
関係資本

資本コストを意識した経営を念頭に、既存顧客との関係を強化
しつつ、新規顧客の拡大を図ることで、強固な事業基盤を構築
し、量的質的に事業効率を最大化するポートフォリオを全社的
に展開します。 

事業基盤増強戦略1

・既存技術・既存事業領域では対応できない新たな
社会課題の発生、社会的責任の拡大
・規制の強化・変化や人口減少による既存事業領域
の縮小

・独自技術を活用した事業領域の拡大と新規技術開
発
・社会貢献による企業価値の向上
・原子力事業で培った技術を活用した新規技術開発

リスク（課題認識） 機会

現状認識

戦略による社会・企業価値へのアウトカム（一例） 

SNK Vision 2030 PhaseⅠにおける基本戦略

①資本コストを意識した事業ポートフォリオの実現と新たな事業領域の展開による収益基盤の拡大
②新たな関係価値創造による事業領域の拡大と新分野への事業展開
③社会や顧客の要請に応えるための積極投資によるSNKブランドの差別化
④海外事業領域の将来性を見据えた事業基盤拡大

微粒子可視化システムと飛沫計
測技術を用いて、オーケストラ
を始めとする音楽活動再開へ向
けた、感染リスクの低減効果の
検証に貢献。

室圧変更が可能な多用途型簡易
クリーンブース「DiverCell」（ダ
イバーセル）の開発により、労
働・衛生環境の改善と質の高い
快適な空間の提供による社会の
「安心」に貢献。

「可搬式抗菌フィルターユニッ
ト」と「自立型感染防止フード」
の開発により、感染拡大の要因
の一つである飛沫感染の効率的
削減を図り、医療現場の「安全」
に貢献。

５つの基本戦略
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コロナ禍における社会貢献として、「可搬式抗菌フィルターユニット」「自立型感染防止フード」を開発。飛沫感
染の効率的削減を図り、医療現場の「安全」に貢献しました。また、室圧変更が可能な多用途型簡易クリーンブース
「DiverCell®」（ダイバーセル）を開発。労働・衛生環境を改善し、安心で快適な空間を提供しました。
地球環境問題関連では、独自技術の熱源最適制御システム「EnergyQuest®」（エナジー・クエスト）を納入。国内
初の全自動熱融通運転を開始し、大幅な省エネルギーに貢献しました。さらに、植物に与える二酸化炭素を局所的
に制御する装置「C-BRES®」(シーブレス)を開発しました。これにより空気質環境を改善し、農作業・生育管理の効
率化と豊かで安定的な植物の生産が期待できます。

SNK Vision 2030 PhaseⅠの進捗状況

将来成長が見込まれる分野および社会課題を解決するために不可欠な領域での貢献を念頭に、ベンチャー企業
投資や社内ベンチャー奨励、産学連携、地域連携等の、新たな事業展開や事業基盤強化に向けた資本提携の模索・
推進にチャレンジし、事業範囲の多様化を図るとともに、本社本部・事業部門・関係会社間のシームレス化を推進
していきます。

「新築工事とリニューアル工事」「一般向け施設と産業向け施設」「施工地」等の項目ごとに分類し、分析すること
で当社グループにとって最適なポートフォリオを再確認しています。これにより、事業環境や景気変動によって
受ける影響を最小化できる受注基盤を構築していきます。その上で、当社グループの営業的なコア・コンピタンス
のブラッシュアップを重ね、将来の事業領域の拡大と新分野への挑戦プランを練り、既存の枠を超えた、さらなる
営業展開を図っていきます。

海外現地法人の基盤強化と将来を見据えた人材補強や、国内関係会社との業務連携や人事ローテーションによ
る技術力強化に向け、関係会社と連携して取り組んでいます。
産・学・官との技術提携や共同研究の推進、省エネルギーソリューションに貢献する技術、ソリューション事業
を通じた高度な環境技術を必要とする市場開拓、SDGsを意識した環境活動の推進等、将来の技術基盤強化に向け
た技術開発を推進しています。

関係部門と役割

経営企画本部

営業本部

技術本部

社長

経営企画本部
管理本部
営業本部
技術本部
事業推進本部

デジタル推進室

国際事業本部

都市施設事業部

技術開発研究所

関東支店
産業施設事業部
リニューアル事業部

原子力事業部
各支店

首都圏事業本部
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当社グループのあるべきポートフォリオ構築の一助
として、国内外で広域展開している顧客に対する営業支
援として、当社保有技術の紹介施設SNK「e-Labo®」を活
用しています。また、各種団体へ参加することで、水素エ
ネルギーの活用といったクリーンエネルギーや、カーボ
ンリサイクルといった地球環境の改善に関する市場動
向について情報収集を行い、その情報をもとにグリーン
エネルギー活用企業との協業も検討し、新たなビジネス
の開拓を行っていきます。

協力会社の従業員、作業員延べ136名を対象に安全衛
生推進教育を実施（7回）し、足場組立20名、職長13名、酸
欠33名、研削砥石15名、フルハーネス36名、有機溶剤19

名が講習を受講しました。
また、技術基礎研修にグループ会社従業員延べ21名
が参加する等、技術基盤強化に向け、協力会社、グループ
会社と連携して取り組んでいます。

2020年度はコロナ禍であったことから、オンライン
による研修とソーシャルディスタンスを確保した集合
研修を併用しながら行いました。

脱炭素社会への寄与を目指し、国立大学法人東北大学 

大学院環境科学研究科の佐野大輔准教授らの研究グ
ループとともに、二酸化炭素ガスの回収・固定化技術の
実用化研究を開始しました。二酸化炭素を回収・固定化
する現在主流の方法は、アルカリ性溶液に溶け込んだ空
気中の二酸化炭素ガスを、重炭酸イオンとして回収する
方法ですが、今回研究開発を開始した方法は、このアル
カリ性溶液を微生物の代謝能力を利用して有機物等を
電気エネルギーに変換する装置「微生物燃料電池」によ
って生成します。これにより、①二酸化炭素の回収・固定
化に加え、②有機物の酸化分解 ③発電の３つの効果を
期待できることから、環境にやさしく付加価値の高い要
素技術開発として取り組んでいます。

戦略と関係する取り組み事例 ： 事業領域の拡大と新分野への事業展開（営業本部）

戦略と関係する取り組み事例 ： 関係会社との連携（技術本部）

戦略と関係する取り組み事例 ： 将来に向けた技術開発（技術本部）

安全衛生推進教育風景（３密を避けリモートと会場を合わせた開催）

本手法の概念図

５つの基本戦略　 1  事業基盤増強戦略
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戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／技術革新

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／環境

環境測定用無線センシングシステム「Wi-Musu（ワイムス）®」に遠隔監視機能を付加

熱源最適制御システムを利用した全自動リアルタイム双方向熱融通

ICT/IoT技術を利用した環境測定用無線センシングシステム「Wi-Musu」(ワイムス：Wireless Multi sensing 

unit)は、現場実証試験を通じて通信装置を改善し、クラウドを介したリアルタイム遠隔監視機能を開発・付加し
ました。これにより現場に常時滞在することなく、事務所で環境の計測・把握が可能となり、施工の省力化（従来
比65％減）と計測・データ処理時間の短縮（同75％減）を実現。また、データの共有化により評価の充実が図られ、
当社が提供する空調設備のさらな
る品質向上につながっています。
当社は、計測工法の開発を通じて
質の高い安心・快適な空間を提供し
つつ、労働環境の改善に努め、ESG

経営を推進します。

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社の田町スマートエネルギーセンターでは、当社が納入
した熱源最適制御システム「EnergyQuest®」（エナジー・クエスト）が第一・第二プラントで活躍しています。

2020年秋より始まった両プラント間の熱融通では、2つの「EnergyQuest」を連携させ、統合的に最適判断を
行う機能を新たに追加し、全自動による熱の双方向融通の運用を実現しました。複数の地域冷暖房施設の間で行
う熱融通において、最適制御でリアルタイムに融通量や方向性を判断し、実際にコントロールまで行うのは国内
初の事例です。
当社は、引き続き本技術の普及に
注力し、低炭素社会の実現に貢献し
ていきます。
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組織資本

事業収益の源泉となる現場技術力に大きな影響を与える施工協力
会社の状況は、将来の事業承継や技能労働者の減少により非常に不
安定な状況です。これまでの施工体制の枠組みを見直し、柔軟なサ
プライチェーン体制への変革が必要となっています。

収益力向上戦略2

・イノベーションの停滞、価格競争力の不足、人員
不足によるビジネス機会の喪失
・調達先のコスト増による製品機材の価格UP

・工数削減につながる施工技術の推進（新工法、新
製品の積極的採用、ICT活用、情報共有化）
・組織横断的な技術支援と技術指導による、重要顧
客との関係性維持

リスク（課題認識） 機会

現状認識

戦略による社会・企業価値へのアウトカム（一例） 

SNK Vision 2030 PhaseⅠにおける基本戦略

①事業収益力の源泉である現場収益性を見据えた原価構成最適化の追求
②新工事管理システムの運用による安全品質管理の徹底とIoT、AI技術を駆使した設備資産管理
　手法の確立
③現場機動力の増強に資する協力会社を含めたサプライチェーンの関係性強化と施工遂行力の
　持続的成長を見据えた現場人材確保

建設現場における事務作業を専門部隊に集約および
代行することで全社効率を向上させるとともに、現
場が抱えるさまざまな問題を解決する役割を担い、
工事におけるプロセス管理の最適化を図ることによ
り、SNK品質の工事を提供。

VR技術を活用した現場支援システムの確立により、
視聴者は遠隔地より施工状況の確認ができ、タイム
リーで適切なアドバイスが可能。現場担当者の負担
軽減やさらなる施工品質の向上に貢献。さらに、現場
の支援に止まることなく、作業者への安全指導や品
質検査員の技術
力向上、若手従業
員の育成等にも
幅広く貢献。

５つの基本戦略
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収益力向上を担う現場収益性・現場機動力の確保に向けた重点的な取り組みとして、直接施工部門を支援・指導
する「工事業務推進課」や「現場支援課」を組織して、将来の施工技能者の育成、施工品質の向上、長時間労働の改
善、現場繁忙期における作業員不足対応等を進めています。
また、「新工事業務管理システム」を正式稼働させ、安全・品質管理のレベル向上を推進するとともに、工程管理
の強化、現場作業効率向上を目指した工程管理ツールを導入し、現場施工管理環境の改善と、現場残業時間の上限
規制を見据えた現場の働き方改革を推進しています。
さらに、施工現場における見積依頼から発注・検収に至るまでの一連の業務を電子化するSNK-EDI（Electronic 

Data Interchange：電子データ交換）システムを本格運用し、業務処理の正確化と迅速化、テレワーク対応の容易
化、ペーパーレス化等、サプライチェーンとともに業務の効率化を推進しています。

SNK Vision 2030 PhaseⅠの進捗状況

受注に関し、受注金額や利益率、施工案件のロングライフ計画等のバランスを見極め、先々まで見通しを立てる
ことで、逸失利益の防止を図ります。また、工事内容や契約条件、施工体制等多岐にわたる施工のポイントを精査
し、さまざまなリスクの早期把握と回避を予見。大型案件や、リスク回避の難易度が高い重要案件については、全
社視点で俯瞰的に判断をしていきます。

協力会社と協働した施工検討の早期着手と早期発注や、協力会社と連携した購買力向上と事業所間連携等、サ
プライチェーンと連携しながら収益力向上を図ります。また、新たな工事管理システムの構築に取り組み、安全・
品質の更なる向上を目指すとともに、各現場で抱える工程管理の強化、作業効率向上を目的とした工程管理ツー
ルの検討を推進していきます。

全社収益力向上と全社技術力向上への貢献を掲げ、事業部門に対する技術系業務の指導・支援、長時間労働の改
善、働き方多様性の推進に向け、安全品質センター、ファシリティーソリューションセンター、購買センターの3セ
ンターにより全社を支援していきます。

関係部門と役割

営業本部

技術本部

事業推進本部

社長

経営企画本部
管理本部
営業本部
技術本部
事業推進本部

デジタル推進室

国際事業本部

都市施設事業部

技術開発研究所

関東支店
産業施設事業部
リニューアル事業部

原子力事業部
各支店

首都圏事業本部
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働き方改革による現場負
荷の軽減と生産性向上を目
指し、2021年度より事業推
進本部 安全品質センター
の中に「工事業務推進課」を
創設しました。
工事業務推進課では工事
のエキスパートが、これま
での実務経験に基づき、現
場における事務作業を仕分
け、安全書類の確認や訂正、
図書の帳票作成やデータ化
といった単純作業を工事業
務推進課の専門部隊に集約
および代行することで全社
効率を向上させています。
また、工事業務推進課では現場事務作業の代行業務だけでなく、国土交通省が推進する建設キャリアアップシ
ステムの普及促進に向けた現場サポートや時間外労働上限規制を厳守する上での課題等、現場が抱えるさまざま
な問題を解決する役割を担い、これら問題解決と請負工事業の責務である工事におけるプロセス管理の最適化を
図ることにより、ひいてはお客様にSNK品質の工事を提供してまいります。

工事進捗の要ともいえる工程
管理力の強化を目指し、従来の
アナログ管理からデジタル管理
への全面移行を進めています。
工程管理については、各社、独
自のノウハウによるところが大
きいものの、多職種が集まって
モノづくりをする建設現場で
は、工程表を共有する必要があ
るため、管理ツールについては
共通化が望まれます。そこで、当
社においても業界を代表する工程管理ソフト「工程’s」（㈱ウェッブアイ提供）を導入し、4月から全社運用を開始
しました。
「工程’s」の運用においては、これまで培った当社独自の工程管理ノウハウを盛り込んだ形での活用とデジタル
化のメリットを活かした資源（ヒト・モノ・カネ）管理の最適化を進めるとともに、業界における工程管理ツールの
共通化にも注力していく予定です。

戦略と関係する取り組み事例 ： 工程管理ソフト「工程's」の導入（技術本部）

戦略と関係する取り組み事例 ： 工事業務推進課の創設（事業推進本部）

５つの基本戦略　 2  収益力向上戦略

工事業務推進課打合風景

工程’Sシステム図
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当社グループの事業活動だけでなく、サプライチェー
ンを含めた活動を拡げ、また社会的責任を果たすため、お
取引先・協力会社の皆さまとの協力・連携によるCSR活動
への取り組みを推進しています。
特に調達については2020年11月に新日本空調グルー
プ「CSR調達方針」を定め、現在約1,600社にのぼる企業
の皆さまに、企業の社会的責任へのご理解を深めていた
だくとともに、「CSR調達方針」の遵守をお願いしていま
す。

当社では、労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令と「職員就業規則」に基づき、「安全衛生管理規程」を定め、
規程に基づく安全衛生管理体制の下、日々、従業員はもとより協力会社および作業員の安全と健康を確保すると
ともに、快適な職場環境の形成に努めています。
その特徴は、部門の規模にかかわらず、統括安全衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者を選任し、役割拝命
者の責務を明確にするとともに、管理者、推進者が、適宜、現場を含む職場を巡視し、設備、作業方法および衛生状
態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じることで労働災害を未然に防止しています。

統括安全衛生管理者
《事業部門長》

衛生管理者
《50名以上は選任》

安全衛生委員会
《委員長＝事業部門長》

安全管理者
《規模に係わらず選任》

安全衛生推進者
《技術系管理職》

技術本部長

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／労働安全衛生

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／CSR調達

快適な職場環境作り

CSR調達方針の制定

CSR調達方針
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ナレッジと業務システムを有機的に結びつかせ、業務を通じて個人
が取得・蓄積するさまざまな情報や知識を組織全体で共有し、有効
的に管理できるシステム＝ナレッジマネジメントシステムを構築
します。将来的には協力会社との共有により、サプライチェーンに
よるSNK品質の供給と継続を目指してまいります。

デジタル変革戦略3

・Excel、Word等で各個人が書類を作成し、承認手
続きは紙ベースで行われ、さらには業務全体を統
一管理するシステムが存在しない等による業務
スピードの低下
・意思決定の遅延による、競争力の低下

・全社の知識・情報の共有化により、データの連携・
解析が可能となり、判断の迅速化を図る
・生産性の向上・長時間労働の是正・収益力の向上
を実現

リスク（課題認識） 機会

現状認識

戦略による社会・企業価値へのアウトカム（一例）

SNK Vision 2030 PhaseⅠにおける基本戦略

①ナレッジを最大限に活用するマネジメントシステムの構築と運用
②デジタル変革の進化に追従するデジタル化戦略の実行と情報解析技術の研鑽

組織資本

デジタル推進室を創設し、既存業務フローの見直し
や、データの連携・解析・統計とナレッジの蓄積によ
り、情報利用を高度化。

購買書類の電子化により、発送・保管業務が削除され
るとともに、業務処理の正確性とスピードアップに
より組織機動力を向上。

５つの基本戦略
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ナレッジを最大限に活用するナレッジマネジメントシステムの構築に向け、新たに意思決定機関として「デジ
タル推進委員会」を設置するとともに、主に施工現場を中心としたIT化・デジタル化を推進する専門部署である
「デジタル推進室」を設置しました。
デジタル推進室では、「業務プロセスの最小化による生産性向上」「全社の知識・情報共有化」「BIM推進による生
産性向上」を活動方針として、業務プロセス改善ツールの環境構築を進め基幹システムと、全ての業務プロセスを
デジタル化する「DP（デジタルパッチ）フェーズ」に着手しています。すでに8件の開発が終了し正式稼働してお
り、引き続き開発終了したプロセスから順次正式稼働し、DXを加速していきます。

SNK Vision 2030 PhaseⅠの進捗状況

「業務プロセスの最小化による生産性向上」「全社の知識・情報共有化」「BIM推進による生産性向上」を方針とし
て定め、「SNK Vision 2030」の基本戦略の一つである、「デジタル変革戦略」を推進するためロードマップを定め
ました。AR（Augmented Reality）、VR（Virtual Reality）、施工の自動化等の技術連携も行いながら、まずは、全て
の業務プロセスのデジタル化を最優先で推進していきます。

ICT技術を活用したオンラインによる遠隔研修、生産性向上･現場負荷低減に向けた図面・写真管理ツール、遠隔
の現場を一括で見ることができるクラウド監視カメラツールの導入、モバイル端末活用による現場管理のデジタ
ル化の推進、BIM作図支援となるテンプレートの作成、操作習得のためのマニュアルの作成と教育の実施、情報伝
達ツールの最大限活用（グループウェア、WEB会議、WEBカメラ等、VR）等に取り組んでいます。

ICT活用による業務の効率化および取引の更なる信頼性向上を目的として、施工現場における見積依頼から発
注･検収に至るまでの一連の業務を電子化するEDI（Electronic Data Interchange：電子データ交換）システムを開
発し、2021年4月より全店で運用を開始しました。EDIシステムの導入によって、書類の発送と保管にかかわる業
務と費用を削減するとともに、テレワークでの業務を容易にし、業務処理の正確化と迅速化を図ることで、取引先
とのWin-Winの関係を深化していきます。

関係部門と役割

デジタル推進室

技術本部

事業推進本部

社長

経営企画本部
管理本部
営業本部
技術本部
事業推進本部

デジタル推進室

国際事業本部

都市施設事業部

技術開発研究所

関東支店
産業施設事業部
リニューアル事業部

原子力事業部
各支店

首都圏事業本部
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デジタル推進室はデジタル化推進のコアと
して機能する部署として設置され、一般的なDX

でイメージされるAR、VR、施工の自動化等の 

技術連携も行っていきますが、まずは全ての業
務プロセスのデジタル化を最優先で行う予定
です。
「デジタル変革戦略」を推進するDXロードマ
ップでは2021年度から2023年度の3年間を
「全ての業務プロセスをデジタル化する『DP

（デジタルパッチ）フェーズ』」とし、その後の次
の3年間を「デジタル化されたプロセスを連携
させる『DI（デジタルインテグレーション）フ
ェーズ』」としていますが、その後のDXを行う上
で非常に重要な基礎の部分であるため、しっか
りと行ってまいります。
また、2002年から稼働している基幹システム
についても、これら一連のデジタル化に対応す
るシステムに刷新します。財務会計情報を正し
く記録し処理するためのシステムであること
を基本としつつも、正しい情報統制のもとに、
さまざまな外部システムとの連携が可能であ
り、またビジネス環境の変化に合わせて随時更
新や改良が可能なシステムとして、2024年度
から運用が可能となるように計画しています。

当時の担当者を探し、
直接連絡を取って
データを受領

あらゆるデータは
ナレッジマネジメント
システムに集約

ナレッジマネジメント
システム

各種データが個人に
属している

『ナレッジ』を誰でも利用できる

属人化されたデータとナレッジマネジメントシステムの活用イメージ

ナレッジマネジメントシステム活用イメージ

現場／グループ会社

ナレッジの
問合せ

ナレッジ
登録

ナレッジ登録

システム
メンテナンス

現場・会社情報・
ナレッジ登録現場情報・

ナレッジ登録

現場情報・
ナレッジ登録

回答

A社担当

SNK現場
グループ会社 ナレッジセンター

事業部・支店・本部

現在 ナレッジマネジメントシステム活用後

協力会社
B社担当 C社担当

データは個人が所有

B社新築工事の
完成図書が
欲しい…

管理

閲覧

検索
閲覧

登録

検索
閲覧

検索
閲覧

検索

閲覧

現場・協力会社
からの問合せ

回答

活用

協力会社

活用

共有管理

知識化管理

ナレッジシステム
運用管理

ナレッジ蓄積共有

セキュリティ
確保外部クラウド

本社ナレッジ
マネジメント

DP（～2023年度）

既存Excel・Word業務を
業務改善ツールで再構築

OCR

ワークフロー見直し

既存システムの
モダナイズ

脱ハンコ

RPA クラウド

DX（～2030年度）

デジタルな
組織への
変革

デジタルを
駆使した

イノベーション

DI（～2026年度）

システム間データ連携
データ解析・統計

可視化

データ活用

ナレッジ蓄積と活用
ノウハウの積極展開

SNKにおけるDXステップ

判断迅速化

ナレッジ共有 ITリテラシー テクノロジーやスキル・考え方

戦略と関係する取り組み事例 ： DX体制の強化（デジタル推進室）

５つの基本戦略　 3  デジタル変革戦略
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当社はコロナ禍におけるテレワーク
を円滑に進めるため「テレワーク推進委
員会」を2020年4月に発足、10月に社内
ルール化しました。中でもICTの活用に
関しては、モバイルPCの配付、リモート
会議システムの拡大、ビジネスチャット
の利用促進、ウェアラブルカメラの活用
等による改革を継続的に促進しており
業務負荷低減につなげています。
特にウェアラブルカメラ活用につい
ては現地従業員による現場巡視状況を
LIVE配信することにより、遠隔地の複数
熟練者の目によるチェック、パトロール
が可能となりました。またウェアラブル
カメラは現場巡回以外にも、現場固定監
視、業務監査、外部審査等にも活用予定
です。

ウェアラブルカメラによる現場遠隔確認状況

新工事業務管理システム図

戦略と関係する取り組み事例 ： ICTを活用した働き方改革（技術本部・事業推進本部）

当社では請負工事業の責務である「品
質管理、原価管理、工程管理、安全管理
“QCDS”」の確実な遂行によるSNK品質
の提供を目指し、現場管理の高度化に取
り組んでいます。
その一つとして、現場で作成する管理
帳票類や施工書類、さらには技術図書類
や各種資料を効率良く、取り出せる当社
独自の工事業務管理システムを運用し
ています。

2021年度はこれまでのシステムを進
化させ、ファイルの作成支援やデータの
持ち出し管理機能、セキュリティ面を考
慮したファイリング機能等に加え、工事
データの全社一元管理機能を付加した
新工事業務管理システム（愛称Polaris）
を独自に開発！これをクラウド上で稼
働させ、SNK品質の提供体制をさらに強
化する予定です。

Polarisは、当社の事業戦略の一つであ
る「デジタル変革」における現場業務の
期間を担うもので、SNK品質の提供体制
の強化にとどまらず、生産性の向上と現
場の負荷軽減にも一役買うことが期待
されます。

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ/品質確保と向上

新工事業務管理システムの本格導入
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持続的地球環境の実現を目指し、環境問題・CSR活動・ダイバーシテ
ィ・地域コミュニティへの貢献等を通じ、企業としての永続性を高め
てまいります。また、コンプライアンスへの取り組み、リスクマネジ
メントやコーポレート・ガバナンス体制を強化してまいります。

企業統治戦略4

・労働災害・品質事故の増加による信用と利益の損
失
・情報発信力の不足や時流をとらえた対応ができな
いことによる企業価値・認知度の低下

・ESG経営の浸透・増長により、取り組むべきマテ
リアリティの全社共通認識が図られ、社会課題へ
の対応を可能とする、サステナブルな経営体制へ
の変革

リスク（課題認識） 機会

現状認識

戦略による社会・企業価値へのアウトカム（一例）

サステナビリティ資本

SNK Vision 2030 PhaseⅠにおける基本戦略

①心豊かな社会そして地球環境の維持を組織の命題ととらえ、SDGsの目標達成に資するCSR

　活動の推進
②持続的成長を確実にするコーポレート・ガバナンス変革への挑戦
③エンゲージメント経営の実践によるインフラ型組織への変革

５つの基本戦略

組織資本

建設現場での事故トラブルを想定した、BCP訓練を
行うことにより、危機管理広報の重要性を認識し、レ
ジリエンスな事業基盤の醸成を推進。

2021年8月にTCFD賛同表明し、より気候変動に対
応可能なビジネスへの変換や気候変動そのものの緩
和と適応に貢献。
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グループの命題である“豊かな社会と地球環境の維持”がさらに社内浸透するように「ESG経営戦略課」「CSR・
ESG戦略委員会」が社内の再考を進めています。グループ横断的に選任された「CSR・ESG経営推進員」がCSR活動を
推進し、TCFD提言に沿った情報公開の質と量の向上、社会やステークホルダーの信頼性の向上を目指していきます。
また、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の監督機能を一層強化しました。「リスク管理委員会」等の各委
員会活動を活発化させ、より強固なコーポレート・ガバナンスへの変革を進めています。
グループ全従業員が企業理念・ビジョンに共感し、エンゲージメントを高めながら、一人ひとりのグローバルな
活躍を会社がサポートし、ともに成長していける組織づくりを推進しています。

SNK Vision 2030 PhaseⅠの進捗状況

持続的地球環境の実現とステークホルダーの長期的価値向上を見据えたESG経営のグループ内浸透と、それを
支えるコーポレート・ガバナンス体制を強化します。また、2050年カーボンニュートラルへ向けた施策の検討と
具体的取り組みの展開を推進していきます。

SNKグループは公正な競争/利益相反行為の禁止/贈収賄防止/反社会的勢力との接触禁止等、コンプライアンス
を遵守します。そのために独占禁止法遵守のための専門教育を継続実施するとともにコンプライアンス委員会と
協働し適正な入札参加を担保するための諸施策を立案・実施していきます。

コンプライアンスの徹底を図るために、コンプライアンス教育（グループ従業員・協力会社）の継続実施および
推進活動の強化と再発防止策を確実に実行します。また、リスク管理規程・危機管理規程・BCPに則ったリスクマ
ネジメントの強化を図っていきます。

現場パトロール強化による大型案件の現場進捗遅延の早期発見と損益管理指導、原価管理プロセスの確実な実
行による損益管理の精度向上、ISO活動による現業業務の軽減推進等、業務プロセス適正実施と牽制強化、マネジ
メントシステムを活用した業務プロセス改善を継続しています。

関係部門と役割

経営企画本部

営業本部

管理本部

技術本部

社長

経営企画本部
管理本部
営業本部
技術本部
事業推進本部

デジタル推進室

国際事業本部

都市施設事業部

技術開発研究所

関東支店
産業施設事業部
リニューアル事業部

原子力事業部
各支店

首都圏事業本部
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マテリアリティ：（優先して取り組む順に表示）

当社は　2020年6月26日、株式会社の設置機関を一部変更し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ
移行しました。取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の
監督機能を一層強化するとともに、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に努めています。

監督機能の強化　
監査等委員は、移行前の機関・監査役にはない取締役会における議決権をもつ。
監査等委員は、取締役の選任や解任、報酬について株主総会における意見陳述権をもつ。
意思決定の迅速化
重要な業務執行の決定を業務執行取締役へ委任が可能。

第1期（2020-2022年度）：新日本空調グループ内基盤作り 

第2期（2023-2025年度）：協力会社との連携強化および活動の推進 

第3期（2026-2029年度）：SDGs達成に向けた取り組み 

2030年 SDGs 目標達成

当社グループは、「企業理念」や「会社の方針」、中期経営計画、
ISO26000の中核主題に沿って整理された社会課題に鑑み、中期経営計
画『SNK Vision 2030 PhaseⅠ』を下支えするCSRマテリアリティ（重要
課題）として、2020年に15項目のマテリアリティを特定しました。
さらに、2030年までに達成すべき世界の姿「SDGs（持続可能な開発目
標）」の実現に向けて、さまざまなCSR・ESG活動を現在推進しています。

POINT

CSR・ESG活動の取り組み方針

監査役会設置会社

株主総会

選任・解任

取締役会

取締役

取締役 社外取締役
（任意）

選任・解任

監査役会

監査 監査
・
監督

監査役

社外監査役
※3名以上で構成
※社外監査役を半数以上
※常勤監査役を選任

社外監査役

監査等委員会設置会社

株主総会

選任・解任

取締役

取締役 社外取締役
（任意）

選任・解任

監査等委員会

取締役

社外取締役

※3名以上で構成
※社外取締役を過半数

社外取締役

取締役会

５つの基本戦略　 4  企業統治戦略

戦略と関係する取り組み事例 ： CSR体制の拡充とマテリアリティの特定（経営企画本部）

戦略と関係する取り組み事例 ： 監査等委員会設置会社への移行（管理本部）

詳細は、P.49-50「CSRマネジメント」をご覧ください。

CSR・ESG経営

中期経営計画
SNK Vision 2030 PhaseⅠ

1. 環境 
2. 労働安全衛生 
3. 技術革新 
4. 人材育成　 
5. 品質確保と向上    
6. リスクマネジメント
7. 情報開示     
8. 公正な事業慣行 
9. コンプライアンス 

10. ダイバーシティ   
11. CSR調達 
12. 情報セキュリティ 
13. 人権 
14. 地域コミュニティ
15. 労使関連 
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当社は、コンプライアンスの徹底を当社グループの会社の方針に定め、役職員に周知し、順守を求めています。
また、定期的にコンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに関する事項の審議、報告を行っています。
なお、コンプライアンス推進へ向け各施策を実施しており、2020年度は、当社グループ従業員および契約社員
等を対象とし、WEBを活用した研修やコンプライアンス・アンケートを実施しました。協力会社に対しては、コロ
ナ禍において集合研修の開催が難しいことから、コンプライアンス推進に関する通知を発送しました（1,012社）。
また、相談窓口であるヘルプラインの連絡先を記載したコンプライアンスポスターを製作し、事務所内の各打
合せスペースに掲示を行い、社内外の関係者に対し相談窓口の周知と啓発を図る等、コンプライアンスの推進に
努めています。

コンプライアンス研修受講状況
職員、契約社員 1,208名（受講率95.3％）

その他関係者 493名

コンプライアンス・アンケート回答状況
職員、契約社員 1，276名（回答率97.5％）

その他関係者 381名

コンプライアンス推進活動

リスクマネジメントについて

当社グループは、事業運営上のあらゆるリ
スクを的確に把握・対応し、経営の健全性を確
保することが重要であるとの認識のもと、リ
スクの防止および会社が被る損失の最小化を
図ることを目的とし、グループ全体のリスク
管理に関する必要な事項をリスク管理規程に
定めています。
また、代表取締役社長を委員長とし、社外有
識者を含む委員によるリスク管理委員会を設
置し、リスクの回避、低減および管理の強化を
図っております。
なお、2020年からの社会情勢に鑑み、「新型
コロナウイルス等の感染症感染拡大リスク」と
「気候変動リスク」については、事業運営に大き
く影響を及ぼすリスクととらえ、優先的に取り
組むマテリアリティと認識し活動を推進して
います。

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／コンプライアンス

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／リスクマネジメント

リスク管理体制図
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変化するワークスタイルへの順応化や働き方の変化にともな
い、職務型人事制度への移行や多様化と国際化等、柔軟な制度形
態の設定とその運用が求められており、グループの人材体系を
検討してまいります。これにより能力や特性に応じた職務の配
分を可能とします。また、長時間労働削減に向け現場人材の増強
を実施してまいります。

人的資本戦略5

・専門的分野の人材確保・育成の遅れによる絶対的
人員不足
・長時間労働の是正による、施工人員の不足
・働き方改革による協力会社の労働力低下

・ワークスタイルの変化への順応による、採用人員
の増加および企業価値の向上
・グループ全体の最適人員配置による競争力の増大

リスク（課題認識） 機会

現状認識

戦略による社会・企業価値へのアウトカム（一例）

SNK Vision 2030 PhaseⅠにおける基本戦略

①多種多様、多才な人材の発掘、育成、活用に資する人事制度改革の推進
②ゆとりのある労働環境の実現に向けたワークスタイルの変革と現場人材の増強

人的資本

５つの基本戦略

職能型から職務型への制度変更
により、さまざまな専門領域に
て、自己のキャリアプランと会
社のキャリアパスが有機的に結
び付く人材の育成および人材の
重点配置が可能。

「SNKワークスタイル・フリー」
は、従業員一人ひとりが各々の
職場で活き活きと働くことがで
き、当社の企業価値向上へ。

65歳定年制は、豊富な経験やス
キルをもった従業員の処遇向上
を意図し、若年従業員への技術
継承や専門分野の人員確保が可
能。
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多様な人材発掘のため、ITスキルがある人材を積極的に採用しDX関連部署で活用するとともに大学、高専、高校か
ら通年で採用を行っています。人材育成は、社内教育カリキュラムを各本部が連携し計画・実施しています。また、従
業員の豊富な経験とスキルをより活用できるように65歳定年制を導入し、「職務型」人事制度へと移行しました。
ワークスタイルの変革として「SNKワークスタイル・フリー」を推進しつつ、「テレワーク推進委員会」を立ち上
げ、テレワークの目的を①業務効率の向上、②総合力の向上、③BCP対応力の向上、④ワークライフバランスの向
上と定め、テレワーク勤務を規程化しました。

SNK Vision 2030 PhaseⅠの進捗状況

社内公募および中途採用によるITスキルがある人材の採用、そして次世代リ－ダー研修により新たなリーダーの
育成を実施し、多種多様、多彩な人材を有しさまざまな専門領域にて自己のキャリアプランと会社のキャリアパス
が有機的に結び付く人的資本の育成を推進していきます。

目的・目標を明確にした若手技術者育成の強化、動機付けとワーク・エンゲージメント向上教育、専門教育の推
進、経験と理論を合致させた中堅技術者の技術力強化、取得目標時期を明確にした資格取得支援の推進と研修・教
材の充実化に取り組んでいます。
また、マネジメント力の強化として、管理職を対象に、変革に対応できる人材育成、将来を見据えたローテーシ
ョンを推進しています。

新人事制度の定着に向けた施策を検討、実施するとともに新卒およびキャリア採用においては、多種多様でグロー
バルな人材を積極的に採用し、専門性の強化を図り更なる上位ポジションへステップアップするキャリアプランを
バックアップします。また、従業員の活力や生産性が向上できるよう、健康経営への取り組みを推進しています。

「企業は人なり」（人の成長こそが企業の原動力であり、良い仕組みがなければ人を活かすことはできない）を基
本に、請負工事業の責務である工事におけるプロセス管理力をさらに強化するため、技術本部が企画・開催する技
術基礎教育と連携し事業推進本部では技能向上に向けた応用教育を企画・開催しています。

関係部門と役割

経営企画本部

技術本部

管理本部

事業推進本部

社長

経営企画本部
管理本部
営業本部
技術本部
事業推進本部

デジタル推進室

国際事業本部

都市施設事業部

技術開発研究所

関東支店
産業施設事業部
リニューアル事業部

原子力事業部
各支店

首都圏事業本部
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当社は、代表取締役社長を健康経営責任者として、全ての従業員が心身とも
に健康で、自由で闊達な発想力を活かして仕事に取り組める職場環境作りを
目指すことが重要な経営課題ととらえ、年1回の定期健康診断の受診率100％
を2年連続で継続し徹底しています。さらに、施工現場従事者には半年に1回の
健康診断を実施し、健康維持と推進に積極的に取り組んでいます。
また、ストレスチェックの受検率は97～98％を継続し、やりがいや職場環境
の改善を目的とした上司との個別面談を行い、心の健康にも努めています。
今後も引き続き、働き方改革により残業時間の削減を進め、全従業員の平均
残業時間を27時間以内にすることを目指してまいります。

当社では、現場管理の高度化を掲げ、モノに直接触れる機
会が減った現代においても、「経験と勘と度胸“KKD”」と「目
配り、気配り、心配り」により職人と一体となりモノづくり
を継続するべく、①職人が身を置く作業環境への理解、②職
人が日々発揮する労力への理解、③職人が理不尽に感じる
ことへの理解、④「言うは易く行うは難し」を体感、⑤当社の
生業において「品質管理、原価管理、工程管理、安全管理
“QCDS”」の重要性への理解、⑥法令遵守（安衛法）の重要性
への理解を目的に、2018年度より職業訓練法人 富士教育訓
練センターで10日間の実地研修を行っています。

2020年度も万全な新型コロナウイルス感染防止対策を講
じ、実施しました。
研修は安全教育に始まり、足場の組立・解体から銅配管の
ロウ付け等幅広く、技術的な難しさと12月の富士山麓とい
う研修場所もあいまって、職人の厳しさを理解する良い機
会になっています。
今後も職人と一体となり、チームSNKでモノづくりを行
います。

新型コロナウイルス感染防止を機会ととらえ、国や都道
府県からのテレワーク実施要請に応えるだけでなく、新型
コロナウイルス収束後のワークスタイルを見据え、「テレ
ワーク勤務規程」をいち早く策定するとともに、すでに導入
済みであったグループウェアやチャット、WEB会議システ
ム、遠隔カメラといった情報通信機器の活用を加速させる
ことによりサテライトオフィスや自宅での勤務を拡大し、
生産性の向上、移動時間の節約による生活と仕事の両立、従
業員の安全の確保、また、緊急時の事業継続を可能とするこ
と等を実現しています。
また、WEBによる会議形態の変化を踏まえ、オフィスや会
議室の改装、システムの増強を図っています。

職業訓練法人 富士教育訓練センター

所定外労働時間（休日含む）の推移/単体 （単位：時間/月）

WEB会議可能な会議室

５つの基本戦略　 5  人的資本戦略

戦略と関係する取り組み事例 ： 健康経営に向けた取り組み（管理本部）

戦略と関係する取り組み事例 ： 人材育成システムの強化（技術本部）

戦略と関係する取り組み事例 ： ワークスタイル改革（事業推進本部）

健康経営宣言

新日本空調は、従業員が自らの
心身の健康維持を図り、自由で
闊達な発想力を活かして仕事
に取り組める職場環境を作り、
会社の競争力を強化すること
が重要な経営課題ととらえて
います。
そして従業員がワークライフ
バランスを充実して、働きがい
を持ち続けられる会社作りを
目指します。

2019年度 2020年度
非管理職平均 39.7時間 36.2時間
従業員平均 33.1時間 30.6時間
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成長プランニングへのマインド研修

女性活躍

イクメン第2号

持続可能な経営基盤の強化を図るためには、従業員の成長を
プランニングすることが重要であり、当社の企業理念を基に自
身の責任を果たす価値や組織改善のスキルを習得するために各
階層で「マインド研修」を取り入れ、健全な企業経営に必要とな
る知識やロールプレイによるスキルを身に付けています。
対象層：新入社員、若手従業員、課長、部長

2014年度より年1回、全国の女性技術者が集まり意見交換を行
う場として「技術系女子会」を開催しています。この会は、女性が
働きやすい環境としていくために、日頃の悩みや抱えている問
題、会社の制度で改善して欲しい点等を前向きに話し合い、活発
な意見を交わすとともに、日ごろ顔を合わせることのない他部門
の人達と顔見知りになることで縦横のつながりを深めることを
目的としています。実際に、ここで上がった意見や要望により、時
間有給休暇の制度化や時短勤務期間の延長等の制度改正につな
がっています。

2020年度はコロナ禍により、オンラインによる個別面談を行
いました。働き方改革やコロナで大きく変わった職場環境のこと
や若手技術者の将来への不安、悩み等、個別面談ならではの忌憚
のない気持ちや深い話を聞き、女性の働く環境向上に向けた活動を行っています。
この結果を受け、女性側だけに目を向けるのではなく、男性に対する教育の実施や働き方の多様化が必要だと
いう認識を強くし、皆がより働きやすい環境とするために、「技術系女子会」での意見交換をさらに充実させなが
ら取り組んでいます。

昨年に引き続き男性育休取得者（イクメン）が登場しました。
今回2児のパパとなったタイミングで育休を取得したイクメン
は、リニューアル事業部 設計部でしたが、普段から2～3名の
チームで仕事をしており、テレワーク体制も整っていることか
ら、仕事に支障が出ることなく約1ヶ月の育休取得後、通常業務
へ戻ることができました。
上司は「自分も育児の大変さが身に染みているので、本人へは

『遠慮なくとってほしい』と伝えた。これを機に他の男性従業員
が育休取得を考える一助となれば。」と育休に賛同しています。

オンラインで部下と個別面談を実施
リニューアル事業部 松田 和子さん

フォローアップ研修

イクメン第2号　リニューアル事業部 松原 直紀さん

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／人材育成

戦略と関係する取り組み事例 ： マテリアリティ／ダイバーシティ

42新日本空調株式会社 SNKレポート 2021

戦略プロフィール 基盤 財務・企業データ


