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代表者名  代表取締役社長 小 倉 雅 彦 
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（TEL．０３－５３６９－７６１１） 
 

 

 

中期経営計画策定に関するお知らせ 
 

 

 

当社は、平成２１年５月１２日開催の取締役会において、平成２１年度から平成２３年度までの 

３ヵ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）中期経営計画（２００６．４～２００９．３）の総括（要旨） 

 

(１)「究極の安全」を目指す 

●「安全はすべてに優先する」経営を貫き、安全レベルの抜本的向上による「究極の安全」の 

実現を目指した。 
・全社をあげて、「安全強化計画」を粘り強く推進。 
・鉄道工事の安全管理体制の強化を図るため、「鉄道安全推進本部」を新設。（’08.10） 

(２)「技術第一主義」の徹底 

●技術・品質の維持・向上により、安全・高品質な技術・サービスの提供に努めた。 
・「東鉄技術学園」を新設（’08.4）し、技術教育研修を強化。 

・高性能な大型保線機械の継続的導入。 

(３)「収益力」の向上 

●不採算工事の徹底排除、原価管理の強化等により、収益力の大幅な向上を実現した。 
・「利益改善プロジェクト」の推進、及び具体的諸施策の全社展開。（’07.4～） 

 （工事入手意思決定プロセスの変更、購買部新設による集中管理体制の強化など） 

・「利益低下防止委員会」による原価管理強化の徹底的推進。 

 （不採算工事の月次ＰＤＣＡ管理強化、ケーススタディによる再発防止対策推進など） 

・経常利益率： ’06/3 3.9％ ⇒ ’09/3 5.3％  
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(４)「各事業戦略」 

●線路・土木・建築のコア 3 事業部門においては、鉄道関連の強みとシナジーを徹底的に活かし、

一層強化させるとともに、大型保線機械の導入など、今後の業務拡大を展望した設備投資 

にも注力した。また、防災、耐震、リニューアル等のメンテナンス事業などについても 

業務の拡大を図った。 
・「鉄道建築技術部」の新設（’07.7）による鉄道関連建築営業の強化。 

●一方、’08 年度以降激変した経済環境を踏まえ、工事採算や信用コストなどを意識した戦略的な

選別受注を図り、質的充実の維持に注力した。 

●また、環境事業を第 4 の柱として育成すべく、業容拡大体制を整えた。 

・「東鉄ＥＣＯ
エ コ ツ ー

２プロジェクト」の推進。（’08.7～） 

・新「環境本部」の設置。（’09.4） 

(５)「誠実なＣＳＲ経営」の推進 

●コーポレートガバナンス、コンプライアンス、情報開示体制を一層強化し、 

すべての「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」を推進した。 
・「東鉄工業行動憲章」を新たに制定。（’06.5） 

・取締役会議長に会長を選任し、社外取締役の増員も実施。（’08.6～） 

・「情報開示委員会」を設置（’07.10）するとともに、ホームページを全面改訂し、 

「広報・ＩＲ室」を「広報・ＩＲ部」に独立（’09.4）させるなど、適時適切な情報開示体制の充実に注力。 

(６)「強靭で効率的な経営体質」づくり 

●経営力強化のための種々の仕組づくり、制度・機構改革、風土改革などを実施した。  
・財務体質の大幅改善。（’09/3 期連結有利子負債ゼロ、金融収支の大幅改善達成） 

・経営事項審査Ｙ評点の大幅改善。 

・新システム（ＮＥＸＴシステム）の導入完了（’07.10）により、業務プロセスの効率化実現。 

・新人事制度の導入、及び「東鉄技術学園」による人材育成の強化。 

・新支店業績評価制度の導入と支店経営支援の強化。 

(７)業績（数値目標） 

●以上の各施策の推進により、（前）中期経営計画の数値目標の達成状況は以下の通りとなった。 

 

（      印：達成項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●売上高については、’08/3 に１年間前倒しで、目標「1000 億円以上」を達成するも、 

’09/3 については市場環境の激変、及びこれに応じた戦略的な選別受注により、895 億円と 

未達となった。 

●売上総利益は、売上高が’08/3 比 110 億円減少したにも拘わらず、107 億円と、逆に 8 億円 

増加し、目標「100 億円以上」を達成した。 

●経常利益率についても、5.3％と大幅に改善し、（前）中期経営計画期間中、全て目標「4％以上」

を達成した。 

 

実績 目標

’06/3 ’07/3 ’08/3 ’09/3 ’09/3

売上高 999億円 967億円 1005億円 895億円 「1000億円以上」

売上総利益 101億円 99億円 99億円 107億円 「100億円以上」

経常利益率 3.9% 4 .4% 4 .2% 5 .3% 「4 .0%以上」

（前）中期経営計画実績
連結
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２．（新）中期経営計画（２００９．４～２０１２．３）の要旨 

 

１． 基本テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務運営の基本方針 

(１)「究極の安全と安心」の追求 

・「安全はすべてに優先する」経営を貫く。 

・安全レベルを抜本的に向上させ、お客様・従業員・地域社会の「究極の安全と安心」を 

徹底的に追求する。 

(２)「技術と品質」へのこだわり 

・｢技術力｣｢施工力｣｢品質管理｣のたゆまざる維持・強化を通じ、安全・安心で、高付加価値な、

高い｢品質｣の技術・サービス・商品の提供に徹底的にこだわることにより、お客様の高い 

｢満足度｣と｢信頼｣の確保を図る。 

(３)「現場力」の徹底的強化 

・現場で起こる様々な問題を発見し、自ら解決する能力の向上を図る。 

・本社・支店による、実効性のある現場支援体制を強化する。 

(４)「営業力」の抜本的強化 

・お客様のニーズに合った技術提案型・ソリュ－ション型営業力を強化する。 

(５)「収益力」の継続的向上 

・｢利益改善プロジェクト｣の具体的実施事項の更なる深度化を図る。 

・｢利益低下防止委員会｣による原価管理体制を一層強化する。 

(６) 「各事業戦略」の概要 （詳細については、別紙２「各事業戦略」ご参照） 

・量的拡大と質的充実のバランスのとれた成長を図り、景気変動や市場環境の激変にも 

柔軟に対応し得るビジネスモデルを構築する。 

・線路・土木・建築のコア３事業部門においては、当社グループの得意分野とする業務を 

徹底的に強化する。 

・お客様や社会の新しいニーズを先取りした業務の拡大を図り、常に未来に挑戦し続ける。 

・環境関連事業を拡大・強化し、第４の事業の柱に育成する。 

（概要については、別紙１．「イメージ図」ご参照） 

誠　
　

実

で

キ
ラ
リ
と
光
る

誠　
　

実

で

キ
ラ
リ
と
光
る

「環境」への取組み

「誠実なＣＳＲ経営」の推進

「究極の安全と安心」の追求

「人を大切にする経営」の推進

「技術と品質」へのこだわり

「環境」への取組み

「誠実なＣＳＲ経営」の推進

「究極の安全と安心」の追求

「人を大切にする経営」の推進

「技術と品質」へのこだわり

「オンリーワン」

「ナンバーワン」

＆

の東鉄工業

「オンリーワン」

「ナンバーワン」

＆

の東鉄工業

　　「誠実で、キラリと光る、ナンバーワン＆オンリーワン」　　　　
　　　　　　　　　　　の東鉄工業 を目指します。

・「究極の安全と安心」を追求し、｢技術と品質｣にこだわること、

　そして「環境」に配慮した、「人を大切にする」「誠実なＣＳＲ経営」　

　を推進することにより、

　株主・お客様・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、支持され、　　　　　　　

　社会や地球環境と共に「持続的に成長」する

　　　　「誠実」な東鉄工業を目指します。

・線路部門においては、
　軌道メンテナンス工事や高性能な大型保線機械の稼働力
　などにおいて、質・量共に我国ナンバーワン、
　そして常に未来に挑戦し続ける
　　　　「キラリと光る、ナンバーワン」 の東鉄工業を目指します。

・「線路」・「土木」・「建築」のコア３部門においては、
　鉄道関連・耐震・防災・リニューアル・メンテナンス工事など、
　当社独自の高い専門性と強みを最大限に活かすとともに、
・「環境」部門では、
　時代を先取りした「東鉄ＥＣＯ２プロジェクト」を積極的に推進し、
・これら４つの事業部門が、
　相互にバランスよくシナジーを発揮する、他に類を見ない、
　ユニークで先進的なビジネスモデルにより、お客様の多様な
　ニーズにお応えすることができる
　 「キラリと光る、オンリーワン」 の東鉄工業を目指します。

エコツー
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３．経営管理の基本方針 

(１)「誠実なＣＳＲ経営」の推進 

・当社グループの「経営理念」「事業ビジョン」「東鉄工業行動憲章」を揺るぎない 

羅針盤としつつ、「誠実なＣＳＲ経営」を推進し、株主・お客様・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、支持され、社会や地球環境と共に 

「持続的に成長」することにより、「企業価値の向上」を目指す。 

・これを実現するために、当社グループの一人ひとりが、「誠実」に、かつ「強い社会的責任感」

を持った上で、専門技術・知識を徹底的に磨き、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。 

・コンプライアンス/コーポレートガバナンスの一層の向上に努める。 

(２)「人を大切にする経営」の推進 

・公平で公正な評価・処遇と、「やる気のでる」職場づくり。 

・人材育成の更なる充実を図る。 

・「毎日働くことにワクワクするような喜びと緊張感を感じ、従業員であることに心から誇りを 

もてる企業風土」づくり。 

(３)「強靭で効率的な経営体質」の継続的強化 

・効率的業務管理体制を強化する。 

・リスク管理体制を強化する。 

・財務体質を継続的に強化する。 

・グループ連結経営を強化する。 

(４)「情報発信」の強化 

・適時適切、かつ積極的な情報開示など、広報・ＩＲ活動の継続的強化により、透明性の高い 

経営を目指す。 

・企業イメージ・ブランド戦略の強化により企業認知度の向上を図る。 

 

 

 

４．「環境」への取組み 

『東鉄ECO
エコツー

2 プロジェクト』の推進 

 ・地球温暖化に対するＣＯ２排出量削減や、様々な環境保全についての対策など、 

「環境問題」への取り組みが、一段と重要視されている中で、 

・当社グループの業務に起因するＣＯ２排出量削減や、その他環境保全問題に関する「守り」の

対策を更に強化し、社会と共生する「誠実なＣＳＲ経営」を一層強力に推進すると共に、 

・こうした世の中の動きを、当社グループの新しい環境関連ECO
エ コ

ビジネスの大きな成長機会と 

捉え、当社グループの強みを活かした「攻め」の戦略により、環境事業を当社事業の第 4 の 

柱として育成し、業容の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の　ＥＣＯ　と　ＣＯ2　　　を
かけ合わせた当社独自の

プロジェクト名称

エ　コ

環境事業（攻め） 　＝

環境保全（守り） ＝
「ＣＯ2　（二酸化炭素）削減

をはじめとした環境保全」

「ＥＣＯ（環境）ビジネス」

シーオーツー

『東鉄ＥＣＯ2プロジェクト』 と は

ｼｰｵｰﾂｰ

エコツー

エ　コ
の　ＥＣＯ　と　ＣＯ2　　　を
かけ合わせた当社独自の

プロジェクト名称

エ　コ

環境事業（攻め） 　＝

環境保全（守り） ＝
「ＣＯ2　（二酸化炭素）削減

をはじめとした環境保全」

「ＥＣＯ（環境）ビジネス」

シーオーツー

『東鉄ＥＣＯ2プロジェクト』 と は

の　ＥＣＯ　と　ＣＯ2　　　を
かけ合わせた当社独自の

プロジェクト名称

エ　コ

環境事業（攻め） 　＝

エ　コ

環境事業（攻め） 　＝

環境保全（守り） ＝
「ＣＯ2　（二酸化炭素）削減

をはじめとした環境保全」

「ＥＣＯ（環境）ビジネス」

シーオーツー

「ＣＯ2　（二酸化炭素）削減

をはじめとした環境保全」

「ＥＣＯ（環境）ビジネス」

シーオーツー

『東鉄ＥＣＯ2プロジェクト』 と は

ｼｰｵｰﾂｰ

エコツー

エ　コ
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～環境認識～ 

【市場全体】 

・建設投資市場は、住宅需要の低迷による民間住宅投資の減少に加え、企業収益の悪化

による設備投資意欲の減退により、民間非住宅建設投資が大幅に減少傾向にあり、政府

建設投資においても、引き続き減少傾向が予想される。「経済危機対策」の早期実現が 

市場回復の鍵となる可能性がある。 
 

５．数値目標 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．線路部門 
鉄道メンテナンス工事は堅調に推移するものと
予想。 
高品質、かつ環境への配慮に対する要請は 
ますます増大。 

Ⅱ．土木部門 
官公庁工事については上記のとおりであるが、
鉄道関連工事については、安全投資、 
設備強化関連工事、環境対策投資などを中心
に堅調に推移するものと予想。 

Ⅲ．建築部門 
新築分譲マンション市場は先行き不透明で 
あるが、鉄道関係をはじめとした非住宅分野、
リニューアル／メンテナンス分野に拡大余地。

Ⅳ．環境部門 
地球温暖化に対する CO2 削減や、様々な環境
保全対策が重要視され、環境事業市場は拡大
を予想。 

～目標設定の考え方～ 
・次期３ヵ年においては、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、景気変動や市場環境の激変にも柔軟に対応し得るビジネスモデルを構築する。 
・線路・土木・建築のコア３事業部門においては、当社グループの得意分野とする業務を 

徹底的に強化する。 
・お客様や社会の新しいニーズを先取りした業務の拡大を図り、常に未来に挑戦し続ける。 

・環境関連事業を拡大・強化し、第４の事業の柱に育成する。 

（以上、「各事業戦略」に同じ） 

以上

<2012/3 期の連結数値目標> 

売上高      ：1010億円以上 

売上総利益  ：110億円以上 

経常利益率  ：4.5％以上 

を確保する 

億円
実績

Ｈ12年度 Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度
('01/3) ('02/3) ('03/3) ('04/3) ('05/3) ('06/3) ('07/3) ('08/3) ('09/3) ('10/3) ('11/3) ('12/3)

売上高 826 751 940 957 941 999 967 1005 895 897 983 1010以上
売上総利益 72 69 99 106 99 101 99 99 107 97 106 110以上
経常利益率 1.2% 1.2% 3.7% 4.7% 3.8% 3.9% 4.4% 4.2% 5.3% 4.0% 4.2% 4.5%以上

前々中期経営計画実績 前中期経営計画実績 新中期経営計画目標
連結

826
751

99 99 101 99 99 107 97 106 110

897895
941957940

967 983 1010999 1005

6972
106

4.4% 4.2%

5.3%

4.0% 4.2%
4.5%

3.9%3.8%

4.7%

1.2%
3.7%

1.2%

0

200
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600

800

1000

1200

('01/3) ('02/3) ('03/3) ('04/3) ('05/3) ('06/3) ('07/3) ('08/3) ('09/3） （'10/3） 　（'11/3） 　（'12/3）

億円

売上高 売上総利益 経常利益率

【業績推移と目標】

売上高３年間平均　９６５億円 売上高３年間平均　９５６億円 売上高３年間平均　９６３億円

売上総利益３年間平均　１０４億円売上総利益３年間平均 １０２億円売上総利益３年間平均 １０２億円

売上高３年間平均　８３９億円

売上総利益３年間平均 ８０億円

億円
実績

Ｈ12年度 Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度
('01/3) ('02/3) ('03/3) ('04/3) ('05/3) ('06/3) ('07/3) ('08/3) ('09/3) ('10/3) ('11/3) ('12/3)

売上高 826 751 940 957 941 999 967 1005 895 897 983 1010以上
売上総利益 72 69 99 106 99 101 99 99 107 97 106 110以上
経常利益率 1.2% 1.2% 3.7% 4.7% 3.8% 3.9% 4.4% 4.2% 5.3% 4.0% 4.2% 4.5%以上

前々中期経営計画実績 前中期経営計画実績 新中期経営計画目標
連結

826
751

99 99 101 99 99 107 97 106 110
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6972
106

4.4% 4.2%

5.3%

4.0% 4.2%
4.5%

3.9%3.8%

4.7%

1.2%
3.7%

1.2%

0

200

400

600

800

1000

1200

('01/3) ('02/3) ('03/3) ('04/3) ('05/3) ('06/3) ('07/3) ('08/3) ('09/3） （'10/3） 　（'11/3） 　（'12/3）

億円

売上高 売上総利益 経常利益率

【業績推移と目標】

売上高３年間平均　９６５億円 売上高３年間平均　９５６億円 売上高３年間平均　９６３億円

売上総利益３年間平均　１０４億円売上総利益３年間平均 １０２億円売上総利益３年間平均 １０２億円

売上高３年間平均　８３９億円

売上総利益３年間平均 ８０億円
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東鉄工業 中期経営計画（２００９．４～２０１２．３）「イメージ図」

業務運営の基本方針 
(1)「究極の安全と安心」の追求 
(2)「技術と品質」へのこだわり 
(3)「現場力」の徹底的強化 
(4)「営業力」の抜本的強化 
(5)「収益力」の継続的向上 
(6)「各事業戦略」 

「環境」への取組み 
ｴｺﾂｰ 

「東鉄ＥＣＯ２プロジェクト」の推進  

経営管理の基本方針 
(1)「誠実なＣＳＲ経営」の推進 
(2)「人を大切にする経営」の推進 
(3)「強靭で効率的な経営体質」の 
  継続的強化 
(4)「情報発信」の強化 

 
  

東鉄工業 

「キラリと光るオンリーワン」の東鉄工業 

「キラリと光るナンバーワン」の東鉄工業  

線路 

環境 

建築 

土木 

社会や地球環境と共に「持続的に成長」する  
「 誠 実 」 な 東 鉄 工 業 

「すべてのステークホルダー」からの信頼と支持  

 

「誠実で、キラリと光る、ナンバーワン＆オンリーワン」 
の東鉄工業を目指します。 

基本テーマ 

別紙１ 
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 Ⅰ.線路部門 Ⅱ.土木部門 Ⅲ.建築部門 Ⅳ.環境部門 

「究極の安全と安心」の追求 

・高い線路メンテナンス技術と、誠実な施工

により、安全で品質の高い製品・サービスを

提供し、お客様の確かな信頼を確保する。 

・｢安全はすべてに優先する｣の経営理念を

貫き、｢安全衛生強化計画｣の取り組みを確

実に実施する。 

・｢安全はすべてに優先する｣経営理念の 

もと、作業毎の要点を検証した事故防止に

取り組み、鉄道に関わる重大事故や致命的

な労働災害の防止と、過去の重大事故の再

発防止に努める。 

「技術と品質」へのこだわり 

・仕上がり基準の徹底により、品質の確保を

図るとともに、品質に重大な影響を及ぼす 

技術についてのプロフェッショナルを育成

し、施工技術の継承を図る。 

・施工技術と品質のレベルアップに努め、 

新しい技術開発を積極的に推進し、お客様

満足度の更なる向上を目指す。 

・社員教育の徹底による意識改革と、組織的

な品質管理の強化により、技術・品質の向上

を図る。 

「現場力」の徹底的強化 
・問題解決能力を身に付け、風通しの良い 

職場でチーム力、現場力を向上させる。 
・本社・支店が一体となり、適正な施工体制

を構築するとともに、現場への具体的な教

育・指導、及び支援を強化する。 

・全社的な要員計画に基づき、組織的な社員

の適正配置と所長の管理能力強化を図る。 

「営業力」の抜本的強化 

・大型保線機械の施工実績とレール削正 

技術を有効に活かし、更なる機械化施工の

受注拡大を図る。 

・鉄道専門技術の強みを活かし、お客様の

ニーズを先取りした取り組みにより、受注 

拡大を目指す。 

・公共事業における総合評価方式の拡大に

対応して、技術提案やコストダウン提案等の

取り組みを一層強化する。 

・鉄道関係をはじめとした非住宅部門の戦略

的受注強化、住宅部門(マンション)の選別

受注の徹底、及び鉄道関連工事の強みを活

かした耐震、リニューアル等の受注強化を

図る。 

「収益力」の継続的向上 

・コスト意識を徹底し、工事計画の精度向上

と支払い管理の強化を図る。 
・｢利益改善プロジェクト｣の成果を活かし、

種々の利益改善に継続して取り組むととも

に、購買部門の活用により更なる収益力の

向上を図る。 

・不採算工事受注の排除、原価管理・与信管

理の強化、提案型営業による特命受注、及

びコスト競争力強化による収益力の向上を

図る。 

● 『東鉄ＥＣＯ
エ コ ツ ー

2 プロジェクト』の推進 

・新規環境事業の検討やインキュベーション

推進、環境技術研究開発、産学連携等  々

「環境事業戦略」（攻め）の推進 

・CO2削減等、当社グループ全体の 

「環境保全戦略」（守り）の推進 

・各種既存環境事業の推進 

・水処理施設の改良事業（汚泥減量化・ 

処理水再利用化・省エネ等） 

・コケ等緑化事業（薄層緑化） 

・省エネ設備関連事業（空調機等） 

・廃バラスト等ガレキ類リサイクル事業 

・ＬＲＴ（トランスロール）事業 

お 客 様 

ＪＲ東日本グループ 
鉄道運輸機構 
公営鉄道 
民営鉄道 

ＪＲ東日本グループ 
鉄道運輸機構 
官公庁 
自治体 
民間企業 

ＪＲ東日本グループ 
デベロッパー 
民間企業 
官公庁 
自治体 
ビルオーナー 

ＪＲ東日本グループ 
公共下水処理施設 
食品･酒造・醸造・排水処理施設 
畜産加工・農産加工・水産加工排水処理施設 
デベロッパー・ビルオーナー 
工場・病院 
公共・商業・宿泊施設 
建設・建材会社 
自治体 

 

別紙２ 
「各事業戦略」 
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