構築することで、人々の
暮らしを安全・安心に、そして豊かにすることこそが当社グループの使命であると考えます。

　2022年度は、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による影響など、事業環境の変化を見過ごすことなく
新たな課題の発生に対して迅速に対策を講じながら、創業150周年であり中期経営計画最終年度でもある2023年
度の目標達成に向けたアクションを加速していく年になります。
　創業者である大倉喜八郎は、激動の時代に先を見通して事業の道を進み、当社をはじめとする多彩な企業の設
立・経営に携わり、日本の経済発展に貢献しました。変革の時代を飛躍の機会と捉え、前例のないことにチャレンジ
した大倉喜八郎のパイオニアスピリットの精神に倣い、不確実性の高い現下の経営環境を乗り越えていくとともに、
お客様に新たな価値と満足と感動を提供し、社会課題の解決と信頼獲得に努めていくために、私がリーダーシップ
をもって取り組んでいく所存です。
　この「大成建設グループ 統合レポート2022」では、次世代に向けた我々の取り組みの一端をご紹介しています。
当社グループのグループ理念である「人がいきいきとする環境を創造する」の実現に向けた我々の取り組みに、是非
ご理解、ご支援をよろしくお願い致します。

以上

大成建設グループの使命

自然資本に関する取り組みについて

マテリアリティについて

人的資本の強化に向けた取り組みについて

今後の受注環境と2022年度の業績予想について

最後に
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大成建設グループの歩み
1873年の創業以来、大成建設グループは、安全で快適な生活環境の整備を通じて時代の要請に応え、成長
を続けてきました。150年の歴史とともに積み上げてきた技術と経験を活かし、これからも持続可能な社会の
実現に向けて歩みを進めていきます。
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法
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建
設
会
社
を
設
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当社の歴史は、1873年、創業者、大倉喜八郎が大倉組商会を設立したことに始まります。以降、数多くの
インフラ、産業施設、文化施設などを手がけ、日本の近代化と社会の発展に寄与してきました。

1872年の大火により銀座・築地一帯が焼失しました。これをきっかけ
に新政府は銀座を不燃の西洋式市街とする画期的な計画に着手。
1873年、モダンな洋風の煉瓦街として蘇りました。当社の前身、大倉
組商会は銀座１丁目を担当。煉瓦街の工事は不慣れなため、ところどこ
ろ沈下する建物がありましたが、大倉が請負った場所は沈下が起こら
ず、緻密な工事とその技術は高く評価されました。

▎ 商業の中心地、銀座を燃えない街に 

銀座煉瓦街

琵琶湖疏水建設は、琵琶湖の水を京都まで引いて水力発電や水運に活
用し、東京遷都で失った京都の活気を取り戻そうと計画されました。当
時日本最長となる第一トンネルをはじめ、大津閘門の建設などを大倉
組商会が請負いました。全て日本人の手により進められた日本初の近
代的土木事業であり、疏水は現在も京都の水道資源として利用され、
市民の憩いの場としても親しまれています。

▎ 日本人の手による、近代的土木事業の先駆け 

琵琶湖疏水

戦後の財閥解体という会社存亡の危機の中で、大成建設株式会社と社
名を改め、社員株主制度や社長公選など画期的な施策を次々と打ち出
し、経営の近代化に大きく舵を切りました。また1956年、建設業界のトッ
プを切って株式公開に踏み切りました。当社の株式公開の成功を受け、
経営基盤の強化を進めていた建設会社各社は、その後次々に株式を公
開するようになりました。

▎ 会社存亡の危機を乗り越え、再出発を図る 

社名変更と株式公開

富士山頂レーダー基地は、巨大
台風によって多くの人命が失わ
れたことを教訓に建設された気
象観測施設です。工事は過酷を
極め、永久凍土や突然の激しい
風 雪 に 悩 まさ れ な が ら 延 べ
9,000人の命懸けの努力によっ
て1964年に完成しました。レー
ダー基地は、35年にわたり台風
観測の砦として活躍してきました
が、時代の流れとともに気象衛星
にあとを譲り、1999年にその役
割を終えました。

▎ 台風観測の砦をつくる 

富士山頂レーダー基地

モルディブ共和国の首都マレは、平均海抜が約1.5mと低く、過去に高
潮による浸水被害を繰り返し受けており、地球温暖化による海面上昇
で水没の危機にも直面しています。日本政府の無償資金援助により、
当社は総延長６kmにわたる護岸工事を施工しました。その結果、
2004年のスマトラ沖地震では、津波による人的被害を出さず、物的損
害も大きく軽減しました。

▎ インド洋大津波の被害を最小限に軽減 

マレ島護岸工事（モルディブ共和国）

1980年代から高強度コンクリートの研究開発を進め、2000年には設
計基準強度100N/mm2の超高強度のコンクリートを超高層集合住宅
に適用しました。超高強度コンクリートを使うことで、建物の荷重を支
える柱を細くしたり、本数を減らすことができ、自由度の高い快適な空
間が実現します。

▎ 安全で高品質な超高層建築をつくる 

超高強度のコンクリート

日本の近代化を支えた建設事業
 

戦後、大成建設と社名を変更。復興事業に携わり日本の再生に力を尽くしました。その後の急速な経済発展を
支えたのが社会インフラです。当社は、難易度の高い工事に取り組み、多くのインフラ整備事業を担いました。

戦後復興から高度経済成長へ
 

日本経済が成熟期へと向かう中、当社は多様化する建設ニーズに応えられるよう、技術力、総合力の向上を図っ
てきました。また、積極的に海外展開を進め、海外市場へのインフラ輸出に取り組みました。

技術革新と海外事業への進出
 

日本経済の発展に大きな足跡を残した当社の創業者、大倉喜八郎。1872年、民間人として初めて長期海外視察旅行を
し、進歩的な会社組織や近代的な工業生産などの見聞を広めました。帰国すると、当時の日本にはなかった多岐にわた
る会社を起業し経営に参画。1887年には、渋沢栄一、藤田伝三郎らと日本初の法人建設会社「有限責任日本土木会社」
を設立しました。日本土木会社には、全国から気鋭の技術者たちが集まり、皇居奥宮殿、明治学院ヘボン館、東海道線、
琵琶湖疏水などの事業を成功させ、明治の近代化に大きな功績を残しました。

「大成」は創業者・大倉喜八郎の戒名にちなんで「孟子万章下篇」
からとられました。「衆の長所を集めて一大長所をつくる」という

「集大成」の意味を持ち、完全に成し遂げること、多くのものを集
め作りあげることに通じるところから、当社に最もふさわしい名
前であるとして採用されました。

  社名の由来

「第一大区従京橋新橋迄煉瓦石造商家蕃昌貴賎藪沢盛景」曜斉国輝
*出典: 「 国立国会図書館小史」（国立国会図書館） 
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2002 2021

来るべき社会を見据えて、困難な事業にも果敢に立ち向かってきた

先人たちの情熱と努力が、150年の歴史の中に息づいています。

未来を見据えた価値創造が求められる今、総合建設業として、競争

優位の源泉である技術力・現場力・提案力を発揮し、持続的な成

長を実現しています。

積み上げてきた「強み」

受け継がれるパイオニア・スピリット
大成建設グループの今

当社は、1997年に国内の建設業として初めて環境の専門部署を設立し、環境負荷の低減に努めてきました。
これからも環境問題への継続的な取り組みを通じて、サステナブルな社会の実現に取り組んでいきます。

サステナブルな社会の実現に向けて

ナショナルスタジアムとして100年後を見据え、明治神宮外苑の歴史的
な自然と調和し、市民に開かれた「杜のスタジアム」が2019年に誕生し
ました。日本の伝統建築の特徴である軒庇をスタジアムの外周に設け、
全国から調達した国産木材を積極的に使用しました。夏季には自然の
風をスタジアム内に取り込むなど、自然エネルギーを最大限有効活用し
た環境共生型スタジアムを実現しています。

▎ 100年後を見据えた、環境共生型スタジアム 

国立競技場

2016年4月に発生した熊本地震で崩落した阿蘇大橋に代わる新阿蘇
大橋が、震災から５年を前にした2021年３月に開通しました。国の災害
復旧代行事業として、高度な施工技術の投入や徹底した施工の合理化
を進め、標準的な工期と比較して１年４カ月もの工期短縮を実現しまし
た。新阿蘇大橋の開通で、地域住民の生活利便性が大きく向上し、地
域経済の活性化にも期待が寄せられています。

▎ 熊本地震復興のシンボルが完成 

新阿蘇大橋

売上高比率 売上高 8,994億円

58.3%
オフィス・商業施設・
工場・学校・病院等の
建築工事

グループ国内建築事業

グループ国内土木事業
売上高比率 売上高 4,020億円

26.0%
トンネル・橋梁・ダム・
鉄道・高速道路等の
建設工事

グループ海外建設事業
売上高比率 売上高 776億円

5.0%
台湾・ベトナム・
シンガポール・フィリピン
の建設工事 等

グループ開発事業
売上高比率 売上高 1,329億円

8.6%
再開発事業・PPP/PFI・
プロパティマネジメント、
自社開発・マンション分譲
など

グループエンジニアリング事業
売上高比率 売上高 275億円

1.8%
医薬品分野、食品分野、
物流分野といった
生産施設、倉庫の
エンジニアリング 等

親会社株主に帰属する当期純利益 売上高

武蔵野赤十字病院施設整備事業
（増改築・改修・解体等工事）（東京都武蔵野市）
発注者：日本赤十字社

（仮称）TAISEI HANOI OFFICE TOWER
（ベトナム社会主義共和国ハノイ市）
発注者：Taisei Development Hanoi Co. Ltd. 
＊自社開発事業

主
な
受
注
工
事

主
な
完
成
工
事

ラオス 首都ビエンチャン上水道拡張事業（CP-1）
(ラオス人民民主共和国）
発注者：首都ビエンチャン公共事業運輸局

トムソン線建設工事２２６工区
（シンガポール共和国）
発注者：シンガポール政府 陸上交通庁（ＬＴＡ）

メコ
ン川

タイ

ラオス
ビエンチャン市

新設配水管

新設送水管

サラカム配水センター

取水場

チナイモ浄水場

既設配水管
主
な
受
注
工
事

主
な
完
成
工
事

（仮称）沢井製薬 第二九州工場 新棟建設工事
（福岡県飯塚市）
発注者：沢井製薬㈱

第一三共ケミカルファーマ（株）小名浜工場  
抗体ADC棟（福島県いわき市）
発注者：第一三共ケミカルファーマ㈱

主
な
受
注
工
事

主
な
完
成
工
事

手柄山スポーツ施設整備運営事業（PFI事業）
（兵庫県姫路市）
発注者：ひめじ手柄山ＰＦＩ㈱

川崎駅西口開発計画 新築工事（神奈川県川崎市）
発注者：  東日本旅客鉄道㈱・日本ホテル㈱・ 

JR東日本スポーツ㈱

主
な
受
注
工
事

主
な
施
工
中
工
事

北海道新幹線 札樽トンネル（桑園）他（北海道札幌市）
発注者：  独立行政法人鉄道建設・ 

運輸施設整備支援機構

香東川総合開発事業 椛川ダム本体建設工事
（香川県高松市）
発注者：香川県

JR桑園駅

JR札幌駅JR函館本線
主
な
受
注
工
事

主
な
完
成
工
事

* 上記以外のその他事業（付帯等）の売上高は50億円（比率 0.3％）となっています
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▎主要財務データ（連結）
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

受注高 （百万円） 1,379,572 1,404,406 1,645,895 1,765,743 1,671,061 1,655,035 1,743,497 1,693,859 1,680,051 1,650,627 1,589,745

売上高 （百万円） 1,323,503 1,416,495 1,533,473 1,573,270 1,545,889 1,487,252 1,585,497 1,650,877 1,751,330 1,480,141 1,543,240

営業利益  （百万円） 36,485 35,606                     53,773 70,417 117,468 140,822 181,859 153,323 167,755 130,516 96,077

経常利益  （百万円） 30,242 35,063 56,756 74,467 117,703 144,591 185,349 157,936 173,347 135,937 103,247

親会社株主に帰属する当期純利益  （百万円） 1,181 20,050 32,089 38,177 77,045 90,566 126,788 112,571 122,087 92,554 71,436

包括利益  （百万円） 7,661 56,500 46,612 101,214 37,665 92,788 148,657 119,290 86,343 138,303 74,765

純資産額  （百万円） 292,601 343,300 384,166 492,114 521,277 570,813 669,019 722,390 753,915 844,420 872,835

総資産額  （百万円） 1,494,695 1,543,094 1,599,065 1,735,248 1,660,821 1,760,078 1,910,597 1,846,176 1,889,995 1,870,622 1,956,200

1株当たり純資産額  （円） 255.60 299.84 335.42 418.61 442.67 2,483.01 2,975.02 3,302.86 3,550.03 4,084.81 4,335.78

1株当たり当期純利益  （円） 1.04 17.60 28.17 33.52 65.85 392.87 561.36 511.90 573.14 442.66 350.88

自己資本比率 （％） 19.5 22.1 23.9 28.2 31.2 32.3 34.9 39.0 39.7 44.9 44.4

自己資本利益率（ROE）  （％） 0.4 6.3 8.9 8.8 15.3 16.7 20.5 16.2 16.6 11.6 8.4

営業活動によるキャッシュ・フロー  （百万円） 105,100 73,081 138,749 24,078 95,360 218,158 207,020 △71,028 77,475 67,494 80,507

投資活動によるキャッシュ・フロー  （百万円） △8,095 △4,703 16,028 △13,975 △25,070 6,296 △11,852 △82,288 33,260 △18,683 △37,680

財務活動によるキャッシュ・フロー  （百万円） △58,821 △46,551 △68,826 △30,470 △35,171 △60,061 △41,682 △96,197 △66,647 △37,342 △41,863

現金及び現金同等物の期末残高  （百万円） 241,163 265,772 354,372 337,166 371,730 534,787 687,346 437,584 482,655 494,274 496,760

有利子負債  （百万円） 419,248 379,072 316,493 273,289 254,695 238,145 247,379 217,423 208,146 219,017 224,323

▎主要非財務データ
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

従業員数 ■ （連結・名） 14,032 14,433 14,562 14,620 14,518

　男性 （単体・名） 6,977 6,949 6,937 6,970 6,955

　女性 （単体・名） 1,524 1,541 1,570 1,602 1,624

女性管理職比率 （単体・％） 1.7 3.2 3.8 4.5 5.2

度数率 * （グループ・％） 0.44 0.58 0.64 0.37 0.56

度数率 * （単体・％） 0.41 0.43 0.62 0.35 0.44

強度率 * （単体・%） 0.22 0.14 0.26 0.34 0.08

● 度数率：  100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したもの
● 強度率：  1,000延実労働時間当たりの労働損失日数をもって、災害の程度を表したもの
 ■ 就業人員数
*1月～ 12月で集計

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

研究開発費 （連結・億円） 116 124 135 142 151

特許出願件数 （単体・件） 235 219 188 266 272

特許権利（登録）件数 （単体・件） 191 250 169 202 209

CO2総排出量 （グループ・103tCO2） 340 361 368 318 325

CO2総排出量 （単体・103tCO2） 245 261 267 216 224

施工段階　 
売上高あたり 
CO2排出量削減率 * （単体・％）

▲28.4 ▲28.9 ▲32.0 ▲30.3 ▲30.1

*1990年度比
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