
ESG経営の実践

中期経営計画「GP25 2nd Stage」の策定にあたり、ステークホルダーからの期待と当社の目指す姿、大切にする価値観を踏まえながら、
経営戦略の達成のために、ESGに関する重要課題（マテリアリティ）を各種プロジェクトやCSR委員会の審議を経て決定しました。各テー
マに対して、中期経営計画の最終年度である2021年度に向けた具体的な目標を設定し、取り組みを進めることにより、経営基盤の強化に
つなげていきます。また、より連動性を高めるため、ESGの各テーマの中で重要な項目について、中期経営計画「GP25 2nd Stage」の非財
務の経営目標として設定しています。

重要課題（マテリアリティ）の特定プロセス

分野 方針
CSR（ESG） CSR基本方針
E 環境 DAIKENグループ環境方針

S

製品の品質と安全 製品の安全に関する基本方針

公正な取引
DAIKEN 調達方針
グループ行動指針（第2条）

人財活用

DAIKEN ダイバーシティ推進方針
DAIKEN 働き方改革推進方針
DAIKEN 人財育成方針
DAIKEN 安全基本方針

人権 DAIKEN 人権方針
地域との共生 DAIKEN 社会貢献活動方針

G ガバナンス
コーポレートガバナンスに関する基本方針
内部統制システム構築の基本方針

大建工業グループ

中期ESG計画推進
CSR委員会へ報告（グループ全体への浸透）

CSR活動推進

推進部門

方針決定、決裁
CSR委員会 代表取締役 社長執行役員

総務人事部、法務部、
品質保証部、IT・物流本部、
国内事業企画部、海外事業企画部

ESG推進部、経営企画部

委員長

推進部門

事務局

■2019年度CSR委員会開催回数 : 4回
■ 主な審議事項 :     ● グループ企業理念浸透策、浸透度調査結果
 　　　● CSR調達基準調査結果
 　　　● ESG外部評価と課題への対応
 　　　● SDGsへの取り組みの全社推進
 　　　● 統合報告書外部評価及び2020年制作方針

CSR（ESG）推進体制

CSR（ESG）関連方針の体系

当社の目指す姿・
経営戦略上の

重要度

ステークホルダー
の期待

各テーマの推進部門や
各種プロジェクトでの検討

〈CSR委員会〉 
CSR関連方針整備に関する審議

〈CSR委員会〉 
重要課題の選定および目標設定

〈取締役会〉 
中期経営計画と連動した審議・承認

分野 領域・テーマ 経営戦略上の重点ポイント

環境
E

低炭素社会の実現 温室効果ガス削減への積極アプローチ

資源循環型社会への貢献 木質資源のマテリアル/サーマルリサイクルの追求

環境負荷低減　 事業プロセスにおける環境負荷低減

生物多様性への配慮　 国産木材の活用促進

環境マネジメント 環境マネジメントシステムの継続的なレベルアップ

社会
S

製品の品質と安全 信頼に応え続ける品質・技術力

公正な取引
CSR調達の推進 
公正な競争・取引の徹底

サプライヤーと協業での付加価値の最大化

人財活用

ダイバーシティ推進
働き方改革の推進
人財育成の強化
労働安全衛生の強化

多様なスキル、アイデアの融合
生産性の高い業務パフォーマンスの追求
新市場拡大、中長期の成長を担う人財育成
活躍の基盤となる安全な職場環境の整備

人権 グローバル視点で重要な人権対応の推進

地域との共生 地域に支えられた安定した事業基盤の確立

ガバナンス
G ガバナンス強化 グループ企業理念を全従業員で共有し成長戦略を実現

リスクマネジメント推進 市場から選ばれ続ける供給体制の再構築

コンプライアンス徹底 市場から信頼される高い倫理観

STEP1

STEP5

STEP3

STEP4

STEP2

選定された重要課題（マテリアリティ）
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分野 テーマ 目標 2019年度の進捗

環境
E

温室効果ガス排出削減※1 温室効果ガス 国内総排出量　
2021年度:26%削減（2013年度比）

25％削減（2013年度比）
生産合理化などの削減策を実施

再生可能エネルギーの
利用促進

再生可能エネルギー利用比率:
50%以上

50％
バイオマスボイラーの安定稼働
により目標水準を維持

炭素固定化の推進 木質素材事業による炭素固定量
1,100,000t-CO2/年

1,031,000t-CO2/ 年
MDFの生産増により、前年比+3％

廃棄物のリサイクル活用・
有価物化の推進

最終処分率（社外埋め立て比率）:5%以下
7.2％
廃棄物のマテリアル利用推進によ
り、前年比 0.4pt改善

水資源の有効利用促進 水資源の投入量:3%削減（2018年度比）
4％削減
生産工程排水の再利用など、
節水対策により削減

化学物質の適正管理・
削減

PRTR法対象物質排出量:70%削減（2018年度比）
0.4％増加
代替材料への変更により、次年度は
目標達成に向けた削減を計画

生物多様性に配慮した
木材調達の推進

床基材における国産木材の利用率:45%
41％
南洋材合板からの切り替え推進に 
より、前年比+8pt

環境リスクマネジメント
強化

環境事故・違反件数:0件
（行政指導や罰金を伴うもの）

0件（継続）
環境マネジメントシステムの運用・
継続的改善により0件を維持

社会
S

品質管理体制強化※1
重大製品事故:0件
製品安全・品質向上教育実施率:100%
製品監査の実施カバー率:100%

1件
100％
75％（新型コロナ影響で計画延期）

公正な取引
国内外CSR調達基準同意書入手率:100%

独禁法・下請法重大違反:0件

国内：100％入手完了
海外：展開開始に向け、情報収集
0件（継続）

ダイバーシティ推進※1 ダイバーシティ総合指数※2:+20pt
男性育児休業取得促進などにより、
+19pt

働き方改革の推進
総労働時間削減率:3%
年次有給休暇取得率:70%
従業員満足度※3:+5pt

1.4％削減
64.9％（前年比+11pt）
55.4点（初回調査 ベンチマーク設定）

人財育成の強化

3年以内離職率:15%以内
若手社員キャリアプラン研修受講率:100%
重点市場強化プログラム受講率:50%
マネジメント層養成研修プログラム受講率:70%

18.9％ 
100％
18％
42％

若手社員のフォロー研修を実施
中長期キャリア研修開始
製品別基礎研修を実施

労働安全衛生の強化 重大災害:0件
工場相互安全診断の実施率:100%

0件（継続）
100％　国内2工場で、外部専門家
による従業員の力量調査を実施

人権推進活動 人権啓蒙研修受講率:100%
管理者ハラスメント研修実施率:100%

研修メニュー設定のための情報収集
100％

地域連携の社会貢献活動 地域連携企画の計画開催:
各グループ生産拠点 年1回

国内外20拠点のうち17拠点で
計126回開催

ガバナンス
G

ガバナンス強化※1 グループ企業理念浸透プログラム実施率:100%
グループ企業理念浸透度※4:+10pt

100％
＋4pt（ベンチマーク：52点）

リスクマネジメント推進
システムBCP3カ年事前対策の計画完了率:100%

調達BCP3カ年事前対策の計画完了率:100%

40％　課題解決に向けたプロジェ
クトの展開を開始
二次調達先を含め再評価を実施

コンプライアンスの徹底 重大コンプライアンス違反:0件
コンプライアンス意識度※5:+5pt

0件（継続）
61点（初回調査 ベンチマーク設定）

※1:中期経営計画における非財務の経営目標に設定　
※2:女性管理職比率などダイバーシティ8項目を指数化した当社独自指標（2018年度比）　
※3:職場における満足度・働きがいに関する従業員の実感を指数化した当社独自指標（2019年度比）
※4:グループ企業理念に関する従業員の理解・共有・実践を指数化した当社独自指標（2017年度比）　
※5:法令遵守・倫理観・体制・風土等の視点で従業員のコンプライアンス意識度を測る当社独自指標（2019年度比）

中期ESG計画（2019〜2021年度）

P43

P38

P64

P44

P44

P14

P65

P13

P65

P61

P62

P63

P62

P56

P63

P63

P69
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グループ従業員を対象に実施する「グループ企業理念浸透度調査」の結果を踏
まえ、「発信・共有・評価」の3つの観点で浸透策を立案し、実行しています。「発
信・共有・評価」の“理念浸透サイクル”を繰り返し、継続的に実行することで、 
日常業務における理念の具体的な実践等、浸透促進を図るとともに、定期的に
浸透度をモニタリングし、より効果的な施策への見直しを行っていきます。

グローバル化や人財の多様化が進む中、企業としてさらなる成長を実現するためには、「共通の使命」「目指すべき企業像」「大切にする
価値観」を全従業員で共有し、進むべき方向性を合わせることが重要になっています。そこで当社グループは、持続的な企業価値の向
上と、理念に基づく経営強化を目指し、2017年4月にそれまでの「経営理念」を進化させ、グループ企業理念を制定しました。特に長期
ビジョンや中期経営計画で描く成長戦略を実現するためには、「技術と発想と情熱」「新たな挑戦」「変化や機会を捉えた俊敏な行動」
といった、グループ企業理念に掲げた姿を、グループ全従業員が実践し、行動に移していくことが不可欠です。このような考えの下、
2019年度からスタートした中期経営計画「GP25 2nd Stage」では、非財務の経営目標として「グループ企業理念浸透度」を設定し、浸
透・実践度を高めるための取り組みを進めています。

グループ企業理念浸透策の展開

グループ企業理念浸透に向けた取り組み

2019年12月、「グループ企業理念を実践し
ている行動とは何か」を考え、話し合う
きっかけを作り、グループ企業理念につい
ての理解を促すことを目的に、「DAIKEN
アワード」を実施しました。グループ全従業
員を対象に、日常業務の中で理念を実践し
ている事例を募集するもので、所属にかか
わらず、様々な有志によるグループを対象
として募集したところ、70チーム、389名の
従業員が参加。アワードへの参加を通じ
て、理念について話し合う場が広がりまし
た。好事例を表彰・社内共有することで、グ
ループ企業理念浸透の好循環を加速して
いきます。

グループ企業理念を「意識」し、自らの行
動を見直すきっかけを作ることを目的に、
2018年度より若手・中堅社員や新任管理
者を対象とした階層ごとの研修で「理念
共有ワークショップ」を実施しています。
グループ企業理念やグループ行動指針に
自らの日常業務における行動を照らし合
わせ、理念を実践している行動や状態に
ついて討議・共有しています。ワークショッ
プでのアウトプットは「理念実践お助け
BOOK」のエピソードに反映し、より身近
な行動と理念のつながりの理解を促す事
例として活用しています。

理念共有ワークショップ DAIKENアワード実施

発信

評価 共有

理念浸透
サイクル

2017年度
ベンチマーク

2021年度
目標

2019年度
実績 

62点52点

意識改革
のための
情報提供

理念について考え、
討議する場の設定

理念を実践している姿を
称賛・表彰する場の設定

グループ企業理念浸透度

発信 共有 評価

2019年度の取り組み

全社部門長会議や創立記念日の動画配信に
おいて、社長自らが企業理念に対する想いを
メッセージとして発信しています。理念に掲げ
る「技術と発想と情熱」を常に持ち、「挑戦」す
る風土の形成に向
け、経営トップが率
先して実行に移して
いくことをコミット
メントしています。

経営トップによる継続発信

経営トップによる発信

第1回グループ企業理念浸透度調査の結果、
従業員の理念への共感度は高い一方で、理
念に基づく行動とはどのようなものかが十分
に共有されていないという課題が抽出されま
した。これを受け、日常業務と理念とのつなが
りを想起しやすい、具体的な実践行動例を紹
介する「理念実践お助けBOOK」を発刊しま
した。冊子に掲載されている
実践エピソードを通じて、理
念を日常業務に活かす具体的
な方法を発信することで、理
念浸透を促進しています。

「理念実践お助けBOOK」発刊

理念共有ワークショップ
DAIKENアワードを受賞した
岡山工場の技術歴史伝承の場

56点

G

ESG経営推進の取り組み

+4pt
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素材事業 建材事業

セトウチ化工株式会社

井波工場

株式会社ダイウッド

三重工場

会津大建加工株式会社

株式会社ダイフィット
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高萩工場

岡山工場

素材事業の主力製品であるMDFやインシュレーションボードは、木材を可能な限りマテリアルとして活用していくことを追求する考え
から、製材端材や建築廃材由来の木材チップを主原材料として使用しています。さらに製品の原材料として使用できない木材チップは、
製造工程の熱源として必要な木質バイオマスボイラーの燃料として活用しています。また、木質材料を加工してドアや床材などを製造す
る建材事業でも同様に、製造工程で発生する端材や木粉を燃料として活用しています。
当社グループでは、これら事業活動と連動させた再生可能エネルギーの活用により、CO2の排出削減に取り組んでいます。素材事業の
主力工場である岡山工場、高萩工場をはじめとする国内生産拠点12拠点のうち9拠点（13基）で木質バイオマスボイラーを導入。安定
稼働に努めることにより、再生可能エネルギー比率を50%に高め、CO2排出量の削減につなげています。

世界的な気候変動リスクへの対応として、日本政府はパリ協定に基づき「2030年度までに温室効果ガスの排出量を26%削減（2013
年度比）する」という目標を掲げています。この目標に積極的に貢献していくため、当社では、事業活動におけるCO2の排出削減を最重
要課題として位置付け、当初、長期ビジョン「GP25」の最終年度（2025年度）に達成を目指していた目標を前倒しし、中期経営計画

「GP25 2nd Stage」の最終年度の2021年度で達成するという目標を設定しています。

事業活動と連動した再生可能エネルギー活用

（千t-CO2）

25％ 26％

2013 2021（年度） （年度）
0

50

100

150

42.3%41.4%

49.6%48.2%

40.8%

50.1% 00%00%

削減率（2013年度比） 木質バイオマスエネルギー使用比率

2014 2015 2016 2017 2019
目標実績

2018 2013 20212014 2015 2016 2017 2019
目標実績

2018

使用比率
（%）

0

30

40

50

60

127.1 117.4 114.8 103.9 99.3 93.9 95.3 94.0

CO2国内総排出量

20162015 2017 2018 2019 （年度）

1,370 1,433 1,440

使用比率（%）

木質バイオマスエネルギー投入量 木質バイオマスエネルギー使用比率

投入量（×1012J）

0

500

1,000

1,500

2,000

0

25

50

75

100

42
5048 50

1,452

5050505050
1,140

9拠点13基

木質バイオマスボイラーを設置している国内生産拠点

木質バイオマスボイラー設置数

木質バイオマスエネルギー投入量／使用比率 ※1、2CO2国内総排出量

※1. 大建工業グループの国内生産拠点における集計値
※2. 全エネルギー投入量に対する木質バイオマスエネルギー投入量の割合

E
CO 2 排出削減に向けた取り組み

ESG経営推進の取り組み

株式会社テーオーフローリング 夕張工場
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中期経営計画「GP25 2nd Stage」で掲げる成長戦略を実現するためには、多様な人財が持つスキルやアイデア、価値観を融合させる
ダイバーシティの推進が不可欠です。このような観点から、女性管理職比率や男性育児休業取得率など8つの要素を織り込んだ「ダイ
バーシティ総合指数」を非財務の経営目標としています。また、ダイバーシティ推進を着実に進め、人財価値を高めるためには、生産性
の高い職場環境づくりである「働き方改革」、従業員一人ひとりが継続的にレベルアップする「人財育成」を連動させる必要がありま
す。こうした考え方から、当社グループでは、「ダイバーシティ推進」「働き方改革」「人財育成」の3つの要素を一体で推進することによ
り、好循環を生み出し、個人のパフォーマンスの向上による人財価値の最大化、さらには企業価値の向上につなげる取り組みを進め
ています。

人財価値の最大化
S

1

ESG経営推進の取り組み

次世代営業提言プロジェクト立ち上げの狙い

多 様 な 人 財 が 持 つ ス キ
ル、アイデア、価値観を有
機的に融合させ、新市場・
新事業に展開する企業の
成長ドライバーとする。

新 市 場 拡 大 に対 応す
る人財と、中長期での
成長戦略を支えるマネ
ジメント層の育成を計
画的に進める。

生産性向上を進めて従業員
の私生活の充実を図ること
で、一人ひとりのやりがい・
働きがいを高め、企業の成長
戦略を実現する。

企業価値の
向上

ダイバーシティ
推進

働き方改革

人財育成

人財価値の
最大化

基本的な考え方

次世代営業提言プロジェクトを起点に、
誰もが活躍できる職場環境づくりを推進

播磨 哲男
代表取締役 専務執行役員

中期経営計画「GP25 2nd Stage」の基本方針の柱の一つとし
て、「ESG経営の実践」を据えています。企業は人で成り立ってお
り、成長戦略の実現や目標達成には、グループ全従業員の活躍
や挑戦が不可欠で、人財なくしては語ることはできません。そう
いう意味でも、ESGのSの中において人財は中核的な存在であ
り、中期経営計画と連動した中期ＥＳＧ計画の中でも、「ダイバー
シティ推進」「働き方改革」「人財育成」の３つの要素にそれぞれ
達成度を測るＫＰＩを設定し、目標達成に向けた取り組みを進
めています。中期経営計画の初年度にあたり、この人財価値を
最大化するための新たな取り組みとして「次世代営業提言プロ
ジェクト」を立ち上げました。

本プロジェクトの特長は、役員や部門長クラスがメンバーの従
来型のプロジェクトと一線を画し、女性営業社員によるボトム
アップのかたちをとっていることです。これまで意見交換や悩み
の共有にとどまっていた女性交流会を発展させ、自らの職場で
の業務を振り返りながら、あるべき姿の実現に向けて取り組む
べき課題を明らかにし、解決に向けた経営者への提言にまでつ
なげてもらおうというものです。したがって、このプロジェクトの
プロセスは、「ダイバーシティ推進」、「働き方改革」、「人財育成」
の３要素を連動させながらレベルアップを図る、人財価値最大
化に向けた取り組みの縮図であるともいえます。
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2019年度には、本プロジェクトを立ち上げた後、女性営業社
員で3つのチームを編成し、6カ月間、全5回のグループワー
ク、ディスカッションなどを経て、トライアルの実施までを行
いました。ステップとして、まず自分たちが目指すありたい姿

「次世代営業スタイル」を描くことからスタートしました。そ
の後、①現状とのギャップの認識と課題抽出、②テーマアッ
プ・原因分析、③解決策の検討、④優先順位付け・ブラッシュ
アップを経て、⑤トライアル実施に向けたプレゼンテーショ
ンを行い、承認後、実際の職場に持ち帰り、トライアルを始め
ています。特に課題の抽出にあたっては、着眼点が偏らない
よう、上司ヒアリングや職場アンケートを実施しました。

現状は営業部門の職場レベルの取り組みですが、本プロジェ
クトをきっかけにスタートした変化が、各職場の責任者を動か
し、職場のメンバーの共感を得、また、変化を実感した職場内の
他のメンバーが、さらに次の一手を自発的に提案し、身近なと
ころから行動に移す流れができていくことを期待しています。
これまで課題として認識していながら、取り組めていなかった 

2

3

プロジェクトにおける取り組み

今後の展開について

次世代営業提言プロジェクトの取り組みステップ

次世代
営業スタイル
の提言

ありたい姿の追求・トライアルテーマの検討

2019年度 2020年度

テーマアップ・
原因分析

解決策の
検討

優先順位付け・
ブラッシュアップ

トライアル実施に
向けた

プレゼンテーション

ギャップ認識・
課題抽出

トライアル
実施

トライアル
内容の検証・
効果測定

経営層への
提言プレゼン
テーション

次世代営業提言プロジェクトを起点に、
誰もが活躍できる職場環境づくりを推進

解決策の検討プロセスでは、効果的な施策が立案できるよう
外部講習で学んだ課題解決モデルを用いるなど、より実効性
の高い提言につなげるためのアイデアや手法を取り入れま
した。プロジェクトに参加したメンバーは、自身の担当業務を
こなしながらの参画となりましたが、「自分たちが会社を変
革する」という強い意志と主体性を持った取り組み姿勢が醸
成され、またディスカッションやグループワークを通じてメ
ンバー間の連携や信頼関係が生まれるなど、本プロジェクト
の成果物である提言とは別のレベルでも大きな効果が得ら
れた取り組みといえます。

課題にスポットライトをあて、具体的なアクションを起こすこ
とが職場の変革につながります。今後はトライアル内容の検証
や効果測定の結果を踏まえて最終の経営層への提言プレゼン
テーションを行い、営業部門だけでなく、他の事業部門、スタッ
フ部門にも裾野を広げ、全社的な変革の起点にしていきたいと
考えています。

実現へのトライアル・提言

1 2 3 4 5
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