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●  社業の発展を欲せば先ず信用の昂揚に努められたし

●  工事施工に当たりては親切を旨とし得意先の不安の除去に努められたし

●  相互に共存共栄を基とし一致協力して業を励み成績向上に努められたし

● 建設を核とした事業活動を通して、国内外において自然との調和のとれた人間活動の場を構築し、
　 優れた総合力を発揮して社会に貢献する企業集団を目指す。
● 一貫した高品質な顧客サービスと企業環境との調和を図り、社会に豊かさを提供する、
　 創造的な企業集団を目指す。
● 意欲と誇り、自信に満ちた社員に、多様な自己実現の場を提供する活力ある企業集団を目指す。
● 企業市民としての自覚と責任を持ち、品位を重んじた行動により、社会に評価される企業集団を目指す。

本コーポレートレポートは、熊谷組グループの経営方針、事業戦略やCSRの取組みについて、すべてのステークホルダーの皆様に
ご理解いただくことを目的に編集しています。
熊谷組グループビジョン「高める、つくる、そして、支える。」を切り口として、環境への配慮・社会課題の解決・ガバナンスの取り
組みを紹介し、持続可能な社会の形成に貢献していることをお伝えします。
ステークホルダーの皆様の情報開示への期待に応え、客観性・透明性を確保するために各種ガイドラインを参考にしています。

対象期間
2017年度（2017年 4月 1日～ 2018年 3月 31日）
活動事例などについては、必要に応じ 2018年 4月以降の事例も紹介
しています。

対象範囲
熊谷組およびグループ会社（国内 6社、海外 1社）を報告の対象として
います。熊谷組単体に関する報告は、主語を「熊谷組」または「当社」と
しています。グループ会社個社に関する報告は、個社名を主語にしてい
ます。また、熊谷組の環境保全活動数値データの対象工事は、国内の熊
谷組単独工事と熊谷組が幹事会社であるJV工事としています。

発行
2018年 8月発行  （前回：2017年 8月／次回：2019年 8月予定）

参考にしたガイドライン
●  環境省　環境報告ガイドライン（2012年版）
●  IIRC 国際統合報告フレームワーク

WEBサイトのご案内
http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/csr.html

将来見通しに関する注意事項
本レポートに掲載された意見や予測などは発行時点の当社の判断に
基づく将来の見通しです。そのため実際の業績などは様々な要因によ
り異なる可能性があることをご承知おきください。

社　　訓

経営理念

編集方針
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社会から必要とされる
企業を目指して 熊谷組の　　　　  年120

1921〜1940
1898〜1920 大正10年〜昭和15年

昭和16年〜昭和35年

昭和36年〜昭和55年1941〜1960
1961〜1980

三信鉄道全線開通
1934（昭和9）年、熊谷三太郎は、三河と
信州を結ぶ三信鉄道（現・JR飯田線） 工
事を「沿線地方の人々の利益のために貢
献したい」と、危険で不可能といわれ誰
も引き受けなかった工事を一個人として
受注しました。門島～中部天竜間45km
の区間に116のトンネル、54の橋梁をつ
くるという大きな挑戦で、その後中部天
竜～天竜山室間も請け負い、全線で最も
長い約1,564mの佐久間トンネルを貫
通、小和田～大嵐間も完成させ、三信鉄
道は全面開通に至りました。

社則制定
1939（昭和14）年元旦、
熊谷三太郎が考案し
た基本精神。役員7名
を含む90余名の全役
職員が一層の努力を
誓い合いました。

「社則」を「社訓」へ改編
「社則」を「社訓」へ改編。以来、今
日にいたるまで「信用の昂揚」「親
切」「共存共栄」の精神は、変わるこ
となく受け継がれています。
関連情報 ＞P2

社章改訂
熊谷三太郎と牧田甚一が原図を考
案した創立当時の社章を改訂し、現
在の社章に近い形になりました。

「谷」の字をデフォルメし、 周囲に
9つの「マ」を配して「熊谷」を表現
しています。

黒部川第四発電所・大町トンネル貫通
世紀の難工事といわれたプロジェクトで、熊谷組
は、ダムの建設資材を運び込むための大町トンネ
ル(現・関電トンネル)建設を担当。当初は順調に
掘り進みましたが、1957（昭和32）年5月、破砕帯

（岩盤の中で岩が細かく割れ、地下水を大量に含む
軟弱な地層）に遭遇し、これを突破するのに7カ月
を要しました。
全長80メートルにもおよぶこの「大破砕帯」との
格闘の日々は、1968（昭和43）年に「黒部の太陽」
として映画化されました。熊谷組は豊川工場（現
テクノス（株））にトンネルのセットをつくるなど、
撮影に全面協力しました。

香港プロバーコーブ
水道トンネル竣工
熊谷組の海外工事第1号（商業ベースでは
日本の建設会社で初）として、1961（昭和
36）年に香港プロバーコーブ水道トンネ
ルを受注。その後、台湾や東南アジアを中
心に世界各国へと事業を展開しました。

新宿野村ビル竣工
1975（昭和50）年に着工した
地下5階・地上53階の超高層ビ
ル。日本初の単独での超高層ビ
ルの施工は、建設業界やメディ
アからも注目され「 建築も熊
谷」と評価を高めました。

1898（明治31年） 熊谷組創業

1938（昭和13年） （株）熊谷組設立

1945（昭和20年） 建築部門設立
1954（昭和29年） 本社竣工※

1957（昭和32年） 都市対抗野球で野球部が初優勝
1958（昭和33年） 豊川工場開設（現テクノス（株））
※ 旧社屋、後の東京支店

1963（昭和38年） 熊谷道路（株）設立（後の（株）ガイアート）
1974（昭和49年） 華熊營造股份有限公司
 本社新社屋完成

創業期

第一次成長期

第二次成長期

戦時中・戦後復興期

明治31年〜大正9年

時代を切り拓いた新たな価値創造の軌跡

■ 熊谷組グループの沿革

■ 熊谷組グループの基本精神・指針

　建設会社「熊谷組」は、1898（明治31）年の創業以来、明治から大正にかけての日本の近代化、そして戦禍で荒廃した日本
の復興から経済発展へと、建設事業を通して広く社会の発展に尽力してきました。
　バブル経済の崩壊後は、およそ20年にわたって大変に厳しい時代を歩みましたが、お客様やお取引先の皆様をはじめ、関
係者各位のご支援をいただき、こうして創業120周年を迎えることができました。　
　100年を超える歴史の中で培ってきた技術力と、豊かな人間力をかけ合わせて高めた「独自の現場力」で、これからもお客様
が満足し続けられる「しあわせ品質」をお届けする「建設サービス業」の実現を目指し、当社はお客様とともに社会の発展
に貢献していきます。 

創業者・熊谷三太郎

創立当時 改訂後

1937
（昭和12年）

1958
（昭和33年）

1966
（昭和41年）

1978
（昭和53年）

1939
（昭和14年）

1946
（昭和21年）

1963
（昭和38年）
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「熊谷組
グループビジョン」策定
市場環境や時代の変化に影響
されず、将来にわたってお客様
や社会から必要とされ、社員が
誇りを持って働ける企業グルー
プを目指して「熊谷組グループ
ビジョン」を策定しました。熊
谷組グループがお客様や社会に
お届けしたい価値を明確にし、
5年後10年後に向けた目指した
い姿を示しています。

熊谷組グループ中期経営計画
（2018～2020年度）
～成長への挑戦～
中長期経営方針（2017年11月策定）に基
づき、2018年度を初年度とする「中期経
営計画（2018～2020年度）」を策定しま
した。熊谷組グループ一丸となって「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、事業活動を推進
し、社会的課題の解決に貢献するととも
に、企業価値の向上を図ります。
関連情報 ＞P12

経営理念制定
社訓制定当時から飛躍
的に発展し、規模も大幅
に拡大した当社が、厳し
い企業間競争を勝ち抜
き、安定的に成長を続け
ていくために改めて価
値尺度を統一し、自らが
目指すべき方向を定め
たものです。
関連情報 ＞P2

人と人が集い、ふれあいながら安心して心豊かにくらすことのできる場所。
それをつくり、支えていくのが私たちの仕事です。

使う人の気持ちにこたえる“しあわせ品質”をお届けするために
技術力と人間力を掛け合わせて高めた独自の“現場力”をもって全力で取り組みます。

そして完成後も、運営、維持管理、修繕、再生まで一貫して携わり、
新しい物語が生まれ続けるくらしの舞台を、時代をこえて支え続けていきます。

高める、つくる、そして、支える。
100年をこえる歴史の中で育まれた、お客様とともに歩み続ける責任感を胸に。

これからも私たちは、新たなチャレンジを続けていきます。

人がつながる、くらしをつくる。
未来へひろがる、舞台を支える。

平成13年〜

2001〜
昭和56年〜平成12年

1981〜2000

2001（平成13年） ケーアンドイー（株）設立
2004（平成16年） （株）ガイアートT・K発足
 （2016年（株）ガイアートに社名変更）
2010（平成22年） 業界初「エコファースト企業」認定
2017（平成29年） 住友林業（株）と業務・資本提携
2018（平成30年） 創業120周年

1985（昭和60年） 受注額1兆円超、経常利益業界1位に
1991（平成3年） 日本リーグでバスケットボール部が初優勝
1993（平成5年） （株）クマガイ・テクノスペースを設立
 （2000年テクノスペース・クリエイツ（株）
 に社名変更）
1995（平成7年） （株）テクニカルサポート設立
1996（平成8年） 豊川工場が熊谷テクノス（株）として分社独立
 （2002年テクノス（株）に社名変更）
1998（平成10年） 創業100周年

低迷期から復活期へ

第三次成長期から低迷期へ

ニューシティ東戸塚
開発事業開始
熊谷組が長年にわたって街
づくりに取り組んだ民間で
は国内最大級の都市開発事
業。超高層住宅4棟をはじ
め、周辺も含めると約4,500
戸の住宅、環境共生を目指
した商業施設など約100棟
もの建設を手がけました。

香港東部海底トンネル（EHC）開通
香港では1961（昭和36）年の初受注から半世紀以
上にわたって60件以上の工事を手がけました。
その中でも1989（平成元年）に完成した東部海底
トンネル（EHC）は、日本の建設会社が手がけた香
港初のBOT※事業として注目を集めました。
※ Build Operate Transferの略で、民間事業者が施
設等を建設し、維持・管理・運営を行い、事業終了後に公
共施設の管理者等に施設所有権を移転する方式。

TAIPEI 101竣工
台湾の台北市信義区にある超高層ビル。
地上101階建てで、名前はこれに由来。
高さ509.2m、地下は5階まであり、7年
間の工期を経て、2004年に「世界一高
いビル」として竣工しました。

2004
（平成16年）

2016
（平成28年）

2018
（平成30年）

1998
（平成10年）

1993
（平成5年）

1981
（昭和56年）

1989
（平成元年）

CS推進室設置
CS（Customer Satisfaction:顧客
満足）活動への本格的な取り組みが
スタート。
2002年からは活動の発展形として、
毎年「お客様に感動を」のポスターを
作成し全職場に掲示しました。これ
は、お客様にご満足いただき、さらに
は感動していただけるような「堂々
とした誠実なものづくり」を目指し
ていくという、当社の強い意志を表
明したものです。
関連情報 ＞P48

高める、つくる、そして、支える。
私たちがつくるのは、単なる建物や建造物だけでなく、

そこに集う人々とともにつくりあげていくコミュニティーです。

熊谷組グループビジョン

独自の現場力とはしあわせ品質とは

しあわせ品質とは、建造物の外形的・機能的な品質はもちろんの
こと、そこに集う人、使う人が満足し続けられる品質のことです。
熊谷組の100年をこえる歴史と経験から培った技術力とそこに
働く社員の個性あふれる人間力を掛け合わせて、使う人の気持ち
を思いやる温かさと、それを実現しようとする情熱で、ひと時の

「感動」のその先にある、永続的な「幸せ」をお届けします。

優れた技術力を豊かな人間力で活かすのが、
私たちの独自の現場力です。
1 「私たちがつくる現場」を第一に考え、行動する現場力。

見る、感じる、行動する「三現主義（現場・現物・現実）」を施工現場だけにとど
めず、すべての社員が現場の一員であり、“常在現場”であることを意識して
行動します。

2 「人々が生活する現場」にまで想いをめぐらせて、行動する現場力。
お客様のことを深く知り、学び、その想いに共感し、さらには私たちがつくる
ものを使う人、10年後も20年後もそこに集う人を思いやり、その気持ちにこ
たえるためにどうお役に立てるかを考え、行動します。

この私たち独自の現場力こそが、「しあわせ品質」を実現する源です。

熊谷組グループの価値創造プロセス
詳細情報 ＞P8

高度な無人化施工技術を駆使した阿蘇大橋地区斜面防災対策工事（2017年8月撮影）
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ガバナンス

トンネル・橋梁・ダム・道路など生活に不可欠なインフラ建設
を通じ、人々が安心して心豊かにくらす場所をつくり、支え
続けます。大更新時代を迎えるインフラ、激甚化する自然災害
等に対し、技術力を高めて対応していきます。さらにCIMや
AI を活用した生産性向上への取り組み、土木技術や自動化
技術を活用した森林保全活動への取り組みも強化します。

海外拠点における営業ネットワークの強化を図り、事業の拡
大と安定した収益確保に努めます。海外事業を展開し、収益
力を高めていくために他社との協業を推進するとともに
グローバル人材の確保やリスクマネジメントに注力してい
きます。

マンション、オフィスビル、病院、商業施設など、使う人の気持
ちを思いやり、暮らしの舞台をつくり支え続けていきます。
環境に配慮した建築への取り組みや中大規模の木造建築分
野への取り組みを推進していきます。さらに、BIMやIT技術
を活用した生産性向上への取り組みを強化します。

熊谷組は市街地開発事業において建設会社トップクラスの
実績を有しており、ノウハウや知見を活かし、都市再生、地域
創生へ貢献します。またコンセッション事業、インフラ運営事
業、および今後さらなる需要の拡大が見込まれる再生エネル
ギー事業についてより積極的に取り組みを進めていきます。

2015年に国連総会において採択された「持続可能な開発目標 （Sustainable 
Development Goals:SDGs）」は、あらゆる国と地域が、貧困や不平等、教育、
環境など17の目標に169のターゲットを設ける事で課題の解決を図り、 より
良い国際社会の実現を目指すものです。熊谷組グループは、社会に貢献する
ものづくりを追求し、持続的な価値創造を実現するとともに、SDGsを含めた
社会的課題の解決に貢献していきます。

平等な教育機会気候変動などの
環境問題

建設業界の
担い手減少 ● ダイバーシティ

● 人材教育
● 職場環境
● ビジョンの浸透

● CS活動
● ステークホルダー
　 との関わり
● 社会からの評価

● 安全衛生
● 品質管理
● 環境保全

● 優位性のある
　 技術
● 研究体制
● 研究施設

住み続けられる
街づくり

ものづくりの
品質問題

しあわせ品質

パートナー企業・取引先

お客様・地域社会

地域社会

株主・投資家

従業員

インフラの
老朽化

激甚化する
自然災害 人間力の向上

共存共栄

自然との共生

企業価値向上
による株主還元

人間力

支える現場力

社会課題
熊谷組グループビジョン

熊谷組グループの事業分野

持続可能な開発目標（SDGs）への貢献

ステークホルダーに
提供する価値

技術力

つくる現場力
特集 ＞P37

　熊谷組グループビジョンに基づく「建設サービス業」の実践は、グループ独自のソリューションです。ハードをつくる技術力
に加え、積極的なコミュニケーションを通じてお客様や社会が真に求めているニーズを把握し、それに対して柔軟かつ的確
で、迅速な提案を行うことができる独自の現場力を高めています。
　熊谷組グループらしさを発揮して、全員参加でベクトルを合わせ、未来を拓く新たな価値創造に挑戦しています。

高める

支える

つくる
人間力×技術力が独自の現場力を生み出します

「高める」によって生み出された現場力は
「安全・品質・環境No.1」のスローガンのもと
ものづくりを通じて
熊谷組ならではの価値をお届けします

多様化する社会課題に対応するため
建物・建造物の運営から再生まで一貫して
携わるとともに様々な角度から
ステークホルダーの皆様を支え続けます特集 ＞P45

● コーポレートガバナンス体制　　● リスクマネジメント　　● コンプライアンス

土木事業 海外事業建築事業 その他事業

熊谷組グループの価値創造プロセス

詳細情報 ＞P28

詳細情報 ＞P36

詳細情報 ＞P44
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参照 ＞ P42
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従業員数 女性管理職数

特許数 労働災害度数率

CO2排出量 （スコープ1、2）

従業員数 女性管理職数

財務・非財務ハイライト
※ 財務情報はグループ連結、非財務情報は熊谷組単体としています。

※熊谷組単体

※熊谷組単体
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