
役員紹介ガバナンス

専務取締役
専務執行役員　建築事業本部長
小川	嘉明	

常務取締役
常務執行役員　管理本部長　綱紀担当　個人情報保護担当
日髙	功二	

1982年 4月
2011年 4月

2012年 4月
2013年 4月
2017年 4月
 6月

1981年 4月
2012年 4月
2013年 4月
2015年 4月
2016年 4月
2017年 4月
2018年 6月

当社入社
当社執行役員
当社関西支店建築事業部長
当社関西支店副支店長
当社常務執行役員　当社関西支店長
当社専務執行役員（現任）　当社建築事業本部長（現任）
当社専務取締役（現任）

当社入社
当社管理本部副本部長
当社執行役員
当社管理本部長（現任）
当社綱紀担当（現任）　当社個人情報保護担当（現任）
当社常務執行役員（現任）
当社常務取締役（現任）

専務取締役
専務執行役員　国際事業担当　営業担当
小川　晋	

2010年 4月
2012年 4月
 6月
 7月
2013年 6月
2014年 4月
2015年 4月
2017年 4月

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長
同行監査部上席考査役
当社常任顧問
当社常務執行役員
当社常務取締役
当社専務取締役（現任）　当社専務執行役員（現任）
当社国際事業・国内建築営業担当
当社国際事業担当（現任）　当社営業担当（現任）

代表取締役社長
執行役員社長
櫻野	泰則	

1981年 4月
2010年 4月
2011年 4月
2012年 6月
2014年 4月

2015年 4月
2017年 4月
2018年 4月

当社入社
当社管理本部人事部長
当社執行役員
当社取締役
当社常務取締役　当社常務執行役員
当社経営管理本部長
当社経営企画本部長
当社専務取締役　当社専務執行役員
当社代表取締役社長（現任）　当社執行役員社長（現任）

専務取締役
専務執行役員　土木事業本部長
土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長
嘉藤	好彦	

1982年 4月
2013年 4月
2014年 4月
 6月
2016年 5月
2017年 4月

当社入社
当社執行役員　当社東北支店副支店長
当社常務執行役員　当社土木事業本部長（現任）
当社常務取締役
当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長（現任）
当社専務取締役（現任）　当社専務執行役員（現任）

取締役会長
樋口　靖	

1976年 4月
2003年 6月
2008年 4月
2011年 4月
2012年 4月
2013年 4月
 6月
2018年 4月

当社入社
ケーアンドイー株式会社代表取締役社長
当社執行役員　当社東北支店長
当社常務執行役員
当社専務執行役員
当社執行役員副社長
当社代表取締役社長　当社執行役員社長
当社取締役会長（現任）

取締役
広西	光一	

1968年 4月
2003年 6月

2005年 5月
2008年 6月
2009年 6月
2010年 6月
2015年 6月

富士通株式会社入社
株式会社富士通アドバンストソリューションズ
代表取締役社長
富士通株式会社経営執行役常務
同社取締役副社長
同社代表取締役副社長
株式会社富士通エフサス代表取締役会長
当社取締役（現任）

取締役
湯本	壬喜枝	

1971年 4月
1981年 5月
 
 
1995年 1月
1997年 1月
1999年 1月
2006年 1月
2016年 6月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社
アメリカン	ファミリー	ライフ	アシュアランス	
カンパニー	オブ	コロンバス	日本社
（現アフラック生命保険株式会社）入社
同社人材開発部長
同社取締役
同社執行役員
リスカーレ・コンサルティング代表（現任）
当社取締役（現任）

常勤監査役
小西	純治	

監査役
佐藤　建	

1981年 4月
2007年 4月
2010年 4月
2014年 4月
2017年 6月

1978年 4月
2011年 4月
2012年 6月
2013年 4月
 6月
2016年 4月
2018年 4月
 6月

当社入社
当社九州支店管理部長
当社中四国支店管理部長
当社中四国支店次長
当社常勤監査役（現任）

住友林業株式会社入社
同社人事部長
同社執行役員
同社常務執行役員
同社取締役
同社専務執行役員
同社代表取締役（現任）　同社執行役員副社長（現任）
当社監査役（現任）

監査役
竹花　豊	

1973年 4月
2001年 9月
2003年 6月
2009年 4月
2013年 6月
2015年 6月
2017年 9月
2019年 6月

警察庁入庁
広島県警察本部長
東京都副知事
パナソニック株式会社常務役員
株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長
綜合警備保障株式会社社外取締役
明治安田生命保険相互会社顧問（現任）
当社監査役（現任）

監査役
鮎川	眞昭	

1969年 4月
1971年 2月
1983年 3月
2000年 5月
2009年 3月
2014年 6月
2016年 3月

監査法人中央会計事務所（後の中央青山監査法人）入所
公認会計士登録
中央青山監査法人代表社員
中央青山監査法人理事
東燃ゼネラル石油株式会社常勤監査役
当社監査役（現任）
株式会社オークネット社外取締役（監査等委員）（現任）

※	取締役	広西光一および湯本壬喜枝は、社外取締役です。

※	監査役	鮎川眞昭および竹花豊は、社外監査役です。
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ガバナンス

氏名 選任理由 出席状況

広 西 光 一

企業経営に参画した実績を有して
おり、これまでの実績により培われ
た豊富な経験と幅広い見識に基づ
き、当社の経営に対する適切な指
導・助言を期待し、社外取締役に
選任しています。

16回／ 18回

湯本 壬喜枝

企業経営に参画した実績を有して
おり、これまでの実績により培われ
た豊富な経験と幅広い見識に基づ
き、当社の経営に対する適切な指
導・助言を期待し、社外取締役に
選任しています。

18回／ 18回

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、
コーポレートガバナンスの実効性をより高めていくため、取
締役会、監査役会、会計監査人からなるコーポレートガバナ
ンス体制を採用しています。
　取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化
に対して最適な経営体制を構築するため、任期を1年とし
ています。また、取締役の職務の執行が効率的に行われるよ
う、執行役員制度を採用しています。さらに、社外取締役２
名を選任し、客観的立場から経営へ助言を受けています。	　
　なお、取締役および執行役員の指名および報酬額の決定
にあたっては、更なる客観性と透明性の確保を図るため、代
表取締役および社外取締役で構成する、指名・報酬諮問委員
会の答申結果を踏まえ、取締役会において決議しています。
　監査役については、社外監査役を適切な経験・能力およ
び財務・会計・法務に関する知識を有する者から選任し、
実効性の高い監査を実施しています。	
　会社法および金融商品取引法上の会計監査については、
仰星監査法人より公正な監査を受けています。

（1） 政策保有株式の縮減に関する保有方針
　当社は、持続的な企業価値向上のための取引・協業関係
の強化や収益機会の獲得を目的とする場合を除き、政策保
有株式の縮減を行います。また、保有している政策保有株式
については毎年、取締役会にて検証を行い、保有意義が希薄
化したと判断される株式に関しては売却もしくは保有株数
の見直しを実施します。

（2） 政策保有株式の保有意義の検証結果
　当社は、投資先企業との各種取引に基づく獲得利益等が
当社の資本コストに見合っているか、また、投資先企業の株
式を保有することが当社の事業遂行上有用か否かといった
点について総合的な観点から検証を行い、政策保有株式に
ついて保有の意義を確認しています。

（3） 政策保有株式に係る議決権行使基準
　当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、中長期
的視点に立った上で投資先企業の企業価値向上につながる
かどうかを判断基準として議決権を行使します。なお、以下
の議案については企業価値向上の観点から特に慎重に検討
した上で議決権を行使します。
　●	合併、買収、重要な事業の譲渡・譲受等の組織再編
　●	債務超過等の業績不振企業が実施する役員退職慰労金
の贈呈

　●	有利発行による第三者割当増資
　●	敵対的買収防衛策の導入など

　当社は、従前より取締役会の実効性確保のための改善を
適宜実施していますが、2015年度より年１回、アンケート
方式により各取締役および各監査役が取締役会の実効性
に係る評価を行い、その結果を取締役会にて検証し、実効
性確保のための改善について検討を行うこととしていま
す。また、2018年度の評価からは、評価項目の設定や評価
結果について外部の専門家によるレビューを実施し、実効
性の確保および向上に向けての参考としています。
　当社は、2018年度の取締役会の実効性に係わる評価に
おいても、取締役会の構成や運営・議題・支援体制、前年
度からの改善状況などの評価項目により自己評価を実施
し、外部の専門家によるレビュー結果も踏まえ、全体として
その役割・責務を適切に果たしていることを確認し、取締
役会全体の実効性が確保されていると評価しています。
　また、当社は、2017年度の取締役会の実効性に係わる評
価により共有した改善課題を踏まえ、取締役会資料を改善
するとともに、各種計画の進捗報告などの情報提供の充実
化や適時の情報提供を行うほか、取締役会終了後に勉強会
を開催することなどにより、取締役会における議論の活性
化に取り組みました。
　当社は、今後も取締役会の実効性を一層高めていくため
に、建設的かつ活発な意見表明の更なる実践と実効性の高
い業務執行への監督のための情報提供の充実、付議基準の
見直しによる権限委譲の促進など、2018年度の取締役会
の実効性に係わる評価により共有した改善課題について、
継続的に取り組んでいきます。

株主総会

取締役（会）

管理部門
法務コンプライアンス部

（牽制機能）
監査室

（内部監査機能）

指名・報酬
諮問委員会

事業部門

経営会議

執行役員
（取締役兼務含む）

監査役（会）

選任 選任 選任
諮問

答申

指示

指示 指示

業務執行会
計
監
査
人

監査 指導

監査

監査

監査

監督

基本的な考え方 内部統制の実効性向上

取締役会の実効性評価

役員報酬 政策保有株式

コーポレートガバナンス体制

社外取締役による現場視察

　当社は、「建設を核とした事業活動を通して、社会に貢献
する企業集団を目指す」という経営理念の実現のために、
コーポレートガバナンスの実効性を高めていくことを、最
も重要な課題の一つと位置づけています。

　取締役および経営陣幹部の現金報酬は、役位に応じた報
酬に、中期経営計画に基づく年次の業績計画への貢献実績
を反映した基本報酬と業績に連動し臨時に支払う賞与で構
成され（ただし、社外取締役は基本報酬のみとし、貢献実績
を反映していません）、株主総会が決定した取締役報酬総額
の限度内において、従業員の給与水準ならびに世間相場等
を勘案して、指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえな
がら、取締役会で決定しています。
　また、取締役（社外取締役を除く）および経営陣幹部に対
し、事業年度毎に役位等に応じたポイントを付与し、原則と
して退職時にポイントの累計数によって株式等を交付する、
信託を用いた株式報酬制度を導入しています。

　当社は内部統制の実効性を高めるため、「内部統制システ
ム構築の基本方針」に基づき、社内規程や経営会議体を随
時見直すなど、継続的な体制の整備を進めています。
　また金融商品取引法に基づき、「財務報告に係る信頼性
の確保」に向けた内部統制の整理、運用に熊谷組グループ
全体で取り組んでいます。

コーポレートガバナンス体制図

社外取締役の選任理由／
取締役会への出席状況（2018年度実績）

コーポレートガバナンス
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ガバナンス

　当社のコンプライアンス体制は、本社・支店各部署によ
る自律機能、管理本部その他の専門部署による支援機能、監
査室による監査機能、以上3つの内部機能を中心に成り立っ
ています（下図参照）。
　また、経営から独立した組織として法遵守監査委員会が
社外の観点で定期的に評価を行い、不具合があれば経営に
対して勧告するという体制をとり、コンプライアンスの徹底
を図っています。

法遵守監査委員会の開催
　法遵守監査委員会は、社内委員に加え、元裁判官や元検
事等の社外委員により構成され、熊谷組グループのコンプ
ライアンス体制の強化のために毎年開催しています。

　当社では、大規模災害発生時において、お客様や地域住民
への復旧支援やインフラ復旧工事など主要業務が継続でき
るよう事業継続計画（BCP）を策定し、迅速に幅広く実施で
きる体制を構築しています。また、BCPの実効性を維持・向
上させるために危機管理委員会を常設しており、委員会で
はPDCAサイクルに基づいたBCP活動の年度計画等を策
定し訓練計画や研修など各支店・グループ会社・協力会社
と連携を図り、有事のときにはお客様から頼られる企業、社
会に貢献する建設会社として継続的にBCPの改善と向上に
取り組んでいます。

　事業継続計画に基づく支援体制を整える際に最も重要と
なる社員の安否を確認できる安否情報連絡システムを運用
しており、グループ会社、一部の協力会社の社員の安否も確
認できるシステムを導入し、熊谷組グループとして事業継
続できる体制を整えています。

　各種の基本ルール(基本理念、個人情報保護方針、個人
情報保護規程など)を制定するとともに必要事項を当社の
ホームページ上に掲載し、株主、社員その他当社に関係する
方々の個人情報の適切な取り扱いおよび保護に対する取り
組みを行っています。
　また、個人情報保護法対応マニュアルを策定し、これを全
社員に展開して個人情報保護の重要性を全役職員に周知さ
せるとともに、その管理体制と仕組みについて継続的な改
善を実施しています。

　全国6地裁で訴訟係属中の「トンネルじん肺損害賠償請
求事件」を除き、2019年3月末時点で当社が抱える国内の
民事訴訟事件数は合計4件となっています。

　当社では2018年度において行政処分および行政措置を
含む法令違反は発生していません。

　当社では「熊谷組行動指針」において、反社会的勢力に対
し毅然とした態度で立ち向かうことを宣言するとともに、
「反社会的勢力対処プログラム」を設け、反社会的勢力の排
除に関する具体的な対応を社員に周知しています。
　また、協力業者との取引の際に使用している「専門工事請
負約款」および「資機材等売買取引契約約款」等に暴力団排
除条項を導入しているほか、取引業者との契約前に表明確
約書を徴収することで徹底した反社会的勢力の排除に努め
ています。

リスクマネジメント

法遵守監査委員会

社外の目で評価

外部評価機能

体制整備と法務支援

監査の実施と是正勧告

勧告 指示

監査結果報告

指示

経営

自律機能
事前判断の徹底

本支店各部署

監査機能
厳正な監査

監査室

支援機能

全社的な法遵守体制の整備と
法務支援

管理本部ほか

自律機能

事前判断の徹底

本支店各部署

監査機能

厳正な監査

監査室

法遵守監査委員会

社外の目で評価

外部評価機能
体制整備と法務支援

監査の実施と是正勧告

勧告 指示

監査結果報告

指示

経営
自律機能

事前判断の徹底

本支店各部署

監査機能

厳正な監査

監査室

支援機能
全社的な法遵守体制の整備と

法務支援

管理本部ほか

コンプライアンス体制図

法令遵守への取り組み

反社会的勢力の排除の体制

コンプライアンス体制 事業継続計画（BCP）

安否情報連絡システムの運用

個人情報の保護

訴訟の状況

事業等のリスク

法令違反（行政処分および行政措置などを含む）

全社員による誓約書の提出
　全社員が法令遵守を徹底するという意識喚起のため、熊
谷組グループの役職員は毎年、「法令遵守に関する誓約書」
（提出率100％）を提出しています。

コンプライアンス研修の実施
　法令遵守に関する基礎知識向上のために、2018年10月か
ら2019年3月にかけ、当社社員のほか、グループコンプライ
アンス体制強化の観点からグループ会社社員も含めて、独
占禁止法や贈収賄等をテーマに社内研修会を実施しました。

法遵守強化月間
　当社では毎年10月を「法遵守強化月間」と定め、社員の
コンプライアンス意識を高揚、日常業務等に潜むコンプラ
イアンスリスクの再点検に努める期間としています。

社内通報制度
　当社ではコンプライアンス上の問題点の早期把握、是正、
防止等を目的としてホットラインを設置しています。通報は
当社社員のほかにグループ会社社員、協力業者を含めて広
い範囲で受け付けることでコンプライアンス違反の根絶に
努めています。

（１）建設投資の動向
官公庁の建設投資や民間設備投資、住宅投資等が著し
く変動した場合

（２）建設資材価格および労務単価の変動
急激な市況の高騰や労務不足が生じた場合

（３）取引先の信用リスク
発注者、施工協力業者および共同施工業者等に信用不
安が生じた場合の債権の回収不能や施工遅延等

（４）海外における事業展開について
その国の政情や経済等において予期せぬ事象が発生し
政治経済情勢が悪化した場合

（５）為替レートの変動
現地での外貨建取引および外貨建の資産、負債、収益、
費用を当社で円換算する場合に関係する当該為替レー
トの変動

（6）金利の変動
金利水準の急激な上昇など将来の金利情勢

（7）法的規制
建設事業の運営に関係する法律（建設業法、建設リサイ
クル法等）が改正された場合等の対応
施工に帰因した環境汚染等不測の事態が発生した場合

（8）建設事業における自然条件の影響
地質や地盤の状況、天候等の自然条件、自然環境面で
の予期せぬ事象等

（9）建設事業における労働災害および事故
労働災害および事故が発生した場合の補償等に要する
費用面での負担

（10）工事等の瑕疵
施工した建設物等に重大な瑕疵があった場合、修復の
ため生じるおそれがある多大な費用負担

　熊谷組の事業や財務の状況等について、投資者の判断に
重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のような
ものがあり、経営会議や所管の委員会において審議してい
ます。
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湯本	 広西さんが感じていらっしゃる熊谷組におけるESG
の取り組みの課題はどんなものですか？

広西	 現場と、経営層や本社の管理部門との間に意識の
ギャップがあることが、私が感じる熊谷組のESGの取
り組みを推進するにあたっての課題ですね。その意味
では、2019年4月に「ESG取組方針」を策定して方向
性を明確化したことは非常に重要だと感じています。

湯本	 ESGについて私が感じている課題は社会へ伝えるア
ピール量です。環境（E）ではエコファーストに2001
年に業界初で評価されてから地道に取り組み続けて
成果を挙げ続けていること、社会（S）では生産性向
上を含む、働き方改革です。私が社外取締役に就任し
た当初は公表しがたい数字でしたが、この１年で大き
な成果をあげているので、是非公表して欲しいと思
います。

広西	 アピール力が足りないということでは、研究開発の成
果なども同じですね。先日、技術研究所に見学に行っ
てきましたが、無人化施工技術など素晴らしい技術
力を持っている。すでに震災の復旧などでも活躍し
ています。このように社会的に意義のある技術が数
多くあるにも関わらず、それを社会にアピールするこ
とが得意ではないようなのです。

湯本	 取締役会でも無人化や遠隔操作といった技術を駆使
して、緊急を要する災害に対応するユニットハウスな
どが話題になりました。このような社会貢献につなが
る技術などもっと積極的に発信すべきでしょう。
この技術は７割近くを森林が占める日本での森林保
全での活用にも期待できるところです。さらに木造建
築事業もSDGsの環境への取り組みとしても期待が
高まっています。最近、私は森林が92％を占める四国
の山奥の環境モデル都市の梼原へ行き、梼原町総合
庁舎、雲の上図書館などを訪ねました。木造建築の温
かさと癒しの魅力に引き込まれました。
それからもうひとつ、アピール力に加えて、取り組み
のスピードもESG経営におけるこれからの課題。目
標を掲げて期間を区切ってスピーディーに行動してい
くべきだと思います。

広西	 最近、櫻野社長も社員たちとの懇談会に力を入れてい
ますね。このような全社が一体となるような取り組み
を継続的に進めてほしいですね。
熊谷組が手がける事業は社会との関係がとても深い
分野です。その意味では、ESGの広がりは熊谷組に
とって大きなビジネスチャンスでもあるわけです。現
場に行って皆さんと接していて感じるのですが、熊谷
組の社員はまじめで堅実な人が多い。その分、自分た
ちからお客様に提案することにちょっと遠慮がちの

湯本	 最近、ESGやSDGsといった言葉を毎日のように耳に
しますね。広西さんはこのような変化をどのように感
じていらっしゃいますか？

広西	 企業に求められる社会的な価値が大きく変化してい
るように感じます。事業を通じて社会に貢献していこ
うという姿勢は、日本の企業にとってずっと昔から根
づいているものですが、これまではその姿勢を社会に
はっきりと伝えずに、また、全社員で十分に共有でき

ていなかったように思います。SDGsやESGが注目
されるようになった最近の変化は、このような姿勢を
見直し、その重要さを再認識するための絶好の機会だ
と感じています。

湯本	 ダイバーシティの分野で私が注目して追いかけてい
るデータに男女格差を示すジェンダーギャップ指数
があります。これにアフリカの国々が上位にランクさ
れるようになっていますが、これは国連が提唱した取
り組みの成果です。
このSDGsの取り組みは、持続可能な世界の実現に向
けて世界中の国や企業が一緒に進んで行こうという
素晴らしいものだと感じています。
広西さんは社会貢献といった文化は日本の企業に
ずっと根づいているものだとおっしゃいましたが、ま
さに熊谷組がそうですよね。創業者の熊谷三太郎は
「いつか世の中のお為になるような仕事」という言葉
を伝えています。その想いをずっと大切にしてきたか
らこそ、苦難の時代を乗り越え、再び成長することが
できているのだと思います。

広西	 最後にESG経営のG（ガバナンス）について、湯本さ
んは課題と感じるものはありますか？

湯本	 私が社外取締役に就任した3年前と比べて取締役会
での議論も見違えるように活性化していますし、すぐ
に思い浮かぶものがないというのが正直なところで
す。コーポレートガバナンスについては継続的に強化
されているように思います。

広西	しかし、ESGの取り組みに限っていえばまだ議論が不
足しているのではないでしょうか。環境面やダイバー
シティ、働き方改革など社会面についても、これからは
経営上の課題として定期的に報告を受けて議論する
ような流れを整えていくことも必要だと感じています。

湯本	 おっしゃる通りですね。これまで熊谷組では事業の再
生が大きな経営課題でしたから、取締役会での議論も
事業に重心が置かれがちでした。しかし、「成長への挑
戦」を掲げた新しい中期経営計画が動き始めた今、取
締役会でも次のステージを見据えた議論を活発化さ
せるべきでしょう。ESGという視点は、熊谷組が今後
新たな成長をとげていくためには欠かせない要素な
のですから。

広西	 熊谷組が社会の変化に対応し、持続的な成長を遂げ
ていくためにも社外取締役ならではの視点からこれ
からも積極的に意見を発していきたいですね。

社会とともに成長を遂げていくため
ESGに対する全社のベクトルをひとつに

熊谷組では、客観的な視点を経営に取り入れ、コーポレートガバナンスの充実を図っていくために
社外取締役を選任しています。
ESG経営の推進について、社外取締役のお二人に率直な意見を交わしていただきました。

ような感じがしますね。せっかく社会貢献につながる
ようなノウハウや技術を数多く持っているのですか
ら、これからはもっと積極的にお客様や社会に提案し
ていくことも大切だと思います。

湯本	 そのためには自分たちの仕事がESGとどのように結
びついているのか認識することが重要になりますね。

	 その点でも、今回の「ESG取組方針」がこれから大き
な役割を果たしていくことになると感じています。

社外取締役
広西 光一 

社外取締役
湯本 壬喜枝 

社外取締役対談

ESGがもたらす社会と企業の新しい関係

社会へのアピール力とスピードという課題

ESG経営を実践して次の成長ステージへ

	WEBサイトに対談の詳細版を掲載しています。
https://www.kumagaigumi.co.jp/
company/director's-interview-2019.html

ガバナンス
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