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▎コーポレート・ガバナンス体制の概要
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●  業務執行役員制度導入

  （取締役数： 49名→12名）
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●  コーポレートガバナンス基本方針制定
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大成建設のコーポレート・ガバナンスの主な沿革
取締役会・監督機能

❸❸  取締役会委員会 （2022年 7月1日現在）

名　称 権　限 構　成　員 凡　例

ガバナンス体制 
検討委員会

ガバナンス体制の
整備・運用等の検討 委員長 社外取締役

役員人事委員会 取締役及び執行役員等の
人事の検討 委員長 社外監査役

報酬委員会 取締役及び執行役員の
報酬の検討 委員長 取締役(社内)

サステナビリティ 
委員会

当社を含むグループ全体の
サステナビリティ経営の強化の検討 委員長 常勤監査役

▎コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
⼤成建設は「⼈がいきいきとする環境を創造する」という「グループ理念」及びグループ理念を追求するための

「自由闊達」、「価値創造」、「伝統進化」という3つの「⼤成スピリット」のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値
の向上を目指しています。
当社は、企業としての持続的な発展を図り社会からの信頼を獲得するため、経営における意思決定の迅速性、的
確性、公正性及び透明性を確保することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。

「コーポレート・ガバナンス／内部統制」コーポレートガバナンス基本方針

❶❶ 株主/株主総会 （2022年6月28日開催）

株主が議決権を行使するにあたり、十分な検討期間を確保す
るために株主総会開催日の3週間以上前に株主総会招集通知
を発送しています。
また、招集通知発送の約1週間前に当社Webサイトに掲載する
とともに、スマートフォン用ＱＲコード読み取りによる議決権行使
サービスを採用しています。加えて、機関投資家向け議決権電
子行使プラットフォームにも参加しています。

❷❷ 取締役/取締役会 （2021年度開催回数14回）

取締役会は、⼤成建設の持続的成長と中長期的な企業価値
向上を促すため、（ⅰ）企業戦略等の⼤きな方向性を示すこと、

（ⅱ）経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を
行うこと、（ⅲ）独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対
する実効性の高い監督を行うことを主とする役割・責務を適切
に果たしています。
取締役会は、12名の取締役（社内取締役8名、社外取締役4名）
で構成されています。取締役候補の指名は、取締役会内に設置
した役員⼈事委員会で審議の上、取締役会で決定しています。
2022年7月1日現在、取締役の３分の１が独立社外取締役と
なっています。
社外取締役（男性3名、⼥性1名）は、自らの知⾒に基づいた客
観的な視点に立ち、取締役会における審議に多様性をもたらす
とともに、経営に対する監督機能の強化に貢献しています。

❸❸ 取締役会委員会

取締役会審議の活性化を図るため、取締役会内に、取締役会委
員会として、ガバナンス体制検討委員会、役員⼈事委員会、報
酬委員会、サステナビリティ委員会を設置し、取締役会の機能
の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役
及び独立社外監査役を各委員会の主要な構成員としていま
す。

取締役会は、経営陣幹部・取締役の指名（後継者計画を含む）や
報酬等の重要事項に関する検討にあたり、役員⼈事委員会や
報酬委員会から、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含
め、適切な関与・助言を得ています。

❹❹ 監査役/監査役会 （2021年度開催回数15回）

監査役は、監査役会において定めた監査方針・監査計画に従
い、取締役会ほか重要会議への出席、取締役等からの報告聴
取、重要書類の閲覧、事業所往査などにより、取締役から独立
して取締役の職務執行の監査を行います。監査役6名中4名を、
専門的知⾒を有し独立性の高い社外監査役とし、中立的・客
観的な監視体制を確保しています。
監査役会は、原則として毎月1回、その他必要に応じて開催し、
各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、法定の事項や監査役の職務執行に関する事項について、
協議・決議を行っています。また、監査部及び会計監査⼈より、
監査計画・監査結果について随時、報告を受けています。
なお、監査役の職務執行を補佐するため、取締役からの独立性
を備えた専任の組織である監査役業務部を設置し、監査役の
適切な情報収集等を支援しています。

❺❺  監査部

監査部は、年度監査計画等に基づき、社内各部門及びグルー
プ会社に対し、管理・運営の制度及び業務執行状況の合法性・
合理性に関する内部監査を実施しています。

会計監査⼈は、監査計画・監査結果について随時、監査役会
及び経理部等の内部統制部門への報告を行っています。
また、経営陣、監査役及び監査部は、会計監査⼈による適正な
監査を確保するために、会計監査⼈との間で定期的又は、随時
の打合せや意⾒交換を行っています。

❻❻  会計監査人

コーポレート・ガバナンス

大成建設グループについてガバナンスセクション 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
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コーポレート・ガバナンス

❼❼ 経営会議

業務執行の意思決定機関として経営会議を設置しています。経
営会議に委任する業務執行の決定権限については、「経営会議
規則」に定めています。

❽❽ 執行役員

機動的な業務執行を可能とするため執行役員制度を採用し
ています。

❾❾  業務委員会

経営会議及び社長の諮問に係る業務についての審議等を行う
ため、環境委員会、リスクマネジメント委員会等の業務委員会を
設置しています。

❿❿  特別委員会

社長の諮問にこたえる特別の委員会として、社外有識者を委員
長としたコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの
徹底を図っています。（P.74参照）

Ⅰ．2020年度評価に対する2021年度の取り組み
⼤成建設は、2020年３月に、取締役会の監督機能の強化と審
議の活性化、業務執行の意思決定の迅速化を目的に、取締役
会付議事項の⾒直しや、それに伴う執行サイドへの権限委譲
範囲の拡⼤など、ガバナンス体制の⾒直しを行いました。
この⾒直しを踏まえた2020年度の実効性評価で示された課
題に対し、2021年度は、以下の通り取り組みました。

ａ）  中期経営計画のフォローアップと、企業価値向上に向けた
重要課題についての討議の実施

  中期経営計画の進捗状況と達成方策のほか、資本政策や
⼈事政策等の重要課題について取締役会や経営会議で討
議しました。

ｂ）  議案数の絞り込み、簡潔な説明等による審議時間の確保
  取締役会議題分析の結果等を踏まえ、報告事項の⾒直しに

よる議案数の絞り込みを行うとともに簡潔な説明を心掛
け、審議時間の確保に努めました。

ｃ）  社外役員と社内役員の意識の共有
  社外役員と社内役員との意⾒交換会の回数を増やし、より

深いレベルでの意識の共有を図りました。

ｄ） グループガバナンスの実効性強化に向けた具体的検討
  経営会議やガバナンス体制検討委員会、取締役会におい

て、具体的方策について、討議を重ね、グループ会社の活
性化に向けた施策について運用を開始しました（その他の
施策については引き続き検討中）。

ｅ） 取締役会委員会の構成・機能の⾒直し
  ガバナンス体制検討委員会・役員⼈事委員会・報酬委員会・

サステナビリティ委員会の各取締役会委員会に社外監査役
を加え、独立性・客観性・透明性の向上を図りました。

ｆ  ） オンライン会議等による一層の環境整備
  BCPの観点を踏まえ、取締役会や取締役会委員会等で適

宜オンラインを活用しました。

Ⅱ．2021年度評価の概要
2021年度の実効性評価の方法及び結果の概要は以下の通り
です。

①評価方法・プロセス
⃝�事務局が自己評価アンケート（取締役会評価シート）を作成

し、取締役会で承認の上、各取締役及び監査役が自己評価を
行いました。

⃝�アンケートの評価項目は次の通りで、1～5については設問に
対する5段階評価と自由記述とし、6については自由記述とし
ました。

⃝�事務局がとりまとめた自己評価結果に対し、社外取締役が全
体評価を行いました。

⃝�並行して、自己評価結果に対し、弁護士による第三者評価を
行いました。

⃝�その上で、取締役会にて、全体評価や第三者評価等に基づ
き、審議を行いました。

②評価結果の概要
⃝�社外役員に対する情報提供がより丁寧に行われたこと、社

外役員から経験・知識を踏まえた問題提起や助言、意⾒が活
発に述べられたことなどの改善点が⾒られ、全体として、取
締役会の監督機能が向上しているとの評価がなされました。

  なお、取締役会をより実効性のあるものにしていくために、
引き続き、以下に取り組んでいきます。

ａ）  中長期的な視点に基づく取締役会の規模・構成など、ガバ
ナンス体制の在り方に関する討議の充実

ｂ）  適切な範囲での執行側への一層の権限委譲と重要な経営
課題に対するより深化した討議の実施

ｃ）  取締役会委員会審議の実効性の向上

ｄ）  グループガバナンスの実効性強化に向けた具体的検討

«評価項目»
1. 取締役会構成員としての自己評価
2. 取締役会の構成・運営
3. 取締役会の実効性
4. サポート体制
5.  中長期的に目指す姿及び中期経営計画に関する審議・モニタリング
6. 取締役会全般

▎スキルマトリックス
⃝10年後の大成建設グループの目指す姿を達成するために取締役及び監査役に期待するスキル
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企業経営 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

法務・リスクマネジメント ● ● ● ● ●

財務・会計 ● ● ● ● ●

グローバル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

サステナビリティ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

営業 ● ● ● ● ● ●

技術 ● ● ● ● ● ●

※上記は取締役及び監査役に対して特に期待するスキルを表しており、取締役及び監査役が持つ全てのスキルを表すものではありません。

⃝上記「専門性及び経験」の考え方

経
営
一
般
に
関
す
る
ス
キ
ル

企業経営 大成建設又は他社において社長又は会長の経験がある者、若しくは当社又は他社における会社の事業に精通し、
経営戦略の策定に必要な知見・経験を有する者

法務・リスクマネジメント
大成建設又は他社においてリスクマネジメントを行う部門に所属したことがあり、法律・リスクマネジメントに関する
知見・経験を有すると認められる者、又は弁護士資格を有する者、若しくは行政機関に勤務し法律に関する高い見識
を有する者

財務・会計 大成建設又は他社若しくは行政機関等において経理・財務部門等に所属したことがあり、財務・会計の知見・経験を有
すると認められる者、又は金融機関の経営者として高い見識を有する者、若しくは公認会計士・税理士資格を有する者

グローバル 大成建設又は他社において海外事業の経験があり、グローバル経営に関する知見・経験を有すると認められる者、
又は行政機関に勤務し国際情勢に関する幅広い見識を有する者

サステナビリティ 再生可能エネルギー・環境分野・人財育成・ダイバーシティ・社会貢献・コーポレートガバナンス等の専門性に関する
知見・経験を有すると認められる者

大
成
建
設
の 

事
業
に
関
す
る 

ス
キ
ル

営業 大成建設の事業の営業・マーケティングに関する知見・経験を有すると認められる者

技術 大成建設において技術部門に所属したことがあり、当社事業に関わる技術について、知見・経験を有する者

▎取締役会の実効性
⼤成建設は、毎年1回、取締役会の実効性について分析・評価を行い、その結果を開示しています。

大成建設グループについてガバナンスセクション 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
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コーポレート・ガバナンス

▎内部統制の推進
⼤成建設では、グループとして、業務を適正かつ効率的に執行
する体制及び財務報告の信頼性を確保するために、取締役会
において2006年5月に「業務の適正を確保するための体制の
整備に関する基本方針」を制定し（2022年7月改正）、コンプラ
イアンスやリスクマネジメントの更なる推進を図っています。営
業部門の役職員を主な対象として、社外弁護士による独占禁止
法遵守研修を実施する等、各種の施策を講じています。

▎財務報告の信頼性確保
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制について
は、企業として最も重視すべき課題の一つと認識しており、日常
的モニタリングの実施等、外部に公表する財務報告の信頼性を
確保するための社内体制を構築しています。その有効性は、監
査部による評価及び有限責任あずさ監査法⼈による監査によ
りチェックされ、「内部統制報告書」「内部統制監査報告書」とし
て開示し、今後とも、この有効性の確保を通じて、企業としての
社会的責任を果たしていきます。
なお、財務報告に係る内部統制システムの確実な運用を継続し
ていくため、役職員等に対する社長メッセージの発信や、eラー
ニングの実施等の啓発活動を行っています。

▎社外役員サポート体制
社外取締役については秘書部が、社外監査役については監査
役業務部が それぞれの職務執行をサポートしています。原則毎
月１回の取締役会の開催前に資料データを送付しています。ま
た、事前説明会を開催しており、社内取締役等から議案に関す
る説明を行います。多様な役員間での意⾒交換会も定期的に
開催し、情報提供・連携が図られています。
これらサポート体制により、取締役会における審議や意⾒表明
が十分かつ活発に行われています。

▎役員研修の実施
取締役及び監査役に対しては、その役割・責務を果たすために
必要な研修として、就任時に、関連法令ならびに定款、「取締役
会規則」及び重要な会社の方針等を定める社内規程に関する
研修・資料交付を実施しています。
また、上記の研修に加え、外部の団体や専門家等による研修を
受講する機会を継続的に提供しています。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、当社グループ及
びその事業についての理解を深めるため、必要に応じて、作業
所⾒学会等の施策を実施しています。

▎役員報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関

する事項
⼤成建設は、報酬委員会において審議の上で、2021年2月
25日開催の取締役会において、取締役の個⼈別の報酬等の
内容についての決定方針について決定しており、その内容は、
以下の通りです。

1． 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する
基本方針
当社における取締役の報酬等は、金銭報酬としての固定報
酬及び業績連動報酬（金銭報酬）ならびに非金銭報酬とし
ての業績連動報酬（株式報酬）により構成され、当社及び当
社グループの事業規模、内容、業績、個々の職務内容や責
任などを総合的に考慮してその内容を定めています。
報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の事前審議機
関である報酬委員会において検討の上、職責及び役位（執行
役員を兼務する場合の執行役員の役位を含む。以下同様。）
に応じた個⼈別の報酬等を取締役会において決定します。
報酬委員会は、社内取締役と同数の社外取締役を構成員と
し、かつ委員長を社外取締役が務めるとともに、審議の妥
当性を確保するという観点から社外監査役を構成員に加え
ています。これにより、報酬等を適正に検討できる体制とし
ています。

2．固定報酬の額又はその算定方法等の決定に関する方針
固定報酬は、在任中、毎月一定期日に支給するものとし、
当社の事業規模、内容、個々の職務内容や責任などを総合
的に考慮し、職責に応じて定め、社外取締役以外の取締役
については役位に応じて累進するように定めています。

3． 業績連動報酬の業績指標の内容及び額又は数の算定方法
等・非金銭報酬の内容及び額もしくは数又はその算定方
法等の決定に関する方針
業績連動報酬は、各取締役が業績の向上及び企業価値の
増⼤に貢献する意識を高めることを目的として設定してい
ます。ただし、社外取締役については業績連動報酬の支給
対象外としています。

（ア）業績連動報酬（金銭報酬）
業績連動報酬（金銭報酬）は、在任中、毎月一定期日に支給
するものとし、当社グループ経営に対する取締役の責任報
酬の連動を明確にすることを目的として当社グループの短
期業績に連動する内容及び額とするように定めています。
業績指標は、当社グループの事業活動に対する最終的な成
果を示す指標である直近連結会計年度の連結損益計算書
における親会社株主に帰属する当期純利益を採用し、役位
に応じて累進するように定めています。

▎説明責任
⃝株主・投資家との対話
⼤成建設は、「情報開示方針」を制定するとともに、「コーポレー
トガバナンス基本方針」にも適切な情報開示と透明性の確保
を掲げ、これらの方針に基づき適時・適切な情報開示を行っ
ています。
また、2015年に「IR方針」を制定し、株主・投資家の皆様との
面談やIR説明会、株主総会を通じて建設的な対話促進を図っ
ています。
更に、中期経営計画、決算説明会での配布資料に加え、解説付
きの説明資料、社長スピーチの要約、主な質疑応答も当社
Webサイトに掲載（和文・英文）する等公正な情報開示に努め

「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」

「情報開示方針」「コーポレートガバナンス基本方針」「IR方針」

「主なステークホルダーに提供する価値」
持続的な価値の提供P.02

上場銘柄の縮減状況

（年度）

（銘柄数）

120

130

140 141 141 139
135

123

2017 2018 2019 2020 2021

▎政策保有株式について
①政策保有に関する方針
⼤成建設は、重要な顧客との長期的・安定的な相互協力関係
を構築・強化し、当社の競争力・収益力の向上を図ることを
目的として、政策保有株式を保有しています。
これら株式のうち、取締役会での検証の結果、中長期的な経
済合理性・将来⾒通しが認められず、政策保有に関する方針
と整合しないと判断された株式については、適宜・適切に売
却する方針であり、その結果、政策保有株式の縮減が図られ
るものと考えています。

②取締役会での保有の経済合理性等の検証
政策的に保有する株式のうち全ての上場銘柄及び継続的に
検証が必要と判断した非上場銘柄について、毎年6月の取締
役会において、取得価額と事業上のリターンとを、資本コスト
を尺度として比較考量し、個別銘柄毎に継続保有の是非を決
定しています。また、定量的な検証に加え、期待される将来の
経済的便益等、定性的な情報も判断材料としています。
この結果、2021年度において、上場銘柄のうち16銘柄（29
億円）、非上場銘柄のうち5銘柄（0億円）を売却しています。

（部分売却を含む）

当社取締役報酬の模式図

最大値

当事業年度

最小値

※上記の割合は、例として代表取締役社長の報酬額について算出しています。
※社外取締役は固定報酬のみとし、業績連動報酬の支給対象外としています。

8.7%

2.4%

60.0% 31.3%

74.8% 22.8%

100.0%

■ 固定報酬（金銭）
■ 業績連動報酬（金銭）
■ 業績連動報酬（株式）

ているほか、海外投資家等に対しては、アニュアルレポート、当
社Webサイト等英語での情報開示を実施しています。株主の
皆様に対しては、当社の企業活動についての理解を更に深めて
いただくため、株主通信により、注力事業やESG（環境、社会、
ガバナンス）に関する取り組みについても報告しています。

③議決権行使の基準
政策保有株式に係る議決権については、企業価値の向上に資
するか否かの観点から、適切に行使します。役員研修（ESG勉強会）の様子
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コーポレート・ガバナンス

③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項

区　分 報酬等の種類 報酬限度額 株主総会決議日 決議時点の
支給対象役員の員数

取　締　役

固定報酬
月総額70百万円以内 2006年6月27日

（第146回定時株主総会）

14名
（うち社外取締役2名）

業績連動報酬（金銭報酬） 12名

業績連動報酬（株式報酬）
1事業年度当たり

35,000ポイント、1億円以内
（1ポイント＝1株）

2020年6月24日
（第160回定時株主総会） 8名

監　査　役 固定報酬 月総額12百万円以内 1994年6月29日
（第134回定時株主総会）

5名
（うち社外監査役2名）

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

区　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類
対象となる 

役員の員数（名）金銭報酬 非金銭報酬

固定報酬（百万円） 業績連動報酬（百万円） 株式報酬（百万円）

取　締　役
（うち社外取締役）

738
（62）

572
（62）

148
 （0）

18
（0）

 14
 （4）

監　査　役
（うち社外監査役）

119
（54）

119
（54）

—
—

—
—

6
（4）

注1． 金銭報酬のうち業績連動報酬の業績指標は、当社グループの事業活動に対する最終的な成果を示す指標であることを理由として、直近連結会計年度の連結損益計算書
における親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、当連結会計年度の連結損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益は71,436百万円であります。

　2． 株式給付信託（＝Board Benefit Trust）方式を採用し、定時株主総会開催日を付与日として、取締役会において定めた「役員株式給付規程」に基づき、在任中、毎
年ポイントを付与して累積します。取締役が退任し、「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした場合に、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任後に1
株当たり１株として累計ポイント数に相当する当社株式を給付します。株式報酬は、業績連動報酬にも該当し、その業績指標は、当社グループの事業活動に対する最終
的な成果を示す指標であることを理由として、直近連結会計年度の連結損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、当連結会計年度の連結
損益計算書における親会社株主に帰属する当期純利益は71,436百万円であります。

　3． 前事業年度中に支給した取締役の報酬の内容については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、取締役会が決定した取締役の個人別の報酬等の内容につい
ての決定方針に従い、取締役会の事前審議機関である報酬委員会にて取締役の個別の報酬について審議の上、取締役会が決定した報酬であり、その内容は当該決定
方針に沿うものであると判断しています。

（イ）業績連動報酬（株式報酬）
業績連動報酬（株式報酬）は、取締役の報酬と当社グルー
プの業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役
が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまで
も株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価
値の増⼤に貢献する意識を高めることを目的とし、中長期
業績に連動する内容及び額とするように定めています。
株式給付信託（＝Board Benefit Trust）方式を採用し、定
時株主総会開催日を付与日として、取締役会において定め
た「役員株式給付規程」に基づき、在任中、毎年ポイントを
付与して累積します。取締役が退任し、「役員株式給付規
程」に定める受益者要件を満たした場合に、所定の受益者
確定手続を行うことにより、退任後に1ポイント当たり１株と
して累計ポイント数に相当する当社株式を給付します。な
お、当該給付の一部を、当社株式に代えて、当社株式の時
価相当の金銭とすることがあります。
業績指標は、業績連動報酬（金銭報酬）と同様に、直近連結
会計年度の連結損益計算書における親会社株主に帰属す
る当期純利益を採用しています。
各取締役に付与するポイントは、業績達成状況、職務内容
及び責任などを考慮して代表取締役及び取締役に区分し
てそれぞれ定めています。

4． 各種類の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針
業績連動報酬については、金銭報酬及び株式報酬それぞ
れにおいて基準となる業績値を設定した上で、当該基準と
比較して好業績となる場合に業績連動報酬の割合が増加
するように定めています。
中長期的観点からは、固定報酬の割合を縮減し、業績連動
報酬の割合を高めていくよう⾒直しを検討していくものとし
ます。
ただし、社外取締役の報酬等については、固定報酬のみと
します。

②�監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定方針に関す
る事項

監査役報酬等については固定報酬のみで構成されており、各監
査役の報酬額は監査役会にて協議の上、決定しています。

▎制度と仕組み
⃝コンプライアンス遵守教育・研修
⼤成建設では、コンプライアンス意識を高めるため、全役職員
を対象に毎年コンプライアンス研修を実施しています。
また、グループ全体のコンプライアンス強化を図ることを目的と
して、国内グループ会社との法務業務に関わる課題について情
報共有・意⾒交換を目的とした法務担当者会議や、コンプライ
アンス推進に関する状況確認・意⾒交換を目的としたグループ・
コンプライアンスヒアリングを実施しており、コンプライアンス
の徹底に努め、コミュニケーションを図っています。
更に、協力会社（専門工事業者）の事業主や、倉友会*（⼤成建
設の基幹協力会社組織）の新入社員を対象に、コンプライアン

教育・研修 近年取り上げたテーマ

コンプライアンス通信の発行
（月1回）

●当社のリスクマネジメントについて ●腐敗防止（接待・贈答）について
●建設業法に基づく建設業許可と、監督処分について　 ●大成スピリットについて
●コンプライアンス・アンケートの結果について 他

eラーニング研修の実施
（年2回）

●贈収賄・ハラスメント・内部通報制度について　 ●パワーハラスメントについて
● 同業他社との接触に関するルール・社内リニエンシー制度について
● 企業倫理ヘルプライン（内部通報制度）について　他

⼤成建設グループは、組織としての行動の基本原則及び役職員等が積極的に実践すべき又は厳守すべき行動・判断
の基準として「グループ行動指針」を定めています。この行動指針は、当社グループのコンプライアンス遵守の規範で
あり、「業務の適正を確保するための体制の整備に関す
る基本方針」に「取締役は、コンプライアンスの確立が
経営の根幹であることを深く自覚し、グループ行動指
針をはじめとするコンプライアンスに関する諸規程を率
先して誠実に遵守する」ことを明記するとともに、国内
外を含めたグループ全社に適用することとしています。

▎コンプライアンス推進体制
コンプライアンス推進体制としては、右図の通り、部門毎に責任
者・推進者・実施者を配置し、社内のコンプライアンス推進体
制を整備するとともに、社長の諮問にこたえる特別な委員会と
して、社外有識者（弁護士）を委員長とするコンプライアンス
委員会を設置しています。
法令等違反行為に対する役職員の懲戒等の厳正化・独占禁
止法遵守のための体制整備等、コンプライアンス委員会の提
言に基づく諸施策や各部門のコンプライアンス教育の実施等
により、役職員一⼈ひとりの意識を高め、コンプライアンスの
一層の徹底を図っています。

■ コンプライアンス・アンケートの実施(年1回)
　⼤成建設グループにおけるコンプライアンスに関する現状と課題の
把握、更なるコンプライアンスの推進を図ることを目的として全役職員
に対して「コンプライアンス・アンケート」を実施しています。
　アンケート結果については、分析及び対策案を検討し、経営層に報
告した上で、「コンプライアンス通信」を通じて全役職員に開示すると
ともに、関係部署と連携して必要な対策を講じることにより、コンプラ
イアンスの推進に向けて取り組んでいます。

コンプライアンス・リスクマネジメント

コンプライアンス推進体制図

＊1  CP: コンプライアンス
＊2 コンプライアンス委員会の事務局機能を担うとともに、役職員等のコンプライア

ンス意識の浸透・定着を推進
＊3 全ての職位部長をコンプライアンス実施者に任命し、職位部長が自らの担当部署に

所属する全ての役職員等に対してコンプライアンスに関する啓発、教育等を実施

実施体制

本社 支店
部門CP責任者

（総本部長・本部長等）
部門CP推進者

（管理担当職位部長）

CP実施者
（全ての職位部長）＊3

全ての役職員等

社  長
統括体制

本社管理本部
CP統括責任者（管理本部長）
CP統括推進者（総務部長）

CP＊1委員会

【事務局】
総務部CP推進室＊2

部門CP責任者（支店長）
部門CP推進者（管理部長）

CP実施者
（全ての職位部長）＊3

全ての役職員等

「グループ行動指針」

*「倉友会」についてはP.96用語集参照

ス研修を毎年実施する等、サプライチェーン全体でのコンプラ
イアンスの推進を図っています。
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コンプライアンス・リスクマネジメント

報告

所管部署

CRO（管理本部長）
社長

サステナビリティ委員会

取締役会 監査役/監査役会

受付窓口

コンプライアンス推進室長

弁護士事務所

通報・相談

対応・報告

調査指示

是正

報告

報告

社外窓口

社内窓口

実施責任者：総務部長

通報者（匿名可）

大成建設及びグループ会社

役員
派遣社員

社員
臨時従業員

従業員

当社と直接契約関係がある協力会社

出向社員
退職者

ヘルプライン制度に基づく内部通報の流れ

内部通報制度・運用実績
2019年度 24件
2020年度 28件
2021年度 30件

▍腐敗防止方針
⼤成建設では、2018年に参画した国連グ
ローバル・コンパクトの腐敗防止原則を支
持しています。グループ行動指針において、

「公正な取引の確保」と「政治及び行政との
健全な関係の維持」を掲げ、発注者や発注
者の役職員個⼈に対して、不正な金品の
供与もしくはその約束、又は社会通念を超える接待や贈答を行
わないこと、政治家、公務員（外国公務員を含む。）との関係にお
いて、贈賄等刑罰法規に違反する行為や誤解を受ける行為を行
わないことを明記し、全役職員を対象として政治家、公務員（外
国公務員を含む。）に対する贈賄防止の啓発活動・研修を実施す
るほか、贈収賄や誤解を受ける行為を行わないよう常に意識し
て行動しています。

▍ グループ行動指針の遵守レビューと違反時
の対応

⼤成建設グループでは、「グループ行動指針遵守体制整備に関
する規程」に、役職員等がグループ行動指針に違反した場合、
取締役会又は経営会議において事実関係を慎重かつ厳正に審
査の上、社内規程に則って懲戒する旨を明記しています。
グループ行動指針違反等重⼤なコンプライアンス違反事例が
発生した場合には、再発防止策の徹底を図り、関係者、事実の
経緯、違反の性質・内容、損害額、利害関係⼈への影響等を
調査し正確な事実関係の把握に努めた上で、必要に応じて関
係官公庁への報告を実施しており、行為者に対しては、解雇を
含む必要な懲戒処分を科しています。
2021年度、腐敗に関する罰金、罰則等法的措置を受けた事例
はありませんでした。また、「グループ行動指針」の違反に起因
する解雇事例はありませんでした。

▎通報・相談制度の運用
⼤成建設グループでは、公益通報者保護法に基づき、役職員
等による贈収賄等の汚職を含む違法行為や「グループ行動指
針」に違反する行為（又は違反しようとしている行為）について
役職員及び社外の関係者（当社と直接の契約関係がある協力
会社（一次サプライヤー）等の従業員）が通報・相談できる内
部通報制度（企業倫理ヘルプライン・グループヘルプライン・
公益通報制度）を整備しており、通報・相談窓口を社内及び社
外の外部機関（弁護士事務所）に設置しています。当制度は幅
広く違反行為の端緒を掴むために、匿名による通報も受け付
けています。また、当制度の実効性を高めるため、全役職員を
対象に、当制度の概要をまとめた「ヘルプラインカード」を配布
し、eラーニングの実施や「コンプライアンス通信」の配信を通

じて、制度の内容や運用実績を紹介する等、積極的な啓発活
動を行っています。
寄せられた通報に対しては、事実関係を調査し、必要に応じて
是正措置を講じます。その際、通報者情報の秘匿を徹底すると
ともに、通報を理由とした不利益な取り扱いが通報者に対して
行われないよう、社内規定に沿って厳格に運用しています。
なお、当社と直接契約関係にない社外のステークホルダーの皆
様についても、当社Webサイトのお問い合わせ窓口を通じて、⼈
権・環境問題をはじめとする様々なご相談を受け付けています。

▍「理念体系」の周知徹底
2010年に再構築した「理念体系」の携帯用カードを作成し、理
念体系の浸透・定着を図っています。また、2011年度以降、理
念体系に関するeラーニングを毎年度実施し、社会的要請や
社内での取り組みと関連づけながら、理念体系の一層の浸
透・定着を図っています。
2021年度は、「グループ理念、⼤成スピリット、グループ行動
指針」について社員にeラーニングを実施し、受講率は95%と
なりました。

▍法令等遵守検証・指導
⼤成建設では、入札業務の適正性の確保のために、入札業務
の過程に不適切な行為がないことを支店長が確認し、その記
録を作成・保存する社内制度を運用しています。
また、毎年法務部が入札業務の適正性及び建設業法や独占
禁止法・下請法の遵守状況の検証を行っています。

▍公平・公正な取引
⼤成建設では、グループ行動指針に「取引業者とのパートナー
シップの推進」を掲げ、取引先と公正で信頼し合える関係を築
き、対等な立場で取引を行うことを定めています。
また、「反社会的勢力・団体への対処」も掲げ、反社会的勢力に
対しては毅然とした態度で対応し、不当要求には応じない旨を
定めています。反社会的勢力排除のために、専門工事請負契
約基本約定書等の約定書において、契約先が反社会的勢力で
はないことや反社会的勢力と取り引きしないことを定め、万一、
それに違反した場合には無催告で契約を解除できる条項を導
入しています。
2020年8月には、サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系
列等を超えた新たな連携や、下請中小企業振興法に基づく「振
興基準」を遵守することを盛り込んだ「パートナーシップ構築宣
言」を作成・公表しました。腐敗防止に係る公平・公正な取引に
ついて、自社の従業員やグループ会社に加え、取引先や仲介業
者等のサプライヤーにも、周知しています。
また、サステナブル調達ガイドラインに公平・公正な取引につ
いて明記し、反社会的勢力、汚職、腐敗、非⼈道的労働の実施
組織との取引に巻き込まれないようリスクの低減に努めてい
ます。

▍独占禁止法遵守のための具体的な取り組み
リニア中央新幹線建設工事に関して独占禁止法違反の嫌疑を
受けたことを真摯に受け止め、社外弁護士を委員長とするコン
プライアンス委員会における審議及び取締役会での決議を経
て、下記施策を実施しました。今年度以降も下記施策を継続的
に運用・実施しています。

1.  同業他社との接触に関する社内規程を改正しルールを厳格化
（2018年9月）

2.  入札業務適正確認手続きの強化（2018年9月）
3.  全役職員を対象としたeラーニングの実施（2018年度から継続 

して毎年度実施）
4.  営業部門及び受注関連業務を行う技術部門の役職員を対象とした

社外弁護士による研修実施（2018年度から継続して毎年度実施）

⼤成建設は、グループ行動指針において、法令等の遵守ととも
に、社会的良識をもって行動することによる社会的責任の遂行を
掲げております。
この行動指針の下、税務に関する法令等を遵守し、社会的責任
を遂行していく指針として、以下のとおり税務方針を定めます。

1. 法令等の遵守
  グループ行動指針に基づき、事業活動を行う国内外の各国・

地域における税務に関する法令等を遵守します。
2. 納税義務の適正な履行
  税務に関する法令等に則り、納税義務の適正な履行に努め

ます。
3. 税務コンプライアンス意識の向上
  適切な税務処理に関する啓発を通じて、税務コンプライア

ンス意識の向上を図ります。
4. 税務当局との関係
  税務当局に対し、誠実かつ適切に対応することで信頼関係

の維持に努めます。

税務方針

▍税務コンプライアンス
⼤成建設は、税務に関する法令等を遵守し、社会的責任を遂行
していく指針として、2020年８月に「税務方針」を定め、納税
義務の適正な履行に努めています。

「問い合わせ窓口」

「国連グローバル・コンパクト」

「コーポレート・ガバナンス/内部統制」

「税務方針」

「理念体系」
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コンプライアンス・リスクマネジメント

リスクマネジメント方針、リスクマネジメント基本規程のもと、全社的に体系化されたリスクマネジメントシステムを確立し、品質、コン
プライアンス、情報、安全、環境等のESGに関する主なリスクにも対応する適切な管理体制を整備しています。
全社的リスクマネジメントを有効に機能させ、業務の適正性を保つために、社内規程やマニュアル等により定められている事前のリ
スク対策を実行し、万が一、リスクが顕在化した場合には、発生時のリスク対策を適宜実施することで損失を最小限に抑え、事業の
継続、社会からの信頼の確保に努めています。

全社的リスクマネジメント推進体制図

社長
リスクマネジメント最高責任者

ＣＲＯ事務局

取締役会監査役 /監査役会

リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント協議会

ＣＲＯ（管理本部長）
リスクマネジメントを統括

支店  リスクマネジメント推進委員会

本部  リスクマネジメント推進委員会

重大事件・事故の対応 リスク対策の整備と再発防止報告 指示・命令

報告 監督

本部 支店 グループ会社

監査

▎リスクマネジメント体制
⃝全社的リスクマネジメントの推進
⼤成建設は、事業運営に伴うリスクを適切に把握・管理するリ
スクマネジメント体制の継続的な運用に努めています。社長を

「最高責任者」、管理本部長を「CRO（チーフ・リスクマネジメン
ト・オフィサー）」としたリスクマネジメント体制を敷いており、毎
年、当該年度に顕在化したリスクを踏まえ、翌年度のリスク管
理内容を⾒直しすることで、PDCAサイクルを運用するととも
に、リスクマネジメント体制の有効性を検証しています。
リスクの⾒直し・選定は、リスクマネジメント基本規程に基づき、
本社の各本部が支店と連携し、所管業務に関するリスクの内容
やリスク対策(社内ルール・マニュアル等）を整理・確認して、「本
部所管リスク」を選定します。「本部所管リスク」の中から全社部
門横断的で経営に重⼤な影響を及ぼす可能性があるリスクを
絞り込み、「全社重要リスク」として選定し、全社的なリスク管理
の対象としています。「全社重要リスク」は、CROを委員長とした

「リスクマネジメント委員会」で審議された後、CROが決定しま
す。社長及び取締役会はその報告を受けるとともに、リスク管
理体制の運用状況及びその実効性を確認・整備しています。

⃝事業等のリスク
企業経営に重⼤な影響を及ぼす可能性があるリスクについて
は、経営会議及び取締役会に報告され、当該リスクへの対処方
針を総合的に検討・決定し、有価証券報告書の「事業等のリス
ク」で報告しています。

⃝気候変動関連リスク
気候変動関連リスクについては、様々なシナリオを作成した上
で、リスクの特定・評価を実施しており、TCFD提言に対応した
取り組みを推進しています。

リスクマネジメント推進体制

「業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針」「リスクマネジメント方針」

有価証券報告書「事業等のリスク」

「TCFD提言による情報開示」
サステナビリティセクションP.48

▎事業継続計画（BCP）への取り組み
⼤規模な災害や事故等が発生した場合でも、役職員とその家
族の生命及び身体の安全の確保に加えて、社会経済活動の
基盤を支える総合建設会社としての責務を果たすため、
2005年に「災害時における事業継続に関する方針」を定めて
います。この方針に基づいて災害時における事業継続計画を
定め、当社、グループ会社の全役職員が参加する災害対策訓
練を年に1回以上実施し、その結果等を踏まえて、都度、事業
継続計画を全体的に⾒直し・改善を図っています。
このような継続的、定期的に事業継続の向上に取り組んでき
たこれまでの活動が評価され、「レジリエンス認証」を取得して
います。また、（一社）日本建設業連合会等との連携訓練を
2015年より毎年実施し、支援要請に直ちに対応可能な復旧
支援体制を全社で構築しています。

▎情報セキュリティ対策
建設業は、施工にあたり発注者や協力会社（専門工事業者等）
等多くのステークホルダーとの情報共有が必要であることか
ら、⼤成建設グループでは、グループ行動指針に『情報・知的
財産権の管理』を掲げ、情報セキュリティに関する様々な施策
を実施しており、「個⼈情報の保護に関する方針」や「ソーシャ
ルメディアの利用に関する行動基準」を制定しています。
⼤成建設では、顧客情報に関する管理ルールを定め、更に電子
情報の取り扱いに関して最低限守るべきルールを冊子にまと
め、全ての役職員及び協力会社に対する教育・指導を実施して
います。海外の営業所や作業所の情報セキュリティ環境の強化
を推進するほか、テレワーク（在宅勤務）に伴う情報漏洩リスク
対策の強化に努めています。
企業経営に重⼤な影響を与える権利の侵害や被侵害、技術流
出等の知的財産リスクを、予防、軽減するために、あらゆるビジ
ネスプロセスにおいて、リスクマネジメントを徹底しています。
深刻化しているサイバー攻撃のリスク対応については、2013年
に立ち上げた「Taisei-SIRT（Security Incident Response 
Team）」を中心に、日本シーサート協議会を通して外部機関
と連携し、サイバー攻撃に関する最新情報を収集し、攻撃を
未然に防ぐための高度な防御策を計画・導入しています。

▎�感染症及びパンデミック（感染流行）の 
リスク対応

世界的に蔓延している新型コロナウイルス感染症への対応と
して、ＣＲＯ事務局が中心となり、国内外の事業所における感
染状況等の情報を一元化し、当社全体で統合的且つ迅速に
危機対応する体制を構築しています。また、2020年 11月に
は従来の「新型インフルエンザ対応ガイドライン」等を、新型
コロナウイルスや今後の新たな感染症についても適応できる
内容に再編した「感染症発生時における事業継続計画」を策
定しました。具体的な感染防止対策については、政府や自治
体の方針、日建連等のガイドラインに則った対策を適宜講じ
るとともに、ICT 環境を整備し、オンライン会議や在宅勤務等
を円滑に行う取り組みを推進すること等により、感染の拡⼤
防止を図っています。また海外工事においても、各国政府の
方針等を踏まえ、適切な対策を講じています。
その他、接種を希望する当社グループの全役職員（契約社員・
派遣社員等を含む）とその家族、全国作業所に入場する協力
会 社 従 業 員を対 象に約 3万 ⼈ 規 模 の 職 域 接 種を計 3回

（2022年7月現在）にわたり実施しています。

● ⼤成建設の内勤部門、作業所（外勤部門）で実施している主な感染 
防止対策

①  手洗い・マスク着用・身体的距離の確保等の徹底、３密の回避
② 出入口での検温・手指消毒の実施
③ 座席間のアクリルパーテーションの設置
④ 緊急事態措置区域内・重点措置区域内への不要不急の出張・
 移動の禁止
⑤ 在宅勤務・分散勤務・時差出勤等の継続的な実施
⑥ オンライン会議・ＩＣＴツールの積極的な活用（出張や対面会議等の回避）
⑦  政府・自治体から発せられる行動制限の要請への積極的な協力、
 保健所等の調査を待たない、速やかな接触者調査の実施

「災害時における事業継続に関する方針」

事業継続計画（BCP）に基づく「2021年度大規模災害対策訓練」
を実施～ウィズコロナにおけるBCPを検証～

「個人情報の保護に関する方針」
「ソーシャルメディアの利用に関する行動基準」
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役員一覧  

山内 隆司
取締役会長
2021年6月　当社取締役会長
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）

役職 氏名 担当業務
社長 相川 善郎
副会長執行役員 台 和彦
副社長執行役員 田中 茂義 土木本部長兼安全担当
副社長執行役員 桜井 滋之 管理本部長兼新事業企画担当
副社長執行役員 矢口 則彦 営業総本部長
専務執行役員 繁治 義信 営業総本部建築営業担当
専務執行役員 谷山 二朗 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
専務執行役員 土屋 弘志 建築営業本部長(第一)兼まちづくりプロジェクト担当
専務執行役員 木村 普 営業総本部副本部長(土木営業統括)兼土木営業本部長
専務執行役員 平野 啓司 国際支店長
専務執行役員 山本 篤 営業推進本部長
専務執行役員 寺本 剛啓 建築総本部長兼建築本部長
専務執行役員 加賀田 健司 関西支店長
専務執行役員 北野 俊 安全本部長
専務執行役員 小口 新平 西日本営業本部長
常務執行役員 吉川 正夫 営業総本部建築営業担当
常務執行役員 今 憲昭 調達本部長
常務執行役員 北口 雄一 建築営業本部長(第三)
常務執行役員 鈴木 淳司 名古屋支店長
常務執行役員 川村 信司 西日本営業本部副本部長(建築)
常務執行役員 西岡 巌 東北支店長
常務執行役員 中屋 亮 建築営業本部長(第二)
常務執行役員 岡田 正彦 北信越支店長
常務執行役員 安部 吉生 土木営業本部副本部長
常務執行役員 江島 明 横浜支店長
常務執行役員 亀澤 靖 土木本部土木設計部長
常務執行役員 澤 新三郎 建築営業本部(第一)副本部長
常務執行役員 池内 義彦 土木営業本部副本部長
常務執行役員 長島 一郎 技術センター長
常務執行役員 白川 賢志 土木本部副本部長兼土木部長
常務執行役員 高浜 信一郎 エンジニアリング本部長
常務執行役員 奥畑 浩一郎 東京支店長
常務執行役員 平島 信一 札幌支店長
常務執行役員 越智 繁雄 技術担当
常務執行役員 加藤 美好 クリーンエネルギー・環境事業推進本部副本部長
常務執行役員 植松 徹 リニューアル本部長 
常務執行役員 谷川 裕二 設備本部長
常務執行役員 澤田 和宏 技術担当
常務執行役員 髙瀨 昭雄 技術担当
執行役員 鍾 維宇 国際営業本部営業部(台湾)統括営業部長
執行役員 北川 克彦 営業総本部建築営業担当
執行役員 青木 俊彦 国際支店副支店長(土木)兼土木部長
執行役員 山内 泰次 技術担当
執行役員 鎌田 優 建築営業本部(第一)副本部長
執行役員 井尻 裕二 原子力本部長
執行役員 菅原 達也 国際営業本部長
執行役員 笠原 淳一 管理本部副本部長兼総務部長
執行役員 松村 正⼈ 設計本部長
執行役員 深澤 裕紀 社長室長
執行役員 西山 秀樹 四国支店長
執行役員 山浦 真幸 千葉支店長
執行役員 山﨑 貴士 都市開発本部長
執行役員 羽場 幸男 社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長
執行役員 吉野 雄一郎 中国支店長
執行役員 吉田 正⼤ 営業総本部営業担当
執行役員 上田 洋二 技術担当兼エネルギー・環境担当 
執行役員 篠崎 洋三 設計本部副本部長
執行役員 清水 正巳 技術担当兼土木本部土木技術部長
執行役員 波多江 祐輔 ソリューション営業本部長
執行役員 辻 利之 営業推進本部副本部長兼営業推進部長
執行役員 浅田 佳之 関東支店長
執行役員 馬場 正道 国際支店副支店長(建築)兼建築部長
執行役員 鈴木 新 建築営業本部(第二)副本部長 

相川 善郎
代表取締役社長
2020年6月　当社代表取締役社長
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）

桜井 滋之
代表取締役
2021年4月　当社代表取締役副社長執行役員
管理本部長兼新事業企画担当
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）

田中 茂義
代表取締役
2021年6月　当社代表取締役副社長執行役員
土木本部長兼安全担当
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）

矢口 則彦
代表取締役
2021年6月　当社代表取締役副社長執行役員
営業総本部長
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）

木村 普
取締役
2020年6月　当社取締役専務執行役員
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼
土木営業本部長
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）

山本 篤
取締役　
2021年6月　当社取締役専務執行役員
営業推進本部長
▎取締役会出席状況  11／11回（100%）

寺本 剛啓
取締役
2021年6月　当社取締役専務執行役員
建築総本部長兼建築本部長
▎取締役会出席状況  11／11回（100%）

西村 篤子
取締役※１※3

2017年6月　当社取締役
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）
▎重要な兼職の状況  
　（株）ＩＮＰＥＸ社外取締役

村上 隆男
取締役※１※3

2019年6月　当社取締役
▎取締役会出席状況  13／14回（92.9%）
▎重要な兼職の状況  
　（株）テレビ北海道社外取締役

⼤塚 紀男
取締役※１※3

2019年6月　当社取締役
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）
▎重要な兼職の状況  双日㈱社外取締役

國分 文也
取締役※１※3

2019年6月　当社取締役
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）
▎重要な兼職の状況  丸紅（株）取締役会長
　本田技研工業（株）社外取締役

林 隆
常勤監査役
2019年6月　当社監査役
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）
▎監査役会出席状況  15／15回（100%）

野間 昭彦
常勤監査役
2019年6月　当社監査役
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）
▎監査役会出席状況  15／15回（100%）

佐藤 康博
監査役※2※3

20２０年6月　当社監査役
▎取締役会出席状況  12／14回（85%）
▎監査役会出席状況  13／15回（86%）

田代 政司
監査役※2※3

20２０年6月　当社監査役
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）
▎監査役会出席状況  15／15回（100%）

⼤原 慶子
監査役※2※3

20２０年6月　当社監査役
▎取締役会出席状況  14／14回（100%）
▎監査役会出席状況  15／15回（100%）
▎重要な兼職の状況  
　神谷町法律事務所パートナー
　（株）Ｆ Ｐ Ｇ 社外取締役
　富士急行（株）社外取締役

三浦 正充
監査役※2※3

20２1年6月　当社監査役
▎取締役会出席状況  11／11回（100%）
▎監査役会出席状況  11／11回（100%）

▎取締役／監査役 ▎執行役員 （2022年7月1日現在）

▎�エグゼクティブ・フェロー ( 役員待遇 )（2022年7月1日現在）

役職 氏名 担当業務
エグゼクティブ・フェロー 柄 登志彦 社長室情報企画担当
エグゼクティブ・フェロー 丸屋 剛 技術センター副技術センター長兼社会基盤技術研究部長
エグゼクティブ・フェロー 富田 朱彦 都市開発本部副本部長
エグゼクティブ・フェロー 船水 富士男 建築本部作業所業務推進センター長
エグゼクティブ・フェロー 廣瀬 淳 建築本部デジタルプロダクトセンター長
エグゼクティブ・フェロー 廣瀬 淳一 建築本部技師長※１　会社法第2条第15号の定める社外取締役

※２　会社法第2条第16号の定める社外監査役
※３　 ㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所の規定する独立役員

役員一覧 （2022年7月1日現在）

大成建設グループについてガバナンスセクション 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
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「地図に残る仕事。®」を通して優れた人財とともに成長する企業へ 変化の激しい社会を生き抜くため人を大切にする経営を更に追求してほしい
　大成建設の取締役会につきましては、取締役の3分の1が独立社外取締役で、多様なメンバーがそれぞれの知見と経
験を携えて議論に参加しています。充実した資料や丁寧な事前説明を通じて、適切な情報共有を行った上で、取締役会
においては幅広い視点から、忌憚のない意見、指摘を行い、重要な課題やリスクについて議論を深めています。
　最近の取り組みでは、ガバナンス体制検討委員会を新たに設置し、私が委員長を務めさせていただいています。同委員会
では、適切な課題設定や経営会議への権限の委譲など、具体的な取り組みも進んでいます。それらを踏まえ、取締役会の実
効性については、企業の持続的価値向上を実現するための議論と決断が適切に行われていると、全般的に評価しています。
　近年の取締役会における議論の新たな傾向として、サステナビリティ基本方針の策定や、サステナビリティ総本部の設
立に見られるように、グローバルな社会課題への貢献という視点が存在感を増しています。SDGsへの貢献という視点
からの評価や非財務情報への関心も高まっていて、取締役会においては、これらの側面に関連する施策について取り上
げる機会が増え、かつ進化し続けています。
　また気候変動問題への取り組みはもちろん、パンデミックの影響、ウクライナ侵攻などの地政学的リスクの高まりなど、
従来にない外部環境の大きな変化が加速化、複雑化しています。このような時代において、取締役会としても、情勢認識
あるいは競争環境の変化などについて迅速かつ適切に把握しながら、事業計画の進捗や課題の把握と評価を適切に行
い、重要リスクに対する議論を深め、経営の舵取りをしっかりと行っていくため、不断の努力を続けることが重要だと認識
しています。
　当社が今後、重視すべき課題はいくつかありますが、中でも働きがいのある魅力的な職場環境の実現は重要なポイント
です。変化の速い事業環境の中、サステナビリティ経営を成功に導くためにも、様々な分野で未来への道筋を描ける優秀
な人財を確保し、職場でいきいきと活躍し、大きく育ってもらう。これは企業の未来の価値を左右する、大きな取り組みです。
　私は大学教授として、若い世代と接する機会が多いのですが、彼らの中では自己実現できる働き方への関心が高まる
と同時に、社会課題の解決について自分ごととして捉える価値観が強まっています。
　当社グループが担っている仕事は、人々の日々の暮らしの質を豊かにする重要なインフラを支え、サステナブルな社会
づくり、街づくりに大きく貢献できる、大変魅力的なものであると思います。「地図に残る仕事。®」は、単に地図上の存在と
いう意味だけではなく、これからの人類の豊かな、持続可能な生活を支える基盤として残るものです。
　私たちの幸せな未来づくりに直結する仕事を担う当社の魅力を、自信をもって積極的にアピールしていただきたいと
思います。また私も長年にわたる外交最前線での経験や、大学におけるグローバル課題に関する研究を通じて、積極的
に貢献していきたいと考えています。

　私が大成建設の社外取締役に就任して、４年目になります。その間、取締役会の実効性についての分析、評価を常に
続けてきて、ガバナンス体制の見直し、中長期視点からの議論の充実については、かなりの進化が見られます。取締役会
の改革として、社内での経営会議と取締役会の間で扱うべき議題を分け、取締役会の中での議論を活性化しようという
方向性がありました。この点についても実効性が高まっていると評価しています。
　一方で、経営会議における議論があまり伝わってこないというマイナス面も感じています。経営会議や各委員会でどの
ような議論があり、最終的な判断にいたった背景など、少し丁寧な伝達の必要性を感じています。
　また、当社らしさでもあるのですが、取締役会の資料の内容が非常に詳細で、いわば建築物の設計書のような形で
とても綿密です。綿密すぎる計画は、それをやりきろうと無理をしたり、重要なポイントがわかりにくくなる部分もあり
ますので、そこは改善の余地があると思っています。
　10年後の目指す姿【 TAISEI VISION 2030】を策定し、バックキャストで定めた中期経営計画も徐々に軌道に乗り
始めました。今後の当社グループのあるべき姿、理想像を踏まえ、取り組むべき重要課題は数多くありますが、私の中
で特に重要だと捉えているのは、持続可能な環境配慮型社会の実現です。カーボンニュートラルに向けての課題解決
など、まさに全社的な取り組みの中で採算や、技術の問題など、様々な障壁は出てくるでしょう。
　私はかつてサッポロビールで役員をやっていた頃、作業現場での年間でのエネルギー関連費用を大幅に削減した
経験があります。工程や効率を考え、アイデアを出しながら仕事の進め方を変えていきました。それだけで削減できた
のです。
　このようなことは、もちろん当社でも十分に実践できます。カーボンニュートラルは大きなテーマですが、人間には
優れた力があり、アイデアがあり、十分な熱量をもって取り組めば、必ず実行できると私は信じています。
　またもう一点大切なのは、労働安全性の管理徹底と技術者の育成です。私は長年、製造工場を見てきた経験があり
ますから、作業現場における事故などを予防し、働く人の健康と安全を守るのは事業の根幹に関わる重要事項だと思っ
ています。
　当社は人権デュー・ディリジェンスの取り組みを強め、優先的に取り組むべき人権リスクとして、国内外の作業所で働
く人たちの安全・安心を守ることを挙げています。工期に余裕がない中で作業を実施することもあると思いますが、法
定内の労働時間を遵守しても、より高品質で、より安全で、かつ、コストが上がらない仕組みを作っていくなど、今後に向
けて、より経営の質を高め、厳しい事業環境をたくましく生き抜いていく企業へと成長してほしいと期待しています。

社外取締役　西
に し む ら

村 篤
あ つ こ

子

｜選任理由 外交官としての長年の経験に基づく幅広い見識と
国際感覚や客観的な視点

｜兼任の状況 ㈱INPEX社外取締役

｜略歴 1979年 外務省入省
1999年 国際連合日本政府代表部参事官／公使
2001年 在ベルギー大使館公使
2004年 東北大学大学院法学研究科教授
2008年 （独）国際交流基金統括役
2012年 （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与
2014年 特命全権大使ルクセンブルク国駐箚
2016年 特命全権大使女性・人権人道担当
2017年 当社取締役（現任）

社外取締役　村
む ら か み

上 隆
た か お

男
1969年 サッポロビール㈱ （現サッポロホールディングス㈱）入社
1999年 同社執行役員
2001年 同社常務執行役員
2003年 サッポロビール㈱（新会社）取締役兼専務執行役員
2004年 サッポロホールディングス㈱常務取締役
2005年 同社代表取締役社長グループＣＥＯ
2011年 同社代表取締役会長
2018年 同社名誉顧問（現任）
2019年 当社取締役（現任）

｜略歴

㈱テレビ北海道社外取締役｜兼任の状況

複数の企業の経営に携わった豊富な経験等｜選任理由

大成建設グループについてガバナンスセクション 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
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社外取締役　大
お お つ か

塚 紀
の り お

男
1973年 日本精工㈱入社
2000年 同社執行役員
2002年 同社取締役執行役員常務
2004年 同社取締役代表執行役専務
2007年 同社取締役代表執行役副社長
2009年 同社取締役代表執行役社長
2015年 同社取締役会長
2018年 同社相談役
2019年 当社取締役（現任）
2022年 日本精工（株）名誉顧問（現任）

｜略歴

双日㈱社外取締役｜兼任の状況

複数の企業の経営に携わった豊富な経験等｜選任理由

社外取締役　國
こ く ぶ

分 文
ふ み や

也
1975年 丸紅㈱入社
2005年 同社執行役員
2008年 同社常務執行役員
2008年 同社代表取締役 常務執行役員
2010年 同社専務執行役員
2012年 同社副社長執行役員
2012年 同社代表取締役 副社長執行役員
2013年 同社代表取締役 取締役社長
2019年 同社取締役会長（現任）
2019年 当社取締役（現任）

｜略歴

｜兼任の状況

総合商社の経営トップとしての幅広い見識と国際的視点｜選任理由

丸紅㈱取締役会長
本田技研工業㈱社外取締役

　取締役会から権限委譲を受けた経営会議が設置されて２年経ちます。会社の業務執行決定機関として経営会議が機
能し、その結果、取締役会で議論すべき内容がより本質的なところに集約することができて、その実効性は十分に高まっ
てきていると認識しています。
　特にこの１年間を振り返ると、「中期経営計画(2021-2023)」を策定する過程での取り組みが印象的です。社外役員を
中心とした取締役会で、時間をかけて、十分な議論を行ったことは、非常に意味があると思います。社外役員それぞれが、
中期経営計画のあり方を根本的なところから理解し、大成建設の従業員全員、そしてグループ会社の人たちと共有するに
至る流れは、経営陣として大切な一歩だと思います。
　またガバナンス体制検討委員会も、一昨年から継続して設置し、様々なガバナンス上の課題解決への対策を検討し、
充実を図っています。この点でも更なる成長が期待されます。
　当社は建設業が主たる事業ですから、サステナビリティ経営を考えると、環境関連の課題、特にカーボンニュートラルは
積極的に取り組むべき分野であるのは間違いありません。「グリーン・リニューアルZEB」などは社会の要請にも合いま
すし、また当社のビジネスとしても重要な存在になるでしょう。
　サステナビリティについては、その他にも課題は山積し、並べられたリストは毎年のように増えていきます。それぞれ
を検証すると、どれも大切なテーマではありますが、解決に向けて動き出す前に、まずは会社の中でしっかりと議論する
必要があるでしょう。一度に全てを手がけるのではなく、最適な形で取捨選択することも必要です。当社流のサステナ
ビリティであり、ガバナンスである、というスタイルを持って然るべきだと思います。
　そして社内でどのようなKPIを置くべきなのか、その定義は何かなど、管理会計的な手法を含めて、今後、検討する
事項があると思います。これらのことは持続可能な経営のためにも、間違いなく実施しなければならないと思います。
　今後の当社の将来を考えて、次に是非取り組んでいただきたいのは海外事業です。私は海外への事業拡大に取り組
んだ経験がありますから、苦労と同時に、可能性の大きさもわかります。ですから現在の大成建設の海外事業への姿勢
については非常にもったいなく、歯痒く感じます。
　海外事業に取り組む際には、まずはどの国をターゲットにするのかをはっきりと決めて、そこに骨を埋める覚悟で真剣
に取り組んでいただきたいと思います。現地にパートナーを見つけ、採用し、彼らを鍛え上げるには10年、20年はかか
ります。当然、リスクはありますし、長期的な計画になるでしょう。だからこそ早くスタートして欲しい。それを今後、積極
的に議論し、経営陣に動き出して欲しいと願っています。

　取締役会に参加して4年目になりますが、最近は他の社外取締役の方々とも話が弾み、風通しの良さということも含
めて、年々、議論が活性化しているように感じます。
　もともと大成建設の取締役会では、事前の説明や資料の提示が非常に充実していました。それを踏まえて、私たち社外
取締役が意見を言うのですが、目標や施策が膨大かつ多岐に渡るため、議論も複雑になります。当初、社外取締役の意見
が経営にどう受け止められ、どう反映されたのかが、よく分からなかった部分もありました。
　そのままでは、それぞれの施策の優先順位や、社員への落とし込みについても、スムーズにいかない可能性がありま
したので、議論の結果は、全ての取締役が共有すべきだという話をさせていただきました。
　今はそれを踏まえた取締役会へと進化し、我々、社外取締役の意見に向き合いながら、かつ積極的に検討しているのが
よくわかります。そういう意味で、取締役会を更に良くしていきたいという大成建設の意欲がストレートに伝わり、議論が
深化していると思います。
　大成建設は2023年に設立150周年を迎える企業です。ここまで永続してきた一番の理由は、その時々の社会課題に
真摯に向き合ってきたからだと考えます。単純に利益だけを追い求める経営では、明治から令和までの激動の日本を乗
り越えることはできません。だからこそ、トップ企業として生き残っているわけで、これが、まさしくサステナビリティの体
現です。
　一方で今後の経営のあり方を考えると、今までとは明らかに違う世界的規模で、多様な社会課題、変動要因が現れてい
ます。当然、対応の仕方も時々刻々と変わってくるでしょう。人権問題や労働環境などは、必ず取り組まなければならない
本質的な課題でしょうし、一方で、様々なトレンドにも敏感でいなければなりません。各分野のステークホルダーの存在を
意識して、今後は大成建設にとって普遍・不変な本質的な議題と時代の要請に従って柔軟に対応する議題を分けて対応
する必要があるのではないかという気がしています。今は取締役会から分離した経営会議が機能して、一定の権限委譲が
行われていますので取締役会では戦略に関する議論とモニタリングについて明確化するのが、これからの課題だと感じて
います。
　私自身は出身母体である商社のフロントラインで毎日ビジネスを行い、またAPECビジネス諮問委員会日本委員とし
ても活動しています。これはまさに通商という分野に直接関わってきますから、他国がどのような感覚でビジネスを行い、
サステナビリティ経営に取り組んでいるのかを、いわば現場感覚で察知することができます。
　こういった場所で、自分が見たり聞いたりしたものを、大成建設の取締役会で少しでもフィードバックできればと考えて
います。

大成建設らしさを表現するサステナブル経営を目指して 世界の動向を肌感覚で捉え変化への対応力を高めたい
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