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後列左から
前列左から

4月
4月
4月
6月
4月

後列左から
前列左から

櫻野 泰則

嘉藤 好彦

小川 晋

代表取締役社長
執行役員社長

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

取締役
専務執行役員

当社入社
管理本部人事部長
執行役員
取締役
常務取締役
常務執行役員
経営管理本部長
2015年 4月 経営企画本部長
2017年 4月 専務取締役
専務執行役員
2018年 4月 代表取締役社長（現任）
執行役員社長（現任）
1981年
2010年
2011年
2012年
2014年

日髙 功二 ／ 小 川 晋 ／ 小 西 純 治
小川 嘉明 ／ 嘉 藤 好 彦 ／ 櫻 野 泰 則

1982年 4月 当社入社
2013年 4月 執行役員
東北支店副支店長
2014年 4月 常務執行役員
土木事業本部長（現任）
6月 常務取締役
2016年 5月 土木事業本部鉄道プロジェクト
推進本部長（現任）
2017年 4月 専務取締役
専務執行役員
2020年 4月 取締役（現任）
執行役員副社長（現任）

2010年 4月 株式会社三井住友銀行
公共・金融法人部長
2012年 4月 同行監査部上席考査役
6月 当社常任顧問
7月 常務執行役員
2013年 6月 常務取締役
2014年 4月 専務取締役
専務執行役員（現任）
2017年 4月 国際事業担当
営業担当
2020年 4月 取締役（現任）

小川 嘉明

日髙 功二

取締役
執行役員副社長
建築事業本部長

取締役
専務執行役員 管理本部長
綱紀担当 個人情報保護担当

1982年 4月 当社入社
2011年 4月 執行役員
関西支店建築事業部長
2012年 4月 関西支店副支店長
2013年 4月 常務執行役員
関西支店長
2017年 4月 専務執行役員
建築事業本部長（現任）
6月 専務取締役
2020年 4月 取締役（現任）
執行役員副社長（現任）

当社入社
管理本部副本部長
執行役員
管理本部長（現任）
綱紀担当（現任）
個人情報保護担当（現任）
2017年 4月 常務執行役員
2018年 6月 常務取締役
2020年 4月 取締役（現任）
専務執行役員（現任）
1981年
2012年
2013年
2015年
2016年

4月
4月
4月
4月
4月

湯本 壬喜枝
取締役 ※1

1971年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1981年 5月 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
1995年 1月 同社人材開発部長
1997年 1月 同社取締役
1999年 1月 同社執行役員
2006年 1月 リスカーレ・コンサルティング
代表
（現任）
（現任）
2016年 6月 当社取締役

吉田 栄
取締役 ※1

1981 年 4 月 大日本インキ化学工業株式会社
（現DIC株式会社）
入社
2009 年 4 月 DIC株式会社堺工場工場長
2010 年 4 月 同社千葉工場工場長
2015 年 1 月 同社執行役員生産統括本部長
2018 年 1 月 同社顧問
（現任）
2020 年 6 月 当社取締役

1981年
2007年
2010年
2014年
2017年

4月
4月
4月
4月
6月

鮎川 眞昭 ／ 佐藤 建 ／ 竹花 豊
湯本 壬喜枝 ／ 吉田 栄

小西 純治

佐藤 建

常勤監査役

監査役

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

1978年
2011年
2012年
2013年

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）
（現任）
6月 当社監査役

4月
4月
6月
4月
6月
2016年 4月
2018年 4月

鮎川 眞昭

竹花 豊
監査役 ※2

監査役 ※2

1969年 4月 監査法人中央会計事務所
（後の中央青山監査法人）
入所
1971年 2月 公認会計士登録
1983年 3月 中央青山監査法人代表社員
2000年 5月 中央青山監査法人理事
2009年 3月 東燃ゼネラル石油株式会社
（現JXTGエネルギー株式会社）
常勤監査役
（現任）
2014年 6月 当社監査役
2016年 3月 株式会社オークネット
社外取締役（監査等委員）
（現任）

1973年
2001年
2003年
2009年

4月
9月
6月
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
当社監査役
（現任）

※1 取締役 湯本壬喜枝および吉田栄は、
社外取締役です。
※2 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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社外役員の経歴はP54-55 役員紹介

取締役および執行役員の現金報酬は、役位に応じた報酬

また、取締役（社外取締役を除く）および執行役員に対し、

と業績への貢献実績に応じた報酬からなる固定報酬、業績

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

に連動し臨時に支払う賞与で構成されています（ただし、社

退任時にポイントの累計数によって株式を交付する、信託を

当社は、コーポレートガバナンスの実効性を高めるため、

外取締役は役位に応じた報酬のみ）
。報酬額は、株主総会が

用いた株式報酬制度を導入しています。

する企業集団を目指す」という経営理念の実現のために、

取締役会の実効性評価や指名・報酬諮問委員会の設置など、

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

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

様々な取り組みを行っています。詳細については、
「コーポ

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

重要な課題の一つと位置づけています。

レートガバナンスに関する報告書 」に掲載していますので、

の答申結果を踏まえながら、取締役会で決定しています。

基本的な考え方

コーポレートガバナンス・コードへの対応

当社は、
「建設を核とした事業活動を通して、社会に貢献

東京証券取引所または当社ホームページをご覧ください。

コーポレートガバナンス体制
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

内部統制の実効性向上
当社は内部統制の実効性を高めるため、
「内部統制シス

備・運用に取り組んでいます。
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備・運用について、熊谷組
グループ全体で取り組んでいます。

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。

選任

指名・報酬
諮問委員会

諮問
答申

選任

監査役
（会）

監査

監督

会計監査人

業務執行
経営会議

監査
指示

監査室

監査
（内部監査機能）

監査

指示

事業部門

取締役（社外取締役を除く ）
監査役（社外監査役を除く ）
社外役員

当社は、毎年１回、
アンケート方式により各取締役と各監査
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

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

報酬等の種類別の総額
賞与

株式報酬

169

151

－

17

21

21

－

－

2名

40

40

－

－

5名

6名

出席状況

氏名

独立
役員

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
17回 / 17回
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。

－

○

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
17回 / 17回
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。

－

○

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。

－

－

鮎 川 眞 昭

○

公認会計士としての実務実績があり、これまでの実績により培われた豊富な経験と専門知識
を活かし、客観的な立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断し、社外監査
役に選任しています。

16回 / 17回

13回 / 13回

竹 花

○

官公庁の要職や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、客観的な立場から当社の経営に対する適切な監査が期待でき
ると判断し、社外監査役に選任しています。

13回 / 13回

10回 / 10回

吉 田

栄

（2020年６月就任 ）

豊

選任理由

取締役会

監査役会

施しています。
2019 年度は、前年度の評価における改善課題を踏まえ、

政策保有株式
（1）政策保有株式の縮減に関する保有方針

（ 3 ）政策保有株式に係る議決権行使基準

当社は、持続的な企業価値向上のための取引・協業関係

当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、中長期

2019年度の評価では、取締役会の構成や運営・議題・支

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

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

援体制・前年度からの改善状況などの評価項目による自己

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

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

評価を実施し、外部の専門家によるレビュー結果を踏まえ、

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

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

その役割・責務を適切に果たしており、取締役会全体の実

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

した上で議決権を行使します。

効性が確保されていることを確認しました。また、１）付議

の見直しを実施します。

指示

数、割合や取締役会構成の多様性確保に関する検討、３）コ

管理部門

ンプライアンスやグループガバナンスの更なる強化などの

指導 法務コンプライアンス部
（牽制機能）

対象となる役員の員数

固定報酬

社外役員の選任理由／会議への出席状況
（2019年度実績）

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
行っています。また、
2018年度の評価からは、評価項目の設

（単位：百万円）

基準の見直しによる権限委譲の促進、２）社外取締役の人

執行役員

（取締役兼務含む）

詳しくはP60-61

見交換を実施するなど、議論の活性化に取り組みました。

選任

取締役
（会）

取締役会の実効性評価

提供の充実を図ったほか、取締役会の議事終了後に適宜意

株主総会

報酬等の総額

（2020年６月退任 ）

取締役会資料の早期提供、各種計画の進捗報告などの情報

コーポレートガバナンス体制図

役員区分

広 西 光 一

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。

水準を考慮し、監査役の協議により決定しています。

取締役および監査役の報酬等
（2019年度）

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、業務の適正を確保するための体制の整

監査役の報酬は、固定報酬のみとしており、取締役の報酬

検討課題を共有しました。

●
●

（ 2 ）政策保有株式の保有意義の検証結果

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

当社は、投資先企業との各種取引に基づく獲得利益等が

●

有利発行による第三者割当増資

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

●

敵対的買収防衛策の導入など

当社は、今後も取締役会の実効性を一層高めていくため

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

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

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

い業務執行監督に向けて継続的に取り組みます。

ついて保有の意義を確認しています。
詳しくは WEB
コーポレートガバナンス https://www.kumagaigumi.co.jp/company/governance.html
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リスクマネジメント
社内通報制度

テル）により、公正取引委員会より排除措置命および課徴金

BCPの実効性を維持・向上させるために専門委員会を常

熊谷組グループではコンプライアンス上の問題点の早

納付命令を受けました。熊谷組としましては、再発防止策

設し、PDCAサイクルに基づいたBCP活動の年度計画を策

熊谷組のコンプライアンス体制は、本社・支店各部署に

期把握、是正、防止等を目的としてホットラインを設置し

の徹底を図り、グループ全体として更なるコンプライアン

定しています。

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、

ています。通報は当社社員のほかにグループ会社社員、協

スの強化に取り組んでいきます。

監査室による監査機能を中心に成り立っています（下図）
。

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

コンプライアンス体制

また、経営から独立した法遵守監査委員会が社外の観点

ンス違反の根絶に努めています。

で定期的に評価を行い、不具合があれば経営に勧告すると

2019年9月1日には、通報者自身による自発的な通報制

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。

度の利用を促すため、社内リニエンシー（通報者の減免措

コンプライアンス体制図

支援機能

指示

管理本部ほか
全社的な法遵守体制の整備と
法務支援
体制整備と法務支援

外部評価機能
法遵守監査委員会
社外の目で評価

勧告

経営

指示

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

置）
制度を導入しました。

やコンプライアンスの向上と役職員の適正な納税意識の醸

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

社内通報体制

成を目的に、これまでの税務に対する取組方針を「熊谷組グ

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

ループ 税務方針」
として2020年3月に明文化しました。

続できる体制を整えています。

通報者

通報手段

熊谷組および
グループ会社

メール

自律機能

正社員

シニア社員

本支店各部署

契約社員

パート社員

事前判断の徹底

顧問

派遣社員
等

協力業者

監査機能
監査室

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。

口頭・電話
FAX・郵便
メール
※ 匿名可

受付窓口
法遵守監査委員会
委員長
法務
コンプライアンス部
●
●
●

事実関係の調査の実施
再発防止策の検討
適切な措置の実施

調査結果・対応報告
（匿名の場合を除く）

厳正な監査

法遵守監査委員会の開催

反社会的勢力の排除の体制
熊谷組では「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、

法令遵守への主な取り組み

除に関する具体的な対応を社員に周知しています。

全社員による誓約書の提出

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

谷組グループの役職員は毎年、
「法令遵守に関する誓約書 」

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

法令遵守に関する基礎知識向上のために、2019年10月か

熊谷組グループは、納税の社会的意義を十分に理解し各
国・地域において納税義務を適正に履行することは、企業
１. 法令遵守

株主、当社社員、当社に関係する方々の個人情報の適切な取

熊谷組グループは、各国・地域の税務関連法令及び条約
等を遵守し、税務申告及び納税の義務を果たします。
２. 税金費用の適正化
熊谷組グループは、正常な事業活動の範囲内で、優遇税
制の活用を含めた税務プランニングを行い、税金費用
不当に税負担を軽減する行為は行いません。
３. 税務リスクの低減
熊谷組グループは、税務上の不明確な事案について、事
前の照会等を通じて税務当局との合意を図り、税務リス
クの低減に努めます。
４. 税務当局との関係性
熊谷組グループは、各国・地域の税務当局の求めに応
じ、適時適切な情報提供を行うとともに、建設的な対話
を通して、税務当局との信頼関係及び良好な協力関係
を築いてまいります。

事業継続計画（BCP）
熊谷組では、大規模災害発生時において、お客様や地域
住民の復旧支援やインフラ復旧などの社会的要請や施工中

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

求事件」を除き、2020年3月末時点で当社が抱える国内の

の現場の早期復旧に全力を傾注し、二次災害の防止、都市

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。

民事訴訟事件数は合計8件となっています。

熊谷組では毎年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。

2019年7月30日、熊谷組グループ会社の株式会社ガイ
アートが、独占禁止法違反（アスファルト合材販売価格カル

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、個人情報保護マニュアルを策定し、全役職員に展開
しています。

新型コロナウイルス対策
熊谷組は、2020年1月末より新型コロナウイルス対策と
して、危機管理委員会にて対応しましたが、４月７日の新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の
発令に伴い、社長を本部長とする新型コロナウイルス対策
本部を設置しました。
同本部では、感染症の拡大防止への協力、当社社員およ
び家族ならびに協力会などの関係者の健康と生命の安全を
確保するために、以下の対応を実施しました。
●

全国6地裁で訴訟係属中の「トンネルじん肺損害賠償請

法令違反（ 行政処分および行政措置などを含む）

基本理念、個人情報保護方針、個人情報保護規定などを
制定し、必要事項を当社のホームページに掲載しています。

ます。

訴訟の状況

個人情報の保護

が果たすべき重要な責務であると認識しております。

ら 2020年 3月にかけ、当社社員のほか、グループコンプラ

法遵守強化月間
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また、協力業者との取引において「専門工事請負約款 」

全社員が法令遵守を徹底するという意識喚起のため、熊

コンプライアンス研修の実施

「熊谷組グループ 税務方針」

の適正化を図ります。なお、法令等の趣旨に沿わない、

「反社会的勢力対処プログラム」を設け、反社会的勢力の排

（提出率 100％）を提出しています。

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

熊谷組グループは、税務に関するコーポレートガバナンス

監査の実施と是正勧告

監査結果報告

税務方針の制定

安否情報連絡システムの運用

海外渡航への対応指針の策定

●

新型コロナウイルス感染症対応指針の策定

●

時差出勤の実施

テレワークの実施
（在宅勤務、交代勤務、サテライトオフィスなど ）

●

●

機能の復旧、地域住民の安全、民間経済の回復に貢献するこ

全国小中高臨時休校に対し、休校・休園となった児童、幼
児を持つ社員に対して特別有給休暇（最大５日）の付与※

●

社員へのマスクの配布

とを基本方針として、
「事業継続計画書」
を策定しています。

●

特別一時金の支給（５月給与に合わせて支給 ）

熊谷組の事業継続計画書は、国土交通省関東地方整備局

●

安否確認システムを使用した健康状況の報告

より平成21年度に初回認定を受け、これまでに5回の更新

●

感染した社員への特別有給休暇

認定を受けています。近畿地方整備局と、東北地方整備局

※ 休暇取得が必要な場合で有給残日数がない場合

についても事業継続計画の認定を受けています。
熊谷組グループ コーポレートレポート2020
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■ ガバナンス

会社紹介

成長戦略

高める

支える

ガバナンス

財務情報

ループ会社の成長は当社の将来にとっても欠かすこと

社長 × 塚本弁護士対談

ができません。熊谷組グループとして一体感を醸成で
きるようなカバナンス体制を早急に整えていきます。

客観的な視点を経営に取り入れて、
コーポレートガバナンスの
更なる充実を

ESGをいかに成長戦略にリンクさせていくか
塚本 2020年3月に改訂されたスチュワードシップ・コード
では、サステナビリティを考慮した対話がキーワード

熊谷組では、社外の専門家の方々の意見を積極的に取り

のひとつになっています。熊谷組では「ESG取組方

入れ、コーポレートガバナンスの充実を図っています。

針」
を定めていますが、E（環境）
や S（社会）
については

取締役会の実効性評価アンケートにレビューをしていただ

どのようにお考えでしょうか？

いている塚本英巨弁護士に、社長の櫻野泰則が話を聞き

櫻野 私自身、ESGというテーマは、今後当社が持続的な成

ました。

長を果たしていくために欠かせないものであると考
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー

取締役社長

櫻野 泰則

塚本 英巨 様

取締役会の実効性を評価する
アンケートを実施

えています。Eについての取り組みでは、2017年に業
務・資本提携した住友林業とのパートナーシップが大
きな推進力になっています。また、Sについて最近私
が特に感じているのは、社員たちの健康管理ですね。
新型コロナウイルス感染症への対応が社会的な課題

櫻野 熊谷組では、取締役会の実効性を評価して改善につな

となっているいま、改めてその大切さを実感していま

げていくために、年1回、取締役・監査役にアンケート

す。当社グループばかりでなく、協力会社などの人た

を実施しています。そのアンケートの評価結果などに
関するレビューをお願いしているのが塚本さんです。

取締役会におけるダイバーシティの推進

「守り」のガバナンスという課題

ちの環境づくりも含めて積極的に取り組んでいきた
いと思っています。

塚本 はい。熊谷組には 2018年度から携わるようになって

塚本 2019年度のアンケートを見ると、いくつか目立った

今回で 2回目となります。アンケートの結果を見ます

意見がありました。そのひとつが「取締役会に女性の

ばかりでなく「守り」のガバナンスも欠かせません。ア

長戦略にリンクさせていくのかが重要な経営課題に

と、いろいろな意見が出されており、コーポレートガ

社内役員を加えること」です。

ンケートでは、
「グループ会社などのガバナンスを強

なると思います。

バナンスへの意識も高く、前向きに取り組んでいる印
象を受けます。
櫻野 おっしゃるとおり、アンケートへの回答は回を重ねる

櫻野 女性に限らず、多様な知見やバックグラウンドを持つ
人材を取締役会に加えることは、これからも積極的に

塚本 企業が持続的な成長を果たしていくためには、
「攻め」

化すべき」
という意見も目立ちました。
櫻野 アンケートでも指摘されているとおり、グループ会社

塚本 おっしゃるとおり、ESGについては今後どのように成

櫻野 当社は、事業活動を通したESGへの取り組みを社会
に伝えていくことがどうも不得手なところがあります。

取り組むべき課題だと考えています。

のガバナンスは喫緊に改善しなければならない課題

これからは機関投資家をはじめステークホルダーの

ごとに充実しています。なかには辛口の評価も多く、

ただし女性役員については、その分母といいますか、

だと認識しています。最近、グループ会社でガバナン

方々と様々な機会を設けて積極的に対話していきた

それを改善につなげていくために事務局も奔走して

そもそも女性社員がまだ少ないという課題が当社に

スに関連する不祥事が連続して起こり、取締役会でも

いと考えています。今後も塚本さんをはじめ外部の

います。特に2015年度に社外取締役が加わってから、

はあります。現在、女性社員の比率は 17.1％（2020

ガバナンスの整備について議論になりました。

専門家の方々の意見を取り入れて、コーポレートガバ

取締役会の雰囲気も大きく変化してきましたね。

年 3月末現在 ）
。作業所長やラインの部長に就いてい

塚本 グループ経営においてグループ会社の自立性と親会

ナンスをさらに充実させていきます。今日は貴重な

塚本 変わってきたというお話がありましたが、櫻野さんは

る女性はまだいません。女性活躍のための環境づくり

社による管理・監督のバランスをどう図るかという問

意見を聞かせていただき、どうもありがとうございま

熊谷組の現在の取締役会やコーポレートガバナンス

にも力を入れていますが、もう少し時間がかかるとい

題ですね。それをどのように実務に落とし込んでいく

した。

について、率直なところどのように感じていますか？

うのが実感です。

かは非常に難しいテーマだと思います。私自身も策定

櫻野 少し歴史的な話をさせていただきます。当社は以前

塚本 女性社員の採用・活躍は建設業界に共通する課題で

に関わりましたが、経済産業省が
「グループ・ガバナン

もあり、おっしゃるとおり一朝一夕には解決すること

ス・システムに関する実務指針」
を公表しています。ひ

地域ごとの事業体制には多くのメリットもありますが、

が難しい課題かもしれませんね。徐々に解決し、足元

とつの改善策としては、グループ全体の価値を高めて

各地域の事業部門の権限が強くなり過ぎるとデメリッ

を固めて、女性管理職が増え、その結果、女性役員が

いくために、グループ会社が熊谷組と同じ目線を持つ

トが顕在化し、過去に経営危機に陥った際の一因にも

生まれれば、企業活動が活性化し、レジリエンスな企

ように意識づけることが重要ではないでしょうか。

なりました。

業に変化していくと思います。

その後、本社機能の強化、執行役員制度の導入、社外

それからもうひとつ、アンケートでは「社外取締役を

討していきたいと考えています。グループ全体の業

取締役の選任など、経営体制を整えながら再生への

増やすべき」という意見も出されています。社外取締

績でもグループ会社の業績の比率が高まっており、グ

長い道のりを歩み、現在へと続いているわけです。ま

役を 1/3以上にすることは、今後、コーポレートガバ

だまだ改善すべき点は多いですが、確実にコーポレー

ナンス・コードでも求められる可能性がありますので、

トガバナンスも充実してきたように感じています。

積極的に検討されたらよいと思います。

から地域ごとの事業体制を敷いています。
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つくる

櫻野 私も同じように考えており、今後そのための施策を検

詳しくは WEB
社長×塚本弁護士対談 https://www.kumagaigumi.co.jp/company/director's-interview-2020.html
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