
普遍的な思い
独自の現場力＊1を高め
独自の価値（しあわせ品質＊2）をつくり
時代を超えてお客様と社会を支え続ける

担う役割
限りある資源が循環し、ひと・社会・自然が
豊かであり続ける社会の実現に貢献する
「社会から求められる建設サービス業の担い手」

国内土木事業

国内建築事業

海外建設事業

国内グループ会社事業

建設周辺事業

（億円）

注力する取り組み
● 建設請負事業の深化 ● 新たな事業領域の開拓
● 建設周辺事業＊3の進化 ● 経営基盤の強化

＊1 優れた技術力を豊かな人間力で活かす現場力
＊2 建造物の外形的・機能的な品質に加え、そこに集う人、そこを使う人が満足し続けられる品質
＊3 自ら出資あるいは資産保有等を行い、事業主体として参画する事業

前計画期間 計画期間 目指す将来の姿（２０３０年目標）2023年度2020年度

カーボンニュートラル

持続可能な社会

快適に暮らせる社会

経済が成長する社会

国土強靱化・
インフラ長寿命化

都市高度化・
デジタル社会

CO2排出量削減率（スコープ1、2）
スコープ１：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
スコープ２：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用にともなう間接排出

【2030年】
2019年度比

△25%

2.0%以下

0件

0.5以下

30時間以下

混合廃棄物排出率
建設廃棄物総排出量に占める混合廃棄物総排出量

安全度数率
100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数

社員の時間外労働時間数
１ヶ月間に実施した時間外労働時間数の平均

重大な法令違反発生件数
行政処分及び行政措置等を含む

中期経営計画

長期構想

グループビジョン

経営環境の変化を踏まえ、グループビジョンのもと、ESG視点で経営の方向を定めました。

計画期間中、4つの財務指標について数値目標を設定します。

長期構想を起点に課題認識し、盤石な経営基盤のもと、コア事業である建設請負事業を深化させ、
成長領域と位置づける建設周辺事業を進化させるとともに、新たな事業領域の開拓にも挑戦し、貢献の幅を拡げます。

「ESG取組方針」のもと、持続可能な社会の形成と自らの持続的な成長のため、
ステークホルダーにとって重要と考えられる課題をESG視点で特定し、
事業活動を通して社会課題の解決（社会価値）と事業収益の拡大（経済価値）の双方を追求します。

長期構想

目指す社会

事業

ESG視点

環境
Environment

社会
Social

ガバナンス
Governance

主な評価指標 計画期間中の
数値目標 SDGsへの貢献

基盤

事
業
推
進

起
点

中期経営計画

セグメント別業績

連結売上高
【2023年度】

4,700億円

連結経常利益
【2023年度】

330億円
ROE

12%以上
配当性向

30%目途

連結経常利益

500億円

連結売上高

4,502億円

747 77
85

152 165

5

55

1

3
51

20

172

2,369

1,214

750

300

2,400

1,250

連結売上高

4,700億円

熊谷組

グループ
が

目指す企
業像

2030年以
降を

見据えた
経営方針

2021～2
023年度

の

方針・戦
略・目標

基本方針課題認識限りある資源が循環し、
ひと・社会・自然が豊かであり続ける
社会を目指します

新たな事業領域の開拓

建設周辺事業の進化

建設請負事業の深化

経営基盤の強化

持続

的
成
長

連結経常利益

330億円
連結経常利益

284億円

経営計画体系

財務目標

非財務目標

基本方針

関連情報 P22-23 熊谷組のESG・SDGs戦略

持
続
的
な
成
長
に
向
け
た
戦
略

熊谷組グループは、2021年度を初年度とする「中期経営計画（2021〜2023年度）」を策定しました。2017年に定めた中長期
経営方針を踏襲しつつ、“2030年以降を見据えた経営方針”として「長期構想」を新たに掲げました。この長期構想のもと“今後3
年間の方針・戦略・目標”を掲げ、“連結経常利益500億円”を持続的成長による中長期的な数値目標とし、注力する取り組みを
定めました。
当社グループは“社会から求められる建設サービス業の担い手”として、いつの時代も社会課題と真摯に向き合い、目指す社会
の実現に貢献していきます。

中期経営計画

持続的な成長に向けた戦略

熊谷組グループ コーポレートレポート2021 1514
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　熊谷組グループは、2017年に中長期経営方針を定
め、2018年度からその方針に基づいた中期経営計画を
推進してきました。2020年度は、3か年にわたる中期経
営計画の最終年度となりました。
　その3年間の成果を振り返ると、売上高は概ね順調に
推移したものの、経常利益は当初想定していた利益率を
実現することができず、残念ながら目標値に届きません
でした。
　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
戦略の柱としてきました。「建設工事請負事業」について
は、旺盛な建設需要を背景に比較的順調に推移し、目標
値には届かなかったものの、業界トップレベルの成長率
を実現できました。「稼ぐ力」の源泉となる生産力も着実

に高まりました。「新たな事業の創出」「他社との戦略的連
携」については、住友林業との協業をはじめ多様なプロ
ジェクトを進めてきました。しかし、海外事業など一部に
遅れが見られ、将来に向けて種蒔きは行ったものの、その
芽を十分に育てられませんでした。
　このように次期に向けて積み残された課題もありま
すが、私自身は、手応えを得ることができたと感じていま
す。この中期経営計画は、新生熊谷組グループとしての

「成長への挑戦」をテーマに掲げて取り組んできました。
その成長の歩みは着実に力を増しています。新型コロナ
ウイルスの感染拡大という想定外の環境にありながら多
くの実りを得ることができたことは、ひとえに社員の前向
きな取り組みの結果であると考えています。

社長インタビュー

持続的な成長に向けた戦略

社会から求められる建設サービス業の担い手として、
社会課題と真摯に向き合い、挑戦を続けます。

前中期経営計画を振り返り、その成果についてお聞かせください。

当初想定していた目標値には届かなかったものの、
成長への歩みは着実に力強さを増していると感じています。

ROE
配当性向

連結売上高
連結経常利益

（年度） （年度）

（億円）

（％）

前計画期間
目標 実績 目標 実績2015 2016 2017 2018

2018

2019

2020

累計
807億円

累計
830億円

累計
1兆

2,755億円

累計
1兆

2,800億円

2019 2020

売上高は概ね順調に推移したものの、経常利益は当初想定してい
た利益率を実現することができず、目標値に届きませんでした。

/ROE/連結業績

実績 連結売上高 連結経常利益

/配当性向

3,891

35.0
28.8 31.2

11.5
13.7

10.2

4,000
266

266
257

257

284

284

240

260

330

4,362
4,200

4,502

4,600

3,891

4,362

4,502

目標値の12%を前後する
推移となりました。

目標値の30%を目途に
安定的な配当を行いました。

前計画（2018～2020年度）の総括

株式会社熊谷組　取締役社長

17熊谷組グループ コーポレートレポート202116
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　いま世界が直面している新型コロナウイルスの感染
拡大は、これから先の不確実な時代を物語る出来事であ
ると感じています。今後、熊谷組グループの経営におい
ては、このような不確実な変化を見越して、そのリスクと
機会に柔軟かつ速やかに対応する体制づくりが欠かせま
せん。
　このコロナ禍とともに、社会の価値観や人々の行動様
式も大きく変化しています。それは働き方についても同
じです。当社グループでは、テレワークなどを進めていま
すが、土木や建築の現場など取り組みが難しい部門が多
いという課題があります。今後は、さらにDX（デジタル・ト

　今回の中期経営計画では、長期構想のもと、2021年
度から3か年による戦略を進めていきます。その事業戦
略の柱として次の3つがあげられます。
　まず1つ目が「建設請負事業の深化」です。建設請負事
業は、当社グループの成長の基盤となるコア事業です。

「建設請負事業の深化」において重点的に取り組む分野
として、国内土木事業では、需要の拡大が期待される「イ
ンフラ大更新」があげられます。また、国内建築事業で
は、住友林業とともに進める中大規模木造建築の展開を
本格化します。2021年3月には、両社協業による中大規
模木造建築ブランド「with TREE」を立ち上げており、こ
の事業を軌道に乗せたいと考えています。海外建設事業
では、受注が拡大している台湾をはじめ、アジア地域での
展開を強化します。
　戦略の2つ目は「建設周辺事業の進化」です。「再生可
能エネルギー」「不動産開発」「インフラ運営」「技術商品
販売」の4事業をこの領域に位置づけ、成長を加速させて

　今回新たに策定した中期経営計画では、2021年度か
らスタートする3か年の計画の前提として、「長期構想」を
掲げています。これは2030年以降を見据えた経営方針
となるもので、持続可能な社会の実現を目指すグローバ
ルな共通目標であるSDGsに対して本業を通して貢献す
ることを示しています。

ランスフォーメーション）の推進を加速させ、ビジネスの
あり方を変革していきます。
　SDGsに象徴される持続可能な社会の実現は、いまや
世界の大きなうねりです。また、日本では、自然災害の激
甚化やインフラ老朽化、人口減少による経済力低下な
どといった社会課題が顕在化しています。当社グループ
は、これまでも建設業として様々な社会課題に対応し、社
会の発展に貢献してきました。今後もこのような姿勢を
貫くとともに、これらの社会リスクを事業拡大のチャンス
として捉え、持続的な成長を目指して挑戦を続けていき
ます。

確固とした収益源を創出します。再生可能エネルギー事
業については、木質バイオマス発電などすでに取り組ん
でいる事業を推進する一方で、注目の集まる洋上風力発
電などについても検討を進めています。不動産開発事業
では、インドネシア・ジャカルタでのプロジェクトに続く、
海外案件の開拓にも力を注ぎます。インフラ運営事業や
技術商品販売事業を含め、これらの領域では、住友林業
との協業をはじめ他社との連携を積極的に図り、事業の
スピードを加速させていきます。
　戦略の3つ目が「新たな事業領域の開拓」です。これも、
当社グループが今後更なる成長を遂げていくためには
非常に重要となる戦略です。新領域の開拓や新事業の創
出に挑むとともに、社員が自らのアンテナを高く張り、斬
新なアイデアを前向きに提案できるような組織や制度づ
くりも進めていきたいと考えています。

　先ほどもお話したように、これからの社会では不確実
性がさらに高まっていくと考えられます。このような時代
において10年後の社会がどのように変化しているかを
正確に予測することは、難しいでしょう。しかし、自らの未
来像を描き、そこに歩んでいくための道筋をみんなで議
論することは、当社グループの未来にとって非常に大事
なことです。
　この中期経営計画の策定では、次代を担う若手・中堅
社員を中心としたワーキンググループで検討を重ね、経
営会議で徹底した議論を行いました。
　このような議論を通じて私たちが再認識したのは、熊
谷組が創業時から受け継ぐ「誠実さ」や「挑戦心」といった
“志”の大切さです。今回の長期構想では、この想いを盛り
込み、「熊谷組グループの担う役割」として「建設技術の使
い手として難所難物に挑み、社会基盤づくりの担い手と
してハードとソフトの両面で多様な価値を提供する」とい
う言葉を掲げています。

今回の中期経営計画では、どのような事業戦略に取り組んでいくのでしょうか？

今後、経営環境はどのように変化していくと考えていますか？

新しい中期経営計画は、どのような認識のもと策定したのでしょうか？

コアとなる建設請負事業をさらに深化させるとともに、
周辺領域での成長を加速させ、新たな事業の開拓に挑んでいきます。

これから先、時代の動きはスピードを増して、より不確実になってくると思います。
その変化を見越して、リスクと機会に柔軟に対応できる経営が重要です。

私たちが目指す社会を議論し、
長期構想を掲げ2030年以降を見据えた経営方針を策定しました。

資源の
有効活用・
自給自足

温室効果ガスの
排出削減・回収
・貯蔵・活用

持続可能な社会

国・自治体の財政悪化
インフラ老朽化

人口偏在による狭苦しさ
コミュニティ崩壊

地球温暖化
気候変動の進展

資源の
需給バランス崩壊

都市の
競争力低下

自然災害の
激甚化・頻発化

非効率的な
都市基盤

人口減少にともなう
経済力低下

快適に暮らせる社会 経済が成長する社会

居住地や
インフラによる
不利益がない社会

迅速な復旧・
復興ができる
仕組み

安らぎと満足感の
ある暮らし

デジタル技術を
活用した

効率的な基盤

世界中から人が集まる
実験・実証都市

各地域独自の
経済・産業

目指す社会

2030年以降を見据えた社会課題

社会課題認識と目指す社会

持続的な成長に向けた戦略　　社長インタビュー
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　熊谷組グループでは、2017年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、2019年に「ESG取組方針」を策定しています。今回新
たにスタートした中期経営計画においても、ESG視点に
よる経営は根幹ともいえるものです。その方向性を明確
にするため、E（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）の各分野
において非財務目標を明確にしました。
　さらに今年度からは、SDGsと業務との関連付けを行
い、リスクと機会への対応を進めます。経営を支える基盤
の強化も欠かせません。今回の中期経営計画では、デジ
タル化の推進を重点施策のひとつにあげ、2021年5月、
全社的な展開に向けてDX推進部を新設しました。DX人
財の採用や他社との連携なども視野に入れ、働き方改革
や業務プロセスの効率化・自動化を進めていきます。
　技術開発においても、社会のニーズに速やかに対応
し、技術開発体制を充実させるなどの改革を進めていま
す。脱炭素や循環型といった持続可能な社会の形成に貢
献し、また、その事業機会を的確につかみ、収益の拡大に
つながる研究開発体制を実現していきます。
　人財開発については、女性活躍をはじめダイバーシ
ティの推進に継続して取り組んでいます。2020年度は経

　今回の中期経営計画では、3年間で400億円の成長投
資を計画しており、3年後の2023年度に連結経常利益
330億円を達成することを目標としています。成長領域
と位置づける建設周辺事業を中心に案件を慎重に検討
しつつ、適切な配分を考慮して積極的な投資を行ってい
きます。
　これら成長投資においては、資本コストを重視してい
ます。数値目標のひとつとして掲げるROEについては、
前回の中期経営計画と同様の12％を目標としています。
2020年度においてもROEは目標に近い水準にまで達し
ており、想定する資本コストを大きく上回る資本効率を実
現しています。また、配当性向についても、これまで同様
に30％を目処に安定的な配当に努めていきます。
　当社のESG取組方針では、「ステークホルダーとの関
係強化」を重要課題のひとつに掲げています。コロナ禍
という環境の制約はありますが、今後も機関投資家ミー

　私が熊谷組の社長に就いて3年が経ちました。創業
120周年という節目となる年に経営のバトンを受け継ぎ、
振り返ると、あっという間の3年間だったように思います。
　私はこれまで、フットワークよく行動することを仕事の
基本にしてきました。それは社長になってからも変わりは
ありません。コロナ禍という想定外の事態もありました
が、それでも可能な限り現場や支店に足を運び、社員と
直接会話するように心がけてきました。お客様をはじめス
テークホルダーの皆様との対話も同様に積極的に取り組
んできました。
　このように社員と接しているうち、最近になって感じ
るようになってきたことがあります。それは、ダイバーシ
ティ推進の取り組みが実を結び、多彩で多様な人財が活
躍できる風土が根づきつつあるということです。

済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選出さ
れるなど社外からも評価されています。また、環境問題や
社会貢献活動などについても、日々の仕事の中で自主的
に取り組む風土が育ちつつあります。
　ESG・SDGs経営の基盤としてきわめて重要となる
テーマが、リスクマネジメントをはじめとするガバナンス
の充実です。主要な事業案件については、取締役会で社
外取締役も交えて議論を重ね、徹底したリスクの洗い出
しを行っています。さらに、財務リスクの管理体制を強化
するために、2021年4月、これまで財務部にあった審査
グループを分離・拡充し、審査部を新設しました。また、課
題のひとつでもあった熊谷組グループとしてのガバナン
ス体制について改革を進めています。コンプライアンス
研修をグループ会社社員にも広げて実施し、各社の経営
層との緻密な連携を図っています。
　ESG・SDGsの取り組みについては、海外の機関投資
家とのミーティングなどでも必ず話題にのぼるなど、そ
の重要性が年々高まっていることを肌で感じています。
企業価値の毀損を防ぎ、持続的に向上させていくため
にも、ESG・SDGs経営の一層の推進に取り組んでいき
ます。

ティングを国内外で積極的に実施していきます。さらに、
多様な株主の皆様との対話の機会を増やしていきたい
と考えています。今後も成長投資、株主還元のバランス
の最適化に努め、ステークホルダーの皆様のご意見に耳
を傾け、着実な成長を目指していきます。

　今回新たに策定した中期経営計画に掲げた「持続的成
長への弛まぬ挑戦」を実現させるためには多様な社員が
存分に能力を発揮し、互いに認め合いながら自由に議論
を交わして、そこから新しい発想を育んでいくような組織
づくりが重要です。いま社内で起こりつつある改革を、私
自身が先頭に立ってさらに前進させていきたいと思って
います。
　「挑戦心」は、創業の時から受け継ぐ熊谷組にとって大
切な精神です。新型コロナウイルス感染症拡大という事
態を乗り越えて、その先の社会に貢献していくために、グ
ループ一丸となって新中期経営計画に取り組み、新たな
成長を目指して挑戦を続けていきます。

ESG視点による非財務目標を新たに掲げた理由は何でしょうか？ 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。

熊谷組グループが持続的な成長を果たしていくために、何が大切であるとお考えでしょうか？

ESGの推進は、熊谷組グループの経営にとって根幹ともいえるものです。
その経営方針を明確化するために新たな目標を掲げました。

ROEおよび配当性向については安定的な確保を図っています。
資本コストを重視しながら、引き続き積極的な成長投資を行っていきます。

未来への「挑戦心」は、多様な人財が活躍する環境で育まれます。
社員と一丸となって次なる成長へと挑んでいきます。

注力する取り組み

● 新基幹システムの利活用による業務プロセスの効率化・自動化
● ビジネス変革に向けたDX推進体制の整備
● 社員のITリテラシー向上および他社との協業によるDX人財の確保

● 脱炭素・循環型社会に資する研究開発の推進
● デジタル社会に対応する技術開発の推進
● 建設高度化に資する技術開発の推進

● 多様な人財が能力を最大限に発揮できる環境・制度の整備
● ニューノーマルに対応する新しい働き方の推進
● 高付加価値人財の確保に向けた制度の整備と育成の強化

● ESG経営の推進による長期的かつ持続的な企業価値の向上
● グループ連携の深化によるシナジーの更なる創出
● リスクマネジメントの徹底による安定した経営の維持

デジタル化

技術開発

人財開発

ガバナンス

区分

基盤戦略：経営基盤の強化

持続的な成長に向けた戦略　　社長インタビュー

21熊谷組グループ コーポレートレポート202120



持
続
的
な
成
長
に
向
け
た
戦
略

１. 熊谷組は、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. 熊谷組は、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. 熊谷組は、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。

ESGに基づく事業活動と、SDGsの169のターゲット（表中
の数字）との関わりを示し、熊谷組が事業を通して社会課題
解決に貢献している分野を「ESG・SDGsマトリクス」として
可視化しました。

「ESG・SDGsマトリクス」は、更なる課題解決に向けたイノ
ベーションの手がかりや長期的なリスクマネジメントのリス
トとして活用しています。また、ESG・SDGsを切り口とした
ステークホルダーとの対話を行うツールとしています。

ESG取組方針 事業における取り組み
具体的行動 指標

目標 実績 SDGs ※2

視点 重要課題
（マテリアリティ） 個別課題 2021年度 2020年度

Ｅ 

（
環
境
）

環境に配慮した
事業の形成

※１ カーボン
ニュートラル
への取り組み

気候変動リスクへの対応 CO2排出削減活動推進 CO2排出（スコープ1＋2）の削減率（2019年度比） △25%（2029年度） △9.1% 1.5 7.2
7.b 9.4 12.2 13.1

13.3

ゼロエミッションの達成 混合廃棄物削減活動の推進 混合廃棄物排出率（総混廃率） 2.0%以下 1.2% 11.6 12.4
12.5 14.1

生物多様性に配慮した取り組み 環境保全活動 施工中の重大な環境事故件数 0件 0件 6.3
6.6 14.1

15.1
15.2
15.4

木造建築事業への取り組み 中大規模木造建築の取り組み推進 木造・木質建築受注件数　 2件以上 1件 9.4 11.3 12.7 13.1
15.1
15.2
15.4

17.17

森林保全事業への取り組み 他社連携による森林保全への取り組み 森林保全活動件数 ６件以上 6件 6.6 9.4 12.2
12.7 13.1

15.1
15.2
15.4

17.17

再生可能エネルギー事業への
取り組み

（事業主体）再生エネルギー事業 再生可能エネルギー事業運営件数（国内） 5件（2023年度） 1件 7.2
7.b

9.1
9.4 11.6 12.2

12.7
17.7
17.16

環境配慮型技術の開発 環境配慮型建築（ZEB等）への取り組み 環境認証件数　 7件 5件 6.3
6.6 7.2 9.4

9.5 11.3 12.4
12.5 15.1 17.17

Ｓ 

（
社
会
）

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 女性活躍行動計画の推進 新卒採用者における女性比率 25%以上 24.4% 4.4
4.7

5.1
5.5
5.b

8.5 10.2
10.3

技術の継承   建築士・施工管理技士等の
国家資格の取得支援

一級土木施工管理技士取得率 88% 83%
4.4
4.7 5.b 9.5一級建築士取得率（設計） 50% 43%

一級建築施工管理技士取得率（施工） 90% 82%

DXの推進 基幹システムの刷新 システム開発進捗率 100％（2023年度） - 5.b 8.2 9.5 12.7

ダイバーシティの推進 多様性を理解しあえる組織風土の醸成
女性管理職数（2020年4月比） 10％増 7.4％増 4.4

4.7
5.1
5.5
5.b

8.5 10.2
10.3 16.7

子の出生に伴う男性の休暇取得率 70％以上 74.5%

ワーク・ライフ・バランスの実現 働き方改革の推進 時間外労働時間数 30時間以下 29.2時間 3.4 8.2
8.5

働く人の健康増進・労働災害防止 安全管理水準の維持向上 安全/度数率 0.5 0.32
3.3
3.4
3.9

8.5
8.8

持続可能な
コミュニティー

の実現

地域社会への貢献

インフラ更新事業 高速道路更新工事　施工件数 13件 10件

1.5 2.4 6.6 8.2
9.1
9.4
9.5

10.2

11.2
11.3
11.5
11.7
11.a

12.8 17.16
17.17

市街地再開発の取り組み 取り組み件数 3件 2件

社会貢献活動 社会貢献活動の実施件数／参加人数（延べ人数） 実施件数／参加人数
の向上 87件／1,307名

自然災害への対処（レリジエンシー）
防災・減災、国土強靭化 AIによる自動化運転 1件 （新規取り組み）

1.5 9.1 11.5 13.1 15.2高耐震建物構造システム・
震災後の早期回復設計・診断技術 技術開発取り組み件数（2021～2025年度累計） 6件 4件

社会課題解決につながる技術の開発 脱炭素・循環型社会に資する研究開発
環境技術保有特許数（2021～2025年度累計） 10件 3件

1.5 6.3 7.2
7.b

9.4
9.5

11.2
11.a

12.2
12.4
12.5

13.1
13.3 17.17

売上高に占める研究開発費 0.80%（2025年度） 0.72%

Ｇ 

（
企
業
統
治
）

コーポレート
ガバナンス

の強化

取締役会の実効性向上 取締役会の実効性評価と改善の継続実施 外部専門家による評価レベル 実効性の向上 実効性確保 5.5 10.3 12.6 16.5
16.7

コンプライアンスの徹底 グループ会社を含む独占禁止法遵守体制の構築
コンプライアンスの徹底 重大な法令違反発生件数 0件 0件 　

8.5
8.7
8.8

10.2 16.5
16.7

リスクマネジメントの強化 事業継続計画（BCP）への取り組み 安否確認システム応答率 100%
98.1%

（2020年12月
実施時）

13.3

ステークホルダー
との関係強化

投資家との積極的対話 機関投資家との対話の充実 決算説明会等対話機会への参加者数の増加率 10.0% △2.4％ 12.6 16.7

CSの向上
（ステークホルダーの満足度の向上）

顧客満足度の向上
情報発信力の強化 クレーム一次対応24時間以内 100% 100% 12.6

12.8
16.5
16.7

CSR調達の推進 「調達方針」「調達方針ガイドライン」の遵守 不正な取引ゼロ 0件 0件 8.5
8.7 12.7 16.5

16.7
17.16
17.17

熊谷組グループは長期的な成長を実現し、かつ持続可能な社会の形成に貢献していくため、2017年11月に発表した中長期
経営方針、「ESGの視点を取り入れた経営の強化」を示しました。
2019年4月には「ESG取組方針」を策定し、当社グループが長期的に事業を展開する上での「重要課題」を抽出し、関連する
SDGsの目標を明確にしました。
2021年5月に策定した中期経営計画（2021〜2023年度）の中で長期構想を示したことを受けて、事業活動とSDGsの関連
を整理し、ESG取組方針に則したSDGsの推進を行い、グループとして社会課題の解決に貢献していきます。

熊谷組のESG・SDGs戦略

持続的な成長に向けた戦略

ESG取組方針 ESG・SDGsマトリクス※3

ESG・SDGsマトリクス

※1 重要課題「環境に配慮した事業の形成」は、カーボンニュートラルへの取り組みを強化するものです。
※2 熊谷組の事業とSDGsの169のターゲットとの関連については、主に該当するものを掲載しています。
※3 ESG・SDGsマトリクスの内容は熊谷組単体を対象としています。

監修：CSR/SDGsコンサルタント 千葉商科大学基盤教育機構教授　笹谷秀光氏
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櫻野 今回の中期経営計画で注力する分野にはESG・
SDGsと関係が深いものが多くあります。土木事業
における社会インフラの更新もそのひとつです。
建築事業では、住友林業とともに進める中大規模
木造建築が大きな柱になります。また、海外事業で
は、アジアの国々での都市インフラの整備に力を
注いでいきます。

笹谷 櫻野さんがあげた3つの分野は、熊谷組の中核とな
る事業、つまり「本丸中の本丸」での取り組みですよ
ね。そのような事業の推進がSDGsに直接つながる
というのはとても恵まれていると思います。

 たとえば、技術力で社会基盤をつくろうというイン
フラ更新は、［９］の中核といえるテーマ。また、木造
建築は最大の目標のひとつである［13］の気候変
動対策に加えて、［９］と［15］に対応します。住友林
業とのパートナーシップで進めているので［17］に
も該当しますね。アジア諸国での都市インフラ整備
も、「住み続けられるまちづくり」という［11］に直接
関わる事業です。
さらに熊谷組では今回ESGとSDGsの関係性を

「マトリクス」の形で網羅性をもって整理しました。

これはESG投資家にも、幅広い関係者にも熊谷組
のSDGs経営を体
系的に「見える化」
する効果がありま
す。社員も自らが
世界共通言語で
チャレンジしてい
るテーマを実感
でき、ＳＤＧｓ経営
が進みます。

笹谷 カーボンニュートラルへの対応は必須です。熊谷組
はどうですか？

櫻野 2050年迄に温室効果ガス排出量ゼロとする目標
を設定し、RE100・JCLPへの加盟、SBT認定の取得
を完了しています。脱炭素社会の実現への強い意
思を内外に示しています。

櫻野 熊谷組グループが長期構想で描いた社会の実現
に貢献していくためには、これまで以上に多様な価

値を生み出していかな
ければなりません。そ
のためにはハードばか
りでなくソフト面の知
識や技術も求められま
す。さらに多様な分野
の企業との連携がます
ます重要になると考え
ています。

笹谷 ハードウェアとソフトウェアに加えて、もうひとつ
「ハートウェア」を考えてみてはどうでしょうか。
「ハートウェア」とは、ハードウェアだけでなくソフト
ウェアにも働きかけるような、具体的行動につなが
る意識づくりの考え方です。そうすれば、SDGsの
推進がさらにスムーズになると思います。

櫻野 その点では、熊谷組でも社員の意識に変化が見ら

れるようになってきたと感じます。当社では「熊谷
組スマイルプロジェクト」という独自の社会貢献活
動プラットフォームを運用しています。最近、社員
がこの仕組みを利用して社会貢献活動に自発的に
取り組むようになりました。その内容も環境ばかり
でなく、教育や福祉など多様な分野に広がり、社内
でも盛り上がっています。

笹谷 いいお話ですね。社会課題対応に取り組むことに
よって地域をはじめいろいろな人たちとの連携が
広がり、社員自身の学びにもつながります。ひとつ
提案するならば、もう少し仕組みを進めて、各自の
活動がSDGsのどの目標に当てはまるのかわかる
ようにするとよいと思います。そうすれば、SDGsを

「自分ごと化」することができます。
櫻野 今日は貴重な話を、ありがとうございました。私自

身はもちろん、社員にとっても多くの気づきにつな
がると思います。今後もサステナブルな取り組みを
推進します。

櫻野 熊谷組グループは、2021年度から新しい中期経営
計画をスタートさせるとともに「長期構想」を策定し
ました。これは2030年以降の目指すべき社会と、
その社会に貢献していくための道筋を描いたもの
です。

 熊谷組グループでは2016年に、「高める、つくる、
そして、支える。」というグループビジョンを策定し
ました。このビジョンはとてもわかりやすいメッセー
ジですが、「支える」といっても、どんな社会をどのよ
うにして支えるのか曖昧なところがありました。そ
こで自分たちなりに2030年以降の社会を思い描
いてみることにしました。

笹谷 熊谷組グループとして、改めて原点に立ち戻って、
自分たちが目指すべき社会をみんなで考えてみよ
うということですね。とても素晴らしいことだと思い
ます。変革が進む今、先を見通せない時代だからこ
そ、目線をあげなければなりません。

櫻野 今回の長期構想は、中堅・若手中心のプロジェクト
チームをつくり議論を重ねました。将来のあるべき
姿を描き、そこに向かって自分たちがやるべきこと

を洗い出していく、バックキャスティングの手法を
取り入れています。当然、そのためには、SDGsをは
じめサステナブルな視点が欠かせません。

笹谷 その進め方も的確ですね。将来の社会課題は？ そ
の解決に向けて熊谷組が築き上げてきたレガシー
をどう活かすべきなのか？ 変革が必要なのではな
いか？ といったように、機会とリスクの両面から洗
い出しを行うことはきわめて大事なことです。

櫻野 そうすることで、熊谷組グループが企業として社会
を支えていくことの意味を改めて皆で考えること
ができます。「自分たちは何のために土木や建築の
現場で汗をかいているのだろう」といったことが、
明確になると思うのです。

笹谷 おそらく熊谷組の場合、創業の時からずっと社会課
題の解決につながる事業に取り組んできたのでしょ
うね。これまでの数多くのプロジェクトを、SDGsが
掲げる17の目標に照らしあわせてみると、自然に多
くの目標に当てはまるはずです。お話を聞いている
と、熊谷組グループはSDGsに対して非常にポテン
シャルの高い企業体だと感じます。

千葉商科大学教授でCSR/SDGsコンサルタントの笹谷秀光氏をお招きし、SDGsの視点から熊谷組の事業や経営について、
社長の櫻野泰則が話を聞きました。笹谷氏には、熊谷組が2020年10月、グループ全社員を対象とした「サステナビリティ
講演会」の講師を務めていただきました。

取締役社長　櫻野 泰則 

サステナビリティ対談

持続的な成長に向けた戦略

経営にSDGsの視点を融合させて
サステナブルな社会の実現に貢献していきます。

サステナブルな視点から目指すべき社会を考える

ESG・SDGsマトリクスの整理によるSDGs経営

SDGsを「自分ごと化」するということ

CSR/SDGsコンサルタント　
千葉商科大学 基盤教育機構 教授　笹谷 秀光氏

中期経営計画の注力分野と関係の深いSDGs目標

WEB　https://www.kumagaigumi.co.jp/ir/esg/index.html

関連情報 P22-23 熊谷組のESG・SDGs戦略
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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

岡市 光司

持続的な成長に向けた戦略　　事業戦略

　前中期経営計画においては注力する分野として ①イ
ンフラ大更新分野 ②再生可能エネルギー分野 ③防災・
減災対策分野 ④森林保全への土木工事活用分野を掲げ
ていました。高速道路の大規模更新工事、水力リパワリン
グ、陸上風力、メガソーラーなどで成果をあげることがで
きました。今後はそれらの実績を糧にさらにマネジメント
力の進化、包括範囲の拡大を目指します。
　2020年度の受注は、新型コロナ禍の影響により追加
変更契約の期ズレがあったものの前年度を上回る1,001

億円でした。売上は前年度に続き1,200億円を超える
1,214億円で、高水準を維持することができました。
　日建連表彰2020において「阿蘇大橋地区斜面防災対
策工事」が第１回土木賞を受賞することができました。こ
れは調査・設計・施工プロセスをデジタル化により一体
化し、全工程においてi-Constructionと連動した緊急時
の新たな事業マネジメントを実現したことが評価された
ものです。今後も防災・減災分野における建設業の使命
を果たしていきます。

　熊谷組の土木事業では、2019年度に「DX元年」を宣言
しました。3年目となる2021年度は既存業務をデジタル
化し、効率化を図るとともに次世代型技術の開発にも取
り組んでいきます。
　インフラ大更新分野においては、利益確保のビジネス
モデルを確立させ水平展開を図ります。当該分野におけ
る工事の大規模化、発注内容の多様化に対応するため、
他社との連携を強化していきます。コッター床版を用い

た施工については実績が積みあがっており、さらに小型
化、簡素化を進めて床版取替工事での優位性を高めてい
きます。
　再生可能エネルギー分野においては設計、調達、建設
をワンストップで対応していきます。
　当該分野においては、受注拡大とノウハウの蓄積はも
ちろん、工事の初期段階でのエンジニアリング力、リスク
マネジメント力の強化を目指します。

二級河川甲子川筋甲子川水門土木工事 北陸新幹線、福井高柳高架橋他
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前中期経営計画の総括・2020年度の振り返り 中期経営計画

土木事業
新型コロナウイルス感染症拡大がもたらしたこれまでの常識を
見つめ直す必要性―。
今こそ変革の時を迎えたものと普遍的なものとを見極める局面
です。DX推進による効率化と培ってきた現場力の継承を目指し
ます。

事業環境 機会認識
リスク認識

機会 強み

経 済

● 防災減災・国土強靭化の予算規模が
 拡充したことによる受注増加

● DXによる業務効率化で受注増加に
 対応
● ICT、AI関連等次世代型新技術の蓄積
● コッター床版事業の拡大

● アフターコロナでの資機材の不足、高騰
● コロナ禍による経済の低迷
● 財政健全化圧力による予算規模の縮小

社 会

● コロナ禍によりデジタル化が加速 ● 基幹業務のデジタル化推進
● 工事実績のデータベース化による社内

での情報共有効率化
● ICT技術の活用による生産性向上

● 担い手不足の顕在化と建設技能労働者
の高齢化

環 境

● 再生可能エネルギー、森林保全、スマー
トシティ、廃棄物処理関連の受注拡大

● 防災対応、無人化施工技術による
 災害復旧

● 土木分野の総合的な技術力 ● 包括的な契約の増加
● 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

建設請負事業の深化事業戦略

注力分野

● インフラ大更新分野

● 再生可能エネルギー分野

● 防災・減災、国土強靱化分野

● 資源循環分野

● 大規模・多工種案件を包括的に
対応するためのマネジメント力
の強化

● 設計・調達・施工をワンストッ
プで対応するためのエンジニア
リング力の強化

● 施工から得られるビッグデータ
の高度利用による生産性の向上

強化施策

財務目標

2023年度2020年度

2023年度2020年度

国内土木事業 売上高

国内土木事業 経常利益

1,250
億円

85
億円

1,214
億円

77
億円

2021年度の取り組み
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取締役　専務執行役員
建築事業本部長

上田 真

変動する経済、社会の中で常に新しいビジネスチャンスに挑戦し、
建築事業の成長を追求してまいります。また事業の原点を「安全・
品質・環境に配慮した誠実なものづくり」と捉え、建築事業を通じ
てお客様と社会への貢献を果たしていきます。

　前中期経営計画の戦略のひとつ「建設請負事業の維
持・拡大」により、売上高は前中計期間中、増収を続ける
ことができ、2020年度は2003年度以降最高の売上高と
なりました。これは営業、設計、施工の連携に加え、これ
まで進めてきた生産性の向上の施策などが寄与したも
のです。受注については新型コロナ禍の影響もあり、予
定した工事の延期等により厳しい状況でした。

前中期経営計画の総括・2020年度の振り返り 中期経営計画

　「他社との連携」においては住友林業との協業を推進し、
「木」を活用した空間を提供する中規模オフィスが設計施
工で採用され着工しました。
　また2020年度に当社が施工した日向市庁舎がBCS
賞を受賞し、福井本店の建替計画では環境認証Nearly 
ZEBを取得しました。今後も安全の確保を第一に、建築
技術の研鑽および高い品質の追求に注力し、お客様に安
心していただける建物づくりに努めていきます。

　高水準の建設サービスをお客様へお届けすることを
基本に、さらに高付加価値のソリューションを提供するこ
とで受注と利益の拡大を目指します。

　   2021年3月に住友林業と立ち上げた中大規模木造建
築の新ブランド「with TREE」
もそのひとつであり、様々な
用途で「木」を活用することで
人々の暮らしやビジネスに安
らぎを提供します。カーボン

ニュートラルの実現を目指す中、ステークホルダーから
の環境技術への関心もますます高まっています。低炭素・
循環型社会の形成に向けた提案力を強化します。
　市街地再開発事業では、事業協力者、特定業務代行者
などの役割を果たし、事業の実現を通じて、都市再生へ
の貢献を果たしていきます。また、生産面ではBIMの活用
など建設DX化によるフロントローディングを推進し、引
き続き働き方改革を推進するとともに生産性と安全・品
質の向上を図っていきます。

2021年度の取り組み

建築事業

持続的な成長に向けた戦略　　事業戦略

事業環境 機会認識
リスク認識

機会 強み

経 済
● Eコマースの市場規模拡大
● インフラ更新需要増加
● 建設コストの低減

● 物流施設、ごみ処理施設の施工実績 ● 民間建設投資意欲の減退
● インバウンド需要の落ち込み

社 会

● テレワーク増加に伴う通信インフラ投
資等の増加

● 医療、福祉関連施設の受注拡大

● ダイバーシティの推進
● 集合住宅リノベーションビジネス構築
● ICT技術の活用による生産性向上

● コロナ禍における生産体制維持や
工期遅延発生

● 労働人口の減少による技能労働者の
不足

環 境

● 脱炭素社会に向けての社会的要望
● 災害に強いBCP対応の建物への需要

● 木造建築技術 ● 土壌汚染発生リスク
● 自然災害増加による工事中断
● 災害復旧コストの発生
● 環境法規制の一層の強化

福井銀行本店ビル 夢の絆･川崎 日本瓦斯株式会社
－Dream Bond･Kawasaki  NIPPON GAS CO.,LTD.－

201820172016

3,000

2,000

1,000

0

年度

億円 ％15

10

5

0

年度20202019

2,295
1,9501,8681,810

2,369

201820172016 20202019

9.5
10.910.6

11.9
10.0

国内建築事業 売上高 国内建築事業 売上総利益率

建設請負事業の深化事業戦略

注力分野

●生産・商業・物流分野

●医療・福祉分野

●中大規模木造建築分野

●市街地再開発分野

●環境配慮リニューアル分野

● 営業・設計・施工が一体となっ
た顧客対応力の強化

● 建設市場の変化を早く見極め、
適応する力の強化

● ICT/BIMを活用した
フロントローディングの強化

強化施策

財務目標

2023年度2020年度

2023年度2020年度

国内建築事業 売上高

国内建築事業 経常利益

2,400
億円

165
億円

2,369
億円

152
億円
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　前中期経営計画期間中、華熊營造股份有限公司（以
下、華熊）による台湾での建設事業の発展、タイやインド
ネシアでの住友林業との開発事業の進展、香港でのイン
フラ維持管理運営業務の強化ができました。
　2020年度はコロナ禍やミャンマーのクーデター等で

案件の進捗や活動の沈滞がありましたが、ベトナムにお
ける再生可能エネルギー事業への参画、台湾での不動産
事業会社の立ち上げなど、新たな事業機会創出への取り
組みを行いました。

　再生可能エネルギー事業では、2020年3月より太陽
光発電事業を開始し、同年7月より熊谷組が出資する飯
舘バイオパートナーズ株式会社が、福島県飯舘村での木
質バイオマス発電事業の実施主体に選出され、事業化を
進めました。
　不動産開発事業は、市場や取引先からの情報収集を積
極的に行い、優良な不動産情報を提供してプロジェクトに
つなげました。また、寺社・仏閣の再生事業で実績を重

ね、法務や税務に関する専門性の高いノウハウを蓄積す
ることができました。こうした知見を活かし、学校法人の
不動産を活用した再生事業を提案、事業化の実績をあげ
ました。
　他社との戦略的連携の分野では、バイオマス燃料開
発、販売事業の協業に取り組んでおり、今後は事業化に
重点をおいていきます。

　建設事業では、アジア地域の都市インフラ整備や海外
進出日本企業等の支援に注力し、海外での施工拠点の整
備を図ります。あわせて、住友林業案件で当社建設技術
の貢献を最大化すべく注力します。建設周辺事業では、ベ
トナムでの再生可能エネルギー事業に本格参入し、PPP・

コンセッション事業にも一層積極的に取り組む予定です。
　華熊とは、人財や技術交流をより活発化させ、台湾で
の建設事業や不動産開発事業の強化を図り、あわせて
東南アジアでの事業展開でも華熊とのシナジーを活用
します。

　カーボンニュートラルを達成し持続可能な社会に貢献
するため、バイオマス発電や風力発電を中心とした再生
可能エネルギーの実現やバイオマス燃料開発・販売事
業を通して脱炭素社会の実現に貢献していきます。引き
続きPFI事業への取り組みを進め、長期的な収益機会の
獲得のためコンセッション事業、インフラ運営事業の取り

組みも強化していきます。
　開発事業では、不動産を切り口にした提案型の営業を
推進し、お客様の多様なニーズに応えていきます。また、
自社開発を含めた不動産開発事業やその周辺関連事業
にも積極的に取り組んでいきます。

持続的な成長に向けた戦略　　事業戦略

「建設」「開発」「インフラ維持管理運営」の各事業を対象として、台湾現地
法人の華熊營造や住友林業などのパートナーとも連携し、アジア地区を
中心に持続可能な成長のための事業を推進します。

建設工事請負事業以外に事業主体として取り組む建設周辺事業は、
熊谷組グループの持続的な成長に大きく寄与するものです。
住友林業を始めとした他社との協業により事業を加速し、確固たる収益
源を確保します。

前中期経営計画の総括・2020年度の振り返り 前中期経営計画の総括・2020年度の振り返り

2021年度の取り組み 2021年度の取り組み

事業環境 機会認識
リスク認識

機会 強み

経 済
● 不動産開発事業の活性化
● 賃貸用不動産の購入
● PPP・PFI・コンセッション事業、
 インフラ運営事業の拡大

● 不動産開発グループの強化
● 国内外におけるPPP・PFI・インフラ運営
 事業の実績

● コロナ禍による経済の変動
● 不動産投資における出口戦略
 の変化
● インバウンド需要の落ち込み

社 会
● カーボンニュートラル・グリーン成長
 戦略

● 再生可能エネルギーおよび関連事業
 への取り組み

● 事業の継続性、収益性の確保
● 燃料調達

環 境
● 再生可能エネルギー由来の電源調達、
 PPAの拡大

● 再生可能エネルギー事業および
 関連事業への取り組み、
 自社調達電力の多様化

● コスト縮減

事業環境 機会認識 リスク認識

経 済
● 熊谷組グループの総合的な建設技術を活用した
 アジア地域の都市インフラ整備
● 顧客（日本/台湾）の海外進出支援

● 各国の情勢不安
● 事業活動に対してのレピュテーションリスク

社 会
● インフラ整備における日本国政府の支援
● 華熊營造/華熊建設と国内外パートナーとの連携
● 既存拠点や住友林業とのネットワーク

● コロナ禍による現地確認や直接交渉の減少
● 人的資本の不足

環 境
● ベトナムのパートナーと連携した
 再生可能エネルギー事業への取り組み
● 再生可能エネルギー事業に対する企業の関心の高まり

● ベトナムの電力需要等

海外事業 建設周辺事業

中期経営計画

中期経営計画建設請負事業の深化事業戦略

注力分野

● アジア地域の都市
　 インフラ整備分野
● アジア地域に進出する
　 日系企業の支援
● 台湾における
　 圧倒的な地位の確立

● 国内外営業ネットワークの強化

● 国内外パートナーとの連携の深化

● 技術営業力・ソリューション
　 営業力の強化

強化施策

財務目標

2023年度2020年度

2023年度2020年度

売上高

経常利益

300
億円

5
億円

172
億円

1
億円

建設周辺事業の進化事業戦略 
注力分野

● 住友林業との協業を含む木質バイオマス発電事業
● 風力・太陽光発電事業（海外含む）
● 都市再生・まちづくり事業
● 住友林業との協業を含む不動産開発事業（海外含む）
● 有料道路事業
● PPP・コンセッション事業（海外含む）
● バイオマス燃料開発・販売事業
●インフラリニューアル工法開発・販売事業
●介護・福祉機器開発・販売事業
● 建築仮設（鉄骨建方治具等）事業

再生可能エネルギー事業

不動産開発事業

インフラ運営事業

技術商品販売事業

● 案件組成・事業運営など専
門スキルのレベルアップと
ノウハウの蓄積

● グループ連携の深化による
共同技術開発および経営資
源流動化の促進

● グループの枠を超えた企業
等とのパートナーシップの
強化

強化施策
財務目標

2023年度2020年度

経常利益

20
億円

3
億円
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