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前田道路
新菱冷熱工業

今泉 保彦社長
加賀美 猛社長

年を振り返って
４月のスタートは、コ
ロナ禍で民間の営業が難
しかった。受注は少し厳
しいところがあるが、こ
れから期末にかけて目標
は何とか達成できる見通
しだ。それよりも、昨年
年を振り返って
新型コロナウイルスに
よる世界的な市場混乱の
影響を受け、 年９月期
業績は連結・単体とも昨
年実績を下回る結果とな
った。この危機を乗り越
えることで、より強い危
20

点施策を立て、実行して
いく。
市場環境
今後、新設は伸びる状
況ではない。それよりも、
維持・修繕の需要は今後
も続いていくだろう。ま

ＢＩＭの活用
ＢＩＭにおいて は、
様々な作業がデータでつ
ながることが重要 とな
る。当社が昨年採択され
た国土交通省の「ＢＩＭ

的に取り組んでいく必要
がある。市場の変化や社
会の変化がおきても、き
ちんと収益を確保できる
ような、第３の基盤をつ
くっていく。前田建設が
コンセッションなど、い

た、地方の財政も踏まえ、
今までの請負の形は近い
将来、かなり減ってくる
のは目に見えている。そ
の時に、ＰＰＰ、ＰＦＩ、
包括業務委託などに積極

トする。大きな柱の一つ
はコンプライアンスの徹
底などの体質改善。２つ
目は生産性改革。３つ目
は新たな収益基盤 の確
立。この３つの柱に向け
て、単年度に何をやって

供することは、我々の大
事な使命だと認識してい
る。
初めて実導入した変風
量コアンダ空調シ ステ
ムは、ダクトレスかつ少

ろんな形で先行し てい
る。当然そこに学ぶもの
がある。リソースはフル
に使っていきたい。
ＤＸについて
工事にしても製造にし
ても、多くの人手がかか
る中で、デジタル技術を
使って、いろんな検査、
管理を一元化していくと
いう取り組みは必要とな
るだろう。品質確保や生
産性向上のためにも、デ
ジタル化は当然、真剣に
向き合っていかなければ
いけないと思っている。
組んでいく。
ＳＤＧｓの取り組み
社会に求められる企業
になるために、ＳＤＧｓ
の枠組みを取り入れ、地
球温暖化、自然災害リス
ク、人権、建設業の労働
力不足や長時間労働の是
正といった課題解決に貢
献することを重要課題に
位置付けた。今後は、Ｓ
ＤＧｓの取り組みと経営
とを統合させ、社会の持
続的発展への貢献により
企業価値を高めていきた
いと考えている。

秋山

優樹社長

伸利社長

◆西松建設
髙瀨

英雄社長

◆三井住友建設
新井

「建設サイト・シリーズ」が 周年
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浩一社長

永冶

◆長大

量関係功労者を表彰して
宮沢参与が表彰
いる。
計量関係功労者
宮沢参与は、同社で計
アズビル 量、計測の研究、開発に
アズビルの宮沢敬冶技 携わり、製品の品質を担
術開発本部参与が、計量 保すると同時に、研究計
関係功労者として 年度 量部門の責任者として同
の経済産業大臣表彰を受 社グループのＪＣＳＳ登
けた＝写真。
録事業を立ち上げ、登録
経済産業省は、計量制 区分や範囲を拡大しなが
度の理解普及のために、 ら、計測ソリューション
月を「計量強調月間」、 サービス事業を発展させ
月１日を「計量記念日」 てきた。
と定め、計量記念日に計
また、日本計量振興協
会理事を務
めて事業お
よび会の運
営に参画し
ており、そ 年１月でサービス提供
の貢献が認 周年を迎えた。
められて今
同シリーズは、 年１
回の表彰と 月にスタート。 年 月
末時点において、元請会
なった。
社約２９０社に採用さ
れ、協力会社約６万８０
００社、登録作業員数約
１６０万人に利用されて
おり、施工管理領域のク
ラウドサービスとして
は、業界最大級のサービ
スに成長した。
同社は今後も、サービ
ス内容の拡充を図り、ユ
ーザー企業の固有システ
ムや他社サービスとのデ
ータ／ＩＤ連携を推進す
ることによって、建設業
務プロセス全域での生産
性向上・働き方改革に寄
与するサービスを提供
建設業向けクラウドサービス
し、建設業界ＤＸを実現
する業界標準プラットフ
ＭＣデータプラスが提 ラウドサービス「建設サ ォームを目指す。
供している建設業向けク イト・シリーズ」は、今
11 11

◆東芝プラントシステム
原園

月度稼働率は
４ ％ の 減 少
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総一郎社長

◆三菱地所設計

林

事

２０２億円と比べ、９％
減少となった。

人

コマツ
（ 月 日）退任（常務執行役
員建機マーケティング本部副本部
長兼ＩＣＴプロジェクト室長兼プ
ロジェクト推進部長）北谷泰一郎
（１月１日）ＩＣＴプロジェク
ト室長兼プロジェクト推進部
長、取締役兼専務執行役員建機マ
ーケティング本部長水原潔▽本社
コンプライアンス室長（生産本部
湘南工場総務部長兼安全・環境課
長兼万田担当部長兼本社健康増進
センタ湘南健康管理室主幹兼開発
本部ＩＣＴシステム開発センタ主
幹兼先端・基盤技術センタ主幹）
金子洋▽建機マーケティング本部
代理店人材育成推進室副室長兼企
画部長兼国内営業トレーニンググ
ループ長兼テクノ・サービス・ス
クール校長（コマツパーツアジア
・アジアトレーニング＆デモスト
レーションセンタ所長）桑原和幸
▽建機マーケティング本部林業機
械事業部担当部長（コマツアメリ
カＶＰ，ＦｏｒｅｓｔＤｉｖｉｓ
ｉｏｎ）三宅利彦▽開発本部長付
兼業務部人事グループＧＭ（建機
マーケティング本部代理店人材育
成推進室副室長兼企画部長兼国内
営業トレーニンググループ長兼テ
クノ・サービス・スクール校長）
嶋中信行▽免開発本部人事グルー
プＧＭ、開発本部業務部長原岡良
尚▽開発本部車両第三開発センタ
主幹技師（コマツアメリカＶＰ，
ＰｒｏｄｕｃｔＭａｒｋｅｔｉｎ
ｇ，ＦｏｒｅｓｔＤｉｖｉｓｉｏ
ｎ）星幸志▽開発本部エンジン開
発センタ企画室長、開発本部エン
ジン開発センタ所長兼アイ・ピー
・エー代表取締役社長篠原正喜▽
生産本部粟津工場管理部副部長兼
サイマル推進課長兼サイマル企画
部サイマルグループ主幹（欧州コ
マツＧｅｎｅｒａｌＭａｎａｇｅ
ｒ ｏｆ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｐｒ
ｏｄｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ Ｐｒｏ
ｃｕｒｅｍｅｎｔ）村田直樹▽生
産本部氷見工場鋳造再編準備室長
（生産本部氷見工場鋳造再編準備
室主幹）白阪文貴▽生産本部大阪
工場管理部副部長（コマツドイツ
ＶＰ，Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，Ｃ
ｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｄｉｖ）
鎌田剛▽生産本部湘南工場総務部
長兼安全・環境課長兼万田担当部
長兼本社健康増進センタ湘南健康
管理室主幹兼開発本部ＩＣＴシス
テム開発センタ主幹兼先端・基盤
技術センタ主幹（開発本部業務部
人事グループチーム長）泉谷美園
▽コマツキャブテック取締役総務
部長（コマツキャブテック社長
付）金山正明▽コマツドイツＶＰ
（生産本部粟津工場生産部ホイー
ル組立課長）勝山治
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軽仮設リース業協会
動 態 調 査

軽仮設リース業協会は
５日、 年 月度軽仮設
リース業の動態調査を公
表した。稼働率は同年
月と比較し「鋼製型枠」
のみ ・７％の増加で、
枠組足場、丸角部材、長
尺足場材、支保工材、養
生部材の５種目は１・７
～７・４％の減少で、全
体平均稼働は４％の減少
となった。例年 月から
月にかけて稼働率は上
昇していたが、 年はコ
ロナ禍の影響が出始めた
のか懸念される。
賃貸売上高は同年 月
度の１８３億円と比べ０
・４％増加し１８４億円
となった。前年度の売上
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泰司社長

10

20

10

10

いくかになる。また、ま
た、２０３０年に創立１
００周年を迎える。２０
３０年に向けてどういう
形で進めていくのか、中
期経営計画でしっかり重

注力分野について
この先は常識にとらわ
れず、変革・挑戦するこ
とで未来を切り拓き、社
会に新しい価値を提供し
ていかなくてはな らな

を活用した建築生産・維
持管理プロセス円滑化モ
デル事業」を通じ、ＢＩ
Ｍガイドラインに沿った
設計・施工プロセスの効
果検証と課題分析に取り

変革で未来を切り拓く
風量で優れた換気効率を
実現し、換気と省エネを
両立させる空調シ ステ
ム。今後も価値ある空調
を提供し続けてい きた
い。

企 業 トッ プ訓 示

狙いを定め、バランスの
とれた安定的な受注を目
指したい。
新中期経営計画
来期から新しい３か年
の中期経営計画がスター

の梅雨の長雨、梅雨明け
後の猛暑の影響が大きか
った。
年の見通し
当社は比率でいうと民
間の方が多い。それも民
間の小口の仕事が多い。
営業所が全国に１２０か
所、工場も１００か所と、
地域密着で日常の営業が
きちんと整備されている
強みがある。もちろん、
国土交通省や高速道路会
社の比率もあげていく。
民間重視は変わら ない
が、官庁の大型工事にも

い。昨年は営業・設計が
チームを組んで医療施設
への換気の見直しを提案
する活動を展開した。安
定した換気の構築で、安
心して過ごせる空間を提

2021年

新たな収益基盤づくりを

機管理体制と柔軟な事業
継続力を身に付けなけれ
ばならないと感じ てい
る。
年に向けて
今年は、コロナ禍で得
た気づきを生かし、「新
しい働き方」を形にする
ことにも注力していく。
実現すべき課題は、コロ
ナに負けない事業継続力
の実現、生産性向上、ワ
ーク・ライフバランスの
実現。特に、大きな課題
である長時間労働の是正
に力を入れていく。
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