
 

平成１８年５月１９日 

 

各      位 

 

 

 
会 社 名  東 鉄 工 業 株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長 須 田 征 男 

（コード番号 １８３５ 東証第１部）  
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中期経営計画策定に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成１８年５月１９日開催の取締役会において、平成１８年度から平成２０年度  

までの３ヶ年中期経営計画について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたし 

ます。 

 

 

記 

 

 

１．前回の中期経営計画（２００３．４～２００６．３）総括 

 

・「経営理念」を新たに制定し、ぶれることの 

無い経営の羅針盤として、全社に定着。 

・鉄道の安全安定輸送に貢献すべく、安全の

抜本的なレベルアップ、コンプライアンス  

体制の強化に注力。 

（‘06/3末） 売上総利益(連結)  :101億円
・H17年度  売上高(連結)     :999億円

（‘03/3末606点→‘06/3末757点(単体予想)）
・経審Ｙ評点の大幅アップ 
・財務体質の大幅改善 
・支店・子会社の再編完了（７社→３社） 
・事業本部制の導入 
・営業施工一体体制の導入 
・ＰＤＣＡ業績管理の定着 
・本社を風通しのよいワンフロアに 
・執行役員制度の導入 
・取締役数の削減（２２名→８名） 
・全社をあげて安全強化計画を推進 
 

主な成果 

・企業風土や経営機構の改革を実施し、様々

な成果。 

・建築リニューアル事業、環境事業等を新しく

立ち上げ。 

・チャレンジ目標売上高(連結)１０００億円、 

売上総利益(連結)１００億円もほぼ達成。 

・しかしながら、究極の安全、品質管理、新規

事業拡大など、新たに挑戦すべき課題やテ

ーマは山積。 
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２．新しい中期経営計画（２００６．４～２００９．３）要旨
（概要については別紙イメージ図ご参照）

・安全で高品質な施工を確実にすることにより、
日本一の鉄道線路メンテナンス工事会社として
の地位を確保。 

・国内外軌道新設プロジェクトへの参画。 
・ＬＲＴおよび新交通システム事業を東日本地域へ

展開。 
・日本一の大型保線機械保有会社として、機械

の効率的運用と、レール削正業務の拡大。 
・東鉄機工㈱を活用した保線機械整備機能の

拡大。 

・安全・品質レベルの向上に基づくお客様の信頼
確保による受注強化。 

・技術第一主義に基づく得意技術の拡大、および
新技術の開発による技術営業力の強化。 

・強みとする鉄道土木工事を土台とした、官公庁
関連土木工事の受注強化。 

・積算力の強化による不採算工事の排除、徹底し
た原価管理、およびそのフォローアップによる
収益性の向上。 

・東鉄メンテナンス工事㈱の機動力を活用した２４
時間即応体制の充実・強化。 

・住宅部門（マンション）の継続強化。 

・非住宅部門（店舗･工場･オフィス、医療福祉、

学校等々）の戦略的強化。 

・鉄道関連部門（駅関連／営業線近接関連案件）

の受注拡大。 

・耐震補強関連業務の強化。 

・リニューアル事業の強化。 

・東鉄創建㈱のクレーム率ゼロの品質を活かし

たリニューアル市場への積極的な進出。 

・汚泥減量化事業の本格開始。 

・酵素排水処理システム 

・バイオマスターシステム 

・バイオクリアーシステム 

・汚泥減量化技術性能の維持向上。 

・活水器の販売拡大。 

 

 

１．経営の基本スタンス 

(１)「経営理念」など経営の基本スタンスは不変。 

(２) これをさらに明確にし、徹底するために新たに「東鉄工業行動憲章」を制定。 

 

２．業務運営の基本方針 

(１)「究極の安全」を目指す

・「安全は全てに優先する」経営を貫き、安全レベルを抜本的に向上させ、 

さらに「究極の安全」を目指す。 

(２)「技術第一主義」の徹底

・技術・品質の維持・向上に努め、「技術第一主義」の徹底を通じ、安全・高品質・高付

加価値な技術・サービスを提供することにより、お客様の信頼を確保する。 

(３)「営業力」の強化

・お客様のニーズに合った技術提案型・ソリューション型営業力、全社横断的な営業

体制を強化する。 

(４)「収益力」の向上

・工事利益の改善、新システム利用による効果的な原価管理等により、「収益力」を 

向上させる。 

(５) 各事業戦略

・線路・土木・建築のコア３事業部門においては、既存得意分野業務を一層強化する。 

・さらに、お客様の新しいニーズに合わせて、新規プロジェクト・耐震・防災・リニュー 

アル等のメンテナンス事業にも注力する。 

・新たに立ち上げた環境事業を第４の柱に育成する。 
 

Ⅰ.線路部門 Ⅱ.土木部門  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.建築部門 Ⅳ.環境事業部門  
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～環境認識～ 

【市場全体】 

・建設投資市場は、民間非住宅建設投資や維持補修投資に増加傾向が見られる

ものの、政府建設投資を中心に全体では引き続き減少基調。 
 

売上高(連結)      ：1000億円以上 

売上総利益(連結)  ：100億円以上 

経常利益率(連結)  ：４％以上

３．経営管理の基本方針 

(１)「誠実なＣＳＲ経営」の推進

・株主・お客様・従業員・地域社会をはじめとする全ての「ステークホルダー」から信頼

され、支持される「誠実なＣＳＲ経営」を推進し、その結果として「持続的成長」と   

「企業価値の向上」を目指す。 

  

「企業価値の向上」を目指す。 

・そのために、役員および従業員一人ひとりが、誠実、かつ強い社会的責任感を   

持った上で、それぞれの役割・分野において、真のプロフェッショナルとなるよう切磋

琢磨する。 

・そのために、役員および従業員一人ひとりが、誠実、かつ強い社会的責任感を   

持った上で、それぞれの役割・分野において、真のプロフェッショナルとなるよう切磋

琢磨する。 

(２)「コンプライアンス／コーポレートガバナンス」の強化(２)「コンプライアンス／コーポレートガバナンス」の強化

・コンプライアンス体制、リスク管理体制、内部統制等を徹底的に強化する。 

(３)「情報発信」の強化

・ＩＲ活動の強化など、積極的な情報開示により、透明性の高い経営を目指すとともに、

企業イメージ・認知度の向上を図る。 

(４)「強靭で効率的な経営体質」づくり

・新システムの円滑な導入、財務体質の一層の強化、業績評価制度の見直し、    

グループ連結経営の推進等を図る。 

(５)「人事制度」の抜本的改革

・実力・成果主義の徹底、人材育成制度の強化を図る。 

 

 

４．数値目標 

 

体制確立

磐石の  

 

 

  

 

 

 

 

ＪＲ東日本線路メンテナンス工事受注は

横ばいを想定。 

Ⅰ．線路部門 
鉄道関連工事については、設備強化関連工
事を中心に堅調に推移するものの、官公庁
工事についてはやや減少する見込み。 

Ⅱ．土木部門  

 

 

 

新築分譲マンション市場は先行き不透明で
あるが、非住宅分野、リニューアル事業に
拡大余地。 

Ⅲ．建築部門 

 

汚泥減量化事業など環境事業の本格開始。 

Ⅳ．環境事業部門  

 

 

 

～目標設定の考え方～ 
・次期３ヶ年においては、上記環境認識のもと、量的拡大と質的充実のバランスのとれた

成長を図り、次の大きな飛躍に向け、様々な新しいテーマにチャレンジする期間と位置
づける。 

・即ち、「究極の安全」「誠実な CSR 経営」等々の基本方針に基づき、経営のクォリティを
更に高めつつ、業績の拡大を図り、上記の目標レベルを確実に達成し、更に飛躍する
ための磐石な体制確立を図る。 
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【業績の推移】 

 

実績
　連結 Ｈ12年度 Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ20年度

('01/3) ('02/3) ('03/3) ('04/3) ('05/3) ('06/3) ('07/3) ('09/3)
売上高 826 751 940 957 941 999 966 1000以上
売上総利益 72 69 99 106 99 101 101 100以上
経常利益率 1.2% 1.2% 3.7% 4.7% 3.8% 3.9% 4.0% 4%以上

前中期経営計画実績 中期経営計画

（億円）
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以上 
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東鉄工業 中期経営計画（2006.4～2009.3） 
（別紙） 

 

東 鉄 工 業 

経営理念 東鉄工業行動憲章 事業ビジョン 

業務運営の基本方針 

①「究極の安全」を目指す 

②「技術第一主義」の徹底 

③「営業力」の強化 

④「収益力」の向上 

⑤「各事業戦略」 

経営管理の基本方針 

①「誠実なＣＳＲ経営」の推進 

② 「コンプライアンス／コーポレートガバナンス」の強化

③「情報発信」の強化 

④「強靭で効率的な経営体質」づくり 

⑤「人事制度」の抜本的改革 

中期経営計画

数値目標（連結） 

売上高   1000 億円以上 

売上総利益   100 億円以上 

経常利益率   4%以上 

磐石の体制を確立 

 
 

社会と共に「持続的成長」 
 

「企業価値の向上」 

「全てのステークホルダー」からの信頼と支持 
 

’

経営理念 
 

東鉄工業行動憲章（抜粋） 
  ・私たち東鉄工業グループは、「経営理念」に基づき、安全で高品質な技術とサービスを 

①．お客さまの満足と信頼の確保   
②．安全施工の徹底 

事業ビジョン 
 

～「安全は全てに優先する」～ 
当社は、鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業として、 

安全で快適な交通ネットワークと社会基盤の創造に貢献いたします。

・鉄道関連工事のリーディングカンパニーとして、 
・その高い専門的技術力と、安定した受注の強みを活かし、 
・線路・土木・建築・環境各事業のバランスの取れた事業構造のもと、

お客様に提供することに努め、法令はもとより、広く社会の規範・倫理を遵守、尊重します。

・また、誠実で公正な企業活動を通じて「社会的責任」を果たし、お客様や株主、従業員、 
地域社会をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼される経営に努めます。 

・こうした活動によって、私たちが社会と共に「持続的な成長」をし、「企業価値」の更なる 
向上を目指すにあたり、東鉄工業グループの全ての役員および従業員が遵守すべき、 

 「東鉄工業行動憲章」をここに制定します。  

③．法令等の遵守と自由な競争および公正な取引 
④．情報開示 
⑤．環境への配慮 
⑥．社会貢献活動の実践 
⑦．社会の秩序と安全の重視 
⑧．国際ルール・法律の遵守 
⑨．安全で働きやすい職場環境 
⑩．危機管理体制の整備と適正な対応 
⑪．東鉄工業行動憲章の徹底 

 
・専門プロ集団として、建設業界に独自の地歩を確保してまいります。 


