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600億円規模の成長投資 継続的投資

熊谷組は、2017年 11月に定めた中長期経営方針に基づき、
①建設工事請負事業の維持・拡大 ②新たな事業の創出 ③他社との戦略的連携 を戦略の柱とする

「熊谷組グループ 中期経営計画（2018 ～ 2020年度）～成長への挑戦～」を策定しました。
熊谷組グループ一丸となって本計画を着実に実行し、更なる成長へ挑戦していきます。

戦略 ① 戦略 ②

戦略 ③

● 建設市場の質的･量的変化に柔軟に対応し、良質な建設サービスを提供し続ける
● ESGの視点を取り入れた経営を強化して長期的な成長を実現し、持続可能な社会の形成に貢献する

実現のための3つの戦略

3つの戦略と数値目標

本計画期間中に目指す4つの指標
2022年度目標

中長期経営方針

建設工事請負事業の
維持･拡大 新たな事業の創出

他社との戦略的連携

※	営業利益には投資利益・受取配当を含みます。

連結売上高
4,600億円

連結営業利益
330億円

ROE
12 %

配当性向
30%

連結売上高
5,000億円

連結営業利益
500億円

中期経営計画（2018～2020年度）～ 成長への挑戦 ～

社員とともに
更なる成長にチャレンジし、
存在感のある企業を
目指します。

株式会社熊谷組　取締役社長

社長インタビュー
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社長インタビュー

熊谷組にとって2018年は創業120周年となる節目の年
であり、新しい中期経営計画とともに次なる成長に向けて大
きな一歩を踏み出した年でありました。
熊谷組グループは2017年に定めた中長期経営方針に基

づき、「建設工事請負事業の維持・拡大」、「新たな事業の創出」
「他社との戦略的連携」を戦略の柱とする中期経営計画を策
定しました。再生の時代を経て、新生熊谷組グループとして
「成長への挑戦」をテーマに掲げています。
2018年度は、その挑戦の第一歩となる1年でした。建設

市場の良好な状況のもと、全社一丸となった取り組みによっ
て着実に成果をあげることができました。売上高はほぼ計
画通りで営業利益は目標を大きく上回り、増収・営業増益を
達成しています。2018年度は、私自身にとっても社長に就
任した年であり、役員や社員たちと一緒に新たな手応えを
感じることができた1年だったと思います。

建設業を取り巻く環境は、自然災害に備えた防災・減災
対策事業、社会インフラの老朽化対策事業、そして東京オ
リンピック・パラリンピック関連の施設整備事業など堅調
な市場環境が継続しています。インバウンド需要の継続、
リニア中央新幹線工事の本格化、さらには2025年の大阪
万博の開催が決定するなど、しばらくは順調に推移すると
見込んでいます。
一方、世界に目を向ければ、米中の貿易摩擦やイギリスの

ＥＵ離脱問題など世界経済の先行きは不透明であり、国内に
おいても人口減少による市場の縮小など、近い将来、当社に
とって大きな転換期がやって来るはずです。その変化に対
応するためには、基盤である建設工事請負事業の更なる強
化に加え、新しい事業の創出や他社との戦略的な連携が欠
かせません。

中期経営計画 1年目の成果および市場環境についてお聞かせください。

前期比で増収・営業増益を達成し、中期経営計画で掲げた営業利益目標も大きく上回りました。
新たな手応えを感じることができました。

中期経営計画で掲げる「建設工事請負事業の維持・拡大」について、どのような手応えを感じていますか？

大型案件を相次いで受注しました。
繰越し工事も大きく積み上がり、順調なスタートを切ることができました。

「建設工事請負事業の維持・拡大」については、リニア中
央新幹線の建設プロジェクトをはじめ大型案件を相次いで
受注し、土木・建築分野ともに受注が拡大しました。2018
年度の単体受注は前期比18.9％と2期連続で増加していま
す。増収・営業増益を達成し、順調なスタートを切ることが
できました。
これは中期経営計画の施策として掲げる提案力の強化が
実を結びつつある成果であり、土木・建築分野ともに着実
に力をつけてきていると感じています。引き続き当社ならで
はのソリューション営業力や技術営業力に磨きをかけてい
きます。
海外事業については、台北のランドマーク建築や香港で

の有料道路のMOM事業※など実績を上げつつありますが、
全体的に見ると新たな展開に向けて市場の深耕や基盤の構
築を進めている段階といえます。海外に強みを持つ住友林
業との協業にも力を入れ、当社の次代を支える事業として
収益の確保を目指していきます。
これらの建設工事請負事業では、受注が順調に拡大する
一方で、生産性向上などについては取り組むべき課題も多
くあります。営業利益水準を高めるためにも施策面での取
り組みを推進します。また、2018年度は安全成績において
目標を達成することができませんでした。言うまでもなく、
当社にとって「安全」は何よりも重大な使命です。最優先で
取り組むべき改善テーマであると痛感しています。

※MOM事業　管理・運営・保守（Management,	Operations	and	Maintenance）事業
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住友林業との協業では現在、５つの分野において８つの
分科会を設けて推進しています。そのひとつである「木化・
緑化関連建設事業」では、木造木質化建物の設計施工に取
り組む共同チームを2019年4月に立ち上げ、事業化に向
けて大きく前進しました。また、熊谷組グループのケーアン
ドイーと住友林業グループの住友林業ホームテックが協業
し、建物のリニューアル・リフォーム事業での営業活動にお
いてすでに成果が出はじめています。
「再生可能エネルギー事業」では、国内においてバイオマ
ス発電案件の共同事業運営の検討を進めています。「海外
事業」では、タイやインドネシアで高級高層集合住宅などの
開発への参画を検討しています。
「共同研究開発」におけるユニークな案件としては、宇宙
航空研究開発機構（JAXA）との共同研究があげられるで
しょう。これは、熊谷組と住友林業をはじめとする4社で進
めている林業機械システムの自動化研究から派生したプロ
ジェクトです。将来的には月面での構造物や資材運搬、設置
などへの応用を目指しています。このほかにも幅広い分野

中期経営計画の2年目となる2019年度においても3つ
の戦略の推進に注力し、計画の達成を目指します。手持ち案
件も潤沢にあり、中期経営計画で掲げる2020年度に連結
売上高4,600億円、連結営業利益330億円という目標の達
成も視野に入ってきました。
しかし、取り組まなければならない課題も数多くあるのも
確かです。「建設工事請負事業の維持・拡大」では、勢いの
ある受注の拡大に目が行きがちです。しかし、先にもふれた
ようにコスト低減や省人化など生産性の向上については改
善すべきことが数多くあります。受注が好調な時期だから

で共同研究を進めています。
最近、建設資材としての木材の可能性が再認識されてい

ます。将来的には鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物の3
～4％が木造に代替されるという調査研究もあり、3,000～
4,000億円の市場規模が見込まれます。住友林業では、木
造超高層建築の開発構想「W350計画」を進めています。
熊谷組が蓄積してきた高層建築や土木工事のノウハウを融
合させれば、新たに大きな市場を開拓できる可能性があり
ます。
住友林業との提携は、出資関係にまで踏み込んだ強力な

ものです。本提携による相乗効果の創出および両社の長期
的なパートナー関係の発展・強化により、本提携が企業価
値の向上に資するものと考えています。
一方、住友林業以外にも土木、建築、技術開発などの部門

で他社との事業化の検討を進めています。多様な領域にお
いてオープンな連携を進め、次代を担う新たな事業の創出
にチャレンジしていきます。

こそ、気を引き締めて営業利益水準を高めていくための施
策を推進していきます。また、2018年度の課題となった安
全についても「安全・品質・環境No.1」を目指して継続的
な取り組みを強化します。
「新たな事業の創出」と「他社との戦略的連携」において
は、迅速に事業化を進め着実に利益を生み出していく体制
づくりに力を注いでいきます。今回の中期経営計画、さらに
は2022年度に売上高5,000億円、営業利益500億円とい
う目標を掲げる中長期経営方針の達成のために、2019年度
は鍵を握る重要な時期であると考えています。

「他社との戦略的連携」では、どのような進展がありましたか？

住友林業との協業は、事業化の段階を迎えようとしています。
パートナーシップを深め、今後も国内外で様々な連携を進めていきます。

2019年度に向けた取り組みと課題についてお聞かせください。

2019年度は中期経営計画の目標達成に向けた重要な1年です。
引き続き 3つの戦略を推進し、営業利益水準を向上する施策に力を入れていきます。

社長インタビュー

「新たな事業の創出」における取り組みについてお聞かせください。

多様な分野でプロジェクトを推進中です。
次代の成長のために、事業化に向けて積極的にチャレンジしていきます。

「新たな事業の創出」に向けた取り組みには、大きく2つ
の方向性があります。自分たちが事業主体となって進める
ものと、開発した技術を商品化して販売するものです。前者
では、PPP/PFI/コンセッション事業などを推進しています。
PPP/PFI/コンセッション事業は、当社がこれまで蓄積して
きたノウハウや建設会社としての特色を生かせる分野であ
り、今後も積極的な展開を図っていきます。
さらに都市再生事業においても本支店の連携のもと受注

拡大に取り組んでいます。また、再生可能エネルギー事業や
中大規模木造建築事業では、住友林業との協業による事業
展開を本格化していきます。
後者の技術開発商品の販売では、グループ会社のガイ

アートをはじめ4社共同で開発した「コッター床版工法」の
事業化を進めています。「コッター床版工法」は、道路橋の
床版取り替え工事に用いる技術で、従来の工法に比べて作
業時間を半分程度に短縮することが可能です。わが国では、

高度成長期に建造した橋梁の老朽化が大きな社会課題と
なっており、今後、床版取り替え工事の大幅な需要拡大が見
込まれます。テクノスでは、鉄骨建方工事で用いられる治具
「エースアップ」のリース事業の海外展開を強化しています。
また、社会の変化に対応した技術開発と事業領域の拡大

のひとつとして、自立歩行支援器「フローラ・テンダー」を
開発しました。現在、在宅介護などの市場に向けてファテッ
クによる製品化を進めています。当社にとって未知の市場
をターゲットとした商品のため困難も伴いますが、ESGの視
点からも取り組むべき価値は高く、ぜひ事業化を実現した
いと考えています。
将来的に国内の建設市場の縮小が見込まれるなか、熊谷

組が持続的な成長をとげていくためには「新たな事業の創
出」が欠くことのできない戦略となります。建設工事請負事
業が好調な今こそ、次代に向けた取り組みにチャレンジしな
ければならないと考えています。
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冒頭でお話したとおり、日本の建設市場はここしばらく順
調に推移すると見込まれます。しかし、将来に目を向けると、
人口減少による市場の縮小、財政の制約による公共投資の
抑制に加え、建設技術者や技能労働者の減少がさらに加速
するなど、やがてドラスティックな変化が訪れることは間違
いないでしょう。AIやIoTをはじめとするテクノロジーの進
化など取り巻く環境も変わっていきます。
これからも熊谷組グループが持続的な成長を果たしてい

くためには、このような長期的な変化を的確に見据え、ESG
の視点に立った経営をいっそう強化していかなければなり
ません。
私は、ESGを意識した経営においてなによりも大切なも

のは、やはり「人財」であると考えています。近い将来訪れ
る転換期を乗り越え、そこから新しいビジネスチャンスを創
出していくために、その原動力となるのは優れた人材の確
保であり育成に他なりません。今後もますます女性活躍や
外国人採用などダイバーシティの推進にも力を入れていき
ます。
2018年10月から全国の支店や本社で社員との懇談会を

行っています。これは活力ある熊谷組を目指し、私自身が提
案して始まったものです。初年度は、「自分にとって理想の
会社（職場）とは？」というテーマのもと、数多くの社員と膝
を突き合わせて意見を交換しました。その際に、社員から「評

価制度を明確にしてほしい」、「残業減を評価する報酬制度
の検討をしてほしい」、「在宅勤務の制度化」などといった具
体的な要望がありました。このように、社員と未来への気持
ちをひとつにしながら、社会にとって存在感のある、熊谷組
ならではの理想の企業像を形づくっていきたいと考えてい
ます。

今回の中期経営計画では、3年間で600億円規模の成長
投資を計画しており、5年後の2022年に70億円の利益を
創出することを目標としています。また、計画最終年度とな
る2020年度の数値目標のひとつにROE12％を掲げ、すで
に手の届く水準まできています。30％を目指している配当
性向についても見込みどおり推移しています。
今後も成長投資、株主還元のバランスの最適化に努め、

株主・投資家の皆様のご理解を得ながら、これらの目標に

向かって着実な成長を果たしていきたいと考えています。
2018年度は、シンガポールと香港において熊谷組として

海外初となる機関投資家ミーティングを実施しました。私
自身、生の声で当社の特徴をお伝えできたこと、また、直接
多くのご意見をお伺いできたことはとても貴重な経験とな
りました。これからも機会があるごとに株主・投資家の皆
様とのコミュニケーションを図り、スピーディーに経営に活
かすように努めていきます。

資本政策など、株主・投資家へのメッセージをお聞かせください。

ROEおよび配当性向については見込みどおり推移しています。
成長投資、株主還元のバランスの最適化に努めていきます。

未来を見据えてどのような企業像を目指していくのでしょうか？

全社員と未来への気持ちをひとつにして、
熊谷組ならではの理想の企業像を形づくっていきたいと考えています。

社長インタビュー

社長懇談会の様子

熊谷組グループでは、2017年11月に定めた中長期経営
方針において「ESGの視点を取り入れた経営の強化」を掲
げ、現在推進する中期経営計画でも重要な戦略のひとつと
して「ESG課題への取り組み」を進めています。グローバル
な社会課題の顕在化は、企業を取り巻くステークホルダー
の行動や考え方に変化をもたらしています。企業が持続的
な成長を実現するためには、ステークホルダーの変化に対
応したリスク管理やビジネス機会創出への取り組みが重要
になります。
そこで熊谷組では2019年4月、「ESG取組方針」を策定

しました。この方針は、あらためてESGに対する全社のベク
トルをひとつにし、その姿勢や取り組みを社会に明確に伝え
ていこうというものです。「環境（Environment）」「社会
（Social）」「企業統治（Governance）」の３つの視点から
5つの重要課題（マテリアリティ）を設け、それぞれに個別
課題を掲げています。これらの課題は、中長期経営方針や
中期経営計画での検討をベースに明確化したものです。
たとえば「多様な人財が能力を発揮できる働きがいのあ

る職場の実現」の取り組みの一例として、私自身が委員長を
務める「働き方改革推進委員会」を設置し、６つのタスクに
取り組んでいます。また、個別課題である「人財の確保と育
成」などについては、それらをひとつ高い視点から統括する
ガバナンス体制の構築にまで広げて力を注いでいきたいと
考えています。
私はESGには熊谷組の創業の精神と同様の考え方が見

られ、120年の歴史の中でずっと実践してきたものだと考
えています。私たちが携わる建設事業は社会を支える仕事
であり、社会の持続的な成長が私たち熊谷組グループの未
来につながっています。今後は社会の持続的な成長に貢献
している熊谷組グループの姿勢や取り組みをステークホル
ダーに明確にお伝えしていきたいと考えています。
今回の「ESG取組方針」は、社員全員で目線を合わせて

ESGを推進していこうというものです。社員一人ひとりが
ESGとの関わりを意識し、誇りと生きがいを持って仕事に
向き合える環境づくりを進めていきます。

なぜ、新たに「ESG取組方針」を策定したのでしょうか？

ESGに対する全社のベクトルをひとつにし、
その姿勢や取り組みを社会に明確に伝えていくために「ESG取組方針」を策定しました。

ESG課題

視点 重要課題（マテリアリティ） 個別課題 関連するSDGs

環境
（Environment）

環境に配慮した事業の形成

気候変動リスクへの対応
ゼロエミッションの達成
生物多様性に配慮した取り組み
木造建築事業への取り組み
森林保全事業への取り組み
環境配慮型技術の開発
再生可能エネルギー事業への取り組み

社会
（Social）

多様な人財が能力を発揮できる
働きがいのある職場の実現

人財の確保と育成
技術の継承
ダイバーシティの推進
ワーク・ライフ・バランスの実現
働く人の健康増進・労働災害防止

持続可能なコミュニティーの実現
地域社会への貢献
自然災害への対処
社会課題解決に繋がる技術の開発

企業統治
（Governance）

コーポレートガバナンスの強化
取締役会の実効性向上
コンプライアンスの徹底
リスクマネジメントの強化

ステークホルダーとの関係強化
投資家との積極的対話
CSの向上
CSR調達の推進
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