
役員紹介
ガバナンス

専務取締役
専務執行役員　建築事業本部長
小川 嘉明 

常務取締役
常務執行役員　管理本部長　綱紀担当　個人情報保護担当
日髙 功二 

1982年 4月
2011年 4月

2012年 4月
2013年 4月
2017年 4月
 6月

1981年 4月
2012年 4月
2013年 4月
2015年 4月
2016年 4月
2017年 4月
2018年 6月

当社入社
当社執行役員
当社関西支店建築事業部長
当社関西支店副支店長
当社常務執行役員　当社関西支店長
当社専務執行役員（現任）　当社建築事業本部長（現任）
当社専務取締役（現任）

当社入社
当社管理本部副本部長
当社執行役員
当社管理本部長（現任）
当社綱紀担当（現任）　当社個人情報保護担当（現任）
当社常務執行役員（現任）
当社常務取締役（現任）

専務取締役
専務執行役員　国際事業担当　営業担当
小川　晋 

2010年 4月
2012年 4月
 6月
 7月
2013年 6月
2014年 4月
2015年 4月
2017年 4月

株式会社三井住友銀行公共・金融法人部長
同行監査部上席考査役
当社常任顧問
当社常務執行役員
当社常務取締役
当社専務取締役（現任）　当社専務執行役員（現任）
当社国際事業・国内建築営業担当
当社国際事業担当（現任）　当社営業担当（現任）

代表取締役社長
執行役員社長
櫻野 泰則 

1981年 4月
2010年 4月
2011年 4月
2012年 6月
2014年 4月

2015年 4月
2017年 4月
2018年 4月

当社入社
当社管理本部人事部長
当社執行役員
当社取締役
当社常務取締役　当社常務執行役員
当社経営管理本部長
当社経営企画本部長
当社専務取締役　当社専務執行役員
当社代表取締役社長（現任）　当社執行役員社長（現任）

専務取締役
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
嘉藤 好彦 

1982年 4月
2013年 4月
2014年 4月
 6月
2016年 5月
2017年 4月

当社入社
当社執行役員　当社東北支店副支店長
当社常務執行役員　当社土木事業本部長（現任）
当社常務取締役
当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長（現任）
当社専務取締役（現任）　当社専務執行役員（現任）

取締役会長
樋口　靖 

1976年 4月
2003年 6月
2008年 4月
2011年 4月
2012年 4月
2013年 4月
 6月
2018年 4月

当社入社
ケーアンドイー株式会社代表取締役社長
当社執行役員　当社東北支店長
当社常務執行役員
当社専務執行役員
当社執行役員副社長
当社代表取締役社長　当社執行役員社長
当社取締役会長（現任）

取締役
広西 光一 

1968年 4月
2003年 6月

2005年 5月
2008年 6月
2009年 6月
2010年 6月
2015年 6月

富士通株式会社入社
株式会社富士通アドバンストソリューションズ
代表取締役社長
富士通株式会社経営執行役常務
同社取締役副社長
同社代表取締役副社長
株式会社富士通エフサス代表取締役会長
当社取締役（現任）

取締役
湯本 壬喜枝 

1971年 4月
1981年 5月
 
 
1995年 1月
1997年 1月
1999年 1月
2006年 1月
2016年 6月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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

（略称 アフラック：アメリカンファミリー生命保険会社）入社
同社人材開発部長
同社取締役
同社執行役員
リスカーレ・コンサルティング代表（現任）
当社取締役（現任）

常勤監査役
小西 純治 

監査役
佐藤　建 

1981年 4月
2007年 4月
2010年 4月
2014年 4月
2017年 6月

1978年 4月
2011年 4月
2012年 6月
2013年 4月
 6月
2016年 4月
2018年 4月
 6月

当社入社
当社九州支店管理部長
当社中四国支店管理部長
当社中四国支店次長
当社常勤監査役（現任）

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）
当社監査役（現任）

監査役
垣見　隆 

1965年 4月
1993年 9月
1995年 9月
1999年 4月

2003年 10月
2008年 6月

警察庁入庁
同庁刑事局長
警察大学校長
弁護士登録
日比谷法律事務所入所
尚友法律事務所入所（現任）
当社監査役（現任）

監査役
鮎川 眞昭 

1969年 4月
1971年 2月
1983年 3月
2000年 5月
2009年 3月
2014年 6月
2016年 3月

監査法人中央会計事務所（後の中央青山監査法人）入所
公認会計士登録
中央青山監査法人代表社員
中央青山監査法人理事
東燃ゼネラル石油株式会社常勤監査役
当社監査役（現任）
株式会社オークネット社外取締役（監査等委員）（現任）

※ 取締役 広西光一および湯本壬喜枝は、社外取締役です。

※ 監査役 垣見隆および鮎川眞昭は、社外監査役です。
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ガバナンス

■  コーポレートガバナンス体制 ■  コンプライアンス体制

■  内部統制の実効性向上に向けて

■  法令遵守への取り組み ■  事業継続計画（BCP）

■  安否情報連絡システムの運用

■  個人情報の保護

■  反社会的勢力の排除の体制

　当社は東京証券取引所が制定する企業統治のための指
針（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。
　取締役会については経営責任の明確化と最適な経営体
制の構築のため、任期を一年としています。また取締役の
職務の効率的執行を目的として執行役員制度を採用して
います。さらに、社外取締役を2名選任し、客観的立場か
ら経営へ助言をいただき、経営体制の一層の強化・充実を
図っています。なお、取締役および執行役員の指名と報酬
額の決定にあたっては、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
会にて決議しています。
　監査役については、社外監査役に弁護士、公認会計士を
選任し、専門知識に基づく監査機能の強化を図っています。
会計監査については監査法人より公正な監査を受けてい
ます。

　当社のコンプライアンス体制は、本社・支店各部署によ
る自律機能、管理本部その他の専門部署による支援機能、
監査室による監査機能、以上3つの内部機能を中心に成り
立っています。
　また、経営から独立した組織として法遵守監査委員会が
社外の観点で定期的に評価を行い、不具合があれば経営に
対して勧告するという体制をとり、コンプライアンスの徹
底を図っています。

　当社は内部統制の実効性を高めるため、「内部統制シス
テム構築の基本方針」に基づき、社内規定や経営会議体を
随時見直すなど、継続的な体制の整備を進めています。
　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、運用に熊谷組グループ
全体で取り組んでいます。

■ 法遵守監査委員会の開催
　法遵守監査委員会は、社内委員（常勤監査役、綱紀担当役
員、経営企画本部長、監査室長）に加え、元裁判官や元検事
等の社外委員により構成され、当社およびグループ会社の
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。

■ 全社員による誓約書の提出
　社員一人ひとりが法令遵守を徹底するという意識喚起
のため、当社およびグループ会社の役職員は毎年、「法令
遵守に関する誓約書」（対象者提出率100％）を提出してい
ます。

　当社では、大規模災害発生時において、お客様や地域住
民への復旧支援やインフラ復旧工事など主要業務が継続
できるよう事業継続計画（BCP）を策定し、迅速に幅広く実
施できる体制を構築しています。また、BCP の実効性を維
持・向上させるために危機管理委員会を常設しています。
委員会ではPDCAサイクルに基づいたBCP 活動の年度計
画等を策定し訓練計画や研修など各支店・グループ会社・
協力会社と連携を図り、有事のときにはお客様から頼られ
る企業、社会に貢献する建設会社として継続的にBCPの改
善と向上に取り組んでいます。

　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
運用しています。グループ会社の社員の安否も確認できる
システムを導入し、熊谷組グループとして事業継続できる
体制を整えています。

　各種の基本ルール(基本理念、個人情報保護方針、個人情
報保護規程など)を制定するとともに必要事項を当社の
ホームページ上に掲載し、株主、社員その他当社に関係す
る方々の個人情報の適切な取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、個人情報保護法対応マニュアルを策定し、これを
全社員に展開して個人情報保護の重要性を全役職員に周
知させるとともに、その管理体制と仕組みについて継続的
な改善を実施しています。

　当社では「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し、また、「コン
プライアンス・プログラム」の中に「反社会的勢力対処プロ
グラム」の章を設け、不当要求行為を受けた場合の具体的
対処法を解説して社員に周知しています。
　また、当社は、協力業者との取引の際に使用している「専
門工事請負約款」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、反社会的勢力の排除に努めてい
ます。

■ コンプライアンス研修の実施
　法令遵守に関する基礎知識向上のために、2017年10
月から2018年3月にかけ、当社社員のほか、グループコン
プラ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。

■ 法遵守強化月間
　当社では毎年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。

コーポレートガバナンス リスクマネジメント
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社外取締役鼎談
ガバナンス

櫻野 当社では2018年度から新しい中期経営計画がス
タートしました。お二人はこの計画について、どのように
評価していますか？
湯本 私は、コーポレートガバ
ナンスの実効性を高めていくた
めには、将来に向けた中長期的
な視点が欠かせないと考えてい
ます。会社として成長し続け、
その未来の姿を描くべきです。
その点では、今回の中期経営計

櫻野 熊谷組の社外取締役に就いてから広西さんは3年、
湯本さんは2年が過ぎました。建設業界一筋の私たちとは
まったく違う経験や知見を持つお二人が加わって、取締役
会も議論が活性化して大きく様変わりしました。
広西 最初に社外取締役として取締役会に出席した時
は、皆さん静かで驚きましたね。私が以前いた会社では、
社外取締役も含めて長時間熱い議論が交わされていまし
た。そこで、熊谷組の取締役会では毎回必ず自分なりの意
見を伝えて議論が活発になるように心がけてきました。
櫻野さんが言うように、最近では雰囲気も大きく変わった
ように思います。
櫻野 広西さんの発言で鮮明に憶えているのは、ある大型
案件の賛否について白熱した議論が交わされた時のこと
です。議論がひと段落した時点で、広西さんが「そこまで
しっかりリスクの洗い出しができているのであれば、取締
役会として前へ進める意思決定をすべきではないのか。
やってみよう」とおっしゃったのです。あのひと言で、適切
なリスクテイクを取る環境づくりが取締役会の重要な役割
であることに改めて気づかされました。
湯本さんは最近の取締役会についてどのように感じてい
らっしゃいますか？
湯本 確かに2年前に就任したころと比べて大きく変わり
ましたね。異なる意見をぶつけ合う場面も増えて、私自身か

なり緊張感を持って臨んでいます。最近では、事前の資料や
説明も綿密になり、リスクの共有などについても進んできて
いるように思います。多様な情報が提供されるので、その分
だけ的確な判断ができるようになったと感じています。
櫻野 湯本さんはとても情報を深掘りしてから発言され
ますね。その姿勢が取締役の刺激になって、よい緊張感が
生まれているように感じます。
当社では、取締役会の実効性評価のために全役員を対象とし
たアンケートを毎年行っています。湯本さんがおっしゃっ
たリスクの共有も、そんな評価・分析のもとに進めてきた
改善の成果だと思います。

湯本 日本の会社にとって大きな課題のひとつがダイバー
シティの取り組みです。私は熊谷組の社外取締役に就くに
あたって、ぜひこの課題を把握したいと考えていました。そ
こで現場に行く度に女性課長や社員にお会いしてお話を伺
うのですが、意欲を持って活躍している女性が想像してい
た以上に多くて驚いています。 昨年も「全社女性社員交流
会」というイベントに参加しましたが、みんなしっかりした
意志を持って仕事に取り組んでいることが伝わってきまし
た。まだ女性が少数派という課題はありますが、私は熊谷
組を建設業界でダイバーシティが一番進んだ会社にしてい
きたいのです。
櫻野 ところで、湯本さんは当社の評価について、とても
ユニークな調査を独自に行っていらっしゃいますよね。
湯本 ええ、あるホテル予約サイトに着目して、熊谷組が
施工したホテルに宿泊したお客様の施設についての満足
度をインターネットで調べているのです。その結果わかっ
たのですが、他のホテルと比較して、熊谷組が手がけたホテ
ルの満足度は非常に高い。これは大いに誇るべきことだと
思います。私は機会があるごとに土木や建築の現場に足を
運んでいます。これらのホテルのいくつかでは、担当した
現場の所長さんの顔を思い浮かべることができます。です
から一層嬉しくなります。
櫻野 貴重なご意見だと思います。コーポレートガバナン
スを強化していくためには、お客様やエンドユーザーの視
点が欠かせません。今後はそのような目線を事業の評価
に積極的に取り込んでいきたいですね。

櫻野 最後に社外取締役のお二人が感じているコーポ
レートガバナンスなどの課題をお聞きしたいと思います。
広西 コーポレートガバナンスに関して様々な施策を打ち
出していることは評価できます。しかし、果たしてそれらの
施策が現場まで浸透しているかについてはもう一度しっ
かり検証すべきではないでしょうか。たとえば支店単位で
不祥事などについての事例研究のような勉強会を実施す
るなど、現場に根ざした活動が大事だと感じています。
櫻野 支店での研修は定期的に実施していますが、形だけ
のものにならないよう、再度検討すべきかもしれません。
湯本さんはいかがでしょうか？
湯本 やはりコンプライアンスの徹底ですね。安全、品質、
なかでも法令遵守については常に強い意志を持って全社
をあげて徹底していかなければなりません。
広西 コンプライアンスの徹底については、役員と社員が
直接対話する機会を増やしていくこともひとつの手段だ
と思います。120年間守り続けてきた信頼も一度損なっ
てしまうと、それを取り戻すためには多大なパワーが必要
となります。最近はESG といった外部からの視点がます
ます重要になっています。業務執行の役員とは違う、社外
取締役ならではの目線からこれからも積極的に意見を発
していきたいと思います。
櫻野 ありがとうございます。現在ではサスティナビリティ
に関わる課題への対応が取締役会において欠かせないリ
スク管理のひとつとなっています。そのためには未来への
方向性やその成果を様々な視点から常に確かめていかな
ければなりません。お二人の社外取締役をはじめ、ステー
クホルダーの皆様の意見を活かし、これからもコーポレー
トガバナンスの充実に努めていきます。

「現場力」が熊谷組の強み

議論が活性化し、様変わりした取締役会

将来への道標が明確になった中期経営計画

議論が活性化し、緊張感のある取締役会。
多様な目線を大切にして、さらなる改革を。

熊谷組では、客観的な視点を経営に取り入れ、コーポレートガバナンスの充実を図っていくために
社外取締役を選任しています。社外取締役のお二人に、社長の櫻野泰則が話を聞きました。

画を非常に高く評価しています。 それからもうひとつ、私
が重視したいのが株主の皆様の評価ですね。今回、新しい
中期経営計画を発表した途端、熊谷組の株価が上昇したで
しょう。そのこともたいへん嬉しく感じました。
これからは社会や時代の変化などをもっと大きな視野で
見据えて、それを事業や経営に生かしていく専門家を社内
に育てていくことも重要になると考えています。
広西 2017年11月に発表された中長期経営方針が最初
に取締役会で議論された頃は曖昧な言葉が多く、明確さに
欠けるように感じました。そこで私は、もっと具体的な目
標値を盛り込むように意見を出しました。
櫻野 確かに取締役は執行役員を兼務していますので中
長期的な数値にコミットすることに尻込みして最初は消
極的だったかもしれません。
広西 いや、別にコミットメントというわけではなくて、
全社で挑戦すべき目標を明確化するということですね。
櫻野 その結果、５年後の目標を明確にした経営方針を策
定することができました。

広西 私もよく現場には足を
運ぶようにしていますが、社員
はもちろん、協力会社の人たち
も含めての誰もが誠実で責任感
が強いので感心しています。な
かでも現場の責任者である所
長さんが素晴らしい。安全や品
質に対する責任感や実行力な
ど、この現場力が熊谷組の伝統なのだと思います。
湯本 そのとおりですね。現場の底力こそが創業の時から
120年続く熊谷組の伝統であり強みなのだと実感してい
ます。
広西 その伝統を受け継ぎつつ、これからは現場で培った
技術やノウハウから次の事業を生み出していくような前向
きの姿勢をもっと積極的に打ち出していきたいですね。

コーポレートガバナンスの充実を目指して取締役社長
櫻野 泰則 

社外取締役
広西 光一 

社外取締役
湯本 壬喜枝 
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