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■ 社長インタビュー ■

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～」を策定しています。
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。

「成長スパイラルの実現」
を掲げ、
成長戦略を継続するとともに
社会から信頼される企業グループを目指します。

3つの戦略と数値目標

中長期経営方針
●
●

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

株式会社熊谷組

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

戦略 ①

実現のための3つの戦略

建設工事請負事業の
維持 ･ 拡大

戦略 ③

他社との戦略的連携

取締役社長

戦略 ②

新たな事業の創出

2022年度目標
本計画期間中に目指す4つの指標
連結売上高

4,600億円

ROE

連結営業利益

330億円
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配当性向

12 %
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連結売上高

連結営業利益

30%

500億円

600億円規模の成長投資
売上高
営業利益
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営業利益率
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営業利益率

4,830

4,362

3,891

継続的投資

2020
計画

2022
目標

本計画期間
※ 営業利益には投資利益・受取配当を含みます。
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■ 社長インタビュー ■

会社紹介

中期経営計画の2年目となる2019年度の成果および市場環境についてお聞かせください。

在、その方針に基づいた中期経営計画を推進しています。

つくる

支える

ガバナンス

財務情報

「成長スパイラルの実現 」という方針を掲げ、
これまでの成長戦略を揺らぐことなく継続していきます。
2020 年度は、中期経営計画の最終年度となります。これ

それは生産性についても同様であり、
「稼ぐ力」
は逞しくなっ

が、若干計画に遅れがあり、十分な利益に貢献するまでに

までの取り組みを成果として実らせ、さらにその先へと続

ているものの、現状に満足することなく、現場での技術開発

は至っていません。

く成長につなげていく 1年にしたいと考えています。その

や創意工夫、ICTツールの活用などによる効率化を推進し、

2019年度は、中期経営計画の2年目であり、その成否を握

2019年度における建設業を取り巻く環境は、住宅建設

意味を込めて、2020 年度の社長方針を「成長スパイラルの

生産性の向上とコスト競争力の強化に取り組んでいきます。

る「試金石」となる年度として、全社員が一丸となって挑戦

で弱い動きが続き、企業の建設投資も前年度の消費税増税

実現 」としました。新型コロナウイルスの影響により見通せ

また、当社が今後持続的な成長を果たしていくために欠

的かつ緊張感を持って事業に取り組みました。その結果、

前の駆け込み需要による反動減となりましたが、自然災害

ないことも多くありますが、私たちが目指すべきベクトル

かせない戦略となるのが「海外事業の拡大 」です。これまで

2019年度の売上高は、4期連続の増収を果たしました。し

に備えた防災・減災対策事業、社会インフラの老朽化対策

は揺らぐことはありません。

の台湾や香港に加え、ミャンマー、インドでも事業を展開し

かし、一部不採算工事の発生などにより営業利益は前期を

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

下回り、増収・営業減益という業績になりました。

整備事業などおおむね堅調な市場環境が続きました。新型

この中期経営計画では、
「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」
の3つを戦略の
柱としています。
「建設工事請負事業」については、4期連続

この2020年度も引き続き中期経営計画の柱となる3つ
の戦略を推進していきます。

ていますが、全体的に見ると市場の深耕や基盤の構築を進
めている段階といえます。これらの展開を強化するために、

コロナウイルス感染症の影響については、一部の工事で資

「建設工事請負事業の維持・拡大」
においては、利益を創造

2020 年 4 月、国際支店の機能、体制を拡充し国際本部とし

材納入の遅れなどが発生しましたが、2019年度の影響は

する力をいかに高めていくか、つまり、利益率の向上が一番

ました。1日でも早く利益に貢献できる事業体制の構築を

限定的でした。

の命題となります。事業の第一線における営業力について

目指します。

増収という結果に表れているように、
「稼ぐ力」である生産

今回の中期経営計画では、新生熊谷組グループとしての

は、土木・建築分野ともに着実に力をつけてきていると感じ

そして、事業の推進において何よりも優先して取り組む

力が着実に高まってきていると考えています。一方、
「新

「成長への挑戦」
をテーマに掲げています。2019年度は、減

ています。しかし、当社ならではのソリューション営業や技

べき命題が「安全 」です。
「安全・品質・環境No.1」を目指

たな事業の創出」
「他社との戦略的連携」については、住友

益という結果にはなりましたが、新たな成長に向けての歩

術営業の進化など、まだ取り組むべき課題は多くあります。

し、
2020 年度は活動の更なる強化を図っていきます。

林業との協業をはじめ多様なプロジェクトを進めています

みは着実に進んでいると感じています。

完成工事高および完成工事総利益
（率）（連結）
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将来的に国内の建設市場の縮小が見込まれるなか、
「新た

このほか、都市再生事業についても、東京・飯田橋地区で

な事業の創出」は、海外事業とともに今後きわめて重要とな

進めるまちづくりプロジェクトをはじめとして取り組みを

る戦略です。その取り組みをさらに推進するために、新事業

強化していきます。また、社会の変化に対応した技術開発と

開発本部を経営企画本部から独立させて体制を強化しまし

事業領域の拡大にも力を注いでいます。介護事業などの市

た。PPP/PFI/コンセッション事業などの新規事業、住友林

場に向けた自立歩行支援器「フローラ・テンダー」もそのひ

業をはじめ多様な企業との連携による新事業の創出に一層

とつであり、
2020年度中に販売開始の予定です。

力を注いでいきます。

営業利益率
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5

連結影響
熊谷組単体

245

持続的な成長を支える新しい柱として
新規事業の創出に積極的にチャレンジしていきます。
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「新たな事業の創出」と「他社との戦略的連携 」についてお聞かせください。

利益率
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高める

2020年度はどのような取り組みを進めていくのでしょうか？

4期連続増収を達成しましたが、営業収益は減益となりました。
建設業を取り巻く環境は大きく変わりましたが、
新たな成長への歩みは着実に進んでいると考えています。
熊谷組グループは、2017年に中長期経営方針を定め、現

成長戦略

0

中期経営計画における 3つ目の柱である「他社との戦略

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

的連携 」についても、当社にはない知見や技術を持つ国内外

科会を設けて推進しています。なかでも「木化・緑化関連建

の多様な企業との連携を進めており、早い時期に事業化へ

設事業 」についてはいち早く事業化したいと考えており、
「中

と結びつけていきたいと考えています。

大規模木造建築 」という、これまでにない新しい市場の創出

かつて熊谷組というと、映画にもなった黒部ダムの工事

を目指しています。また、バイオマス発電や風力発電など再

などトンネル工事の実績が多く、
現在も
「トンネルの熊谷組」

生可能エネルギー分野においても事業化を進めています。

というイメージを抱く人が多いようです。それはとてもあ

2020年1月、住友林業と共同でシンガポールに合弁会社

りがたいことではありますが、
「トンネルの熊谷組 」と並ぶ

SFKG Property Asia Pte. Ltd.を設立し、すでにインド

「○○の熊谷組 」といわれるような新しいブランドを確立し

ネシア・ジャカルタでのプロジェクトに参加しています。

ていきたいと考えています。売上高の約 7割を占める建築

今後は共同でアジア地域での不動産開発にも取り組んで

分野での深耕や新事業の創造によって、熊谷組の次代を担

いきます。

う、より強固な事業構造の構築を図っていきます。

熊谷組グループ コーポレートレポート2020

17

■ 社長インタビュー ■

会社紹介

成長戦略

高める

つくる

支える

ESGをどのように経営や事業に組み込んでいくのでしょうか？

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。

ESGの視点を取り込んだ経営にさらに力を注ぎ、
社会のニーズに的確に応えていきます。

ROEおよび配当性向については順調に推移しています。
2020年度においても引き続き安定的な配当を見込んでいます。

ガバナンス

財務情報

SDGsに象徴されるように、グローバルな社会課題の顕

視点を取り入れた経営の強化」を掲げ、2019年4月に「ESG

中期経営計画では、3年間で 600 億円の成長投資を計画

今後も成長投資、株主還元のバランスの最適化に努め、株

在化は、企業を取り巻くステークホルダーの考え方や行動

取組方針」
を策定しました。この方針は、あらためてESGに

しており、5年後の 2022年に 70 億円の利益を創出するこ

主・投資家の皆様のご理解を得ながら、着実な成長を果た
していきたいと考えています。

に変化を及ぼします。私はいま、その変化をあらためて強

対する全社のベクトルをひとつにして、その姿勢や取り組

とを目標としています。2020 年度においても投資案件を

く感じています。2020年になって世界が直面することに

みを社会に明確に伝えていこうというものです。E（環境）
、

慎重に吟味しつつ、引き続き積極的な成長投資を行ってい

当社のESG取組方針では、
「ステークホルダーとの関係

なった新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちがかつて

S（社会）
、
G（企業統治）
の3つの視点から5つの重要課題
（マ

きます。また、2020 年度の数値目標のひとつにROE12％

強化 」を重要課題のひとつに掲げています。今後は、機関投

経験をしたことのない事態であり、それはまた、企業と社

テリアリティ）
を設けています。

を掲げており、
すでに達成できる水準まできています。30％

資家ミーティングを国内ばかりでなく海外でも積極的に実

を目指している配当性向も計画どおり推移し、新型コロナ

施していきます。さらに、幅広い株主の皆様と直接対話でき

会、ステークホルダーとの関係に新たな変化をもたらすは

方針の策定から1年が経過し、さらに2020年度からは、

ずです。企業が持続的な成長を果たしていくためには、こ

推進する重点施策が、ESG取組方針のどの重要課題に関連

ウイルスの影響が懸念される 2020 年度においてもこれま

る機会を増やし、皆様の貴重な声をスピーディーに経営に

のような変化に対応したリスク管理やビジネス機会創出へ

するのかを明確化し、意識の浸透と取り組みの徹底を図っ

でと同様の安定的な配当を見込んでいます。

活かすように努めていきます。

の取り組みが重要になります。

ています。

熊谷組グループでは、中長期経営方針において「ESGの

ESG取組方針について、特に着目しているような取り組みはありますか？

新型コロナウイルスの影響が懸念されるいま、どのような企業像を目指していくのでしょうか？

特に配慮したいのは、働き方改革や社員の健康管理です。
それらの取り組みが評価され、
「なでしこ銘柄」
に選ばれました。

熊谷組のDNAである
「誠実さ」
と
「挑戦心」
を社員たちと共有し、
時代のうねりを乗り越え、持続的な成長を目指します。

ますが、全国の支店や本社での懇談会など、社長である私

新 型コロナウイルスによる緊 急 事 態 の 最 中となった

んできた気候変動リスクへの対応に加えて、木造建築事業

自身と社員が膝をつき合わせて直接語り合えるようなコ

2020 年 5月初旬、当社は特定警戒都道府県内で約 6割の

という精神はこれからも変わることはありません。この気

や再生可能エネルギー事業まで幅広い取り組みを進めてい

ミュニケーションの場づくりにも取り組んでいきます。社

工事を中断しました。それは私たちにとって苦渋の決断で

持ちをいま一度社員たちと共有し、時代のうねりを乗り越

ます。これらのプロジェクトの多くでは、環境分野において

員と一緒に考えながら、社会にとって存在感のある企業像

した。中断は工期の遅れにつながる可能性があり、お客様

え、ステークホルダーの皆様とともに持続的な成長を果た

先進的な知見を持つ住友林業との協業が大きな推進力と

を描いていきたいと思っています。

に迷惑をおかけするばかりでなく社会にとっても影響が及

していく企業グループを目指していきます。

最後になりましたが、G（企業統治 ）も当社がグローバル

びます。また、協力会社をはじめ工事に関わる数多くの人た

S（社会 ）については、新型コロナウイルスの感染拡大と

な社会で信頼を高めていくためにきわめて重要となる命

ちやその家族の生活にも少なからず影響します。このよう

いう世界的な緊急事態を経て、今後ますます対応の必要性

題です。2015年に社外取締役が加わったことや各取締役

な事態に直面して、私たちが取り組む事業の社会的な責任

が高まっていく領域であると考えています。なかでも建設

や各監査役によるアンケート方式の実効性評価を行うこと

の重さをあらためて実感しました。

業は、労働環境において未だに改善すべき課題の多い業界

で、取締役会の議論も活性化し、その実効性は確実に向上

熊谷組は 2018 年に創業 120 周年を迎えました。1898

といえます。働き方改革や社員の健康管理などに一層力を

していると感じています。今後は社外取締役が 1/3 以上に

年の創業当時、創業者 熊谷三太郎が語った「いつか世の中

注いでいきます。

なるよう検討するなど、継続してコーポレートガバナンス

のお為になるような仕事をさせていただきたい 」
「難所難

の強化を図っていきます。

物（困難な工事 ）があれば、私にやらせてください 」という

なっています。

当社では、ダイバーシティ推進のひとつとして女性社員
の活躍を支える環境づくりを進めています。この取り組み

また、早急に改善しなければならない課題としてはグ

“言葉 ”と“想い”は、当社のDNAとして現在も受け継がれ

が評価され、2020 年 3月、経済産業省・東京証券取引所が

ループ会社のガバナンスがあげられます。自主性を尊重し

ています。この 2つの言葉は、言い換えるなら「誠実さ」で

選定する「なでしこ銘柄 」に選ばれました。このような成果

ながらも、ガバナンスとの両立が図れるグループガバナン

あり「挑戦心 」であると私は思っています。

を、社外はもちろん、社内へも積極的に伝え、ESGを意識し

ス体制を再構築したいと考えています。熊谷組グループの

ポストコロナともいわれるこれからの時代、世界がどの

た企業風土を醸成しています。

各社が熊谷組と同じ目線で成長を目指せるグループ経営に

ように変化していくのかを予測することは容易なことでは

努めていきます。

ないでしょう。しかし、社会において私たち熊谷組グループ

新型コロナウイルスの影響もあってしばらく中断してい

18

が担うべき使命、そして、それを支える「誠実さ」
「挑戦心
、
」

ESG取組方針のE（環境 ）においては、これまでも取り組
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■ 役員対談 ■

会社紹介

パートナーシップで描く成長戦略、
熊谷組が切り開く新たな領域

成長戦略

高める

つくる

支える

ガバナンス

財務情報

都市の風景を変えていく、中大規模木造建築事業
櫻野 プロジェクトの中でも早く事業化したいのは、やはり
中大規模木造建築事業でしょうか。
佐藤 おっしゃるとおりで、私も中大規模木造建築は両社の

中に森をつくるのと同じような効果が期待されるの
です。
このような環境への負荷を減らす木造建築が大きな

協業の「一丁目一番地」だと思っています。とても大

市場を創出する時代が近い将来必ず来るはずです。

きな可能性を秘めた事業です。

実際、ESG投資に注目する欧米の機関投資家も木造

というのも、中大規模木造建築事業には、単に自然素

建築を高く評価しています。その未来の市場を、ぜひ

材である木を活かすということだけではなく、SDGs

熊谷組と一緒に切り拓いてみたいのです。

にもつながる大きな意義があるからです。つまり、サ

櫻野 私もまさに同じ気持ちです。木造建築は将来、新たに

ステナブルな視点に立って建築という事業を組み立

3,000 ～ 4,000億円の市場規模が見込まれるという

て直していこうという発想です。

調査結果もありますね。熊谷組としても次の時代の柱

最近、建築の分野では、資材の製造から運搬、建設、

としてぜひ実現したい事業です。新しい市場の開拓に

解体までの一連のサイクルの中で排出されるCO2を

向けて、両社共同でプライベートブランドを創り、営

削減し、環境への負荷を減らそうという考え方が注

業を展開していこうという戦略も進行中です。

目されています。その視点で考えると、木造建築は

佐藤 耐火や遮音性能といった共同研究も進み、すでに中層

とても優れているのですね。木はその成長過程で大

の木造建築については要素技術が揃いつつあります。

固定しているので、
いわば、
都市の
気中のCO2を吸収、

その先の高層、さらには超高層の木造建築についても
研究開発に取り組んでいます。

取締役社長

櫻野 泰則

監査役（住友林業株式会社

代表取締役・執行役員副社長 ）

佐藤 建

櫻野 住友林業では「W350計画」という構想が進んでいま
すね。創業350周年にあたる2041年を目標に高さ

熊谷組と住友林業は2017年11月に業務・資本提携を結び、新しい事業の創出を目指して、幅広い分野で協業プロジェクトを

350mの超高層の木造建築物を建てようというもの

進めています。住友林業の代表取締役・執行役員副社長であり、当社の監査役を務める佐藤建氏と、社長の櫻野泰則が協業の

です。そうした高層や超高層の木造建築が出現すれ

意義や成果、そして将来について語り合いました。

ば、都市の風景も大きく変わっていくはず。ぜひ両社
の協業でその姿を実現したいと考えています。

協業のもと幅広い分野でプロジェクトを推進

アジアをはじめ海外でも共同プロジェクトを展開

櫻野 熊谷組と住友林業が協業をスタートさせてから早いも

ランを提案し受注につながった案件があります。協業

ので約2年半が経ちます。これまで5つの分野で8つ

の効果はすでにさまざまなところで表れていますね。

櫻野 協業のもうひとつの大きな柱となるのが海外事業です。

住友林業では、街を森に変えていく環境木化都市の実

の分科会を立ち上げ、両社の社員が一緒になってプロ

佐藤 このほか、再生可能エネルギー分野では、バイオマス

佐藤 2020年1月には合弁会社をシンガポールに立ち上げ、

現を目指しています。そんな夢を日本ばかりでなく、

ジェクトを進めてきました。現在の成果について、佐

発電の共同事業に向けて計画を進めています。風力

インドネシアでの不動産投資事業をスタートしまし

世界でも熊谷組と一緒にぜひ実現してみたいですね。

藤さんは率直にどのように感じていますか？

発電についてもプロジェクトを進め、将来的には洋上

た。今後はビジネスをアジア地域へと拡大し、不動

実は中大規模木造建築は、法規制などの関係もあっ

佐藤 事業として具現化されているものはまだ多くはありま

風力発電などにもチャレンジしたいと考えています。

産開発や都市開発といった大規模なプロジェクトに

て、日本より海外の方が進めやすいという現状もあり

せんが、事業シーズとしては有望な芽がたくさん育っ

櫻野 ユニークなプロジェクトとしては、熊谷組が蓄積して

もチャレンジしていきたいですね。

ます。

きた無人化施工技術などを応用した林業機械システ

櫻野 ええ、もちろんです。将来の成長を考えるなら、海外

櫻野 こちらこそぜひお願いしたいと思っています。これか

ムの開発があげられます。そこから派生して宇宙航

事業の拡大も熊谷組にとって欠かすことのできない戦

らも住友林業とのパートナーシップを深め、新しい事

空研究開発機構
（JAXA）
との共同研究が進められ、将

略です。

業の創出に挑み、持続的な成長を目指していきます。

来的には月面での構造物や資材運搬、設置などへの

いま都市開発の話が出ましたが、熊谷組では、新規事

するビジネスです。また熊谷組・住友林業が共同で全

応用を目指しています。

業のひとつとして、飯田橋まちづくりプロジェクトをは

国の63自治体から提供を受けた木材を使って建設し

住友林業は、木や森に関わってこられ、非常に長い歴

じめ都市再生事業に取り組んでいます。この事業もま

た施設を使用後に解体し、その木材を自治体に返却す

史をお持ちです。その歴史の中で蓄積されたノウハウ

た、住友林業の木化・緑化のノウハウが期待される領

るというサステナブルなコンセプトの事業にも取り組

ばかりでなく、先進的にサステナブルな取り組みをさ

域です。

みました。

れています。熊谷組にとっては学ぶべきことも多く、そ

てきており、確かな手応えを感じています。
櫻野 いち早く成果につながっているのは緑化関連の事業、
いわゆる環境不動産の分野ではないかと思います。
佐藤 そうですね。建築設計と緑化計画を一体化して提案

櫻野 当社が営業活動を進めていた医療施設の企画提案段

れが熊谷組においても新たな取り組みのきっかけにな

階で、住友林業のグループ会社と連携し木を使ったプ

る等、とても良好な関係を築けていると感じています。

佐藤 木化・緑化に関わる建設事業を進めていけば、当然、都
市再生といった大規模な開発につながっていきます。
詳しくは WEB
https://www.kumagaigumi.co.jp/ir/management/strategy/index.html
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■ 熊谷組グループの ESG 戦略 ■

会社紹介

成長戦略

高める

つくる

支える

ガバナンス

財務情報

取り組み事例
熊谷組が長年にわたって携わってきた建設業は社会の基盤を支える仕事であり、こうした本業を通じて社会に貢献していく姿
こそが当社が目指す企業像です。国連で採択された持続可能な開発目標（ SDGs ）は 2030 年に向けた世界的な優先課題や
あるべき姿を示しており、当社も事業活動を通じて貢献することができると考えています。このような考えのもと、熊谷組は
熊谷組グループビジョンに基づき、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献し、持続的成長による企業価値向上を目指して
いくため「 ESG 取組方針 」を策定しました。

●

CDP 評価について

CDP は、世界の主要企業の温室効果ガス排出量や気候変動への取り組みなど
環境分野に関する情報について質問書を用いて収集・分析・評価し、企業の取
り組み情報を共通尺度で公開しています。その評価結果は ESG 投資、ひいては
企業株価にも影響を与えます。当社は気候変動分野の 2019 年度 CDP 質問書
に対して回答した結果、評価は A、A-、B、B-、C、C-、D、D- の 8 段階スコアのうち
の「 B 」評価を受けました。温室効果ガス排出量の取り組み状況や低カーボン製

ESG取組方針

品の開発状況の評価が高い一方、スコープ 1,2 および 3に関してのグループ全

１. 当社は、環境（Environment）
・社会（Social）・企業統治（Governance）の視点から解決すべき重要課題（マテリ
アリティ）
を特定し、持続可能な事業活動を追求していく。

２. 当社は、グループが保有する技術・経験・ノウハウを活用して新たな価値を創造し、SDGsに代表される社会課題の
解決に貢献する事業活動を展開していく。

３. 当社は、事業活動を通じてステークホルダーとのコミュニケーションによる信頼関係の構築に努め、企業価値の
向上を目指していく。

環境に配慮した事業の形成

第三者検証について

非財務情報に対する開示情報の透明性・信頼性を高めるため、当社が報告して
いる温室効果ガス排出量について、
2020 年 3 月にソコテック・サーティフィケー
ション・ジャパン株式会社より第三者検証による保証を受けています。今後も継

個別課題

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

個別課題に関する 2019 年度の実績

気候変動リスクへの対応

CO2 排出原単位

ゼロエミッションの達成

混合廃棄物排出原単位

生物多様性に配慮した取り組み

施工中の重大な環境事故

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 ）

S

●

続して環境報告の客観性および品質の向上に努めていきます。

重要課題（マテリアリティ）

E

体の算定範囲設定や第三者認証による開示データの信頼性向上についてなど改
善の余地があることが分かりました。

掲載ページ

土木 40.1t-CO2/ 億円 ／ 建築 7.2t-CO2/ 億円
土木 0.65t/ 億円 ／ 建築 9.1kg/m

CLT（木材構造パネル ）床と壁の 2時間耐火構造の大臣認定を取得

藻類バイオマス生産技術の開発

-

33

人財の確保と育成

新卒採用 ／ 中途採用

118 名 ／ 24 名

35

技術の継承

新入社員研修 ／ 若手フォローアップ研修

188時間/ 名 ／ 36時間/ 名

34

ダイバーシティの推進
ワーク・ライフ・バランスの実現

地域社会への貢献

自然災害への対処

22

取締役会の実効性向上

「なでしこ銘柄 」に初選出

-

35

99%

48

100%

48

安全 ／ 度数率

0.44

39

安全 ／ 強度率

0.02

39

-

49

108 件

52

1件

52

-

28

2018 年度までの時間外労働は月 100時間未満にする
2018 年度までの年次有給休暇 5日以上取得する社員の割合

海外での社会貢献活動（KUMAGAI STAR PROJECT 学校建設 ）
災害関連工事

土木 11件 ／ 建築 28 件

耐震補強工事

土木 10 件 ／ 建築 10 件

生産性向上技術の現場適用件数

土木系 3 件 ／ 建築系 3 件

37-38

6件

31-33

社会的課題解決につながる技術研究の件数
「内部統制システム構築の基本方針 」に基づく社内規程・経営会議体の見直し

-

56

コンプライアンスの徹底

法遵守強化月間（10月）
「法令遵守に関する誓約書
、
」の提出、コンプライアンス研修の実施

-

58

リスクマネジメントの強化

税務方針の制定、
BCP、健康経営、人権尊重

-

49,59

投資家との積極的対話

ステークホルダーとの関係強化

32

環境配慮型技術の開発

社会課題解決に繋がる技術の開発

（企業統治 ）

-

29

再開発事業への業務代行者としての参画

G

42

1件

社会貢献活動（スマイルプロジェクト）報告件数

コーポレートガバナンスの強化

0件

再生可能エネルギー事業の開始

「健康経営優良法人〜ホワイト 500 〜」認定 4 年連続

持続可能なコミュニティーの実現

43

再生可能エネルギー事業への取り組み

働く人の健康増進・労働災害防止

（社会 ）

42-43

2

スモールミーティング

4回

個別ミーティング・電話会議

74回

CS の向上

24時間対応の相談窓口（即日一次対応 100％）
、お客様の声アンケート、
CSヒアリング

CSR 調達の推進

グリーン購入比率

-

土木 14.7% ／ 建築 12.8%

50
47
42-43
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■ 事業報告 ■

会社紹介

土木事業

成長戦略

高める

つくる

支える

ガバナンス

財務情報

新型コロナ禍と自然災害の猛威のなか、直面する災害復旧や
インフラの更新、整備等「土木」が果たすべき使命を担ってまいります。
働きやすい環境で社員が「ものづくり」の幸せを実感し、
世の中のお役に立てる存在となることを目指します。

事例

1,222億円

国内売上高
（億円）

76億円

国内営業利益
（億円）

1,222

1,116

1,068

86
58

取締役 執行役員副社長
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

76

2017年度

2019年度

2018年度

事業リスク

生産性

●

2017年度

2018年度

2019年度

事業機会

建設投資の変動
建設資機材、労務費の市場変動

●
●

工事別の専任技術者の確保と技術の伝承
担い手不足の顕在化と建設技能労働者の構造的な減少
● 改正労働基準法の建設業への適用

●

●

●

生態系保全への規制
● リサイクル関連規制
● 激甚化する自然災害

戦略
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

PPP ／PFI ／コンセッション事業／ MOM 事業／DB、
ECI
インフラ大規模更新／コッター床版事業の拡大

ＤＸ
（デジタル・トランスフォーメーション）
、ロボテｨクス
ICT、
AI関連等次世代型新技術の開発・普及
● 柔軟な働き方の推進
（担い手の確保 ）

●

再生可能エネルギー、森林保全、スマートシティ、廃棄物処理
関連の事業拡大
● 防災対応、
無人化施工技術による災害復旧

●

環境

●

2019年度の取り組み
大規模工事の
受注拡大
自然災害への対処

●

●

PPP/PFI事業

●

再生可能
エネルギー事業

●

インフラ大規模更新

●

住友林業との連携

●

提案力を活かした調査設計を含む
難工事の受注
自然災害への対応による社会への貢献
最終処分場整備運営事業の技術提案
水力発電コンセッションへの挑戦

太陽光、風力、地熱、対応強化
再生エネルギー事業領域の拡大
● EPC、
出資者としての参画

●

●
●

●
●

●

●
●

高速道路の大規模更新事業での
コッター床版の実用化、普及
土木分野における木材利用の拡大

国内市場は概ね良好な受注環境で推移しましたが、コロ
ナウイルス感染症拡大の影響で投資抑制の兆候も見られま
した。
そのなかで、受注は2019年度期首の豊富な手持ち工事を
考慮しながら選別受注を推進した結果、前年度比減の924
億円でしたが、大切畑ダム
（熊本県 ）
、信濃川左岸小千谷シー

めました。複雑な地形に加え過酷な環境下にある月面での
作業では、無人化・自動化による架線集材システムの利点

システムを研究開発しています。

を活かすことができ、特に地球上と異なり熱交換が困難な

回研究提案募集で採択され、
（株 ）熊谷組、住友林業（株 ）
、光

材システムを活用することで、繰り返し行われる運搬作業を
安定して実施することができます。

洋機械産業（株 ）
（株
、 ）加藤製作所は、国立研究開発法人宇

さらに架線集材で使用する搬器は掘削機能を持たせるこ

宙航空研究開発機構（ JAXA ）と 2018年 12月から 2020

ともできるため、材料採取と同時に貯蔵し、運搬することで、

年 5月の期間で共同研究を行いました。

月面での土木作業の効率化の実現が可能になります。

林業分野では、架線集材の作業者の高齢化や後継者不

今後、現地実証実験の試験結果の分析、集材システムの

足、既存の架線集材での生産性向上の限界が課題となって

自動化に向けた課題抽出を行い、
自動化に向けた次のステッ

います。

プに展開していく予定です。

架線集材で使用されるウインチの動力はエンジンによる
手動運転でしたが、これに無人化施工技術を取り入れ、動力
の電動化による遠隔操作と自動運転の実現を目指しました。
この研究はこれらの技術を月面で活用することを目的に進

今後の取り組み

●
●
●

デジタルデータの集積・分析・共有化、技術の伝承と開発
業務の効率化、労働災害の撲滅
無人化施工機械や高機能操作室のオペレーターの育成
KUMA-DECSの災害時情報伝達訓練の継続
多様なPPP/PFI方式（コンセッション、包括的民間委託等 ）
への取り組み
水力リパワリング案件の取り組み強化
バイオマス発電・洋上風力・地熱発電など
フロンティア分野に対する情報収集と参画
床板取替工事における設計・施工技術の蓄積・人材育成
電力再開発事業への参画
林業への土木技術の応用

〈 2019 年度の振り返り 〉

月面での架線集材イメージ

見学会の様子

〈 今後の取り組みについて 〉
建設市場の長期的な変動に対応するため、継続してPPP/

施中の工事の動画やCIM、3次元データ等情報を拡大してリ

PFI、コンセッション、ECI、DBといった事業の計画領域や、

アルタイムにクラウド上に収集し、共有、分析を進めて、日々

するため、CIM、IoT、無人化施工技術等の ICTツールの活

高速道路の大規模更新に代表される維持・補修・更新領域

の業務に活用していきます。

用を進めました。トンネル、シールド、ダムの主要 3工種では

へ熊谷組の事業領域を拡げてきましたが、今後も更に加速し

現場へ AIを導入しています。

ていきます。また、海外土木、再生可能エネルギー事業にも

達しました。売上が1,200億円を超えるのは17年ぶりです。
売上が高水準で推移するなか、魅力ある就労環境を推進

開発を進めてきたコッター床版工法は、灰作橋（福島県広

引き続き注力していきます。

2018年、被災地からの応援要請に迅速に対応するため、
熊栄協力会の主要土木会社 17 社と共に災害復旧チーム
「 KUMA-DECS 」を立ち上げました。継続して出動訓練と

ルド（北陸農政局 ）
、淀川左岸護岸線開削トンネル（大阪市 ）

野町 ）ではじめて施工、供用しました。東北自動車道十和田

2019年度、
「 DX 元年 」を宣言し、技術の伝承や開発、業務

無人化施工機械のオペレーターの育成を実施してきました

等、工事経験の少ない分野で受注を積み上げました。今後

管内高速道路リニューアル工事
（NEXCO 東日本 ）
では、
コッ

の効率化に向けて、様々な工事情報のデジタル化とその蓄積

が、無人化施工の技術開発と合わせて今後も研鑽を積んで

の入札参加機会の拡大に繋げていきます。

ター床版の作製を完了しており、いよいよ今年度から施工を

に着手しました。現在、過去の全ての工事記録をクラウド上

いきます。

始めます。

に集積し、共有化が可能な段階まで到達しました。今後は、実

売上は順調に推移し、前年度比106億円増の1,222億円に

24

林業分野で発達した架線集材システムの無人化を進め
ることによる月面での構造物や資材の運搬、設置等の運搬

月面では、動力源が固定され吊り荷の移動が容易な架線集

事業環境
設備投資

林業機械システムの月面での運用

この研究は「 JAXA 宇宙探査イノベーションハブ 」の第 4

嘉藤 好彦

●

林業機械システムの自動化による省力化開発の取り組み
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■ 事業報告 ■

会社紹介

建築事業

●

お客様の課題を解決する「ソリューション型営業」を強化し、お客様との

●

本社・支店・作業所が一体となり、
「安全・品質・環境 NO.1」
を目指し、

成長戦略

高める

つくる

支える

ガバナンス

財務情報

信頼関係を築きます。
お客様にご安心いただける建設サービスを提供してまいります。
●

柔軟な発想力で成長機会を見出し、迅速な行動力で実現してまいります。

「生活基盤インフラ」である焼却場プラントへの取り組み

事例

国内売上高

2,295億円

（億円）

1,868

131億円

国内営業利益
（億円）

2,295

1,950

131

129

124

市民生活に欠かすことの出来ない焼却場プラントは全国

インフラ整備だけではなく、焼却時に発生するエネルギー

に 1,000 件以上あり、多くの施設で老朽化が進み更新時期

を利用する発電機を備え、電力会社への売電による自治体

を迎えています。このような「生活基盤インフラ」である焼

収入源の確保が実現されています。再生可能エネルギーの

却場の建替という分野で、焼却炉築造プラントメーカーと

中でも、いわゆる「ごみ発電 」は太陽光発電や風力発電と比

協力し、各地域での貢献を目指しています。

較して年間を通じて安定した電力を供給できることから、そ

取締役 執行役員副社長
建築事業本部長

の果たすべき役割が期待されています。電力供給以外にも、

小川 嘉明

2017年度

2019年度

2018年度

2017年度

2018年度

2019年度

焼却後に残った焼却灰を有効活用するため、セメント・コン

リューション技術と、プラントメーカーの周辺環境に配慮し

クリート製造企業によるコンクリート二次製品他、建設資材

たデザイン、焼却炉の安定稼働を実現する最新技術で地域

への転用も既に多くのエリアで実施されています。

住民に求められる施設をご提供できるよう貢献したいと考

事業環境
事業リスク

事業機会

新型コロナウイルス感染症

インバウンドの減少に伴う宿泊市場等の減少

テレワーク増加に伴う通信インフラ投資等の増加

経済のデフレ傾向

民間建設投資意欲の減退

建設コストの低減

少子高齢化

労働人口の減少による技能労働者の不足

学校再編に向けた投資の増加

大雨・台風・地震の自然災害増加

工事中断による工程遅延 ／ 災害復旧コストの発生

災害に強いBCP対応の建物への需要

戦略

耐久性を確保しながらコスト低減を図る熊谷組の建築ソ

2019年度の取り組み

今後の取り組み

●

大型物流施設での営業強化

●

大型物流施設のコスト競争力の強化

●

宿泊施設分野の実績づくり

●

ラグジュアリークラスの宿泊施設への取り組み強化

●

医療福祉分野への継続営業

●

官民の病院建替需要へ向けた取り組み強化

●

安全・品質・環境NO.1企業への継続的挑戦

●

ICT 技術、施工 BIM 活動による生産性向上

●

中大規模木造建築市場での事業領域拡大

●

木質オフィスビルの取り組み強化

●

都市再生事業の推進

●

都市再開発事業への参画推進

●

住友林業との連携強化

●

住友林業とのシナジー創出・実現

●

プラントメーカーとの連携

●

焼却場施設での連携促進

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

〈 2019 年度の振り返り 〉
受注高は2019年10月の消費税増税の影響で、2018年度
末に前倒し発注される案件が相当数あり、前年度対比では
減少しました。ただし、受注の内訳としては、小売り業のE
コマース化等により需要が増加しつつある大型物流施設、

熊谷組は環境省・全国自治体・ごみ焼却炉を製造・建設
する各プラントメーカーと一体となって、焼却場建設にかか

えています。
焼却場建設プロジェクトでは、ごみを燃やすためだけの

わっています。

主な取り組み実績

鳥取県東部広域行政管理組合
可燃物処理施設整備・運営事業
事

発

業

内

注

連続運転式ストーカ炉
容 （廃熱ボイラ付き ）
処理能力 240 t/日

者

建設・運営事業者

鳥取県東部広域行政管理組合
※ 鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・
八頭町による広域事務組合
JFEエンジニアリング株式会社
※ 熊谷組は土木・建築工事を担当

〈 今後の取り組みについて 〉
売上高に関しては、潤沢な手持工事に対して本社・支店・

新型コロナウイルスの発生により、建設投資に関しても

これらの分野は従前から取り組みを強化しており、当社

作業所が生産性を上げる取り組みを行い、ここ数年では

様々な影響が生じるものと考えております。新型コロナウ

の経験を活かしたサービスの提供により、社会貢献を果た

もっとも高い水準となりました。

イルス感染症が収束するまでの過程で変化する社会に対

しながら、受注・売上の維持拡大を目指します。

技術力が当社の企業価値の核であると考えており、設計・

し、当社は柔軟かつ迅速に対応し、お客様に安心していた

また住友林業と連携して取り組んでいる中大規模木造

都心部を中心としたオフィスビル、全国各地域での生産施

施工を手掛けた分譲マンション「ブランズ六番町 」
（東京

設など、民間市場での伸長の期待できる分野を中心に受注

都千代田区 ）は、2019 年度「グッドデザイン賞 」を受賞し

例えば、高齢化社会に伴う地域医療サービスの拡充によ

しており、今後の建築事業の維持拡大につながっていくも

ました。引き続き、技術力の研鑽と伝承に取り組んでまい

る医療福祉分野やごみ処理施設の更新、あるいは新型コロ

建築事業各分野の充実を図りながら、お客様に“しあわ

のになります。

ります。

ナウイルス感染症拡大を契機にEC 物流分野などの成長が

せ品質 ”を提供し、当社の企業価値の向上に努めてまいり

見込まれます。

ます。

これは“お客様の様々な課題に真摯にご提案させていただ

だける建設サービスをご提供し続けてまいります。

建築物においては、オフィス等での活用などビジネスチャン
スの拡大を目指していきます。

くソリューションの姿勢”が実を結んだものと考えています。
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■ 事業報告 ■

会社紹介

海外事業

開発事業

成長戦略

高める

つくる

支える

ガバナンス

財務情報

新事業
〈 2019 年度の振り返り 〉
将来の国内建設マーケット縮小への対応として、工事請

なども、2018年度に引き続きプロジェクトの立ち上げや応
札を行いました。

負業以外の収益基盤の多様化と収益変動を補完する安定的
な収益基盤を確保するため、投資を伴う事業に参画してい
ます。
PPP・PFI事業については、従来から公共調達の一手法と

中国銀行香港支店ビル

TAIPEI 101

〈 2019 年度の振り返り 〉

金沢駅武蔵南地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事完成予想図

〈 2019 年度の振り返り 〉

更に大規模な事業、独立採算型事業への取り組みを進めて

運営事業と再生可能エネルギー事業について、当社として

います。事業運営による収益確保を目的とするコンセッショ

も重点分野と位置付け、事業化に向け、継続して取り組みを

ン事業、インフラ運営事業および再生可能エネルギー事業

続けていきます。

事例

PFI 事業 ①：名古屋競馬場移転整備等事業

ンガポールに不動産投資を目的とした合弁会社を設立しま

街地再開発事業施設建築物等新築工事を受注し、2021年

本事業は、全国で初めて公営競技場にPFIを導入し

した。同社から投資を行い、住友林業と協業による初の海外

秋の完成を目指し施工中です。また、東京都新宿区および

た事業です。名古屋競馬場（名古屋市港区 ）の弥富ト

開発事業としてインドネシア・ジャカルタの中心地区におい

福島県いわき市における都市再開発事業の特定業務代行

レーニングセンター（弥富市 ）への移転に伴い、スタ

て総事業費約 160億円でコンドミニアムと商業の高層複合

者として当社が選定され、それぞれ権利者の皆様への対応

ンド棟の新築や馬場の改修等を行い、
15年間の維持

施設の開発事業に取り組むことになりました。

や事務局支援を行いながら再開発の実現に向け事業を推

管理・運営（一部）を実施するものです。

Operation Maintenance）事業は前年度受注の「テーツ

神社仏閣再生事業につきましては、京都市内の仏閣の再

ケン・トンネル」に加えて、
「東部海底トンネル」を再び受注

生事業について事業構築の段階から支援を行い、2020 年

し契約更新（6年間）
に至りました。

6 月竣工を迎えることができました。

また、米国に本部を置く著名な建築家等の国際 NPO団
体「高層ビル・都市居住評議会 」により、熊谷組が施工をし
た「中国銀行香港支店ビル 」
「 TAIPEI 101」の２件が、過
去 50 年間で世界に最も影響を与えた 50の高層ビルに選
出されました。

〈 今後の取り組みについて 〉
2020年 4月に従来までの国際支店を改組して国際本部
を設置し、併せてインドネシアに営業事務所を設立しました。
これは、中期経営計画に示した国際事業を継続的な会社の
収益基盤とするための諸施策を加速するためです。アジア

計等とともに事業に参画し、建設業務を担っており、

本事業は、豊田市内の北部給食センターと藤岡給食
センターの統合による新たな北部学校給食センター

業の 2 物件が、施工へ向けた大事な局面を迎えます。課題

の設計、建設および15年間の運営・維持管理を実施

を丁寧に解決しながら、事業推進に努めていきます。

するものです。当社は、株式会社グリーンハウスを代

特定業務代行者や事業協力者として事業参画をするため、

発 注 者

金シャチ名古屋競馬場
PFI 株式会社

実施設計

株式会社松田平田設計

施 工 者

株式会社熊谷組
（調教関係者住宅以外 ）
大和リース株式会社
（調教関係者住宅 ）

竣工予定

2022年（令和 4年）3月末

PFI 事業 ②：豊田市北部学校給食センター改築整備運営事業

現在特定業務代行者として参画している都市再開発事

新規の都市再開発事業につきましても、昨年に引き続き

愛知県競馬組合

2022年 4月に開業を予定しています。

事例

〈 今後の取り組みについて 〉

元発注者

当社は、大和リース株式会社、株式会社松田平田設

表企業として組成されたグループの一員として参画
し、主に建設業務を担っています。

元発注者

豊田市

発 注 者

株式会社豊田北部
スクールランチサービス

設 計 者

株式会社梓設計中部支社

施 工 者

熊谷・太啓建設工事
共同企業体

竣

2020年（令和 2年 ）1月

工

公募される案件について積極的にチャレンジし、更なる受
注拡大を目指します。
また、将来を見据え、公有地の有効活用などの作り込み
営業につきまして取り組み強化を行います。

事例

再生可能エネルギー事業：ミダック呉松太陽光発電所

本事業は当社第一号の再生可能エネルギー事業で

諸国でのODA 案件や日本企業の海外展開支援などの請負

これまで神社仏閣再生事業等で蓄積した様々なノウハ

す。FIT 期間 20年間にわたって太陽光発電所として

工事のみならず、住友林業との連携を含めた開発事業、官民

ウについては、継続的に宗教法人への営業を展開していく

の収益を得ます。出力 629.64kW の本事業は、埋め

連携の PPP 事業やインフラ維持運営管理などの MOM 事

とともに、
「不動産活用型再生事業 」と位置づけ、取り組み

立てが完了した産業廃棄物最終処分場の有効利用と

業など、幅広い展開を、グループ会社とも連携し強力に推進

を強化していきます。

して、当社が企画および施工を行い、
2020年 3月、運

します。
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ン事業、長期かつ安定的な収益確保が期待できるインフラ

都市再開発事業においては金沢駅武蔵南地区第一種市

進しています。

我が国の今後の成長戦略の柱の一つであるコンセッショ

してサービス購入型事業を中心に取り組んできましたが、

2019年度の新たな取り組みとして、住友林業と共同でシ

また、
香港における管理運営維持
（MOM: Management

〈 今後の取り組みについて 〉

転を開始しました。

所 在 地

静岡県浜松市西区呉松町

事 業 者

株式会社熊谷組

事業期間

2020年（令和 2年 ）
3月 13日から 20年間

発電規模

629.64kW
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