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株主の皆様へ

代表取締役社長

　株主の皆様におかれましては、平素よりご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

　世界経済は、世界各国の景気対策の効果により、力強さには欠けるものの
回復しました。日本経済は、海外の需要拡大と政府の景気対策に支えられ
最悪期を脱しました。

　国内建設市場は、設備投資が抑制されたこと等により市場規模が大幅に
縮小しました。海外建設市場は、内需拡大を続ける中国や経済が順調な
アジア諸国等においては堅調でした。

　当社グループにおきましては、2009年度から新たな中期経営計画（2009～
2011年度）をスタートさせております。新たな計画では「市場縮小下における
利益確保」を目指して経営課題の達成に取り組み、非常に厳しい経営環境
ではありましたが、2009年度の連結経常利益目標を達成いたしました。

　しかし、今後とも建設需要が減少する可能性が高いことを踏まえ、2010年
2月からは当初の経営課題を一部ブラッシュアップし「収益力のアップ」と「財務
体質の強化」を最優先の経営課題として取り組んでおり、2010年度は連結
経常利益230億円の目標達成を目指してまいります。

　建設業界を取り巻く環境は一段と厳しさを増していくものと思われますが、
株主の皆様におかれましては今後とも格別のご指導とご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。

10002359  10.6.10 8:55 AM  y [ W  4



3

0

500

400

300

200

100

-100

-200

399

277 230

■ 経常利益
（億円）

‘07年度 ‘08年度 ‘09年度 ‘10年度
 見通し

△110

■ 

0

-100

500

400

300

200

100

488

356 340

■ 営業利益
（億円）

‘07年度 ‘08年度 ‘09年度 ‘10年度
 見通し

△6

■ 売上高

0

5,000

10,000

15,000

20,000
17,117 16,411

14,419 13,700

（億円）

‘07年度 ‘08年度 ‘09年度 ‘10年度
 見通し

3

2

2

1

1

-2

■ 

（億

■ 受注高

0

5,000

10,000

15,000

20,000 17,536
15,245

12,444 13,600

（億円）

‘07年度 ‘08年度 ‘09年度 ‘10年度
 見通し

連結財務ハイライト（連結子会社34社　持分法適用関連会社9社）

　日本経済は、中国を始めとするアジア諸国の経済が
活況であったことによる輸出の増加や政府の景気対策に
よる消費の増加に支えられ、自律的な回復までには至らない
ものの最悪期を脱しました。
　国内建設市場は、需要不足が解消されないことから
投資が抑制され、さらに公共投資の削減が続いたことから
市場規模が大幅に縮小しました。海外建設市場は、内需
拡大を続ける中国や総じて経済が順調なアジア諸国等に
おいては堅調に推移しました。
　こうした状況のもと、当社グループは中期経営計画
（2009～2011年度）に基づき目標達成に取り組んだ結果、
経営成績は以下の通りとなりました。
　受注高は、前期比18.4％減の1兆2,444億円でした。

その内訳は建設事業88.4％、開発事業等11.6％です。
　売上高は、前期比12.1％減の1兆4,419億円でした。
その内訳は建設事業89.4％、開発事業等10.6％です。
　営業利益は、当社及び有楽土地㈱の利益率改善等に
より売上総利益が増加したことに加え、削減努力の奏効に
より販売費及び一般管理費が減少したため、356億円と
なりました。また、経常利益は、営業利益の好転に加え、
為替差損の減少等に伴う営業外損益の好転により、277
億円となりました。
　当期純利益は、投資有価証券売却益及び負ののれん
発生益の計上等に伴う特別損益の好転により、212億円
となりました。

詳しい財務情報は当社IRサイトをご覧下さい▶

■ 営業の概況

※大
4
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大成建設グループ（主要な子会社）

大成ロテック（株）※ 道路舗装工事、その他土木工事、舗装用アスファルト合材の製造・販売等
有楽土地（株）※ 不動産の分譲・賃貸・斡旋・鑑定・コンサルティング、保険代理業
大成ユーレック（株） 集合住宅の企画・設計・施工、リニューアル工事の企画・設計・施工、コンクリート部材の供給
大成設備（株） 空調・衛生・電気他設備工事業
大成サービス（株） ビル・マンション等の管理、警備等
大成建設ハウジング（株） コンクリート住宅｢パルコン｣ほかの設計・施工・販売、マンション・戸建住宅のリフォーム
成和リニューアルワークス（株） 建設・産業機械の製作・販売、土木建築の基礎工事等
大成コンストラクション 米国における建設工事全般

4

■ 有利子負債・DEレシオ（DEレシオ=有利子負債÷純資産）
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下さい▶ 検　索

※大成建設グループ全体の経営資源を有効に活用することによる事業効率の更なる向上を目的とし、2009年10月1日付で大成ロテック㈱を、2010年
4月1日付で有楽土地㈱を、それぞれ新株発行を伴う株式交換により完全子会社化いたしました。
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受注・完成工事ご報告

主な完成工事のご紹介 CONSTRUCTION COMPLETED

工
（
淡
施
（
さ
中

マレーシア　ジマ石炭火力発電所建設工事
（マレーシア）
発注者:住友商事㈱

中之島新線建設工事のうち土木工事（第３工区）
（大阪府）
発注者:中之島高速鉄道㈱

アラブ首長国連邦　ヤス島高速道路建設工事
パッケージ２Ａ
（アラブ首長国連邦）
発注者:アルダール社

10002359  10.6.10 8:56 AM  y [ W  7



6

主な受注工事のご紹介 CONTRACTS RECEIVED

工事名称 場　所 発注者
（仮称）大手町１－６計画のうち、敷地内本体工事 東京都 ㈲東京プライムステージ
淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等工事 東京都 淡路町二丁目西部地区市街地再開発組合

（仮称）横浜三井ビルディング新築工事 神奈川県 三井不動産㈱
さがみ縦貫葉山島トンネル工事 神奈川県 国土交通省　関東地方整備局
中京競馬場馬場改造その他工事 愛知県 名古屋競馬㈱・日本中央競馬会

平河町二丁目東部南地区第一種市街地再開発事業
施設建築物等建築工事及び公共施設整備工事
（東京都）
発注者:平河町二丁目東部南地区市街地再開発組合

（仮称）汐留浜離宮計画新築工事
（東京都）
発注者:汐留浜離宮特定目的会社
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TAISEI NOW

（仮称）大手町1-6計画、
ただいま推進中
大手町に“緑のオアシス”を―

レスト”という新

たな取り組みを

行います。

　訪れる人々の

心をいやす東京

の新名所―完

成は2014年の

予定です。

大  成建設は、現在、東京建物（株）とともに、東京都千代田区にて「（仮称）大手町1-6

計画」を推進しています。都市を再生しながら自

然を再生する計画を目指し、約1.1haの敷地に、

地下6階・地上38階建ての複合ビルと約3,600㎡

の「（仮称）大手町の森」を整備。東京メトロ東

西線大手町駅のコンコース拡幅など、地下ネット

ワーク機能の向上にも取り組みます。また、上層

階には高級ホテル「AMAN, Tokyo」の入居が決

定しており、国際的な中枢業務・交流拠点の形成

を図ってまいります。

　本建物は、さまざまな環境技術を積極的に導

入し、CASBEEの最高位Sランクを達成。さら

に国内最高強度のCFT柱＊1を開発・採用し、低層

階に開放的な大空間を構築します。「（仮称）大手

町の森」の計画には当社独自の「エコロジカル・

プランニング」を導入。地域特性を考慮した多様

な樹木や草花を配し、鳥類等の飛来を促す豊か

な緑と生態系を創出するとともに、ヒートアイラ

ンド現象の緩和にも寄与します。また、竣工時

から自然に近い森を再現するために、“プレフォ

KPF＊2の外装デザイ
ンによる高さ約200m
の複合ビル

ランドスケープデザインにはフランスの
ミッシェル･デベニュー氏を起用

＊1 円形または角形の鋼管の中に高強度のコンクリートを充填
した“鋼管柱”のこと。

＊2 アメリカの建築設計事務所 Kohn Pedersen Fox Associates

10002359  10.6.10 8:58 AM  y [ W  9



8

「京都議定書」採択の舞台となった日本初の国際会議場

国立京都国際会館
戦後、国際社会に復帰した日本を象徴する施設
国立京都国際会館は、戦後、わが国が国際社会へ

の復帰を果たすべく、積極的に国際会議を誘致して

いくために計画された日本で初めての国際会議場です。

１９５７（昭和３２）年、国際連合本部ビルに匹敵

する世界最高水準とすること、国際会議と観光の二つ

の目的を兼ね備えた施設とすること等の方針が閣議

決定されました。その後、建設地は、悠久の歴史と

文化が息づく京都、中でも庭園的な典雅な美しさを

持つ宝ヶ池に決定しました。

大規模で複雑な鉄骨構造による難工事を克服
当会館の設計には、設計案を一般から公募する、

わが国初の本格的な設計競技方式が採用され、新進

気鋭の建築家・大谷幸夫氏の設計案が選定されま

した。その作品は、日本古来の合掌造りをいかし、

空間構成に台形・逆台形が取り入れられており、周辺

の自然と見事に調和するものでした。

施工を担当した大成建設は、１９６４（昭和３９）年

１月から建築工事を開始しました。会館を構成する鉄

骨総量は約３,６００tにも及ぶ上、その形状と接合部

分が特殊なため、３５０枚以上の特注製作図が描か

れました。構造の複雑さも困難な作業に拍車をかけま

したが、２００分の１の鉄骨構造模型を用意するなど、

誰もが完成形をイメージできるように工夫し、１９６６

（昭和４１）年に竣工しました。

完成後は、数々の歴史的会議の舞台となりました。

１９９７（平成９）年には、京都議定書を採択した「地

球温暖化防止京都会議（COP３）」が大会議場で開

催され、国立京都国際会館の名を一躍世界に知らし

めました。

今後もわが国の国際化、観光の振興に大きく寄与

することが期待されています。

社 史探訪

■ 国立京都国際会館　外観
1966（昭和41）年5月、京都市左京区岩倉（宝ヶ池）に完成

―表紙は語る
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発

発

当

会社の概要（2010年3月31日現在） 株

●商号
大成建設株式会社
（英文名　TAISEI CORPORATION）

●設立年月日
1917年（大正6年）12月28日

●資本金
112,448,298,842円

●本店
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル
電話　03(3348)1111

●従業員数（就業人員）
8,243名

●支店

●技術センター（横浜市）

●国内営業所等
53カ所

●海外拠点

●役員（2010年6月29日現在）

東 京 支 店 （東京都新宿区）
関 西 支 店 （大阪市）
名古屋支店 （名古屋市）
九 州 支 店 （福岡市）
札 幌 支 店 （札幌市）
東 北 支 店 （仙台市）
中 国 支 店 （広島市）
横 浜 支 店 （横浜市）

北信越支店 （新潟市）
四 国 支 店 （高松市）
千 葉 支 店 （千葉市）
関 東 支 店 （さいたま市）
神 戸 支 店 （神戸市）
京 都 支 店 （京都市）
国 際 支 店 （東京都新宿区）

中東支店（アラブ首長国連邦）
ソウル営業所
台北営業所
フィリピン営業所（マニラ）
クアラルンプール営業所

ジャカルタ営業所 
インド営業所（ニューデリー）
北アフリカ営業所（エジプト）
アメリカ営業所（カリフォルニア）
ペルー営業所（リマ）

取　締　役

執　行　役　員

監　査　役

＊ 中島孝夫、上野治男および長澤泰は、
会社法第2条第16号に定める社外監
査役です。

代表取締役社長 山　内　隆　司
代表取締役 市　原　博　文
代表取締役 木　村　洋　行
取　締　役 荒　井　康　博
取　締　役 茂手木　信　行
代表取締役 阿久根　　　操
取　締　役 尾　形　　　悟
取　締　役 清　水　宣　治
取　締　役（非常勤）関　谷　哲　夫
取　締　役（非常勤）山　本　惠　朗

常任監査役（常　勤）詫　間　博　康
監　査　役（常　勤）坂　巻　明　人
監　査　役（非常勤）中　島　孝　夫
監　査　役（非常勤）上　野　治　男
監　査　役（非常勤）長　澤　　　泰

社　長 山　内　隆　司
専　務 市　原　博　文
専　務 木　村　洋　行
専　務 荒　井　康　博
専　務 久　保　博　司
専　務 茂手木　信　行
専　務 多　田　博　是
専　務 阿久根　　　操
専　務 尾　形　　　悟
専　務 山　田　潤　二
常　務 前　田　　　誠
常　務 古　厩　　　孝
常　務 富　永　敏　男
常　務 吉　田　　　明
常　務 近　江　秀　味
常　務 岸　本　孝　夫
常　務 林　　　　　隆
常　務 谷　内　正　建
常　務 仙　頭　靖　夫
常　務 大　塚　史　久
常　務 野　呂　一　幸
常　務 清　水　宣　治

常　務 小　泉　　　徹
常　務 小　菅　　　誠
常　務 台　　　和　彦
常　務 山　田　文　啓
常　務 安　川　英　利
常　務 渡　邊　茂　樹
役　員 村　上　隆　得
役　員 今　野　正　洋
役　員 岡　田　　　進
役　員 鈴　木　康　志
役　員 森　　　　　勉
役　員 桂　　　純　二
役　員 柳　沢　孝　行
役　員 吉　浜　紀　光
役　員 松　田　稔　雄
役　員 池　口　純　一
役　員 山　田　正　嗣
役　員 辻　田　　　修
役　員 矢　吹　純　夫
役　員 田　村　寿　夫
役　員 弘　埜　　　剛

＊ 関谷哲夫および山本惠朗は、会社法第
2条第15号に定める社外取締役です。

※2
同
増

ホ

（2

所有
金融

証券

一般

外国

個人

所
50

10

10

1万

1千

1千
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発行可能株式総数 2,200,000,000 株
発行済株式総数 1,090,622,482 株

当期末株主数 105,830 名

株主名 持株数（千株） 出資比率（%）

日本トラスティ･サービス
信託銀行株式会社(信託口) 67,942 6.23

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口) 39,533 3.63

大成建設社員持株会 31,974 2.93

大成建設取引先持株会 25,215 2.31

みずほ信託退職給付信託
みずほコーポレート銀行口 23,180 2.13

日本トラスティ･サービス
信託銀行株式会社(信託口9) 17,910 1.64

三菱地所株式会社 17,604 1.62

みずほ信託退職給付信託
みずほ銀行口 16,108 1.48

明治安田生命保険相互会社 15,776 1.45

オーディー05オムニバス
チャイナトリーティ808150 14,213 1.30

株式の状況 株　主（上位10名）

株式分布状況

株式情報（2010年3月31日現在）

※2010年4月1日を効力発生日とする有楽土地（株）との株式交換により、
同日付で新株式を発行したため、発行済株式総数は49,646,378株
増加し、1,140,268,860株となっております。

※出資比率は発行済株式総数より自己株式（585,382株）を控除して
計算しております。

ホームページのご案内

「投資家の皆様へ」のコーナーでは、株主の皆様にあてた
社長のメッセージや、当社の経営方針などに関するIR情報を
ご覧いただけます。

I R サイトのご紹介

（2010年4月1日現在）

所有者別状況
金融機関 329,590千株 30.22%
証券会社 12,982千株 1.19%
一般法人 92,387千株 8.47%
外国人 243,396千株 22.32%
個人・その他 412,265千株 37.80%

所有株数別状況
500万株以上 448,246千株 41.10%
100万株以上500万株未満 188,267千株 17.26%
10万株以上100万株未満 94,587千株 8.68%
1万株以上10万株未満 161,977千株 14.85%
1千株以上1万株未満 194,363千株 17.82%
1千株未満 3,180千株 0.29%
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〒163-0606 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号　電話03（3348）1111

株主メモ

7. 公告の方法 電子公告
公告掲載URL（http://www.taisei.co.jp/）
但し、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告による公告をする
ことができないときは、東京都にお
いて発行する日本経済新聞に掲載し
て行います。

8. 配当金のお支払
いに関する通知
書について

租税特別措置法の改正により、株主
様に支払配当金額や源泉徴収税額等
を記載した支払通知書を通知するこ
ととなっております。つきましては、
支払通知書の法定要件を満たした配
当金計算書を同封しておりますので、
平成23年の確定申告の添付書類とし
てご使用ください。
なお、配当金を株式数比例配分方式
によりお受け取りの場合、源泉徴収
税額の計算は証券会社等にて行われ
ますので、平成23年の確定申告の添
付書類としてご使用いただける支払
通知書につきましては、お取引の証
券会社等へご確認ください。

9. 株主様のご住
所・お名前等に
使用されている
文字について

株主様のご住所・お名前等の文字に、
株式会社証券保管振替機構（ほふり）
指定外の漢字等（いわゆる「外字」）
が含まれておりますと、株主様への
ご送付物の宛先等がほふりの指定し
た文字またはカタカナに置き換えら
れている場合がございますのでご了
承ください。

1. 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

2. 定時株主総会 6月中

3. 基準日 定時株主総会の議決権　毎年3月31日
期末配当金　毎年3月31日
中間配当金　毎年9月30日

4. 上場証券取引所 東京・大阪・名古屋

5. 単元株式数 1,000株

6. 株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

【お知らせ】
●配当金のお支払いについて
配当金のお支払期限は定款の定めにより支払開始日から３年となっ
ております。
下記の配当金につきましては、お支払期限が迫っておりますので
再度ご確認をお願いします。

（お支払期限）
・148期中間配当金：2010年12月6日
・148期期末配当金：2011年6月27日

証券会社に口座を
お持ちの場合

証券会社に口座を
お持ちでない場合

（特別口座へ記録されている場合）

郵便物送付先

お取引の証券会社に
なります。

〒168-8507
東京都杉並区
和泉2丁目8番4号

電話お問い合わせ先 0120-288-324
（フリーダイヤル）

お取扱店

みずほ信託銀行株式会社
本店および全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
本店および全国各支店

単元未満株式の
買取・買増制度

単元未満株式については、市場での売却ができ
ませんが、当社に対して買取請求または買増請
求を行うことができます。
手数料として、株式の売買の委託に係る手数料
相当額として別途定める金額及びこれに係る消
費税額等の合計額がかかります。

お取引の証券会社ま
でお申し出ください。

上記の電話お問い合わせ
先・お取扱店までお申し
出ください。

ご注意

未払配当金の支払、
支払明細発行につい
ては、右の「証券会
社に口座をお持ちで
ない場合（特別口座
へ記録されている場
合）」の電話お問い
合わせ先・お取扱店
をご利用ください。

特別口座では、単元未満
株式の買取・買増以外の
株式売買はできません。
証券会社に口座を開設
し、株式の振替手続きを
行っていただく必要があ
ります。
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