
長い視点で企業を 成長させる
　　　　本質的な 価値向上を目指して

　地球環境と社会構造が世界的な大変革を迎える時代を生き抜くため、大成建設グループは10年後のある

べき姿【TAISEI VISION 2030】を策定し、バックキャスティングで経営目標を設定しています。

　国内外を網羅した視点でサステナビリティ経営を研究する関正雄氏と、相川善郎社長との対談を通して、

創業以来のパイオニアスピリットとともに、SDGsを経営変革のツールとして企業価値向上を追求するために

当社が進むべき道筋を考えます。

相川　2020年、私が社長に就任した直後、経済産業省から「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成
長戦略」が発表されました。
　当社は新たな経営計画を策定する時期ということもあり、翌2021年に発表した【TAISEI VISION 2030】
及び「中期経営計画(2021-2023)」では、脱炭素宣言やSDGs、ESGなどへの対応を踏まえたサステナビリティ
経営の深化を織り込みました。非常によいタイミングだったと思います。
　ただ、それから１年が過ぎて、世の中の急速な変化に驚かされています。次の時代は、世界はどうなるのか
をいち早く、かつ正確に見通す必要があると考えています。
関　今、経営について語ると、必ずサステナビリティという言葉が出てきます。一方で、実際の社会を見ると、
環境問題だけではなく、人権や生物多様性など、まさにあらゆる分野で課題が噴出しています。
　それぞれの動きは、互いにどうつながり合い、サステナビリティに影響を与えているのか。その根本にある世
界の潮流をしっかりと押さえることが、求められていると思います。そこを社員の皆さんが十分に理解していれ
ば、顧客からの要望に応える際も、一歩先を読んだ提案や、互いにとって企業価値向上につながる話ができる
のではないでしょうか。

相川 善郎
代表取締役社長

相川　確かにカーボンニュートラル一つとっても、小手先ではなく、長期的な視点に立った根本的な対応が求
められると感じています。
関　そうですね。気候変動は世界的な問題ですから、脱炭素に向けて、今の社会を完全に再構築するような、
しかも人類が経験したことのないような20年、30年というスパンで実践する必要があります。これは相当の
決意を持って取り組まなければならない、社会経済システムの大転換です。
　同じ環境問題で、もう一つ重要なのが生物多様性です。生物分野の科学者の研究でも、今、急速な勢いで
生物多様性が劣化していて、このまま進めば大変なことになるという指摘がされています。「2030年までに生
物多様性の劣化傾向を食い止め、回復軌道に乗せる」という地球規模の目標である「ネイチャー・ポジティブ」
が国際的にも推進されています。気候変動対策と同様の対応が必要です。
　そして最後に忘れてはならないのが人権問題です。これだけ世界の環境が大きく変わっていく中で、人の暮
らしや尊厳などが脅威にさらされています。グローバルな社会経済システムの中で、企業がどうやって人権の
尊重に取り組んでいくのか。気候変動、生物多様性に並ぶ大きなテーマになっていると思います。
相川　かつては先進国と発展途上国との間の問題などとして語られていたものが、今では国内でも富の偏在
が起きているという現象からも、人権や格差問題も見逃せません。
関　格差問題をどうにかしようとすると、まさに社会経済システムそのものを変えていかなければならない。こ
こについては産業界のリーダーも関心を持って、取り組もうとしています。これまで産業界が貧困問題に取り
組むという動きは珍しかったと思うのですが、このまま放置しておくと、社会全体の安定性にも関わってくると
いう危機感があるのだと思います。
　気候変動と生物多様性、人権という三つのテーマはそれぞれ独立しているのではなく、全てがどこかでつな
がっています。互いに関連しているので、全体を見ながら解決策を考えていかなければならない。それを具体
的な目標に落とし込み、明確化したのがSDGsです。
　法整備が進んだり、義務化されるから環境や人権、そしてSDGsに取り組むというのではなく、企業の生存
のために向きあわなければならない。そのスタンスを認識し、先を読んだ行動が必要になってくると思います。

放送大学客員教授　
社会構想大学院客員教授
損害保険ジャパン（株） サステナビリティ推進部 シニアアドバイザー

関　正雄氏

サステナビリティ経営の根本にあるもの
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相川　サステナビリティ経営について、グループ理念や中期経営計画といった大成建設グループへのインパクト、
そして社会やステークホルダーの関心という二つのベクトルを踏まえて、8つのマテリアリティを掲げています。
これらを通じた事業活動で、社会課題の解決と価値創造に向かって邁進しています。
　マテリアリティは継続的に見直しを続け、私たちなりにサステナビリティ経営を探求していますが、やはり社
会の動きの速さには戸惑うこともあります。多くの経営者、リーダーとのディスカッションを続けている関先生
の中で、サステナブルな企業はどのような特徴を持っていると思われますか?

関　サステナビリティ経営について考えると、三つのポイントがあると思います。
　一つ目はステークホルダーとどれだけ真剣にエンゲージしているかどうか、対話を通してともに価値を作ろ
うという動きがあるかどうかです。マテリアリティを決めていく上で、社内の議論だけでなく、外部の意見は非

常に重要です。自社を客観視することができますし、自社の強
みや弱みに気づくチャンスにもなる。社会からの期待が肌感覚
で分かるのです。
　二つ目は社員のエンゲージメントです。サステナビリティ経営
が浸透している企業は、社員一人ひとりがサステナビリティを自
分ごととして考え、それを日々の行動に落とし込んでいます。
　以前、経済同友会がSDGsを研究し、報告書を出しています
が、そこにユニークな観点があります。経営者から見ると、
SDGsは経営や組織改革のツールだというのですね。SDGs

やサステナビリティの理解が浸透すると、社員は自分を歯車で
はなく、価値創造の主体的な担い手だと自覚する。この分析に
は私も大いに同感します。

　三つ目は、高い目標にチャレンジするということです。言行一致を重視する日本企業には苦手な部分かもし
れませんが、サステナビリティの分野で世界的に尊敬されている企業というのは、非常に困難な目標をあえて
掲げてチャレンジしています。結果的に6、7割しか達成できなかったとしても、低い目標で手堅く結果を出すと
いう姿勢より、ずっと評価が高いと思います。
　洗剤などの日用品や食品を世界中の消費者に提供しているユニリーバが「サステナビリティを暮らしの“あた
りまえ”に」というコミットメントを掲げて、「ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン」をスタートしたのが
約10年前でした。10億人へリーチするという目標を持って、10年間実施し、政府やステークホルダーに働きかけ
ました。全てが目標通りの結果にならなくても、その果敢な姿勢は高く評価されています。
相川　確かに高い目標にチャレンジすることは大切です。私たちは「10年後の当社のあるべき姿、ありたい姿
はどんなものなのか」について議論を重ねて【TAISEI VISION 2030】を策定しました。そこからバックキャス
ティングして、「中期経営計画 (2021-2023)」を作りました。
　毎年の積み重ねではなく、大きな目標を定めて、そこから今やるべきことを発想する。その方が、自分の業
務の意義がわかりやすいですし、社員のエンゲージメントも高まります。何より業務に対する高揚感が違うし、
モチベーションも上がると思います。
　私たちの会社は、もともと短期主義のところがあって、一年ごとの目標を達成することがなにより重要だ

と感じる体質がありました。しかしサステナビリティというのは、そもそもが長期的な考え方が基本ですし、
社員の中でも社会貢献に対する意識が向上しています。だからこそ10年先の未来をイメージしながら、バッ
クキャスティングをして今日を生きる。今、やっと短期主義から脱却し始めたと感じています。
関　ミレニアル世代やZ世代の人たちは、そういったことに大変関心を持っていますね。
相川　そうですね。彼らのサステナビリティに対する価値観は、必ず当社にとって良い化学反応を起こしてく
れるはずです。今後の当社を率いていく彼らには、大いに期待しています。

相川　大成建設は来年、創業150周年を迎えます。我々が今
後も変わらず存続するために、まず自分たちの歴史を知るこ
とが重要だと思っています。
　当社は大倉喜八郎が1873年に設立した「大倉組商会」から
始まっています。喜八郎はパイオニアスピリットあふれる人物
で、鰹節問屋の丁稚奉公から身を立て、建築業はもとより、
電力事業、毛織物業、製材・製紙業、ホテル業、そして教育
事業など、様々な分野で大きな成果を上げています。明治か
ら昭和に至る激動の時代に、日本経済の基礎の一角を築い
たと言っても過言ではありません。
　この創業者の精神を引き継ぎ、私たちは「自由闊達」「価値
創造」「伝統進化」という三つの「大成スピリット」を大切にして
います。
　歴史という観点から言うと「伝統進化」が重要になってきます。当社の100年以上に渡るものづくりの伝統を
継承しながら、同時に先進的な課題に挑戦していかなければなりませんが、ゼロから始まるイノベーションという
ものは、なかなか存在するものではありません。やはりこれまでの技術やノウハウの蓄積があってこそのイノベー
ションなので、先人が築き上げた伝統を大切にすることが必要です。
関　「パイオニアスピリット」とは、非常にいい言葉ですね。それがまさに伝統と革新であり、現代において最も
必要なものです。サステナビリティ経営の根本につながるお話だと思います。
相川　マイケル・ポーター氏が提唱したCSV (Creating Shared Value)も、まさにその通りで、現代の企業
活動はここに尽きるのではないかと思います。地域の社会課題を解決し、信頼を得るという点で言うと、私ど
もはインフラの構築を目に見える形で行うので、レジリエントな社会の創造に深く貢献できます。
関　今、まさにSDGsの時代だからこそ、CSVが求められていて、特に御社のようなインフラを造る企業とい
うのは、生み出すインパクトが非常に大きいと思います。御社が造ったインフラは50年100年という長い時間
を生き続けます。そういう意味では、相当に先の時代を見据えた、いわば「未来を先取りし、創っていく業界」と
言えます。構造物にサステナビリティや、未来に求められる社会的価値をどうやって表現していくのか。社員
の皆さんにとっても、非常にやりがいのある仕事ではないでしょうか。

建設業とは未来を創る仕事

高い目標を掲げてサステナビリティを追求する
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相川　今、国は2050年のカーボンニュートラル実現のために、建築物や住宅の省エネ対策、再生可能エネ
ルギーの導入拡大を急いでいます。大成建設では新規の建築物件で行っていたZEBを、既存の建物にも導
入する「グリーン・リニューアルZEB」を推進しています。省エネ、創エネ、脱炭素など、私たちの培ってきた
技術を駆使して、オフィスビル、工場、生産施設などをZEB化していくというご提案です。
　建物や製造設備などを一つのパッケージとして環境的な問題を解決していくことが実践できるのは、総合
エンジニアリング的な観点からものづくりができる、当社の幅広い技術があるからですね。
　お客様が思いもよらない提案や、期待以上のものを創り、喜んでいただく。それを私たちは「PBCE&I 

(proposal beyond customersʼ expectation and imagination)」と呼んで、今後ますます発展させていき
たいと考えています。
関　確かに既存施設のオーナーには非常にありがたいサービスですし、「グリーン・リニューアルZEB」は社会
のニーズに応えるすぐれたソリューションですね。パーツで考えるのではなく、トータルで一つのシステムとし
てサービスを提供する。それが社会全体のシステムの中で部分システムとして生きてくる。お話を聞いていて、
そんな社会のイメージが浮かびました。

関　今はまさしく社会の変動期ですが、建設業はその土台を支える分野ですし、ビジネスチャンスも多いと
思います。世界的に見れば、途上国のメガシティーをどうスマート化していくのかという話題もあり、一方で
国内には少子高齢化と過疎化、地域社会の存続の問題もあります。テーマが盛りだくさんで、チャレンジし
がいがありますね。
相川　最近、当社は室蘭、山梨県（甲府）、長崎の他、全国各地の地方自治体と連携し、洋上風力発電をはじ
めとするサステナビリティに関する事業などの取り組みを行っています。こういう仕事を手がけていると、その
地域の企業と一緒に行動するようになるのですね。すると自然な形で、地域活性化の支援にもつながっている
と感じます。
　地域社会の存続、少子高齢化というのは、言うまでもなく日本の大きなテーマです。私たちはあらゆる
形で貢献できますし、それが企業価値向上にもつながると思っています。長く続けていきたいですね。
関　自治体を含めて、外部の様々なステークホルダーとの対話と協働は、ぜひ進めていただきたいです。短
期的な成果で一喜一憂するのではなく、長期的な時間軸で取り組むことでサステナビリティ経営がより浸透
しますし、企業の長期的な価値向上につながると思います。
　またそういうことを社内で話し合う契機になるのが、統合報告書の存在ではないでしょうか。新しい時代
における企業価値をどう向上させていくのか。非常に難しいテーマですが、統合報告書を制作する過程で社
内の議論が活性化します。話し合うほどに成熟し、発展し、その結果が統合報告書に盛り込まれていく。多
くの社員が関わって、意見を交換するプロセスがとても大事ですし、会社に対する社員のエンゲージメントを
高めることになります。
　私自身の経験でも感じるのですが、社員は自分自身の仕事には精通していても、意外と他部署は何をやっ

ているのかを知らないことが多いです。外部の視点から「こんな評価をされている」ということを伝えるのも
重要ですし、社員同士でも知る機会を増やしていく。社内コミュニケーションの活性化というのは、一見、地
味な分野なのですが、実は大切で、漢方薬のようにじわじわと効いてきます。そういうところからも成長の
芽、そしてサステナビリティ経営の進化が育まれていくものだと思います。
相川　企業価値を生み出すのは社員一人ひとりですし、その意味ではまさに「人財」です。その集合体である大
成建設グループが長期的に社会課題を解決することで価値創造につながり、業績向上へ寄与する。その好循環
を更に強めていきたいですね。そのためにも臆することなく、チャレンジを続けること、創業者の大倉喜八郎が
持っていたパイオニアスピリットを、今こそ再認識して邁進すべきだということを、関先生のお話からも強く感じま
した。本日はありがとうございました。

成長を続ける企業体としての長期的思考
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業界再編圧力の高まり
■ 中長期の建設マーケットの見通しは減少傾向が見込まれ、
　厳しい競争環境により業界が疲弊
■ 中長期的には少子高齢化により、建設業の担い手確保問題が顕在化
■ 大成建設や大手5社のマーケットシェアは、他産業に比べかなり小さく、 
　当社グループにとって成長分野・劣後分野ともに拡大の余地

環境・社会課題を事業を通じて解決する方向へ
■ 日本政府の2050年のカーボンニュートラル宣言により、 
　「経済と環境の好循環」を通じ、新たな成長産業・分野の創出へ
■ そのためには、オープンイノベーションを通じた革新的な技術開発が必要
■ ダイバーシティ等、新しい時代のニーズに合った雇用形態に向けた変革が必要

DXが競争力を左右する時代へ
■ BIM/CIMや無人化施工等、生産プロセスにおいてもデジタル技術が進化
■ 大成建設及び建設業におけるデジタル技術とデータ活用は発展途上
■ これを建設ビジネス全体に適用することができれば、 生産プロセスにおける
　飛躍的な生産性の向上、経営上の意思決定のスピードアップ、 
　新たなサービスを創出することが可能に
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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

国際的な行動規範、行動規格を参考にマテリアリティ（取り組むべき重要課題）を見直しました。この
マテリアリティに基づいて中期経営計画の重点施策や具体策を定め、当社グループのサステナビリティ
経営の全体像を明確にしました。

将来の建設市場の見通し、2030年を期限とするSDGsなどを踏まえたサステナビリティ経営の深化など、
この10年間でおこるであろう中長期の環境変化や構造変化を３つのＸ（変革）として特定しました。

中長期の外部環境認識とリスク P.20

大成建設グループのマテリアリティ P.21

コロナ危機により顕在化した３つのＸ（変革）や、
グループ理念、大成スピリットに基づいて10年
後の目指す姿【TAISEI VISION 2030】を策定
しました。

・重点課題　
・数値目標　
・投資計画

中期経営計画(2021-2023)【TAISEI VISION 2030】 P.23 P.25

事業関連の重点課題については、各グループ事業セ
グメントにおいて事業戦略を策定し、M&Aによる 

事業領域の拡大も念頭に置いた取り組みを進めて
います。

グループ事業戦略 P.27

サステナビリティ経営の全体像と中期経営計画の
取り組み概念図を策定しました。マテリアリティ（取
り組むべき重要課題）と中期経営計画の重点施策、
SDGsとの関係などを紹介しています。

サステナビリティ P.33

▎事業等のリスク

（1）市場リスク
①建設市場の動向
②資材価格の変動
③資産保有リスク
④退職給付債務
⑤金利水準の変動
⑥付帯関連する事業のリスク

（2）�土木事業・建築事業に対する�
法規制違反リスク
①建設業法等違反リスク
②独占禁止法違反リスク

（3）知的財産侵害リスク
（4）不適切な財務報告リスク
（5）反社会的勢力リスク
（6）施工不良による品質リスク
（7）設計不良リスク
（8）工程遅延リスク
（9）事故災害リスク

（10）情報漏洩・システムトラブルリスク
（11）大規模災害リスク
（12）労働環境リスク
（13）環境法規制等違反リスク
（14）気候変動問題対応リスク
（15）サステナビリティ課題対応リスク
（16）与信リスク
（17）契約リスク
（18）感染症流行リスク
（19）カントリーリスク

IX SX

DX
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大成建設グループのマテリアリティ CSOメッセージ

大成建設グループは、経営会議、CSR委員会（現サステナビリティ委員会）、取締役会での審議を経て、8つの取り組
むべき重要課題（マテリアリティ）を特定しました。8つのマテリアリティは、事業を通じた社会的課題の解決、価値創造
を明文化し、相互に補い合って強化される関係にあります。また、マテリアリティに沿ったKPIs（重要業績評価指標）を
定めることで、取り組みの可視化を図っています。

CSOとしてサステナビリティ活動を牽引し、
社会的課題の解決と新しい価値創造を目指します。

　SDGs（持続可能な開発目標）やESGといったキーワードに代表されるサステ
ナビリティへの対応は全世界的課題であり、企業の持続的価値向上においてます
ます重要になっています。大成建設グループは、サステナビリティ経営を推進する
にあたり、取り組むべき８つのマテリアリティ（重要課題）を特定しています。外部
情勢の変化や社会・ステークホルダーの関心に応じ、定期的・継続的にマテリア
リティの見直しを図りながら、サステナブルな社会の実現を目指していきます。
　2022年4月、サステナビリティ経営を推進する「サステナビリティ総本部」を設立
し、私はその活動を牽引するCSO（Chief Sustainability Of�cer：最高サステ
ナビリティ責任者）に就任しました。サステナビリティの名を冠する組織・役職を設
置したことは、当社グループのサステナビリティを重視する意志の表れです。
　当社グループは、持続可能な社会を実現する取り組みをより一層推進するため、
2021年11月に「サステナビリティ基本方針」及び「人財活用方針（ダイバーシティ
&インクルージョン方針）」を策定しました。2022年 2月には、長期環境目標
「TAISEI Green Target 2050」を改定し、脱炭素に向けた取り組みを加速させ
ています。またサステナビリティ総本部の設立に併せ、社外取締役を委員長とす
るCSR委員会を「サステナビリティ委員会」に改称しました。加えて、「人権方針」
を改定して人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施していく
ことを定めました。今後は、これらの方針や組織体制の下、多様な観点からサス
テナビリティ活動を推進していきます。
　｢中期経営計画」（2021-2023）においては、「エネルギー・環境」「安全」「技術
開発」「DX」「働き方改革」「ガバナンス」の6つのテーマで、サステナビリティ関連
の重要課題を設定しています。サステナビリティ総本部の中に、戦略機能を担う
「サステナビリティ経営推進本部」と事業推進機能を担う「クリーンエネルギー・
環境事業推進本部」を設置し、「エネルギー・環境」で掲げたカーボンニュートラル
の推進を共通ミッションとして、その達成に向けて力を尽くしていきます。
　グループ理念「人がいきいきとする環境を創造する」はまさしくサステナビリ
ティそのものを表すメッセージです。これからも、ステークホルダーである株主・
投資家、お客様、取引先、従業員、地域社会との対話や協働を重ね、社会と当社
グループの持続的成長のために取り組んでいきます。

CSO専務執行役員
サステナビリティ総本部長兼
クリーンエネルギー・環境事業推進本部長

谷山二朗8つの
マテリアリティ

（取り組むべき重要課題）

大成建設グループへのインパクト 高
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グループ理念、各種方針との整合性、
中期経営計画へのインパクト評価

Environment・環境

Society・社会

Governance・ガバナンス

❶ 持続可能な環境配慮型社会の実現

❷ 品質の確保と技術の向上
❸ 持続可能な社会の実現に向けた技術開発
❹ サプライチェーン・マネジメントの推進　
❺ 労働安全衛生管理の徹底　
❻ 技術者の育成・担い手の確保　
❼ 働きがいのある魅力的な職場環境の実現

❽  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

▎マテリアリティの特定プロセス

社会情勢の変化を踏まえ、マテリアリティを定期的・継続的に見直し

事業活動を通じた
社会的課題の
解決・価値創造

● �SASBといった国際的枠組み等と
のギャップ分析やTCFDによる�
リスク認識、今後の事業領域の
拡大に関する経営へのインパクト
を踏まえ、マテリアリティを特定

マテリアリティの見直し・特定

● �社内外にヒアリングし、�
議論を踏まえ、各項目の
優先度・重要度を抽出

社内外にヒアリング社会的課題の抽出

●��国際的枠組みを参照し、�
社会的課題のメガトレン
ドを抽出

あるべき姿を目指して 大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して成長戦略とサステナビリティ
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TAISEI VISION 2030
大成建設グループでは、前中期経営計画の未達原因の分析も踏まえながら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】」を策定しました。
新たにスタートしました「中期経営計画（2021-2023）」につきましては、「【TAISEI VISION 2030】の実現に向けて、
この3年間で集中的に取り組むこと」という位置付けにしています。

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

Construction, Development, Engineering, Energy, Environment

Environment

D
evelo

p
m

en
t

Eng
in

ee
rin

g

E
nergy

Construction

変革の
大きなうねりに
先駆的に対応

安全・安心の実現
「人」と「技術」と「情報」の最適活用

基本姿勢

業績数値
イメージ

グループ売上高 グループ純利益 ROE

2.5兆円程度 1,500億円程度 10%程度

ステークホルダー
への還元

顧客・サプライヤー・社会 株主 社員

CDE³
を通じた還元

配当性向

25～30％
ダイバーシティ&インクルー
ジョンを進め、多様な能力を
最大限発揮できる働きやすい
環境や人事・給与制度を実現

IX  Industry Transformation SX  Sustainability Transformation DX  Digital Transformation

業界再編圧力の
高まり

環境・社会課題を
事業を通じて解決する方向へ

DXが競争力を
左右する時代へ

●  M&Aの活用等による 
事業領域の拡大

●  環境分野のフロントランナーを目指してカー
ボンニュートラルに向けた取り組みを加速

●  ダイバーシティ&インクルージョンを進め、
多様な能力を最大限発揮できる働きやすい環
境や人事・給与制度を実現

●  生産性の向上、意思決定のス
ピードアップ、新たなサービ
スの創出による競争優位性の
確立

IX

DX

SX

IX

DX

SX

IX

DX

SX

グループ
売上高 2兆5,000億円
グループ
純利益 1,500億円

2030
TAISEI VISION 2030

グループ
売上高 1兆4,801億円

グループ
純利益 926億円

グループ
売上高 2兆円

グループ
純利益 1,000億円

2023
中期経営計画（2018-2020） 中期経営計画（2021-2023）
2020
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中期経営計画（2021-2023）
中期経営計画（2021-2023）の重点課題 中期経営計画 (2021-2023)数値目標・投資計画
●		【TAISEI	VISION	2030】の実現に向けて足元の事業環境を考慮しながら、3年間で集中的に取り組むことを重点
課題として特定

●	重点課題は事業関連とサステナビリティ関連に分類
●	既存事業に対する取り組みに加えて、M&Aの活用による事業領域の拡大に向けた取り組みを実施

※数値目標や指標には、M&Aの実現を織り込んでいない

▍サステナビリティ関連

C
Construction

D
Development

強みを生かして、事業領域を拡大するグループエンジニアリング事業

不動産ポートフォリオの最適化と投資効率の追求により、
グループ開発事業の安定的な収益基盤を構築するグループ開発事業

安定的な事業基盤の確立に向けて、確実に利益を上げる体制を構築するグループ海外建設事業

強固な事業基盤確立のための体制を整備するグループ国内土木事業

厳しい競争環境下における優位性を確立するグループ国内建築事業

基盤整備

エネルギー
環境

サステナビリティを踏まえた基盤整備を実施する

環境分野のフロントランナーを目指して、 カーボンニュートラルに向けた取り組みを加速させる

スコープ1・2 事業活動によるCO２排出量目標を「実質ゼロ」（カーボンニュートラル）へ
 スコープ3 ZEB性能の向上とグリーン調達の拡大へ

安全 死亡災害ゼロ、重大事故ゼロを達成する
技術開発 オープンイノベーションの活用を通じて、環境・社会課題の解決に向けた技術開発を推進する

 働き方改革 魅力ある職場環境やダイバーシティ＆インクルージョンを重視した施策を推進する
ガバナンス グループガバナンス体制の再構築により、 シナジーを最大化する

DX DXにより生産システムの変革と働き方改革を実現する

Engineering
E

C
Construction

D
Development

強みを生かして、事業領域を拡大するグループエンジニアリング事業

不動産ポートフォリオの最適化と投資効率の追求により、
グループ開発事業の安定的な収益基盤を構築するグループ開発事業

安定的な事業基盤の確立に向けて、確実に利益を上げる体制を構築するグループ海外建設事業

強固な事業基盤確立のための体制を整備するグループ国内土木事業

厳しい競争環境下における優位性を確立するグループ国内建築事業

基盤整備

エネルギー
環境

サステナビリティを踏まえた基盤整備を実施する

環境分野のフロントランナーを目指して、 カーボンニュートラルに向けた取り組みを加速させる

スコープ1・2 事業活動によるCO２排出量目標を「実質ゼロ」（カーボンニュートラル）へ
 スコープ3 ZEB性能の向上とグリーン調達の拡大へ

安全 死亡災害ゼロ、重大事故ゼロを達成する
技術開発 オープンイノベーションの活用を通じて、環境・社会課題の解決に向けた技術開発を推進する

 働き方改革 魅力ある職場環境やダイバーシティ＆インクルージョンを重視した施策を推進する
ガバナンス グループガバナンス体制の再構築により、 シナジーを最大化する

DX DXにより生産システムの変革と働き方改革を実現する

Engineering
E

▍事業関連

ROE 10%程度

グループ売上高 2兆円

配当性向 25%程度

グループ営業利益 1,400億円

純有利子
負債

グループ純利益 1,000億円

実質無借金の維持

※M&A投資は含まない
※1・2には一部重複を含む

1. 技術開発投資 600億円

2. 情報投資 600億円

 ① DX 300億円

 ② 既存システム 300億円

3. 設備・人材関連投資 150億円

4. 事業関連投資 1,250億円

●事業領域拡大を目的とする
M&A投資等は別枠で実施 

投資額
3ヶ年 2,500億円 600億円

環境関連投資額
3ヶ年

●投資額のうち技術開発投資及び
事業関連投資に含まれるもの

事業関連投資 
再生可能エネルギー事業
への出資

技術開発投資 
経済と環境の好循環により成長が
期待される産業分野に
貢献する技術開発 420億円

180億円

M&A投資

▍2023年度数値目標

ROE 10%程度

グループ売上高 2兆円

配当性向 25%程度

グループ営業利益 1,400億円

純有利子
負債

グループ純利益 1,000億円

実質無借金の維持

※M&A投資は含まない
※1・2には一部重複を含む

1. 技術開発投資 600億円

2. 情報投資 600億円

 ① DX 300億円

 ② 既存システム 300億円

3. 設備・人財関連投資 150億円

4. 事業関連投資 1,250億円

●事業領域拡大を目的とする
M&A投資等は別枠で実施 

投資額
3ヶ年 2,500億円 600億円

環境関連投資額
3ヶ年

●投資額のうち技術開発投資及び
事業関連投資に含まれるもの

事業関連投資 
再生可能エネルギー事業
への出資

技術開発投資 
経済と環境の好循環により成長が
期待される産業分野に
貢献する技術開発 420億円

180億円

M&A投資

▍投資計画
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● 新規案件の受注競争力向上のための体制整備
 ・ 設計戦略部の新設・増員により提案体制を整備
 ・ 一般工事は本社積算部へ、リニューアル案件は支店リ

ニューアル室へ積算業務を集約
●組織再編によるリニューアル分野の拡大
 ・ 本社にリニューアル本部を、各支店にリニューアル室を設

置し体制を拡充
 ・ 大型競争リニューアル案件の応札を増やしたことにより目

標達成
●デジタル技術の活用や業務の集約化等による生産性の向上
 ・ 本社専門組織による設備・リニューアル工事へのBIM活

用範囲拡大
 ・ 本社支援組織による一般工事への支援率100％達成 

今後大型リニューアル工事に支援対象範囲を拡大
 ・ BPR活動（Business Process Reengineering）を開

始し、業務内容の統廃合を推進

● 成長が見込まれる分野に対する応札組織等の拡充
 ・専門組織設置による陸上風力案件受注
 ・高速道路リニューアルの案件受注
●生産性向上と生産能力の確保
 ・DX・ICT活用による外勤生産性向上
 ・作業所支援室を新設
 ・作業所業務の集約・効率化
●差別化技術を用いた提案営業の拡大
 ・TAISEI技術ライブラリーの更新・改善

2021年度の成果 2021年度の成果グループ国内建築事業 グループ国内土木事業
重点課題
厳しい競争環境下における優位性を確立する

重点課題
強固な事業基盤確立のための体制を整備する

重点施策
●新築案件の受注競争力向上のための体制整備
・  専門組織の増員、デジタル技術やデータ活用によるVE提案及
び施工提案体制の整備

・  対外活動重視への原点回帰等による顧客との関係深耕、営業
方針や目標設定の迅速化

●組織再編によるリニューアル分野の拡大
 ・  本支店にリニューアル専門組織を設置し、推進体制を一元化
●デジタル技術の活用や業務の集約化等による生産性の向上
・  専門組織を活用した作業所集約業務の全国展開
●M&Aの活用等による事業領域の拡大
・  成長が見込まれる電気通信分野や劣後分野・エリアの克服

マーケットシナリオ
●一般工事：
コロナ影響は時間を要すると見られるが、徐々に回復に向かう。
ただし、先行き不透明感から競争環境は厳しい状況が続く

●リニューアル工事：
リニューアル工事に対する潜在的な需要は大きく、2022年度
以降は例年を上回る状況を想定

重点施策
●受注競争力向上のための体制整備
・   総合力が生かせるECI*案件等の掘り起こしと、応札組織体制
の整備

・  随意契約及び設計変更を獲得するための、全社的なバックアップ
体制の整備 
＊ECI：設計段階から施工者が関与する方式

●成長が見込まれる分野に対する応札組織等の拡充
・  ダム、風力発電、高速道路リニューアル分野の対応組織と要員を拡充
●M&Aの活用等による事業領域の拡大
・  得意分野の拡充や劣後分野の克服

マーケットシナリオ
●民間：
コロナ影響により減少が見込まれ、回復には時間を要する。
再生可能エネルギー分野は成長が見込まれるが、業績に影響
するのは2024年度以降

●官庁：
公共投資については、防災・減災、国土強靭化対策の当社グルー
プへのインパクトは限定的
高速道路をはじめリニューアル工事のウエイトが高まる

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023( 目標 )

8,994

12,250グループ売上高（億円）

セグメントの概況

売上高は、手持工事が順調に進捗したこと等により、前年
度比4.9％増の8,994億円となりました。

20212016 2017 2018 2019 2020 2023( 目標 )

4,020
4,700

グループ売上高（億円）

セグメントの概況

売上高は、工程の最盛期を迎える工事が減少したこと等に
より、前年度比2.1％減の4,020億円となりました。

グループ国内 建築事業
社会やお客様のニーズに
総合力で応え、
未来につながる価値を創造していきます。

今後は、2021年度施策の継続実施に加え、以下の施策ととも
に、社会的課題の解決に向けて、当社グループならではの企
業価値を発信・提案することを目指します。
● 着床式風力発電案件の獲得、浮体式風力発電案件の設計・
施工に関する技術開発の推進。

● 高速道路リニューアルについてPC床版の自動設計システ
ム開発による受注拡大。
● 土木施工系グループ会社（大成ロテック㈱・成和リニューア
ルワークス㈱・㈱ジェイファスト）の事業拡大に向けた成長
戦略を策定（入札対応体制の整備、グループにとどまらない
受注拡大、業務エリアの拡大等）。

●グループ力を生かしたPPP事業への参画等。

今後の施策

中期経営計画の方針に基づき、2021年度施策の継続実施に
加え、以下の取り組みを通じて、プロジェクトのスタートから建
設・事業化まで一貫した総合力を強みとして、未来につながる
価値を創造していきます。
● グリーン・リニューアル®等の提案営業の拡大、リニューア
ル事業への人員シフトによるリニューアル分野の強化。
● サステナビリティ総本部と連携し、環境対策技術を盛り込ん
だ提案を拡充。
● 仮想現実空間におけるプレゼンテーション及び仕様決定の
推進。

今後の施策

グループ国内 土木事業
社会的課題を捉え、
当社グループならではの企業価値を
発揮することを目指します。

代表取締役副社長　執行役員
土木本部長兼安全担当

田
た な か

中 茂
し げ よ し

義

取締役　専務執行役員
建築総本部長兼建築本部長

寺
て ら

本
も と

 剛
よ し

啓
ひ ろ

あるべき姿を目指して 大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して成長戦略とサステナビリティ　｜  グループ事業戦略
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● 目標ポートフォリオ構築に向けて「大手町野村ビル」「銀座
柳通ビル」等の好立地優良物件に７６０億円投資。併せて物
流分野などの新たな投資分野への事業参画

● ベトナム社会主義共和国ハノイ市においてベトナム初の日系
単独開発の大型オフィスビル「（仮称）TAISEI HANOI 

OFFICE TOWER」を2021年11月に着工
● 資産回転型ビジネスモデルを実現し不動産ポートフォリオの
最適化と投資効率の追求に取り組むべく私募リートの組成を
決定。2023年度の運用開始を目指し、組成手続を開始

● 西新宿でインフラと協調し第５世代通信（５G）を活用した自
動運転移動サービス実用化に向けた実証実験を実施

2021年度の成果グループ海外建設事業 グループ開発事業
重点課題
安定的な事業基盤の確立に向けて、
確実に利益を上げる体制を構築する

重点課題
不動産ポートフォリオの最適化と投資効率の
追求により、グループ開発事業の安定的な 
収益基盤を構築する

20212016 2017 2018 2019 2020 2023( 目標 )

1,329

1,180

グループ売上高（億円）

売上高は、当社における大型不動産の売却等により、前年
度比4.8%増の1,329億円となりました。

セグメントの概況

マーケットシナリオ
金融面での不安が小さく、不動産市況に大きな変化は見られない
が、先行きの不透明感は強く、慎重な判断が必要な状態

中期経営計画の重点施策の継続実施に加えて、 以下に注力し
ていきます。
●事業領域と顧客層の拡大による取り組み案件量の拡大。
●施工能力の増強に向けた外部人財の登用。
● 施工能力の増強及び価格競争力の強化に向けたアライア
ンスパートナーとの更なる連携強化。
● 市場動向を見据えた新たな国・地域／分野への進出。

今後の施策

● インドネシアにおいて、ローカル／グローバルパートナーとの
協働によりラグジュアリーコンドミニアムを受注
● 台湾・ベトナムの営業体制の増強
● 受注済の空港案件における施工推進
● 非請負分野の先進企業への社員派遣

2021年度の成果

2021年度に引き続き、中期経営計画の重点施策に加えて、
下記施策に注力していきます。
● グループ開発事業の安定的収益基盤構築のため、中期経営
計画に沿って引き続き投資を実施（2022年度投資予定880

億円）。
●  2023年度の私募リート運用開始に向けて、資産運用会社
「大成不動産投資顧問㈱」を設立し、業務に必要な認可の取
得などの手続きを実施。

●  PFI･PPP分野においては、新たなインフラ運営ビジネスへ
の挑戦として、大規模なスタジアム・アリーナの運営事業へ
の参画を推進。

● 施設管理事業においては、設計段階からの関与に加え、AI・
IoT技術の採用などグループ力を最大限発揮し、事業拡大。

今後の施策

重点施策
● 不動産：不動産市況を踏まえた適切なポートフォリオの構築と
安定的な開発利益を確保するための体制整備
・ 市街地再開発事業や大型開発案件における川上段階からの
事業コントロールによる優良不動産の取得
・ エリアや用途、資産効率と安定収益のバランスを踏まえた不動
産ポートフォリオの最適化
・ 分譲マンション「オーベル」、賃貸マンション「テラス」の認知度・
ブランド力向上

● 施設管理：顧客ニーズにマッチした企画提案による施設管理
物件の確保
・  建物施工から施設管理までの一貫した顧客サポート体制の確立
●PPP等： 収益源の多様化に向けたPPP事業等への参画
・ 空港コンセッション事業における運営体制の確立と新たなイン
フラ運営ビジネスへの挑戦

重点施策

建築・土木共通
● 現地化・拠点化の推進やアライアンスパートナーとの協働に
よる、大規模プロジェクト偏重の受注体制からプロジェクト規
模の適正ミックスを図る体制への転換

建築
● 現地営業社員の若返り及び増強によるローカルネットワークの構築
●国際競争力の高い空港分野に対する重点的な人財投入

土木
● アライアンスパートナーのリソースやサプライチェーンの活用
によるコスト低減

非請負
● 欧米のグローバルコントラクターの事業形態を踏まえた建設
事業以外のビジネスモデル構築に向けた人財投入

20212016 2017 2018 2019 2020 2023( 目標 )

776

1,300グループ売上高（億円）

セグメントの概況

売上高は、手持工事が増加したことから、前年度比48.4％
増の776億円となりました。

マーケットシナリオ　

建築（重点国・地域）
●台    湾：建設マーケットは堅調に推移
●ベトナム： 日系企業の工場投資は抑制されている一方、不動産

開発は活発化しており、緩やかな回復傾向

土木（重点国・地域）
●シンガポール：公共投資を中心に、2021年度以降回復
●フィリピン：ODA案件は比較的堅調に推移

「海外ネットワーク」

グループ 海外建設事業
大成建設グループの技術やノウハウを活かして、
国際社会とも連携しつつ、
現地の経済発展と社会課題解決に貢献していきます。

専務執行役員
国際支店長

平
ひ ら の

野 啓
け い じ

司

グループ 開発事業
まちの在り方の転換期において、次世代の声に耳を傾け
多様性を活かしたまちづくりによる
都市の価値向上を実現していきます。

執行役員
都市開発本部長

山
や ま ざ き

﨑 貴
た か し

士

あるべき姿を目指して 大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して成長戦略とサステナビリティ　｜  グループ事業戦略
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技術開発（技術センター）
環境・社会課題の解決に向けた革新的な技術開発を目指します。

重点課題
オープンイノベーションの活用を通じて、環境・社会課題の解決に向けた技術開発を推進する
●経済と環境の好循環により成長が期待される産業分野に貢献する技術開発

産業分野*1 取り組み 内容

洋上風力産業 着床式・浮体式 ●�低コストの着床構造物・浮体構造物

物流・人流・
土木インフラ産業

ICT施工
スマートシティ
災害シミュレーション

●�無人化施工①・ロボット施工技術、3Dプリンター技術
●�ワイヤレス給電道路�
●�リアルタイム危険予測（浸水等）

カーボンリサイクル産業
グリーン調達
CO2回収・貯留

●�カーボンリサイクル・コンクリートの開発・利用②
●�二酸化炭素地下貯留関連技術の高度化

住宅・建築物産業/
次世代型太陽光産業

木材利用
ZEB
次世代太陽光電池

●�木材とRC造・S造とのハイブリッド化、CLT*2活用技術③　
●�次世代高機能ZEB　
●�ガラス一体型発電システム・リニューアル向け製品

ライフスタイル関連産業 スマートコミュニティ ●�地域再エネ・エネルギー需要機器の組合せ・連携技術

水素産業 水素貯蔵・輸送 ●�低圧水素配送システムの実証

原子力産業 新型軽水炉 ●�原子力施設の安全性・経済性向上技術

食料・農林水産業 植物工場 ●�光エネルギーを削減した効率的な栽培システム

資源循環関連産業 エネルギー回収 ●�メタンガス利用技術

*1 産業分野は、政府の「グリーン成長戦略」における「成長が期待される産業」を引用
*2  Cross Laminated Timber。木の板（ラミナ）を幅方向に並べた後、繊維方向が直交するように厚さ方向に積層接
着した木質材料。厚みのある大きな板で、建築の構造材の他、土木用材、家具などにも使用される

技術開発

技術トピック

● 従来分野の深耕による受注シェアの拡大
 ・ 医薬品分野：自動化・省人化技術等の差別化提案により、

大型案件の受注
 ・ 食品分野：FS業務の積極受注や保有技術の水平展開に

より競争優位性を創出し、特命受注
 ・ 生産施設分野：電子デバイス関連施設を中心に、既存顧

客案件を継続的に受注
● 成長分野への挑戦による新たな受注領域の拡大
 ・ ファインケミカル分野：バイオ医薬原薬製造施設及び電子
デバイス原料製造施設などの大型案件の受注

 ・ 物流分野：製造施設に付随する物流施設の受注
 ・ 水族館分野：既存施設のリニューアル提案活動から受注
を獲得

 ・ エネルギー・インフラ分野：再生可能エネルギー分野で風
力発電施設や水力発電施設案件の受注

2021年度の成果グループエンジニアリング事業
重点課題
強みを生かして、事業領域を拡大する

重点施策
●従来分野の深耕
・ 医薬品分野 ： 強みの技術・ノウハウを活用し、バイオ医薬品や
再生医療等の次世代医療分野へ進出
・ 食品分野 ： 川上段階のコンサルティング機能の充実、医薬品分
野で培った自動化・省人化技術の活用

●成長分野への挑戦
・ ファインケミカル分野 ： 医薬品分野の技術を活用し、半導体・
電子デバイス用原料製造施設等に進出
・ 物流分野 ： FS提案や医薬品適正流通ガイドライン（GDP）の
ノウハウの活用による、物流施設分野での優位性の確保、医薬
品輸配送事業の販路拡大

●事業領域の拡大に向けた体制整備
・外部人財の活用による生産能力の拡大

マーケットシナリオ
● ターゲットとする医薬品、食品、ファインケミカル、物流、エネ
ルギー関連の設備投資は、概ね堅調に推移

20212016 2017 2018 2019 2020 2023( 目標 )

275

550
グループ売上高（億円）

売上高は、新型コロナウイルス感染拡大に起因する投資計
画の見直し、工場建設の延期により前年度比2.1％減の
275億円となりました。

セグメントの概況

① 無人化施工 
T-iROBO®Rigid Dump

積込、運搬、排土までの一連の土運
搬作業を最高速度30km/hで自動
で行います。

③  CLT活用技術 
T-WOOD® PC-BEAM

集成材とプレストレストコンク
リート梁を一体化し、梁のデザ
イン性と構造性能を向上させた
複合梁です。集成材が型枠と化
粧仕上げ材としての機能も兼ね
ているため、工場製作時の廃棄
物発生を抑制します。

② カーボンリサイクル・コンクリートの開発・利用 
T-eConcrete®/Carbon-Recycle

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、社会実装への
第一歩として、｢T-eConcrete®/Carbon-Recycle｣で製作し
た壁部材を、建築物に初めて適用しました。

CO2原単位＝排出量－吸収量＝69–119＝▲50kg/m3

CO2削減率＝普通コンクリート原単位－カーボンリサイクル・コンクリート原単位 
　　　　　　274－▲50＝374kg/m3

カーボンリサイクル・コンクリート
通常のコンクリート

吸収したCO2

▲119kg/m3 69kg/m3

274kg/m3

製造時のCO2排出量

技術センター実験施設への
設置状況

今後の施策

エンジニアリング本部は、豊富な実績・経験を礎に、あらゆる
分野の潜在ニーズに対応し、時代の変革を捉え、真の価値を
創造し、最適解を提供できることを強みとしています。建築・
生産・物流・情報・ユーティリティといったあらゆる機能を一
体のシステムとして捉え、企画から計画、設計、施工までフル
フェーズで対応することでお客様のニーズを実現し、高品質で
安心・安全な商品の安定供給に貢献しています。
今後は、2021年度施策の継続実施に加えて下記施策を実行
することで、お客様の想像を超えた更なる付加価値を提供し、
お客様から信頼され、産業構造の高度化に貢献することを目
指します。
● 優位性のある保有技術・ノウハウの水平展開及びFS・コ
ンサル業務の更なる取り組み強化。
● 社会情勢の変化や市場動向の変化に対する柔軟かつタイム
リーな提案活動の実施。

古平町複合施設 
かなえーる

「T-iROBOシリーズ」 「T-eConcrete®/Carbon-Recycle」「T-WOOD®」
環境ソリューションP.52*「�T-iROBOシリーズ」についてはP.96用語集参照

グループ エンジニアリング事業
「時代の変革を捉え、真の価値を創造する
エンジニアリング」を基本理念とし、
産業構造の高度化に貢献します。

常務執行役員
エンジニアリング本部長

高
た か は ま

浜 信
し ん い ち ろ う

一郎
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E

マテリアリティ（取り組むべき重要課題） 中期経営計画重点施策 SDGs等との関係

G

S

エネルギー 気候変動

●	グループ本社機能の明確化
●	実効的なグループ会社管理体制の確立
●	統合プラットフォームの構築

ガバナンス
ガバナンス

DX

●	競争優位性のある技術開発
●	BIM/CIMの設計・施工クラウド連携によるデジタルツイン構築
●	最先端のデジタル技術による生産プロセスの見える化と効率化

技術開発
DX
DX

●		多様な人財が活躍できる働き方、職場環境の整備�
・キャリア採用の拡充と処遇の検討・実施�
・女性社員や高齢社員他が活躍できる働き方施策の検討・実施

●	デジタル人財の確保とローテーション制度確立

働き方改革

DX

●	事業活動によるCO２排出量目標を「実質ゼロ」（カーボンニュートラル）へ（スコープ1・2）
●	ZEB性能の向上とグリーン調達の拡大（スコープ3）
●	グループ環境目標管理制度の確立
●	環境事故撲滅に向けた環境パトロール教育の実施

環境

●	『長時間労働是正』に向けた2024年度までのロードマップの推進
●			倉友会会員各社への支援の拡充	
・倉友会鴻巣研修センターでの研修の拡充・継続	
・建設キャリアアップシステム登録・運用支援

働き方改革

安全

環境
環境
安全

●	特定災害の防止に向けた当社及び安衛協役員等によるパトロールの拡充と教育の徹底
●	デジタル技術等の活用による安全衛生・環境管理の推進

安全
安全

●			環境・社会課題の解決に向けたサプライチェーン・マネジメントの推進	
・サプライチェーン全体で「サステナブル調達ガイドライン」に則った調達の推進	
・「パートナーシップ構築宣言」に則った取引先との連携

●	調達関連情報提供システムの改善

安全

DX

インフラ●	次世代高機能ZEBの開発・実用化、カーボンリサイクル・コンクリートの開発・利用
●	経済と環境の好循環により成長が期待される産業分野に貢献する技術開発
●	O&M領域の事業化
●	データを基に最適なタイミングで提案する営業スタイルへの変革

技術開発
技術開発
DX
DX

安全な都市

雇用

改正労働基準法の遵守
（2024年度）

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画目標
の達成（2025年度）

は「ISO26000」の7つの中核主題 は基盤整備計画の該当項目

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

TAISEI Green Target 2050

脱炭素社会 事業活動によるCO₂排出量実質0

循環型社会 建設副産物の最終処分率0%

自然共生社会 自然資本への影響の最小化
安全確保社会 環境リスクがゼロとなる価値の提供

国際的な開示基準・行動規範・行動規格
● GRIスタンダード
● 国連グローバル・コンパクト
● ISO26000

11 持続可能な環境配慮型社会の実現

22 品質の確保と技術の向上

33 持続可能な社会の実現に向けた技術開発

環境

消費者課題

環境

消費者課題

コミュニティ

44 サプライチェーン・マネジメントの推進
公正な事業慣行

人権

55 労働安全衛生管理の徹底 労働慣行

66 技術者の育成・担い手の確保
人権

労働慣行

消費者課題

77 働きがいのある魅力的な職場環境の実現
人権

労働慣行

88 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

組織統治

公正な事業慣行

あるべき姿を目指して 大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して成長戦略とサステナビリティ
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