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1892　大阪市で土木建築請負業「大林店」創業

1904　店名を「大林組」と定める

1909　合資会社大林組設立 建設業者として最も早い法人化であった

1912　東洋一の高さを誇った「初代通天閣」 ❶

1914　鉄骨を用いた建築として日本最大だった「東京中央停車場（現：東京駅）駅舎」 ❷

1918　株式会社大林組創立

1924　日本初の大規模多目的野球場「阪神甲子園球場」 ❸

1931　市民の願いが込められた「大阪城天守閣」の再建 ❹

1955　平和への想いを未来へつなぐ「広島平和記念資料館・記念館」 ❺

1964　初の海外駐在員事務所をタイ・バンコクに開設

1965　国内の超高層ビルのさきがけ「ホテルエンパイア」 ❻

技術研究所を東京・清瀬に開設

1970　東京本社を設置

当時史上最大規模を誇った「日本万国博覧会」（主にパビリオン建設） ❼

1979　日本の建設会社初の米国本土の公共工事受注
　　　　「サンフランシスコ市下水道工事（工区延長 2,284m）」

1994　日本初の24時間運用可能な空港「関西国際空港」 ❽

1997　海底道路トンネルとしては世界最長「東京湾アクアライン」 ❾

1998　世界一長いつり橋「明石海峡大橋（神戸側アンカレイジ）」 10

2002　宇宙船のような形が特徴、名古屋のシンボル「オアシス21」11

2003　六本木に誕生したランドマーク「六本木ヒルズ森タワー」

2006　国民2,000万人の夢を乗せて走る「台湾新幹線」 12

2010　東京本社を本社及び東京本店に組織改正、
　　　　 登記上の本店所在地を大阪市から東京都港区に変更

2011　世界最長の全自動無人運転鉄道システム「ドバイメトロ」 13

2012　世界一の高さを誇る自立式電波塔「東京スカイツリー®」

北米最長のコンクリートアーチ橋「コロラドリバー橋」 14

2014　超高層ビルの下を地下トンネルが貫く「虎ノ門ヒルズ森タワー」 15

2016　国内有数の乗降客数を誇る新宿駅の南口に誕生した超高層複合ビルと
　　　　 日本最大の高速バスターミナル「JR新宿ミライナタワー、バスタ新宿」 16

2020　ＪＲ山手線半世紀ぶりの新駅「高輪ゲートウェイ駅」

2021　創業130年の節目に新ブランドビジョン「MAKE BEYOND　つくるを拓く」を公開

2XXX　遂に舞台は地球を飛び出す「宇宙エレベーター」 17

時代を築きあげてきた大林組の歴史











大林グループは「ゼネコン」の枠にとらわれることなく成長を続け
事業環境の変化にしなやかに適応しながら

すべてのステークホルダーの期待に応える企業グループへと進化していきます

大林グループの長期的な成長に向けて、創業150周年（2042年）の「目指す将来像」を次のとおり定めています。そ

の実現に向け、4つの事業の強化を戦略の核に、事業領域の深化・拡大、グローバル化を加速させていきます。

生活基盤であるインフラや都市の象徴となる建造物、さらには都市全体の未来を創造する都市開発などを手掛ける大林組。
130年以上の歴史のなかで培われた技術を活かし、時代をつくりあげてきました。

現在は「建築」「土木」「開発」そして「新領域」という4つの事業を柱に、社会の安全・安心、
経営のさらなる安定に向け、事業を進めています。

4本目の収益基盤の柱として再

生可能エネルギー、アグリビジ

ネス、PPPなど、建設・開発以外

の事業領域に挑戦している新

領域事業。再生可能エネルギー

事業 では、2012年に建設業で

初めて太陽光発電事業に参画

しました。2017年には風力発

電事業、2018年にはバイオマ

ス発電事業において売電を開

始し、現在は全国で30カ所の

発電施設が稼働しています。

アグリビジネスでは、太陽光型

植物工場でミニトマトを栽培

しており、将来的な事業拡大を

目指し栽培技術の知見を深め

ています。また、PPP事業では、

これまで培ったノウハウを活用

し、業界のトップランナーとし

て新規案件の獲得に積極的に

取り組んでいます。
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大林組は1964年のタイ事務所開設以来、50 年以上にわたって海外展開を進めており、
世界各国で社会インフラなどの整備に貢献してきました。現在は北米、アジア、オセアニアなどの

地域において、高い技術力を必要とするプロジェクトに数多く参画しています。
大林組は、今後も一層のグローバル展開を推進していきます。

Overseas Staff

施設用途：生産施設  
竣工：2018/4

所在：インドネシア 

発注者の強い意向である「見せる工場」を
念頭に、工場内で製造する商品をイメージ
した当社設計案件。営業から施工まで、す
べて現地の所長がリーダーシップをとって
完成させた。ローカル化を目指す現地法人
の模範プロジェクトである。

ソイジョイ新工場

施設用途：オフィスビル
竣工：2015/9
所在：タイ

タイの資本市場の中心となる証券取引所
を新築。世界的な建物環境性能認証制度
であるLEED（新築）においてゴールド認証
を取得した。

タイ証券取引所

施設用途： トンネル
竣工：2015/10
所在：アメリカ

当社とグループ会社のクレマー社が
共同施工。権威のあるENR社「Best 
of the Best Projects」賞に選出さ
れ、米国内で高い評価を得ている。

I-70 ツイントンネル

施設用途：商業施設
竣工：2015/10
所在：ベトナム

イオンモールのベトナム進出１号店、２号店
をホーチミンエリアにおいてグループ会社
の大林ベトナムで施工したのに続き、ハノイ
エリアで第３号店となる「ロンビエン店」を
建設した。

イオンモール ロンビエン

施設用途：道路・トンネル
竣工：2018/3
所在：ニュージーランド

ニュージーランド最大の都市オークランドで高速道路
を施工。同国最大の交通インフラプロジェクトで、
シールド掘削外径14.5mは南半球最大。日本ではなじみ
の薄いアライアンス契約が採用され、成果をあげた。

ウォータービューコネクショントンネル及び
グレートノースロードインターチェンジ

施設用途：橋
竣工：2020/1
所在：バングラデシュ

当社が1970～90年代に施工した既存３橋の改
修工事と、並行する第２橋の新設工事。首都
ダッカと第２の都市チッタゴンを結ぶ国道１号
線上にあり、工事を通して交通インフラの改善
を図り、経済活性化に寄与する。

カチプール・メグナ・グムティ第２橋
建設工事及び既存橋改修事業

※

シンガポールで鳥類の動物園の現場で建築工事長を務めています。私のように海外現
場での勤務が初めての社員でも大規模工事の施工管理に挑戦する機会が得られるの
は、大林組ならではの魅力だと思います。日本にいる時は自分がスキルアップすること
に夢中でしたが、今では自分が身につけた技術を一緒に働くスタッフと共有できるこ
とに大きなやりがいを感じています。

舟岡  德朗
Tokuro Funaoka

所属部署：大林シンガポール（出向）

職種：建築職

入社：2005年

勤務地：シンガポール

現在はロンドンで保存指定建造物の改修工事に携わっています。主な業務内容は、施
工会社との変更契約、設計会社やマネジメント会社との打ち合わせ、各種検査への立
ち会いなどです。価値観や働き方の異なる土地で現地の人とともにものづくりを行う
ことは大変ですが、お互いに分かり合い、前進していく手応えが得られた時はうれし
く思います。たまにパブでお酒を片手に談笑する時間も楽しみのひとつです。

櫻井  雄太
Yuta Sakurai

所属部署：開発事業本部 欧州事務所

職種：設備職

入社：2011年

勤務地：イギリス

現在はダムと水力発電所の建設工事における、洪水吐や高欄などの構築を担当してい
ます。海外で働く魅力のひとつは、若手のうちから現地スタッフを部下にもち、マネ
ジメント能力が養える点です。また当工事は竣工後、発注者が一定期間運用したの
ち、設備一式をラオス政府へ無償で譲渡します。こうした開発途上国の経済援助に携
われることは現地で働く一番の醍醐味だと実感しています。

石原  遼
Ryo Ishihara

所属部署：アジア支店 ナムニアップ工事事務所

職種：土木職

入社：2012年

勤務地：ラオス

私の仕事はグループ会社であるクレマー社、JEロバーツ大林社、JSビルダーズ社の受
注・売上・損益管理のほか、直轄土木事業における工事受注時の契約内容審査、入札
案件の資料作成、売上・損益管理、駐在員のサポート業務などです。海外勤務では求
められる知識やスキルが幅広く、大変なこともありますが、北米事業全体を理解しな
がら会社の経営に影響力のある仕事ができることにやりがいを感じています。

市橋  佑
Yu Ichihashi

所属部署：北米支店 企画管理部 総務課

職種：事務職

入社：2006年

勤務地：アメリカ

海 外 事 務 所

海外グループ会社

海 外 支 店

※所属部署、勤務地は、取材当時のものです。

3435

※ 発注者・受注者双方がひとつの組織を形成し、公平に発言権を保持しな
　 がらプロジェクトの工期や工費の目標を定め、リスクにおいても共同負担
　 する契約方式
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 ※2021 年 3 月末時点

海外勤務者

人

※

地域別売上高構成比

億円

 北米

2,700 15.3 %

5.7
アジア

億円 %1,005
その他

億円 %69 0.4

億円

%

海外合計 (売上高 /売上高比率)

3,775
21.4

北米

17,668億円
2020年度

国内

アジア

その他



データで見るOBAYASHI

男女別
従業員比率

2021年3月末

会社概要

本支店・現場別
従業員比率2021年度新卒入社

従業員の専攻別人数

従業員平均年齢

株式会社大林組　（OBAYASHI CORPORATION）

1892年1月

1936年12月

蓮輪 賢治

東京都港区港南2丁目15番2号

577.52億円

国内外建設工事、地域開発・都市開発・
その他建設に関する事業、
及びこれらに関するエンジニアリング・マネージメント・
コンサルティング業務の受託、不動産事業ほか

本社（東京都港区）、札幌支店、東北支店（仙台市）、
東京本店（東京都港区）、関東支店（さいたま市）、
横浜支店、北陸支店（新潟市）、名古屋支店、京都支店、
大阪本店、神戸支店、広島支店、四国支店（高松市）、
九州支店（福岡市）、技術研究所（東京都清瀬市）

社名

創業

設立

取締役社長

本社

資本金

事業内容

主要国内拠点

42.6歳

男性
84%

本支店勤務
60.2%

現場勤務
39.8%

建築系・
建築環境系

144人

土木系・
土木環境系

62人

文系全般

52人

機械系 23人

電気・電子系 16人
都市工学系・化学系・
物理系・情報系・数理系 7人

女性
16%

従業員合計

8,918人
男性：7,484人
女性：1,434人

再生可能エネルギー発電事業
発電所保有数

30ヵ所

約68,727世帯分

大林組61.2pt

標準値11.9pt

技術職に占める女性比率
2021年3月末

9.8％
※2024年までに
　10％程度へ（目標）

100％

国内 30ヵ所
賃貸不動産の面積

約39万㎡

保養所の数
契約リゾート施設含む

4,000億円

投資計画
建設技術の研究開発、
再生可能エネルギー事業、M&Aなど

年間発電量
2020年度

今の会社に満足していますか？

304人

大林組ってどんな会社？
そんな疑問に答えるため、従業員比率や事業規模、女性の活躍など
さまざまな角度からその魅力を紹介します。

O B AYA S H I満足度調査

合
計

※世帯分の消費電力に換算した場合
大林組64.4pt

標準値39.7pt

職場の雰囲気は良いですか？

大林組67.2pt

標準値45.6pt

上司はあなたの意見やアイデアを
尊重してくれますか？

当社労働組合による組合員への調査（2018年7月実施、回答者6,062名、回答率約90％）
40pt以上は「極めて高い」とされるDI値にて表示
標準値：j.union㈱ 調査による135労組、24万人の平均値（2018年4月現在）

標準値より
+49.3pt

標準値より
+24.7pt

標準値より
+21.6pt

※東京ドーム8.3個分

※2017年度から５年間

2021年3月末

育児休職からの復職率
2020年度

9.3％

役職者に占める女性比率
2021年3月末

※業界トップ水準

勤務地別
従業員比率
※国内出向者除く

本社・東京本店
45.8%

海外赴任
2.3%
（出向含む）

その他
32.1%

連結売上高
2021年度

17,668億円
※7期連続業界トップ

営業利益
2021年度 1,231億円

100％

女性の育児休職取得率
2020年度

建設業で活躍する
女性の愛称・ロゴマークです

えるぼし認定

男性42.5歳、女性43.0歳

OBAYASHI WORK
MAGAZINE
DATA

大阪本店
19.8%

女性活躍推進法に基づく厚生労働
大臣認定「えるぼし」二段階目（2つ
星）を取得しました。

3637




