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中期経営計画策定についてのお知らせ 

 

当社グループは、平成 18 年度を初年度とする「３ヶ年中期経営計画」を策定いたしました

ので、その概要をお知らせいたします。なお、事業子会社の株式会社宮地鐵工所および宮地建

設工業株式会社の個別の「３ヶ年中期経営計画」の概要も併せてお知らせいたします。 

 

１ 中期経営計画の基本骨子 

(1) 中期経営計画策定の背景 

当社グループを取り巻く経営環境は、主力事業である橋梁事業が、公共事業費の減少、

コスト縮減策などにより発注量、発注単価がピーク時から大幅に落ち込んでいる状況下に

あります。さらに、独占禁止法違反事件による長期間の指名停止措置や、その後の極端な

安値受注の横行などによって、かつてないほど大きな市場変化がおきており、受注・生産

量の減少、工事採算の低下など、誠に容易ならざる厳しい状況にあります。 

当社グループといたしましては、このような公共事業費減少、とりわけ道路事業予算の

削減による不透明で厳しい経営環境は、当分の間は続くものと考え、これに対処するため、

平成 18 年度(2006 年度)から平成 20 年度(2008 年度)までの「グループ中期経営計画」を

策定いたしました。 

各事業会社は、この「グループ中期経営計画」に基づき、それぞれの事業領域において、

受注と利益の安定確保を図るため、諸施策を講じ、業績の早期回復に全力で取り組んでま

いります。 

また、コンプライアンス・リスク管理体制を整備・適切に運用し、公正な競争、社会や

顧客のニーズに応える安全で優れた製品・施工・サービスの提供を通じて、当社グループ

の持続的な成長の実現・維持を目指すとともに、株主、取引先、従業員などのすべてのス

テークホルダーに対して企業グループとしての社会的責任を全うできるよう努めてまい

ります。 

(2) 基本方針 

① 内部統制システムの構築・整備 

コンプライアンス・リスク管理体制の一体的な構築・整備によりグループ内部統制体

制の強化を目指す。 

② 各事業会社の「自立・貢献・連携」の強化・徹底 

各事業会社の収益責任の明確化を図るとともに、同種事業の効率的共同運営体制の整

備により競争力を強化し、目標利益の必達を目指す。 

③ コスト改革、受注の安定確保・拡大 

顧客の信頼と安全・品質の確保を基本に、コスト改革を強力に推進し、市場競争力を

一段と強化して、受注の安定確保・拡大を目指す。 
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④ 適時・適切な情報開示体制の整備 

ＩＴインフラの整備により管理業務の効率化、迅速な情報収集・活用体制を構築し、

適時開示体制の整備・向上を目指す。 

(3) 重点事項 

① グループ営業力の強化と事業領域の拡大 

橋梁事業については、総合エンジニアリング力・技術提案力を活かし「総合評価制度」、

「入札方式改革」等への的確な対応と鉄道・ゼネコン等の民間得意先の積極的な深耕・

開拓を進め、受注量の回復・拡大と採算改善・向上を目指す。 

 鉄骨・鉄塔・鉄構事業については、事業会社間の連携を強化し、得意技術の活用と情

報共有化などにより受注の多角化・拡大と受注単価改善、採算向上を目指す。 

保全・補修事業については、当社グループの有する調査・見積・設計・製作・計画・

施工の一体機能を活かすとともに、採算改善・向上を図り積極的な事業展開を目指す。 

海外事業、ＦＲＰ（強化プラスチック）構造物、ＰＣ橋梁等の橋梁周辺事業、鉄構関

連の新規事業については、積極的な挑戦・開拓により受注拡大を目指す。 

② 総合エンジニアリング企業としての戦略的な技術力強化 

各事業会社において、技術・生産重視の戦略的人材育成策や技術・技能・ノウハウの

伝承策を推進するとともに、グループ内の異動・再配置などにより技術力の向上を図り、

グループ総合エンジニアリング力の強化・向上を目指す。 

また､当社グループ単独での技術開発に加え､技術提携や外部からの技術導入を推進し､

技術的な優位性確保のための独創的･先進的な新工法･新技術の積極的な開発を目指す。 

③ ローコスト体制の確立 

各事業会社において、ローコスト体制の確立のため、組織・要員体制を見直し（定員

削減・異動・流動化）、転籍・出向を含む人員の適正化、直間比率の改善に継続的に取

り組み、売上高に見合った更なる固定費（総人件費・経費）の削減を目指す。 

また、品質・安全確保を基本に、グループの社員一人一人が自らコストダウン・収益

アップの改革・改善行動に取り組む活力あふれる企業風土づくりを展開し、競争力の再

構築、収益力の回復、経営基盤の安定・強化を図り、厳しい経営環境への的確な対応を

目指す。 

 

２ 連結業績目標 

単位：百万円 

 平成 17年度(実績) 平成 18年度(予想) 平成 19年度(目標) 平成 20年度(目標）

売上高 24,631 28,800 33,000 36,000

営業利益 △2,620 △650 100 450

経常利益 △2,081 △120 600 800

当期利益 △3,939 △260 550 750

(1) 18 年度には、17 年度から実施しているリストラ等の諸施策の効果を実現させる。 

(2) 19 年度以降は、工場の効率化施策や新規の営業展開等により、売上高については、17

年度をボトムに大幅な改善を目指す。 

(3) 19 年度に連結黒字化を図り、計画最終年の 20 年度には収益基盤の安定、確立を目指す。 
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３ 連結子会社株式会社宮地鐵工所の中期経営計画 

(1) 個別業績目標 

単位：百万円 

 平成 17年度(実績) 平成 18年度(予想) 平成 19年度(目標) 平成 20年度(目標）

売上高 17,560 20,000 23,800 26,400

営業利益 △1,976 △650 30 400

経常利益 △1,866 △550 100 500

当期利益 △3,099 △650 100 500

(2) 施策の内容 

【売上高】 

① 計画最終年の20年度の売上高は橋梁・鉄骨等をあわせ260億円以上を目標とする。

なお、橋梁・鉄骨事業を補完するため、積極展開している橋梁周辺分野の海外事業・

ＦＲＰ構造物関係の売上等は 19 年度以降各年度 25 億円程度を目標とする。 

17・18 年度については指名停止の影響があって落ち込むが、19 年度から本格回復

を目指す。 

② 受注高については、橋梁事業は18年度以降各年150億円を基本として拡大を図る。

鉄骨事業等は民間案件の選別受注を徹底するも年間 50 億円程度を目標とする。 

【営業利益】 

営業利益については、18 年度は指名停止の影響が残り、赤字からの脱却は困難であるが、

前項の売上高の確保と以下に示す経費削減策で、19 年度にはほぼ水面上に浮上し、20 年

度には確実な黒字化を目指す。 

（経費削減策） 

① 工場効率化による経費削減効果 

当社の主力工場の千葉工場に対し、18 年度に生産ラインの効率化中心の設備投資

を３億円程度実施する。また、徹底した無駄の排除を計画する。 

この結果、３年間で原価低減等を 10 億円程度見込む。 

② 人件費その他の固定費削減効果 

17 年度に実施した希望退職 66名による人件費削減額５億円程度など諸施策の効果

が 18 年度に寄与する。さらに 18 年度以降も人員の適正化を退職者不補充・出向・

転籍などで推進し２億円程度削減する。また、役員報酬の見直し、交際費・旅費交

通費の削減、賃借料の見直しなど固定費を徹底的に絞り込む。 

(3) 資金計画 

 今後予想される資金需要に対しては、保有資産の一部売却や不動産の流動化を中心に、

金融機関借り入れなどで対応する予定である。 
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４ 連結子会社宮地建設工業株式会社の中期経営計画 

(1) 個別業績目標 

単位：百万円 

 平成 17年度(実績) 平成 18年度(予想) 平成 19年度(目標) 平成 20年度(目標）

売上高 10,330 10,000 10,500 11,000

営業利益 △ 503 45 50 65

経常利益 △ 476 50 55 70

当期利益 △ 1,092 50 55 70

(2) 施策の内容 

【売上高】 

① 売上は 18 年度多少落ち込むが、19 年度以降本格回復を睨み各年 100 億円以上を目標

とする。 

（営業改革） 

・ 戦略・重点強化分野への積極的展開により安定的な受注増を目指す。 

鉄道・橋梁、ＰＣ橋梁、保全、免震・耐震補強分野を強化する。 

・ 技術提案力（コスト縮減）強化により他社との差別化を図る。 

 技術提案営業の強化、新規顧客の開拓、積算精度の向上を図る。 

② 受注は競争激化、単価低下のため引き続き厳しいが、鉄道・橋梁、ＰＣ橋梁、保全、

免震・耐震補強分野を中心に 19 年度以降各年 100 億円以上を目標とする。 

【営業利益】 

  ① 17 年度に発生した大型不採算工事の一巡、過年度修補費用等がなくなり、18 年度は

黒字化を見込む。19 年度には黒字体質の安定・定着化を目指す。生産性を高め、人員の

適正化、賃金調整による人件費削減を継続する。 

（採算改革） 

コスト競争力･工事管理力･リスク管理力の強化･向上による低コスト体制の確立を図る。 

顧客要求、計画書・指示書に合致した施工と検査・確認により不適合・クレームコス

トの減少を目指す。 

１人当たり生産性、採算性の向上を図る。 

（固定費削減） 

さらなる固定費の削減を図る。 

ＩＴ（情報ネットワーク）の高度利用による業務合理化とコスト管理、施工管理の

合理化を目指す。 

(3) 資金計画 

今後予想される資金需要に対しては、主に自己資金により対応し、金融機関借入増は

予定していない。 

以上 
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