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発刊にあたって

▼

編集方針

東鉄工業（以下、当社）は、
「全てのステークホルダーから信頼
される誠実な CSR 経営」の推進に向けた取り組みを、ステークホル
ダーの皆さまにできるだけ分かりやすくお伝えし、当社の CSR 活動
について理解を深めていただくことを目的に CSR 報告書を発行して
おります。
本報告書は、当社の【コーポレートメッセージ（誠実で☆キラリ
と光る☆ナンバーワン & オンリーワン）
】の「誠実で」に含まれる
・
「究極の安全と安心」の追求
・
「技術と品質」へのこだわり
・
「環境」への取り組み
・
「人を大切にする」企業風土
・
「誠実な CSR 経営」の推進
を中心に構成し、特に重要な取り組みを「特集」としてまとめまし
た。ステークホルダーの皆さまとの重要なコミュニケーションツー
ルのひとつに位置づけ、今後もさらなる充実に努めてまいります。

▼

参考にしたガイドライン

GRI（Global Reporting Initiative）
「サステナビリティ・リポーティ
ング・ガイドライン第 3.1 版」

▼

環境省「環境報告ガイドライン（2012 年版）
」

対象期間

2014 年 4 月～ 2015 年 3 月
※ただし、一部で過去の取り組みや 2016 年 2 月までの活動も記載

▼

しております。

対象範囲

東鉄工業の活動を中心に、グループ会社の取り組みを含んで報告し

▼

ております。

公開時期

▼

公開日 2016 年 2 月

お問い合わせ先

東鉄工業株式会社 経営企画本部 経営企画部
TEL：03-5369-7611
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「誠実なＣＳＲ経営」の推進

１

「誠実なＣＳＲ経営」の推進

１ トップメッセージ
私たち東鉄工業グループは、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（インテグリティ／ＣＳＲマネジメント）
」を推進しております
皆様におかれましては、日頃より東鉄工業グループに格
別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社は、昭和 18 年 7 月、当時の鉄道省の要請により、鉄
道の保持・強化を目的に東京鐵道工業株式会社として設立
以来、おかげさまで創業 72 年を迎えることができました。
当社が他の総合建設会社と大きく異なる点は、その発足経
緯からもおわかりいただけます通り、鉄道関連工事の専門
技術をコアコンピタンスとしていることです。
「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ております。
また、
「線路」・「土木」・「建築」のコア 3 事業部門におい
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、
「東鉄 ECO2（エコツー）
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、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ております。（当社の経営理念につきましては、6 ページをご参照下さい）
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前中期経営計画（2012 〜 2015）「東鉄 3D Hop2015」では、
『3D 戦略』（スリーディ戦略）をその「基本戦略」
とし、
〈
「顧客層」のウイングを拡大する X 軸戦略、「業域」の深掘りを図る Y 軸戦略、「安全」「品質・技術力」
「企業力」などを一層強化する Z 軸戦略〉の 3 つの戦略により、企業価値の最大化に努めてまいりました。お
かげさまで、この間着実に成果をあげ、平成 26 年度（平成 27 年 3 月期）は、受注高・売上高・各利益とも
に過去最高値となり、中期経営計画数値目標もすべて達成することができました。
当 社 グ ル ー プ で は 、 平 成 2 7 年 度 よ り 新た な 3 ヶ 年 中 期 経 営 計 画 （ 2 0 1 5 〜 2 0 1 8 ） で あ る 「 東鉄
3D Step2018」をスタートさせました。前中期経営計画「東鉄 3D Hop2015」の確かな成果を踏まえ、
「基本方針」、
及び「基本戦略」である『3D 戦略』は一部ブラッシュアップのうえ継続させます。
「基本方針」は次のとおりです。

（1）

①「経営理念（〜安全はすべてに優先する〜）に基づいた軸のブレない経営」
②「全てのステークホルダーから信頼される誠実なＣＳＲ経営」
「攻め（収益力／資本効率）
」と「守り（リスク管理）
」の「バランスのとれたコーポレー
③
トガバナンスによる経営」
により、社会やお客様の安全・安心・安定・快適・品質などの様々なニーズに的確にお
応えし、当社の社会的使命をしっかりと果たします。

「成長戦略」
）と「質」
（
「クォリティ戦略」
）のベストバランスにより、
「持続的な
（2）「量」（
企業価値の向上」を図り、
「堂々たる成長の時代」への『Step』を切り拓いてまいります。
（スリーディ戦略）は継続させ、
（前）中計を第一期の『Hop』
（3）「基本戦略」となる『3D 戦略』
と位置づけ、
（新）
中計では第二期の『Step』としてさらなる飛躍に挑戦いたします。

2018 ／ 3 期最終年度の「数値目標」につきましては、「売上高 1400 億円」「営業利益 120 億円」と高い目
標を設定いたしました。また、新しく制定された「コーポレートガバナンス・コード」への積極的対応を図
るなかで、複数の独立社外取締役を選任するとともに、資本効率の観点から「ROE10％以上」、株主還元重視
の観点から「総還元性向 30％」という経営指標を 2018 ／ 3 期の目標として新たに導入いたしました。
平成 27 年度は、新中期経営計画「東鉄 3D Step2018」の初年度となりますが、当社グループは、上記「基
本方針」
「基本戦略」に基づき、各施策を着実かつ積極的に推進し、全力をあげて目標達成に挑戦するとともに、
、
『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てまいる所存であります。
皆様におかれましては、本誌を通しまして、私どものＣＳＲ活動などにつき一層のご理解を頂き、東鉄工業
グループを引き続きご支援ご愛顧賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
2016 年 2 月
代表取締役社長 小倉雅彦
※中期経営計画
「東鉄3D Step2018」
の概要につきましては64〜67ページをご参照ください。
※
「コーポレートガバナンス・コード」
への対応状況につきましては9〜19ページをご参照ください。
事業計画・沿革などの会社状況につきましてはホームページをご覧ください

http://www.totetsu.co.jp/company/
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「誠実なＣＳＲ経営」の推進

２ 経営理念・東鉄工業行動憲章
経営理念

〜安全はすべてに優先する〜
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。
東鉄工業行動憲章
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。

１ お客様の満足と信頼の確保
私たちは、お客様や社会のニーズを正しく把握し、安全で高品質な技術とサービスを提供することにより、お客様を
はじめとするすべてのステークホルダーの満足と信頼の確保に努めます。

２ 安全施工の徹底
私たちは、
「安全はすべてに優先する」という経営の最優先事項のもと、グループが一丸となって安全施工を徹底し、
重大事故をおこさないため、あらゆる手段を講じ、「究極の安全」を目指します。

３ 法令等の遵守と自由な競争および公正な取引
私たちは、法令、社会の規範・倫理を遵守し、誠実かつ適切に行動するとともに、公正、透明、自由な競争と適正な
取引に努めます。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を維持します。

４ 情報開示
私たちは、株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図るため、すべてのステークホルダーに対し企業情
報を積極的かつ公正に開示し、透明性の高い経営に努めます。また、個人情報や顧客情報の保護には、十分配慮いた
します。

５ 環境への配慮
私たちは、資源・自然環境を大切にするとともに、環境問題の解決に資する技術・サービスの提供を図り、企業活動
を通して環境の保全および共生に努めます。

６ 社会貢献活動の実践
私たちは、
「良き企業市民」としての役割を自覚し、社会貢献活動を積極的に推進、支援します。

７ 社会の秩序と安全の重視
私たちは、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度で臨みます。

８ 国際ルール・法律の遵守
私たちは、海外事業において、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展に
貢献するよう努めます。

９ 安全で働きやすい職場環境
私たちは、基本的人権はもとより、従業員一人ひとりの人格と個性を尊重しつつ、個々の能力が十分に発揮でき、創
意と活力に満ちた職場風土の醸成に努め、安全で働きやすい環境を確保します。

１０ 危機管理体制の整備と適正な対応
私たちは、緊急事態の発生を未然に防止するための危機管理体制を常に整備し、万一これが発生した場合は、経営トッ
プ自らの指揮の下、適切な対応、社会への説明、再発防止に努めます。

１１ 東鉄工業行動憲章の徹底
本憲章につきましては、経営トップが自ら率先垂範します。また、研修、チェック等を継続的に行うことにより、そ
の実効性あるグループ内の体制の整備と徹底を図ります。
6
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事業ビジョン
・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、
・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。

ステークホルダーに対する取り組み方針
「すべてのステークホルダーから信頼される誠実な CSR 経営」の推進

CSR Report
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「誠実なＣＳＲ経営」の推進

３ 誠実なＣＳＲ経営・コーポレートメッセージ
誠実なＣＳＲ経営
・ 株主・お客様・地域社会・従業員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
れる「誠実な CSR 経営（インテグリティ／ CSR マネジメント）」を推進し、その結果として社会と共生
する「持続的成長（サステイナビリティ）」と、「企業価値の向上」を目指します。
・ そのために、役員及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、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して
いきます。
・ 上記を通じ、
「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」をつくります。
私たち東鉄工業グループは、上記の考え方に基づき、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（インテグリティ／ CSR マネジメント）」を推進しております。

コーポレートメッセージ
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４ コーポレート・ガバナンス
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1. 基本的な考え方
当社グループは、規律ある、透明性の高い、より効率的な経営と、意思決定の迅速化及び経営環境の変化に柔軟に対応できる経営機構の構
築などを、コーポレート・ガバナンスの基本と考えており、その「基本的な考え方」や「基本方針」を、
「東鉄工業行動憲章」及び「中期経
営計画」に、下記の通り具体的に定めております。
（1）
「東鉄工業行動憲章」
・ 「〜安全はすべてに優先する〜」という「経営理念」に基づき、安全で高品質な技術とサービスを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、尊重すること。
・ 誠実で公正な企業活動を通じて「社会的責任」を果たし、すべてのステークホルダーから信頼される経営に努め、こうした活動によっ
て社会と共に「持続的な成長」をするとともに、
「企業価値」の更なる向上を目指すこと。
・ 当社グループのすべての役員、従業員が遵守すべき 11 ヶ条からなる「東鉄工業行動憲章」を行動規範とすること。
（2）
「中期経営計画」基本方針
・ 経営理念に基づいた軸のブレない経営／すべてのステークホルダーから信頼される誠実な CSR 経営／「攻め（収益力／資本効率）
」と「守
り（リスク管理）
」のバランスのとれたコーポレート・ガバナンスによる経営により、社会やお客様の安全・安心・安定・快適・品質
などの様々なニーズに的確にお応えし、当社の社会的使命をしっかりと果たすこと。
・ 「量」
（成長戦略）と「質」
（クォリティ戦略）のベストバランスにより、
「持続的な企業価値の向上」を図ること。
（
「東鉄工業行動憲章」
、
「中期経営計画」
（
「ステークホルダーに対する取り組み方針」
「攻めと守りのバランスのとれたコーポレート・
ガバナンスによる経営」など）の詳細につきましては、当社ホームページをご参照下さい）
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
下記 3 項目につきましては、現状では必ずしも十分な対応ができておりませんが、今後迅速に実施してまいります。
【補充原則 1–2–
（4）
: 議決権の電子行使及び招集通知の英訳】
当社は、現状においては、議決権電子行使や株主総会招集通知の英訳は実施しておりませんが、平成 28 年 6 月開催予定の株主総会に対応
できるよう準備いたします。
【補充原則 4–10–
（1）
: 任意の諮問委員会の活用】
当社取締役会は、社外取締役 3 名（うち独立社外取締役 2 名）を選任しております。取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外
取締役からは、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項を検討するに当たり、独立した客観的な立場から適切な関与・助言を
得ております。
今後、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、統治機能の更なる充実を図るため、平成 27 年度末までに、任
意の諮問委員会の設置準備をいたします。
【補充原則 4–11–
（3）
: 取締役会全体の実効性の分析・評価・開示】
当社は、年 2 回取締役が相互にそれぞれの職責の遂行状況や取締役会全体の実効性について分析・評価を行っており、平成 27 年 11 月にお
ける評価結果は次のとおりです。
・ 社外取締役 3 名（うち独立社外取締役 2 名）を含む当社取締役会においては、独立した客観的な立場からの適切な監督機能を確保しており、
社外／社内取締役共に、それぞれの知識や経験に基づき、有益かつ活発な議論を行っており、取締役会全体の実効性は十分に確保されてい
るものと判断されます。
・ 取締役会付議議案は、経営会議において事前に十分に内容を協議し、論点が整理された後に取締役会に上程されることから、取締役会にお
いては効率的で質の高い議論がなされております。
取締役会全体の実効性についての分析・評価・開示につきましては、
平成 27 年度末までに設置準備する任意の諮問委員会の活用なども含め、
今後さらに充実させ、引き続き取締役会の継続的な機能向上を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1–4: いわゆる政策保有株式】
・ 当社は、経営戦略上の重要性や、取引先との良好かつ円滑な関係構築・維持・強化等の必要性を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価
値向上に資すると判断する場合、必要最小限の範囲において他社の株式を政策的に保有することがあります。
・ これらの政策保有株式については、定期的にそのリターンやリスクなど中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、継続保有する意義
が乏しいと判断される銘柄については、種々の考慮すべき事情にも配慮しつつ売却に努めておりますが、これらの状況を踏まえ、保有のね
らい・合理性については、毎年取締役会で検証しております。
・ 議決権の行使については、
（1）
当該企業の中長期的な企業価値向上に資するものであるかどうか
（2）
当社の株主価値を毀損させることはない
か、を基準として賛否を総合的に判断し、適切に行使しております。
【原則 1–7: 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等の関連当事者との取引を行う場合には、株主共同の利益を害することのないよう、取締役会は適切な手続に基づ
き監視を行っております。具体的には、役員に対し、毎年「関連当事者との取引に関する調査表」の提出を求め、取引の有無を具体的に把握
しております。係る取引が発生する場合には、すべての取引について、取締役会での決議を要することを取締役会規程に定めており、当事者
となる役員は決議に参加しないなど、公正な運営を行っております。また、10％以上の主要株主等との取引に係る取引条件については、市場
価格等を勘案し、価格交渉のうえ、一般的取引条件と同様に決定しており、会社や株主共同の利益を害することのないよう、異例取引の有無
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を含め、定期的な月次業務報告に基づき、取締役会において適切な監視を行っております。
【原則 3–1: 情報開示の充実】
・ 当社は、財務情報・非財務情報の開示方針・規則については、当社のディスクロージャーポリシー、及び適時開示規則に定め、法令に基づ
く適時開示に限らず、株主・投資家に有用と判断される情報については、適時適切、かつ積極的、公平に情報開示し、経営の透明性・公正
性の確保に努めております。
・ 開示方法につきましては、当社ホームページをはじめ、多様な媒体にできる限りわかりやすく開示しております。
・ 取締役会は、これらの開示情報が正確で有用性の高いものとなるよう監視しております。
（1）当社の目指す基本的方向を示した経営理念・事業ビジョン・コーポレートメッセージ、及び経営戦略・方針・計画を示した中期経営計画
につきましては、ホームページなどに開示しております。
（2）コーポレート・ガバナンスに関する「基本的な考え方」及び「基本方針」につきましては、
「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」
等に開示しております。
（3）社内取締役及び常務執行役員以上の経営陣幹部（以下、経営陣幹部）の報酬は、月額報酬と賞与により構成しております。報酬の決定方
針につきましては、職位及び業績に基づくインセンティブ付けを行うこととしております。取締役の報酬の決定手続きにつきましては、
取締役会及び株主総会において承認された限度額内において、職位・業績に基づき、その他の状況を総合的に勘案のうえ、社長が決定し
ております。また、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、賞与の支給はありません。なお、役員退職慰労金につい
ては、平成 17 年度をもって制度を廃止しております。
（4）経営陣幹部の選任、及び取締役・監査役候補の指名の方針につきましては、それぞれの職責において各分野における豊富な経験と専門知識、
優れた人格・識見、高い経営能力を有する人物を候補者としております。決定手続きにつきましては、上記方針に基づき、社長が原案を
作成し、取締役会において審議・承認のうえ決定しております。
（5）社外役員候補については、個々の指名理由を招集通知に記載しております。取締役・監査役候補個々の指名については、招集通知に個人
別の経歴を記載しております。また、上記以外の経営陣幹部を選任する際には、個人別の経歴を開示いたします。
【補充原則 4–1–
（1）
: 経営陣に対する委任の範囲】
（1）当社取締役会は、取締役会規程により、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行状況、及
び執行役員の業務執行状況を監督することが定められております。その概要は、
「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」
「有価証券
報告書」等に記載の通りです。
（2）個別の方針決定、及び業務執行にあたっては、社長、本部長、部長、支店長は、職務権限規程に基づき、それぞれ一定の限度範囲内にお
いて権限移譲を受けており、業務執行が機動的に遂行される体制となっております。
【原則 4–8: 独立社外取締役の有効な活用】
当社は、独立社外取締役に、弁護士として、あるいは官界においての豊富な知識と経験、その経験を通して培われた高い見識を有する取締
役計 2 名を選任しております。取締役会においては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための有益で活発な助言を得て
おり、独立社外取締役の役割・責務は十分に果たされており、必要な体制が確保されております。
【原則 4–9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社取締役会は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。
（その詳細につきましては、上記原則 4–8 の通りです）
【補充原則 4–11–
（1）
: 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社取締役会は、取締役会全体としてのバランス、多様性、規模を適切に備え、それぞれの立場における有益かつ活発な発言により、取締
役会の実効性が十分に確保されるように、下記の通り構成しております。
定款上の取締役の員数は 13 名、実際の取締役の人数は 11 名であり、社外取締役 3 名（うち独立社外取締役 2 名）につきましては、各分野
における豊富な知識と経験、高い見識を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・
責務を果たすことができる取締役を選任しております。独立社外取締役の詳細につきましては、原則 4–8 に記載の通りです。
また、社内取締役につきましては、各事業に精通した、当社の経営にとって重要と考えられる様々な専門的分野における豊富な経験・知見、
優れた人格・識見、高い経営能力を備えた候補者を人選し、業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い、複数の独立社外取
締役を含む取締役会で決定しております。
【補充原則 4–11–
（2）
: 取締役・監査役の兼任状況】
取締役・監査役の上場会社の役員兼任状況については、
「株主総会招集通知」
「有価証券報告書」に記載の通りであり、その数は合理的な範
囲であると考えております。
【補充原則 4-14（2）
: 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
（1）当社は、取締役・監査役を対象として年 1 回の研修を行い、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑚に努めさせるとともに、新任取締役・
監査役への研修をはじめ、必要と考えられる外部研修等によるトレーニング受講の機会を提供し、費用を負担するなどの支援を行ってお
ります。
（2）社内取締役に対しては、社長との年 2 回の経営についてのディスカッションを通じ、期待される役割・責務を果たすために必要な個別の
OJT を相互に実施しております。
（3）また、新任の社外取締役・監査役には、当社の事業・財務・組織等について十分な説明を行うとともに、就任後も現場視察などの機会を
提供しております。
【原則 5–1: 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに対
応しており、株主との建設的な対話を推進するための体制・取組み方針については、取締役会において審議・承認のうえ、当社の「コーポレー
ト・ガバナンスに関する報告書」5–2 に記載しております。
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2. 資本構成
外国人株式保有比率

10％以上 20％未満

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数（株）

割合（%）

東日本旅客鉄道株式会社

3,659,000

10.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

3,561,100

9.86

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

1,684,200

4.67

株式会社みずほ銀行

1,214,128

3.36

日本電設工業株式会社

1,088,149

3.01

株式会社常陽銀行

777,000

2.15

鉄建建設株式会社

770,000

2.13

東鉄工業社員持株会

740,536

2.05

明治安田生命保険相互会社

731,000

2.02

株式会社千葉銀行

559,570

1.55

支配株主（親会社を除く）の有無

——

親会社の有無

なし

補足説明 ———

3. 企業属性
上場取引所及び市場区分

東京第一部

決算期

3月

業種

建設業

直前事業年度末における（連結）従業員数

1000 人以上

直前事業年度における（連結）売上高

1000 億円以上 1 兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数

10 社未満

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
———
5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項なし

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1. 機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態

監査役設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

13 名

定款上の取締役の任期

1年

取締役会の議長

社長

取締役の人数

11 名

社外取締役の選任状況

選任している

社外取締役の人数

3名

社外取締役のうち独立役員に指定されている人数

2名

会社との関係
（1）
氏名

属性

関根攻

弁護士

輿石逸樹

他の会社の出身者

末綱隆

その他

会社との関係（※）
a

b

c

d

e

○

f

g

h

i

j

k

○

※会社との関係についての選択項目
※本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」
、
「過去」に該当している場合は「△」
※近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」
、
「過去」に該当している場合は「▲」
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a

上場会社又はその子会社の業務執行者

b

上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c

上場会社の兄弟会社の業務執行者

d

上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e

上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f

上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g

上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h

上場会社の取引先（d、e 及び f のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i

社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j

上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k

その他

会社との関係
（2）
氏名

独立役員

適合項目に関する補足説明

○

———

選任の理由
関根攻氏は、弁護士及び法科大学院の兼任教授としての豊富な知識と経験を当社経営に活かし

関根攻

て、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただいております。一般株主と利益
相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、独立役員に指定しました。

輿石逸樹

輿石逸樹氏は、東日本旅客鉄道株式会社における豊富な知識と経験を当社経営に活かしていた

———

だきたく、社外取締役として選任しております。
末綱隆氏は、官界においての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を当社経営に活

末綱隆

○

かして、会社の意思決定の妥当性・適正性の確保に寄与していただくにあたり適任であると考

———

え選任しております。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した立場であることから、
独立役員に指定しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】
監査役会の設置の有無

設置している

定款上の監査役の員数

4名

監査役の人数

3名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、取締役会その他の重要な会議へ出席、受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役等に
対する助言または勧告等の意見の表明などを行っており、内部統制本部とは内部監査報告の閲覧等により緊密な連携を行っております。また、
監査役と会計監査人とは、定期的な会合を持つとともに、日頃より監査役は、会計監査人より監査の経過、内容について報告を受けており、
会計監査人の監査の方法、結果につき逐次、把握することとしております。
同様に、内部統制本部と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
社外監査役の選任状況

選任している

社外監査役の人数

2名

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数

2名

会社との関係
（1）
氏名

属性

栗原政義

他の会社の出身者

石川達紘

弁護士

会社との関係（※）
a

b

c

d

e

f

g

h

i

※会社との関係についての選択項目
※本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」
、
「過去」に該当している場合は「△」
※近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」
、
「過去」に該当している場合は「▲」
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a

上場会社又はその子会社の業務執行者

b

上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c

上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d

上場会社の親会社の監査役

e

上場会社の兄弟会社の業務執行者

f

上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g

上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h

上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i

上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j

上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k

社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
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j

k

△

△

l

m

l

上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m

その他

会社との関係
（2）
氏名

独立役員

適合項目に関する補足説明

選任の理由

栗原政義氏は鉄建建設株式会社の出身であり、同社との 同氏は、同業他社における豊富な知識と経験を当社経営
間に社外監査役を相互就任しております。なお、同社と に活かして、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与
栗原政義

○

当社との取引は、その規模、性質に照らして、株主・投 いただいております。一般株主と利益相反の生じるおそ
資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されるこ れのない独立した立場であることから、独立役員に指定
とから、概要の記載を省略しております。

しております。
石川達紘氏は、検察庁検事長、弁護士としての豊富な知
識と経験を当社経営に活かして、取締役の職務執行の監

石川達紘

○

督機能の向上に寄与いただいております。一般株主と利

———

益相反の生じるおそれのない独立した立場であることか
ら、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数

4名

その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明
社内取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成しており、報酬の決定方針につきましては、職位及び業績に基づくインセンティブ付けを
行うこととしております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
———
【取締役報酬関係】
（個別の取締役報酬の）開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明
取締役の平成 26 年度年間報酬総額 224 百万円（うち社外取締役 7 百万円）
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
社内取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成しており、報酬の決定方針につきましては、職位及び業績に基づくインセンティブ付けを
行うこととしております。
【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に、取締役会の議案等を事前に配布するとともに、必要に応じて説明を行っております。また、取締役会の事務
局としては総務部が、監査役の職務を補助すべき部署としては監査部が、それぞれ実務的な補佐を行っており、社外取締役（社外監査役）に
対する支援体制を整えております。
2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）
1）現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要
（1）
取締役会
a. 取締役は、
株主総会の決議によって選任し、
「取締役の選任決議は、
議決権を行使することができる株主の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。
」旨を定款に規定しております。
b. 当社は、取締役会設置会社であり、社外取締役 3 名（うち独立役員 2 名）を含む 11 名の取締役で取締役会を構成し、定款においては、
「当
会社の取締役は、13 名以内とする。
」旨を規定しております。
c. 取締役会は、原則として月 1 回開催し、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、執行役員の職務を
監督しております。
（2）
監査役会
a. 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役 2 名（うち独立役員 2 名）を含む 3 名の監査役で監査役会を構成しております。
b. 監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、取締役の意思決定の状況及び取締役会の監督業務の履行状況を監視し、法令・定款に従い
検証しております。
（3）
経営会議
経営会議は、経営及び業務執行に関する重要事項を審議・報告する場とし、会社全般の統制に資することを目的に、取締役社長、事業本部
長及び副本部長、常勤監査役で構成し、原則月 2 回開催しております。
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（4）
執行役員会
a. 当社は、経営と業務執行を分離し、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
b. 執行役員会は、経営方針及び重要な施策に係る事案の審議・報告を行い、円滑な業務執行を図ることを目的に、原則として取締役の兼務者
8 名を含む 34 名の執行役員で構成しております。
c. 執行役員会は、3 箇月に 1 回以上開催し、取締役会における決議事項の伝達・周知並びに執行に係る審議、各本部・支店の事業計画推進に
係る事案の審議等を行っております。
（5）
会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任あずさ監査法人と会社法監査・金融商品取引法監査について監査契約を結んでおり、会計監査を受け
ております。業務執行した公認会計士は、北川健二及び阿部與直であり、同監査法人に所属しております。継続監査年数については 7 年以内
となっております。
2）
監査役の機能強化に関する取組状況
当社は、2 名の社外監査役を招聘し、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただき、意思決定の妥当性・適正性を確
保しております。また、監査部に所属する使用人に、必要あるときは、監査役の職務の補助業務を担当させております。
なお、常勤監査役松崎芳明氏は、当社管理本部財務部長の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
常勤監査役栗原政義氏は、他社において長年に亘る経理業務の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3）
取締役、監査役との責任限定契約
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役 2 名（うち独立役員 2 名）を選任し、各監査役の独任制を保ちつつ、社外の専門的見地から、
重要会議等において助言・提言をいただいております。
また、取締役会は、社外取締役 3 名（うち独立役員 2 名）を選任し、社外の独立性を担保し、専門的見地から、重要会議等において助言・
提言をいただいております。
なお、経営と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速性と業務執行の機能強化を図っております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明
議決権行使に十分な期間を確保するため、招集通知の早期発送に心がけ、送付日を開催日の 3 週間前以
株主総会招集通知の早期発送

上としております。また、株主の皆様への早期情報開示の観点から、招集通知を当社ウェブサイトに早
期開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定 多くの株主様が株主総会にご出席いただけるよう集中日を回避した株主総会を開催しております。
招集通知を当社ホームページに掲載しております。また、株主総会当日には、当社の PR ビデオを上映す

その他

るとともに、事業報告を映像とナレーションにより、わかりやすく説明しております。

2.IR に関する活動状況
補足説明
ディスクロージャー

「ディスクロージャーポリシー」を制定し、当社ホームページにおきまして公開しております。

ポリシーの作成・公表

（URL http://www.totetsu.co.jp/ir/disclosure.html）

個人投資家向けに
定期的説明会を開催
アナリスト・機関投資家向
けに定期的説明会を開催

名古屋の 3 都市で開催し、社長から会社概要、業績の推移、中期経営計画について説明いたし

の設置
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あり

ました。
IR 会社説明会を第 2 四半期と期末決算の後に定期的に開催しております。毎回多数のアナリス
ト・その他の方の参加を頂いており、社長から決算概要、業績見通し、事業部門別業況、中期
経営計画の進捗状況について報告・説明しております。
通りです。
（1）財務情報、
（2）
IR 説明会資料、
（3）ファクトブック、
（4）決算短信、
（5）有価証券
報告書、
（6）事業報告書、
（7）
CSR 報告書（http://www.totetsu.co.jp/csr/）など

IR に関する部署（担当者）

説明の有無

平成 21 年度より定期的に個人投資家向け IR を開催しております。平成 27 年度は東京、大阪、

IR に関する URL は、http://www.totetsu.co.jp/ir/ です。なお、掲載している IR 情報は次の
IR 資料のホームページ掲載

代表者自身による

経営企画本部長を IR 担当役員とし、同本部内に広報・IR 部を設置しております。

あり

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

「私たちは、株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図るため、すべてのステークホル
ダーに対し企業情報を積極的かつ公正に開示し、透明性の高い経営に努める。
」ことを東鉄工業行動
憲章に掲げるとともに、適時開示規則において定めております。
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、
（1）
当社の業務に起因する 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

環境保全活動、CSR 活動等の実施

するとともに、
（2）
こうした世の中の動きを、当社の新しい環境関連 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、業容の拡大を図ることを目的に、
『東鉄 ECO2（エコツー）プロジェクト』を立ち上げ、
積極的に推進しています。なお、詳細については、当社 CSR 報告書にて開示しております。
適時開示規則の「ディスクロージャーポリシー」において次のとおり定めております。投資判断に

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

影響を与える重要な会社情報（決定事項、発生事項、決算に関する情報等）が発生した場合は、関
連法令や東京証券取引所の定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行っております。ま
た、適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様に有用と判断した情報につい
ては、積極的かつ公平・迅速な情報開示に努めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、当社は、
取締役会において下記のとおり決議しております。
1. 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、東鉄工業行動憲章を全役職員に周知徹底する。
（2）コンプライアンス担当役員（CCO）を置き、コンプライアンス統括部署を設置するとともに、本部、支店、子会社それぞれにコンプライ
アンス責任者（CO）及びコンプライアンス担当者を配置する。
（3）コンプライアンス委員会を定期的に開催し、当社グループのコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を図る。
（4）内部統制本部は、監査を通じて、内部統制システムに対する監視を行う。
（5）監査役は、この内部統制システムの有効性と機能を監視し検証する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項は、当社の社内規定に従って管理を行い、取締役は常時閲覧可能とする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理に関する体制を整備するため、リスク管理に係る規則の見直し及び制定や役職員への教育研修等を実施するとともに、当社グルー
プの役職員に対する内部通報システムの整備等を行う。また、
「財務報告に係る内部統制システム」における社内体制の整備等を含め、全社
的内部統制機能を強化する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」を定め、取締役会において、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する重要事項を決議する。また、
「取締役会
規程」及び「職務権限規程」を定め、業務執行にあたって責任の明確化と意思決定の迅速化を図る。
5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
（1）子会社管理規程により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期的に報告を受ける。
（2）リスク管理に係る規則により、子会社はリスクに関する管理体制を構築する。
（3）年度計画に則り、当社グループが達成すべき目標を明確化するとともに、子会社ごとに PDCA 手法により業務遂行状況の評価、管理を行う。
（4）当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、東鉄工業行動憲章を子会社の全役職員に周
知徹底する。
6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
（1）監査部に所属する使用人に、必要あるときは、監査役の職務の補助業務を担当させる。
（2）監査部の当該使用人の人事等については、事前に監査役と協議する。
（3）監査役の職務の補助業務を担当する使用人が、その業務に関して監査役から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。
7. 監査役への報告に関する体制
（1）当社グループの役職員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、もしくは不正行為の事実、又は会社に重大な損失を与える事実が発
生し又は恐れがあることを知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
（2）当社グループの役職員は、事業、組織に重大な影響を及ぼす決定をしたときは遅滞なく監査役に報告する。
（3）当社グループの役職員を対象とした内部通報システムを整備し、当社の監査役を通報窓口とする。
（4）第三者からの通報は、当社ホームページ上のお問い合わせ窓口（メール）又は電話で受付し、必要ある場合は監査役へ報告する。
（5）当社グループの役職員が上記各項に係る通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止する。
8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に
関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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（1）代表取締役は監査役と定期的な意見交換の場を設け、会社運営に関する意見の交換のほか意思の疎通を図る。
（2）当社は、効果的な監査業務の遂行のため、監査役と監査部との連携を図る。
10. 当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況に関する事項
当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において定期的に検証を行い、事業年度の運用状況の概要を
事業報告に記載する。
2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは「東鉄工業行動憲章」において、
「私たちは、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、毅然
とした態度で臨みます。
」と宣言し、反社会的勢力との関係遮断に取組む。
また、警察当局や関係機関などと十分に連携し、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集ならびに共有化するとともに、研修等の機会を
通じて反社会的勢力への対応について教育・研修を継続して行う。

Ⅴその他
1. 買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明
———
2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1. 適時開示に関する基本方針
イ . 東鉄工業グループは、会社情報の適時適切な開示に関する基本方針を、
「経営理念」に基づき制定した「東鉄工業行動憲章」
、及び「ディ
スクロージャーポリシー」に以下のとおり定めております。
・
「東鉄工業行動憲章」
【第 4 項】情報開示
「私たちは、株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図るため、すべてのステークホルダーに対し企業情報を積極的かつ
公正に開示し、透明性の高い経営に努めます。また、個人情報や顧客情報の保護には、十分配慮いたします。
」
・
「ディスクロージャーポリシー」
【第 1 項】情報開示の基本方針
「当社では、投資判断に影響を与える重要な会社情報（決定事実、発生事実、決算に関する情報等）が発生した場合は、関連法令や東
京証券取引所の定める適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行っております。また、適時開示規則に該当しない情報についても、
株主・投資家の皆様に有用と判断した情報については、積極的かつ公平・迅速な情報開示に努めます。
」
ロ .「東鉄工業行動憲章」は、すべての役員及び従業員が遵守すべきものとして、各種研修、職場での日常の活動により教育するとともに、
文書化したカードを一人ひとりが常に携帯し、また社内イントラネットのトップページに常時掲載するなどにより、周知・啓蒙を図って
おります。さらに、
「東鉄工業行動憲章」や「ディスクロージャーポリシー」は、当社ホームページにも掲載しております。
ハ .「東鉄工業行動憲章」においては、経営者自らの姿勢・方針の実践につき、以下のとおり定めております。
・
「東鉄工業行動憲章」
【第 11 項】東鉄工業行動憲章の徹底
「本憲章につきましては、経営トップが自ら率先垂範します。また、研修、チェック等を継続的に行うことにより、その実効性あるグルー
プ内の体制の整備と徹底を図ります。
」
さらに、経営者が構成メンバーとなる「情報開示委員会」においては、重要事項についての報告を受けるとともに、その評価、開示の
要否を審議・決定いたします。
二 .「東鉄工業行動憲章」
、及び「ディスクロージャーポリシー」に定める基本方針、及び「情報開示委員会」の運営により、適時開示体制に
おいてもコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう努めております。
2. 適時開示に関する当社の特性及びリスクの認識・分析
イ . 当社は、鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業であり、東日本地域を主たる業務エリアとして線路・土木・建築・環境の各事業を展
開しており、事業本部制の下、11 支店、東鉄技術学園、研究開発センター、4 連結子会社を有しております。
ロ . 適時開示に関するリスクとしては、社内の各部署が認識不足等により開示すべき重要な情報を速やかに報告しなかったり、突発的に発生
した事故や大規模な災害等に対して緊急処置を講じている間に開示が遅れる場合等が考えられます。これらのリスクに対しては、重要情
報や重要事項が発生した場合は、下記の適時開示に関する体制・手続による対応を徹底することにより、情報が発生現場から本社、経営
幹部に迅速かつ正確に報告され、
「情報開示委員会」により適正に評価、開示要否・方法について審議・決定される仕組となっているこ
とから、適時開示に関するリスクは十分に制御されているものと考えます。
3. 適時開示に関する社内体制（別紙 1 ご参照）
イ . 経営企画本部長を情報開示担当役員、広報・IR 部を情報開示担当部署、広報・IR 部長を情報取扱責任者としております。
ロ . 各本部、支店、東鉄技術学園、研究開発センター、連結子会社に情報開示責任者と情報開示担当者を配置し、これらを通じてグループ内
の重要な会社情報が、広報・IR 部（情報開示担当部署）に迅速かつ網羅的に集約される体制となっております。また、適時適切な情報開
示を実施する上で、多面的かつ総合的な判断を可能とさせるために、代表取締役社長を委員長、経営企画本部長（情報開示担当役員）を
副委員長とした、経営会議メンバーによる「情報開示委員会」を設置しております。
ハ .「情報開示委員会」のメンバーに「会社情報適時開示ガイドブック」を配布するとともに、社員に対する各種研修等の場で適時開示業務
に関する法令・ルールや社内規則等の周知徹底を図ります。
二 . 上記体制及び対応は、各本部・支店・東鉄技術学園・研究開発センター・連結子会社を含む当社グループ全体に対し適用します。
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4. 適時開示に関する手続
イ .・
「情報収集プロセス」については、適時開示に関する重要な会社情報は、各本部・支店・東鉄技術学園・研究開発センター・連結子会社
に配置されている情報開示責任者、情報開示担当者より、所管本部経由、広報・IR 部（情報開示担当部署）に迅速かつ網羅的に報告され
ます。また、緊急時の情報伝達方法や、
「企業倫理ホットライン」により監査役に直接報告される内部通報制度についても別途定めてお
ります。
・
「分析・判断プロセス」については、所管本部の情報開示責任者、情報開示担当者が、関連法令や東京証券取引所の定める適時開示規則
に従って、情報を評価、開示要否・方法の検討をし、関係各部署と協議の上開示資料を作成し、広報・IR 部（情報開示担当部署）が再チェッ
クの上、
「情報開示委員会」に報告・付議します。
「情報開示委員会」では、迅速性、網羅性、適時性、適法性、正確性、公式性、公平性、
積極性の各原則に基づき情報を評価、開示要否・方法について審議・決定します。なお、緊急を要する件名等については、
「情報開示委員会」
を開催せず、書面にて決定できるものとします。
・
「公表プロセス」については、上記「情報開示委員会」の決定を受けて、広報・IR 部長（情報取扱責任者）が、即時に、公平性に留意しつつ、
適時開示に関する会社情報を、
東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム
（TDnet）
に登録して情報を提供するとともに、
当社ホー
ムページなどにも同一資料を速やかに掲載いたします。また、適時開示規則に該当しない情報についても、株主・投資家の皆様に有用と
判断される情報については、積極的な情報開示に努め、開示後の問い合わせについても、広報・IR 部が誠実に対応いたします。
ロ . 情報開示の種類
（1）
「決定事実」に関する情報
決定事実に該当する重要な事項については、その決定内容について、所管本部から、広報・IR 部（情報開示担当部署）に速やかに報告
されるほか、これらの重要な事項は経営会議、取締役会等において審議・決定されるため、これらの機関決定会議に出席する経営企画本
部長（情報開示担当役員）がすべて把握する立場にあり、広報・IR 部（情報開示担当部署）に直ちに指示できる体制となっております。
（2）
「発生事実」に関する情報
重要事項が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、その情報内容について、所管本部経由、広報・IR 部（情報開示担当部署）に
速やかに報告される体制となっております。
（3）
「決算」に関する情報
決算情報については、経理部が財務諸表等を作成し、経営会議、取締役会等にて報告・審議・決定された後に、広報・IR 部（情報開示
担当部署）にその情報が直ちに報告される体制となっております。
ハ . 上記の手続については、社内において「適時開示規則」を制定し、役員及び従業員に周知徹底しております。
二 . 適時開示手続についての各プロセスにおける要点（迅速性、網羅性、適時性、適法性、正確性、公式性、公平性、積極性）については、
上記イ . ロ . に記載の通りです。
ホ . 会社情報の適時開示と密接に関係するインサイダー取引規制に関しては、
「インサイダー取引規制規則」によりルールが定められており、
広報・IR 部（情報開示担当部署）
、またはその他該当部は、重要情報を入手次第、必要に応じ速やかにインサイダー取引規制所管の総務
部長に連絡する体制になっております。また、社内の広報・IR 関係情報については、原則毎月一回開催される部長会議において報告・検
討され、必要に応じ「情報開示委員会」に報告・付議されます。
5. 適時開示に関する監査体制
イ . 当社は、他の事業部門から独立して内部監査業務を行う部署として、内部統制本部監査部を設置しております。監査部は、上記適時開示
に関する社内体制が適切かつ有効に機能しているかどうかを検証するとともに、監査の結果を社長、監査役、経営会議に報告することと
しております。
ロ . 常勤監査役は「情報開示委員会」の委員を構成しており、また当社の「監査役監査基準」
（法定開示情報等に関する監査）において、以
下のとおり定めております。
・
「監査役監査基準」
（法定開示情報等に関する監査）
【第 41 条】
「監査役は、有価証券報告書その他会社が法令の規定に従い開示を求められる情報で会社に重大な影響のあるもの（本条において「法
定開示情報等」という）に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第 21
条に定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。
」
・同【第 41 条第 2 項】
「監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項
について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。
」
以上
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「誠実なＣＳＲ経営」の推進

■関連資料■

【2016 年 1 月現在】

定款・内部統制システムに関する基本方針はホームページをご覧下さい

http://www.totetsu.co.jp/csr/fidelity/governance.html
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1

「誠実なＣＳＲ経営」の推進

独立役員（独立社外取締役・独立社外監査役）のご紹介

当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、独立した客観的な立場からの適切な関与・助言を得るために
複数の独立役員を選任しております。
略歴とコメントをご紹介いたします。

せ き ね おさむ

関根 攻 独立社外取締役
【略歴】
1969年4月 弁護士登録
1974年5月 米ハーバードロースクール
大学院修了
1987年1月 常松・簗瀬・関根法律事務所設立
2000年1月～2007年12月
長島・大野・常松
法律事務所パートナー
2008年6月 当社取締役（現任）
2013年4月 青山綜合法律事務所顧問（現任）

（2016 年１月現在）

す え つ な たかし

末綱 隆 独立社外取締役
【略歴】
1974年4月
2001年9月
2004年8月
2005年9月
2009年4月
2015年6月

警察庁入庁
警察庁長官官房首席監査官
警視庁副総監
宮内庁東宮侍従長
在ルクセンブルク特命全権大使
当社取締役（現任）

【重要な兼職の状況】
丸紅株式会社 社外監査役

【重要な兼職の状況】
東短ホールディングス株式会社 社外監査役
東京短資株式会社 社外監査役
三井化学株式会社 社外監査役

～透明性の高い、より効率的な経営～
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考
え方として、高い透明性と効率性を有する経営を目標とし
ています。
最近の当社経営における上記目標の充実度を考えてみ

～ステークホルダーを意識した経営～
社外取締役は、スチュワードシップコードやコーポレー
トガバナンス・コードが厳しく唱えられる時代にあって、
客観的な視点や判断が求められています。私は、独立役員
として、これまでの経験を生かして第三者的立場から積極

ますと、
（1）
透明性の点については、日本 IR協議会から 2012
年度 IR優良企業特別賞と 2015年度 IR優良企業賞を受賞して、
IR活動に注力してきた実績が評価されました。また（2）効
率性の点については、中期経営計画
（2015～ 2018）
において、

的に意見を述べるとともに提案も行い、ステークホルダー
の皆様の役に立つ仕事をしていきたいと考えています。
当社は、経営の最優先事項に
『安全はすべてに優先する』

売上高及び営業利益の数値目標に加え、新たに ROE及び総

を掲げ、鉄道関連工事のリーディングカンパニーとして、

還元性向についての数値目標も導入しました。

狭隘な場所での耐震補強工事など厳しい条件の施工にも

このように経営陣が経営指標についての数値目標を設定
してこれを公表し、その達成実績を情報発信していくこと

取り組み、安全第一に仕事を進めるプロ集団です。私は、
鉄道の建設を主体とする会社に携わるのは初めてですが、

は、経営陣自らが緊張感を保ち、かつ株主の皆さんとのコ
ミュニケーションを図り、以てコーポレート・ガバナンス
実現のための良い現実的方策だと考えます。
また、当社は近い将来取締役会の諮問機関として、経営

「現場で働く人があっての組織」という点では警察も建設
会社も同じであり、現場にもできるだけ出かけて、最前
線の声を聞いていきたいと考えています。

幹部や取締役の指名や報酬についての任意の諮問委員会を

現在、当社は中期経営計画の
「3D戦略」
に前向きな姿勢で

設置する準備をしています。これが実現すれば、経営幹部

取り組み、堅実な経営を進め、成果も結実中ですが、3D戦

や取締役の指名とその報酬というコーポレート・ガバナン
ス上の重要事項について、更に透明性が深まるものと期待

略も前中計のホップから現中計のステップの段階に入り
ました。

されます。
私は、独立役員としての責任を自覚して、当社の更なる
コーポレート・ガバナンス向上に関与していきたいと考え
ています。
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私は、独立役員の重責を自覚して職務に当たるととも
に、中期経営計画の目標達成に少しでも役立てるよう、さ
らなる企業価値向上に力を注ぎたいと考えています。

いしかわた つ ひ ろ

石川達紘 独立社外監査役

くりはらま さ よ し

栗原政義 独立社外監査役
（常勤）

【略歴】
1965年4月
1986年9月
1988年9月
1996年6月
1997年2月
2000年11月
2001年11月
2001年12月
2003年6月

東京地方検察庁検事（検事任官）
法務省刑事局刑事課長
東京地方検察庁特捜部長
最高検察庁公判部長
東京地方検察庁検事正
名古屋高等検察庁検事長
退官
弁護士登録
当社社外監査役（現任）

【略歴】
1979年4月
2000年10月
2004年7月
2005年10月
2007年4月
2013年6月

鉄建建設株式会社 入社
東京支店総務部会計
グループリーダー
東関東支店総務部長
東京支店総務部長
東京鉄道支店総務部長
当社常勤監査役（現任）

【重要な兼職の状況】
弁護士（光和総合法律事務所パートナー）
林兼産業株式会社 社外取締役
特種東海製紙株式会社 社外取締役
株式会社北海道銀行 社外監査役

～社外役員の役割～
かつて、社外役員を採用するについて、多くの経営者は
当該企業の実態も知らない素人を役員に入れて、何の役に
立つのか、事業実態も判らず、経営によけいな口出しをさ
れて、事業の円滑な遂行の妨げになり、あるいは害するば
かりか、経営方針を誤らせる虞れすらあると公言していま
したし、公言しないにしてもそのように認識していたもの
と思われます。
しかし、会社法の改正に伴い、現在、東証一部上場企業
で社外役員を置いていない企業はほぼ皆無です。このよう
な会社法改正の背景には、企業経営の透明性、公平性等を
求めるコーポレート・ガバナンスの強化と共に、このとこ
ろ頻発している企業不祥事防止のためのコンプライアンス
の徹底にあると思料されます。
最近の経営環境の変化は非常に激しいです。ポケベルか
ら携帯電話そしてスマホへの変化、液晶パネルの著しい価
格下落に伴うテレビ製造業の衰退、電子化によるペーパー
レスに伴う紙市場のシュリンク等々、その例を挙げれば切
りがない状況です。幸いにして当社は、JR東日本という安
定的な取引先を有しているので、この先、事業経営にそれ
ほど大きなリスクは予想されませんが、それでも種々の環
境の変化が影響を及ばさないとは限りません。そのような
状況の中にあって、多方面からの情報の入手と、多様な
思考方法が必要となると思われます。そのことを考えると、
寧ろ、当社の事業と関係のない多様な知識、経験を有する
者の意見を聴取することも事業経営にとって無駄ではない
と思われます。事業経営を客観的にかつ公平な目で見て意
見具申することが、逆に経営方針を誤らせず、株主をはじ
めとする多くのステークホルダーの期待に応えることにな
ると考えます。
私自身、検事時代に多くの経済事件を処理してきた経験
と、弁護士になって各種の企業にかかわってきて感じてい
ることを生かし、微力ながら当社のために、少しでも貢献
できればと思っています。

～誠実で公正な経営～
独立社外監査役を拝命し早くも 3年目になりました。当
社は役職員が日常の業務活動において
「東鉄工業行動憲章」
を誠実に遵守しており、コーポレート・ガバナンスが浸透
し、鉄道インフラの充実による社会基盤の創造に貢献する
企業として更なる成長を遂げるものと考えております。
監査役の役割は、取締役の職務の執行を監査することと
されていて、特に社外監査役は独立した客観的な立場で監
査することを期待されております。
個人的には社員の方々の思いを知り、それを会社にお伝
えすること、自分の経験や知識に基づいた客観的な監査を
することを心がけております。また、社外とはいえ、常勤
ですので少しでも社内出身監査役のレベルに近づける様、
日々努力を続けたいと思います。それが私を選任してくだ
さった株主に対して責任を果たすことになるのではと考え
ております。

CSR Report
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▼

５ リスクマネジメント
リスクマネジメントに関する基本的な考え方

東鉄工業グループは、健全な事業活動を継続するため、リスクマネジメント活動に取り組んでおります。リスクを
「災害等に関するリスク」と「コンプライアンスに関するリスク」に大別し、「災害等に関するリスク対応」では、東
日本大震災を教訓にグループへの BCP の展開を進めるほか、リスクマネジメント体制を整備し、リスクを適切に管理
し危機発生の未然防止に努めております。
「コンプライアンスに関するリスク対応」は、
「コンプライアンス（後掲）」

▼

をご高覧ください。

リスクマネジメント体制

東鉄工業グループでは、事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のある事態が発生し、または発生する恐れがある場
合に、情報の収集と一元管理を行い、適切な対策を講じることで、被害・損失・影響等の最小化に努めると共に、危
機管理の研究及び教育の推進等を図り、危機発生の未然防止及び再発防止に努めております。 これらの活動を統括
する組織として、本社に社長を委員長とする「危機管理委員会」を設置し、経営トップ自らの指揮の下、即応体制を

▼

整備・維持しております。

事業継続計画（BCP）

首都直下型地震の発生が懸念される中、当社は社会的経済活動の基盤を支える総合建設会社としての役割を十分に
認識し、建設会社の CSR（企業の社会的責任）として、鉄道・道路をはじめとしたインフラ復旧工事に積極的に貢献
するため、（1）役員及び従業員とその家族の安全を確保し、
（2）会社機能を速やかに回復させ、
（3）救援、復旧支援
体制の早期構築を図る、の 3 点を基本方針として掲げ、「東鉄工業事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）
」
を策定しこれに取り組んでおります。また、計画内容につきましては適宜見直しを図っております。 なお、年 1 回、
全社一斉に携帯電話／スマートフォンによる安否確認訓練を実施しているほか、本支店別に避難訓練なども実施して
おります。

本社災害対策本部（全体把握及び支援）
災害対策本部長
災害対策副本部長

被災対策部門

復旧対策部門

お客様対応部門

・情報収集
・復旧支援の打診

・情報集約（安否・現場被害）

・復旧体制の要請・支援

・お客様情報集約

・復旧対策の立案・支援

・対応優先順位の調整

・復旧状況の把握・支援

・調査団の編成・派遣

・お客様対応状況の把握

・復旧要請への対応
・対応状況報告

災害対策本部長
・情報の収集
・復旧支援の打診・要請
・復旧計画の立案提案

被災対策部門
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復旧対策部門

お客様対応部門

・鉄道会社
・中央官庁
・地方官庁
・民間 等

支店災害対策本部（実働本部）

災害対策副本部長

お客様

・復旧工事対応

▼

情報セキュリティ

当社は、個人情報をはじめ、お客様やビジネスパートナーの情報を取り扱う全ての情報の適切な取扱いと保護に関
する基本方針として「情報セキュリティ方針」
・
「個人情報保護方針」
・
「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」
を定めております。
情報セキュリティに関する認識を深めるために、全従業員に向けた情報セキュリティ教育の実施を継続的に行い、
現場で使用するタブレット端末のセキュリティガイドラインの制定などを行っております。
個人情報保護方針については、ホームページをご覧下さい

http://www.totetsu.co.jp/privacy/

▼

６ コンプライアンス
コンプライアンスに関する基本的な考え方

東鉄工業グループでは、お客様をはじめ全てのステークホルダーの信頼にお応えするために、コンプライアンス経
営を最重要課題の一つと位置付け、全ての役員及び従業員に「東鉄工業行動憲章（6 ページご参照）
」を周知徹底し、

▼

コンプライアンスの徹底と体制の整備に取り組んでおります。

コンプライアンス体制

コンプライアンス体制として、コンプライアンス担当役員のもと、コンプライアンス統括部署を設置し、各本部、
支店、子会社に責任者及び担当者を配置しております。 また社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を本
社に設置し、コンプライアンスに関するリスク軽減等の協議を行うと共に、支店、子会社にもこれに準じた委員会を
設置し、グループをあげてコンプライアンス体制の確立、浸透、定着を図り、問題発生の場合には迅速かつ適切な対処、
原因分析、再発防止策の策定等の推進に努めております。

取締役会

監査役会
経営会議
顧問弁護士

コンプライアンス委員会

コンプライアンス
体制図
コンプライアンス統括責任者

内部通報窓口
（監査役）
（弁護士）

（管理本部長）

コンプライアンス統括部署
（管理本部法務部）

本社
コンプライアンス責任者

支店
コンプライアンス責任者

連結子会社
コンプライアンス責任者

コンプライアンス担当者

コンプライアンス担当者

コンプライアンス担当者

従業員

従業員

従業員

（各本部長、管理本部法務部長）
（各部署長）

（支店長）

（各部署長）

（社長）

（各部署長）

内部監査部門（内部統制本部監査部）
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「コンプライアンス・マニュアル」の制定

法令違反の未然防止とコンプライアンスの周知、意識の高揚を図るため、私たちが守らなければならない事項、実
務上の注意点、
あらゆるステークホルダーに対する行動規範などの基本原則を定めた「コンプライアンス・マニュアル」

▼

を制定し、周知に努めております。

コンプライアンス研修の実施

「コンプライアンス・マニュアル」を基本教材として、入社時研修や、職種別・階層別に研修を実施し、各教育・
研修において建設業法や独占禁止法、関係諸法令等に対する理解と遵法意識を高め、コンプライアンスの徹底を図っ

▼

ております。

すべてのステークホルダーからのご意見を聞く取り組み
〜お問い合わせフォーム」・「企業倫理ホットライン」の活用〜

ステークホルダーの皆さまからのご意見やご要望は、社会が当社に何を求めているのかを把握し、
「すべてのステー
クホルダーから信頼される CSR 経営」を推進するうえで重要な要素であると考えます。
当社グループでは、ステークホルダーをはじめ広く一般の皆さまからのご質問やご意見はホームページの「お問い
合わせフォーム」にて、
また、
グループ全体の役職員からの意見や内部通報は社内システムの「企業倫理ホットライン」
にて常時受け付けており、ステークホルダーの皆さまからのご意見等に対して、迅速かつ誠実な対応に努めておりま
す。
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▼

７ 適時・適切な情報開示
情報開示に関する基本的な考え方

東鉄工業グループは、
会社情報の適時適切な開示に関する基本方針を、
「東鉄工業行動憲章（6 ページご参照）
」及び「ディ
スクロージャーポリシー」に定め、透明性の高い経営に資するため、すべてのステークホルダーの皆様に対し、積極
的かつ公平・迅速な情報開示に努めております。

ディスクロージャーポリシーについてはホームページをご覧ください

▼

http://www.totetsu.co.jp/ir/disclosure.html

東鉄工業のＩＲ方針

当社は、社長自らが主要な IR イベントに参加すると
共に、IR を所管する「チーム CFO」体制のもと、全ての
役員及び従業員が強い共感をもって「全社型 IR」を推進
しております。毎月の情報開示委員会により、経営陣〜
現場〜 IR 担当部門で情報が有機的に交換され、適時適
切な開示、市場の声が経営に反映される双方向 IR 体制
の機能強化に努めております。
また、「四位一体」の IR として、IR に加え、
「PR（パ

アナリスト・マスメディア向け IR 説明会

ブリシティ）」、「SR（株主総会運営）
」
、
「リクルート（採
用活動）」にも IR 資料を活用し、これら４つのシナジー
を追求することで、すべてのステークホルダーの皆様に
当社の事業への理解をより一層深めていただく取り組み
を推進しております。
ＩＲ情報については、ホームページをご覧ください

http://www.totetsu.co.jp/ir/

▼

個人投資家向け会社説明会

主なＩＲ活動

■機関投資家向け■
年 2 回の決算説明会の開催のほか、ワンオンワンミーティング、スモールミーティングなどを通じて、機関投資家
とのコミュニケーションを図っております。こうしたコミュニケーションのなかから、特に要望の多かった当社事業
をご理解頂く機会として、アナリスト・マスメディア向け現場見学会を開催しております。
2014 年度からの主な機関投資家向け IR 活動は以下のとおりです。
決算 IR 説明会
2015 年 5 月に 2014 年度決算 IR 説明会を、11 月に 2015
年度第 2 四半期決算 IR 説明会を開催いたしました。いず
れも多数の機関投資家やアナリストの皆様にご出席を賜
り、小倉社長より、当社の決算内容に加え、今後の事業
計画や実績予想について説明し、活発な質疑応答が行わ
れました。

決算 IR 説明会

CSR Report
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ワンオンワンミーティング（個別取材）
2014 年度も多数の機関投資家やアナリストの皆様とのワンオンワンミーティング（個別取材）を実施しました。
これらの活動を通じて得た投資家の皆様からのご意見は、定期的に経営会議や取締役会でも報告され、経営・事業活動に反
映されております。

現場見学会
2014 年 4 月に「アナリスト・マスメディア向け現場見学会」を開催いたしました。JR 東日本の重要なプロジェクトの一つで
ある首都直下地震に備えた耐震補強対策工事の「御茶ノ水駅付近防災工事」について、御茶ノ水駅付近の神田川に沿う線路の
盛土補強の現場をクルーズ船から見学いただき、当社の高い技術力と専門性を近距離からご理解いただくことができました。

クルーズ船からの現場見学

スモールミーティング
2015 年 9 月にカバーアナリストを対象としたスモールミーティングを
開催いたしました。品川と田町間の新駅予定地及び車両基地を見学して
いただきながら、今後の事業展開等について活発な質疑応答が行われま
した。

スモールミーティング

■個人投資家向け■
東京、大阪、名古屋で個人投資家向け会社説明会を実施してお
ります。当社の事業を一般の方にもわかりやすくご説明している
ほか、ウェブサイト上でも「個人投資家の皆様へ」というページ
を設け、積極的な情報発信を行っております。

個人投資家の皆様へ

http://www.totetsu.co.jp/ir/individual.html

個人投資家向け会社説明会

■日本 IR 協議会／ 2015 年度「IR 優良企業賞」を受賞■
当社は、2015 年 11 月、日本 IR 協議会が選定する第 20 回「IR 優良
企業賞」を受賞いたしました。
「IR 優良企業賞」は、IR の趣旨を深く
理解し、積極的に取り組み、市場関係者の高い支持を得るなどの優れ
た成果を挙げた企業を選び表彰するもので、本賞については当社は初
受賞であり（2012 年度には「IR 優良企業特別賞」を受賞）
、建設業界
においても初めての受賞となりました。
当社が選定された理由は、次の通りです。
「経営トップを中心に、IR を管掌する CFO のもとで活動を充実させている。現場見学会には、船から見学するなど
ユニークな企画を盛り込んでいる。見学会には経営トップを含む経営層も参加し、全社で取り組む姿勢が評価されて
いる。自らを「チーム CFO」と称する IR 部門は真摯に投資家と向き合い、わかりやすい説明が評価されている。対
話のベースとなる説明資料も充実している。個人投資家向け説明会やウェブサイトの向上にも熱心である。」
（日本 IR 協議会のニュースリリースより引用）
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８ 社会貢献活動
東鉄工業グループは、
本業（建設事業）を通じた社会貢献を主軸に、
「良き企業市民」としての役割を自覚し、地域活動、

▼

教育支援、
文化活動など、
社会貢献活動を積極的に推進、支援しております。（東鉄工業行動憲章（6 ページご参照）より）

震災復興支援・災害復旧活動

■東日本大震災復興支援■
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災。当社は、発生当初から、被災情報の収集、現地調査、被災現場の復
旧活動に全社を挙げて取り組み、
東北新幹線や常磐線、東北本線
などの在来線の早期復旧に貢献
しました。現在も復興住宅の宅
地造成や学校・市町村庁舎の耐
震補強工事など、被災地の復興
に引き続き取り組んでおります。
【東北新幹線

白石蔵王～仙台間

高架橋橋脚損傷】

【復旧処置完了】

■ JR 常磐線の完全復旧に向けて～復旧工事および除染作業を実施中～■
東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故により 30km 圏内の常磐線広野～原ノ町駅間は避難区域に指定、鉄
道の運転を見合わせる区間となりました。平成 24 年 4 月 1 日以降、新たな避難区域（『避難指示解除準備区域』
『居
住制限区域』
『帰還困難区域』
）に再編され、現在、国で行う除染作業及び公共インフラの復旧工事が進められており
ます。
当社は常磐線において、広野～竜田駅間の運転再開に向けた鉄道施設の復旧工事及び除染作業を担当し、避難区域
内の鉄道としては初めて、平成 26 年 6 月 1 日、竜田駅までの運転が 3 年 2 か月ぶりに再開されました。
現在、避難区域のうち、竜田～原ノ町駅間（約 46.0km）においても、小高～磐城太田駅間を当社線路、及び土木部
門が一丸となって、街の復興、並びに周辺住民の皆様や復興関係の方々等の輸送、さらには沿線道路の渋滞緩和に貢
献できるよう、1 日も早い運転再開を目指し鉄道施設の復旧工事及び除染作業を行っております。

1

2

除草（除染）作業 【着手前】

3

除草（除染）作業 【除草後】

4

道床交換作業 【道床撤去状況】

道床交換作業 【道床交換完了】
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■首都圏での大雪に備えた除雪用モーターカーの配置と体制整備■
平成 26 年 2 月の大雪により、JR 中央線は運行に大きな支障をきたしました。当社は、このような雪害に迅速に対
応できるよう、八王子支店に除雪用モーターカーを 2 台導入しました。除雪用モーターカーには、線路上の雪をはじ
き飛ばす「ラッセル装置」と、雪をかき込んで吹き飛ばす「ロータリー装置」が装備されており、積雪量に応じて使
い分けて作業を行っております。
豊富な経験とノウハウを活かして、列車の安全・安定輸送に努めてまいります。

▼

八王子支店
中島主任

線路部
MCR-600E

地域社会とのかかわり

■地域活動（新宿区ごみゼロ運動）■
本社が所属している新宿区では、毎年 5 月と 11 月に
一斉清掃活動を行っております。当社もこの主旨に賛同
し、平成 21 年度からこの運動に参加してきました。平
成 26 年度からは、更に地域に貢献できるようにという
ことで、新宿区のうち四谷地区の町会が中心となって
行っている「ごみゼロ運動」に参加しております。
また、各支店や工事所においても地域の清掃活動に積
極的に参加し、地域とのかかわりを大切にしております。
新宿区ごみゼロ運動

■防災協定（江戸川区と東鉄技術学園が災害時避難場所として
施設利用協定を締結）■
防災協定は、大地震・大洪水などのときに、物資や人の援助を
受けられるよう、自治体が他の自治体や民間企業と結ぶ救援協定
です。当社では、江戸川区と東鉄技術学園との間で、災害時にお
ける避難所（災害時要援護者用）としての施設利用協定を結んで
おります。

東鉄技術学園（外観）
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▼

文化・社会貢献活動

■ＪＲ東日本「鉄道林」植樹への協力■
JR 東日本では、多くの鉄道林（なだれ、ふぶき、土砂崩壊、飛砂などから鉄道を守るための林です）を保有してお
りますが、当社も、毎年行われている植樹式に参加しており、JR 東日本関係者はじめグループ・協力会社社員とその
ご家族、地元自治体、地元の小中学生らと共に植樹を行い、鉄道林の保全に協力しております。この鉄道を守る植樹は、
環境保全や地域貢献への役割も大きく、今後も継続して参加してまいります。

「鉄道林」植樹会

■アロマステーション化プロジェクトを通じた交流■
【東京鉄道少年団】
アロマステーション化プロジェクトは、駅の利用客の皆様を植物の豊かな香りで包み込むことにより、リフレッ
シュ、リラックスしていただき、心と体の健康維持、回復をサポートする駅づくりです。
平成 25 年度に JR 信濃町駅で最初の取り組みを行いました。その後、本取り組みを中心にした様々な交流が行われ
ております。
東京鉄道少年団の皆様には、団体の活動のひとつとして、壁面緑化の植え替えや清掃をしていただきました。ご協
力いただいた東京鉄道少年団の皆様に感謝申し上げると共に、今後とも地域団体との交流を大切にしてまいります。

花壇整備

内藤とうがらし苗の植え付け

駅周辺の清掃

【埼玉県農業科教員研修】
埼玉県立総合教育センターより平成 27 年度高等学校
10 年経験者研修（農業）の要請があり、
「JR 駅舎の屋上
緑化・壁面緑化」を題材に協力させていただきました。
最新の緑化モデル、緑化技術の動向、JR 信濃町駅での取
り組み、JR 四ツ谷駅での取り組みを説明させていただい
た後、現地にて実物を見ながら質疑応答を行いました。
修了後に、
「最先端の緑化技術や新たなビジネスモデ
ルを研修させていただき、改めて日本の農業・環境分野
の可能性を知ることができた」との感想をいただきまし
た。

JR 信濃町駅におけるアロマステーション化プロジェクトの説明状況

環境事業〜東鉄ＥＣＯ2 プロジェクト

アロマステーション

http://www.totetsu.co.jp/csr/environment/eco.html#project
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「究極の安全と安心」の追求

２

「究極の安全と安心」の追求

１「究極の安全」を目指して
わたしたちは、「安全はすべてに優先する」という経営の最優先事項のもと、グループが一丸となって安全施工を

▼

徹底し、あらゆる手段を講じ、
「究極の安全」を目指します。（東鉄工業行動憲章（6 ページご参照）より）

「究極の安全を目指した安全衛生強化計画」

中期経営計画 (2015 ～ 2018）において、
「究極の安全を目指した安全衛生強化計画」で示された「安全基本方針」及び
「基本の柱」に基づき、ビジネスパートナーと一体となって重大事故・致命的労災を防止するため、さまざまな取り組み

▼

を展開しております。
（究極の安全を目指した安全衛生強化計画」は、33 ページをご参照ください）

【安全基本方針〜安全はすべてに優先する〜】

■３つの限定■
1

重大事故・致命的労災防止に限定

2

過去の重大事故・致命的労災の再発防止に限定

3

実施必要事項の限定

■基本の柱■
≪「安全に対する基軸は不変」のもと、
「圧倒的な安全レベル」を獲得≫
重大事故・致命的労災を防止する
１

体制の維持、改善

２

教育・訓練の実施

３

正確な作業の実施

４

３本柱に基づく技術開発

■労働安全対策の推進■
鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業として、鉄道部門における列車脱線・衝突に繋がる事故、鉄道旅客・一
般公衆の死傷事故、さらには従業員・協力会社従事員の死亡事故を起こさないため、これまで継続して取り組んでき
た≪３つの限定≫『重大事故・致命的労災防止に限定、過去の重大事故・致命的労災の再発防止に限定、実施必要事
項を限定』に基づき、
『安全に対する基軸は不変』のもと、
『圧倒的な安全レベル』を獲得するために、
「要注カード
の適切有効な活用」
、
「支店における要注意作業の把握と事前注意」等、日々の業務において「重要事項は“一工程”
として必ず実行する仕組み」すなわち『東鉄グループ方式』を組織的に着実に実行してまいります。
さらに、ミスや思い込み等、人間特性に基づくエラーによる事故を分析し、
「重大事故・致命的労災の防止」「機械
化等による業務改善」
「経営に資する固有技術力の獲得」の３本柱に基づき、頻度が高く危険なものから技術開発を
行い、
『圧倒的な安全レベルの獲得』を目指します。
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▼

具体的な取り組み

当社は、
『
「重大事故を防止する作業の実施」の具体的な取り組みについて』の手順に基づき、
「作業毎のリスク把握」
を的確に行う『東鉄グループ方式』を組織的に実行し、重大事故・致命的労災の防止に取り組んでおります。

重大事故、致命的労災の防止

「重要事項は一工程として必ず実行する仕組み」の実践

安全に関する工程
●施工計画作成
●事前安全施工検討会（作業手順の確定）
●月間工程作成、支店での要注意作業把握
●週間工程作成、支店での全作業把握、指導
●当日（当夜）の作業内容、要注意事項周知
●重大事故 • 致命的な労働災害防止に重点を置いたＫＹ • ＪＹ活動

等

ねらい

▼

正確な作業の実施

現場における取り組み

現場においては「要注カード」を活用するとともに、
過去に発生した事故の要因や対策を作業毎にまとめた
「10 年反省リスト」や、今後計画されている作業をもと
に作成した「月間先取り検討事例」も活用し、施工計画
を検討する段階から要注意作業の把握と事故防止対策の
確認を行っております。

朝礼（点呼）の様子

「10 年反省リスト」
「月間先取り検討事例」
から抽出した作業毎の「要注カード」を活用し、
要注意作業をマークして、重大事故・致命的労災防止に努めております。

CSR Report
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2

「究極の安全と安心」の追求

要注カードの活用

当社は、
「安全はすべてに優先する」という経営理念の
もと、お客様・地域社会・従業員の「究極の安全と安心」
を徹底的に追求しております。その取り組みのひとつが、
各種作業において特に注意すべき要点を簡潔にまとめた
「要注カード」の活用です。これは、過去に起きた事故の
再発防止を図り、正確な作業を実施するために工事に携わ
る関係者を「支援するカード」として、施工計画を検討す
る段階から日々の作業における様々な場面で活用してお

▼

ります。

啓発、教育活動

現場の作業員に向けた教育・訓練を実施するうえでは、重要なポイントを「見える化」したビジュアル教材の活用や
各現場における事故防止会議を通じて、重大事故、致命的労働災害の防止に努めております。

▼

最悪のケースを起こさないために

理解・納得して対策を実行。

ミ ス に 至 っ た 背 景・ 誘 因 を

わかりやすく説明。

ビジュアル教材の一例

各種キャンペーン活動

究極の安全と安心を追求し、さらなる安全レベルの向上を図るため、毎年、安全キャラバンを各支店や現場で実施し
ております。本社幹部と現場社員等との意見交換を行い、安全に関わる現場の課題を把握し、今後の施策に活かすこと
で重大事故の防止に努めております。

安全キャラバン
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安全キャラバンミーティング
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「究極の安全と安心」の追求

２ 作業環境の安全確保に向けた取り組み
追突や接触、転落など、常に事故の危険性と隣り合わせの現場では、作業環境の改善は欠かせません。当社は「究

▼

極の安全」を実現するため、作業環境の安全確保に向けた技術開発に取り組んでおります。

隣接線侵入警報システムの開発

線路の保守業務は、隣接する線路に列車が走行している時間帯に行うことも少なくありません。作業員が保守用車両
から降車して線路の確認作業を行う際の安全対策として、隣の線路側へ誤って近づこうとした場合に、保守用車両から
注意喚起を行うシステムを開発しました。このシステムは、保守用車両の前後に取り付けたセンサーが、周囲 270°の範
囲でレーザー光を照射し、予め設定した警報エリア内に作業員が侵入すると、保守用車両の運転室に音声と光により警
報を発するものです。

大型保線機械（マルチプルタイタンパー）外観

▼

センサーイメージ

自動車事故防止と削減に向けて

当社では、自動車事故削減に向けた各種対策に取り組ん
でおります。
ソフト面においては、ＰＣを利用して「e-lear ning」に
より全従業員を対象に安全運転教育を行うと共に、過去に
事故を経験した従業員に対して「安全運転講習会」を開催
しました。これは、ドライブシミュレーターを用いての運
転適性診断、ドライバーチェックシートによる運転特性診
断、安全運転危険予測トレーニングシートを基にしたグ
ループ討議などを通して、安全運転意識向上を図るものです。
また、ハード面の対策として、使用中の軽自動車につい
ては、リース終了による入れ替え時に順次「衝突被害軽減
ブレーキ搭載車」を導入してまいります。
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事故防止講習会

TOPICS
ＪＲ東日本より表彰状授与
2015 年 7 月 JR 東日本本社にて 2014 年度の
「安全行動表彰授与式」と「感謝状授与式」が執り行われました。これは、
前年度一年間にわたり安全行動に積極的に取り組み、事故防止や安全向上に貢献した企業を表彰するもので、当
社では高崎支店と新潟支店が、社長表彰を受賞しました。式にて同社冨田社長様より、「鉄道運転事故防止及び労
働災害の防止に積極的に取り組み、顕著な実績を積み重ねており、JR の事業運営に多大なご協力をいただき感謝
する。今後とも研鑽を積んでいただき、
JR 東日本の安全の地力を高めてもらいたい」とのお言葉をいただきました。

2014 年度

安全行動表彰授与式・感謝状授与式（2015 年 7 月 JR 東日本本社）

【高崎支店土木部】
後列左より 若林担当所長／福島担当部長／小倉社長
前列左より 加藤部長／冨田社長様／矢内担当所長

【新潟支店】
後列左より 鈴木部長／保坂支店長／小倉社長
前列左より 水沢副所長／淺野副所長／冨田社長様／若月所長

CSR Report
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「技術と品質」へのこだわり

３

「技術と品質」へのこだわり

１ 技術への取り組み
当社の最大の強みである、鉄道を軸とした施工技術の維持・向上・継承、技術開発力の強化に注力、ますます高ま
りつつある安全、防災、復興など、社会やお客様のニーズに的確に応えることにより、当社の「社会的使命」をしっ
かりと果たしてまいります。
技術紹介

▼

http://www.totetsu.co.jp/tech/

技術研究の取り組み

線路・土木・建築の施工部門においては、施工技術の向上・効率化、生産工程の改善等に関するノウハウや、技術情
報の共有化を図ることに主眼を置き、部門毎に技術研究発表会を毎年開催しております。
発表会には、各支店の第一線の技術者が一堂に会して、事例の発表と討論を行い、相互に技術及び技術開発への関心
を高め、あるいは啓発、刺激を受けあうとともに、その成果をさらに現場で活用し、向上発展させることを目的に実施
しております。
その中から毎年、審査により選考した事例を、専門技術協会や各種学会（土木学会、日本建築学会）等に投稿、新技
術の普及や技術の開発促進、他の技術発表の見聞により幅広い知見を備えた技術者の育成に取り組んでおります。

技術研究発表会

質疑・応答

■具体的な取り組み事例■
～「バックルプレート桁の改良工法と施工技術」／第 3 回鉄道施設技術発表会最優秀賞～
2015 年度土木部門では、
「バックルプレート桁の改良工法と施工技術」を日本鉄道施設協会主催の第 3 回鉄道施設
技術発表会（全国大会）に当社推薦演題として投稿し、前年度の「東北新幹線トンネル耐震補強工事の施工技術」に
引き続き最優秀賞を受賞しました。保線部門では、
「横須賀・総武快速線東京駅構内合成分岐マクラギ化工事」が奨
励賞を受賞し、当社の技術力が評価されました。
「バックルプレート桁」の施工概要は図の通りです。
「バックルプレート桁」の施工概要は、ホームページをご覧ください

http://www.totetsu.co.jp/tech/doboku_tech03.pdf
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バックルプレート桁の
改良工法と施工技術

現場担当者のコメント

バックルプレート桁改良の施工効率に着目し、改善を重ねました
今回の発表は、老朽化したバックルプレート桁を改良するため当社が独自に取り組んでい
る「マクラギ抱き込み桁工法」の変遷と施工技術についてです。この工法はバックルプレー
トに負荷をかけずに延命化を図るものであり、当初の改良桁架設方法から様々な試行を繰り
返し、徐々に改善を重ねてまいりました。その結果、当社で培ったノウハウを活かした現在
の施工方法に改善し、
施工時間短縮とリスクを極力抑えることができました。今回の受賞は、
諸先輩をはじめこの施工に関わった全ての社員の苦労と、当社の施工技術が評価されたもの
横浜支店
四方田主任技術者

であると思います。

２ 品質管理への取り組み
当社は、鉄道や道路、高層ビルから一般住宅、環境などの幅広い事業を展開していくなかで、人と自然との調和を
大切にしながら、技術・品質の維持向上に努め、高品質な技術・サービスをご提案、ご提供することでお客様からの

▼

高い信頼を確保したいと考えております。

お客様の安全・安心の確保に向けた取り組み

2015 年 10 月には、我が国の建築業界における一部のマンション杭工事施工の管理不足についての報道がなされ、大き
な社会的問題に発展するとともに、
「建築工事」に対する信頼性への懸念が広がりました。
当社においては、過去 10 年間に遡り、当社が施工したすべてのマンション約 100 件の杭工事について、施工記録・工
事写真・担当社員へのヒアリング等による調査を実施し、問題の無いことを確認いたしました。
当社は、中期経営計画（2015 〜 2018）
『東鉄 3D Step2018』の基本方針で、
・
「経営理念（〜安全はすべてに優先する〜）に基づいた軸のブレない経営」
・
「全てのステークホルダーから信頼される誠実な CSR 経営」
により、社会やお客様の安全・安心・安定・快適・品質などの様々なニーズに的確にお応えし、当社の「社会的使命」を
しっかりと果たすこと、を掲げております。
今後も、安全で高品質な技術・サービスをご提案、ご提供することで、株主・お客様・地域社会・従業員をはじめとするす
べての「ステークホルダー」から信頼され、
支持される「誠実な CSR 経営（インテグリティ／ CSR マネジメント）
」を推進し、
その結果として社会と共生する「持続的成長（サステイナビリティ）
」と、
「企業価値の向上」を目指してまいります。
CSR Report

37

3
▼

「技術と品質」へのこだわり

品質向上に向けた取り組み

当社は、
「品質向上に向けた取り組み」において、当社・
他社を問わず、過去に起きた品質トラブルの再発防止を
重要実施課題として取り組んでおります。その取り組み
のひとつが、各種作業において品質上、特に注意すべき
要点を 1 枚に簡潔にまとめた「品質要注カード」の活用
です。
このカードは、各作業における品質トラブルの再発防
止を目的とし、現場における品質管理のポイントをビ
ジュアル化することで、正しい知識と手順、何に基づき
品質管理すべきか、注意ポイントを簡潔に表現しており、
施工計画を検討する段階から日々の作業における様々な
場面で活用されております。

▼

品質要注カードの一例

具体的な取り組み事例

土木部門では、品質トラブル防止と品質向上を各現場
に水平展開することを目的に、各支店の第一線の技術者
から構成された「施工品質向上推進委員会」を立ち上げ、
品質管理の基礎となる「現場施工品質管理の手引き」を
作成し、現場への展開を図ってまいりました。
さらに、現場従事者への徹底を図るため、各種品質管
理アイテムの具体的活用方法を 5W2H（いつ、
どの場面で、
誰が、何を、なぜ、どれだけ、どうやって使うのか）で
明確にするとともに、品質パトロール等で活用状況を確
認するだけでなく、現場の意見を聴取し、より現場にマッ
チしたアイテムへ改修するなど、PDCA 手法による評価・
管理を行っております。

▼

品質管理の向上のイメージ

品質マネジメントシステムの運用

当社グループは、ISO9001（品質マネジメントシステム）の認証を取得し、業務の継続的改善を行っております。
その一例として、全ての社員が同じ手順で高品質な成果をあげられるよう、各施工本部で定めている様々な業務要領、
規定、基準等の見直しを行うと共に、現場で実践的に役立つマニュアル・チェックリストの作成・運用に取り組んで
おります。
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TOPICS

レール削正作業
（北陸新幹線）

開業前線路のレール削正
通常、レール削正は、列車走行により発生する
レール傷や波状摩耗の除去、レール疲労層の除去、
騒音防止などを目的に行われております。
一方で、今年 3 月に長野～金沢駅間が開業した
北陸新幹線につきましては、開業前に全線レール
削正を実施（当社は、長野～新高岡駅を担当）い
たしました。
新設されたレールの表面層を削正することによ
り、レール表面の円滑化、表面傷等の抑制、レー
ルと車輪間の電気の流れをスムーズにする等の効
果が期待されております。
現場担当者のコメント

0.01mm 単位で削正する特殊技術を駆使しています
一口にレール削正と言っても、新幹線の開業前レール削正工事は、レール削
正車の搬入や削正計画の打合せ等が煩雑であり、何よりも開業前の新品レール
を削正するため、削正装置の状態を確認するモニターや、実際のレール仕上り
状態にも格段の注意を払わなければなりません。0.01mm 単位でレールを削正す
るのは神経を使う特殊技術の世界です。試験列車が走る前にレールを削正する
ことは大変緊張もいたしますが、仕事冥利につきる作業であると思います。
糸魚川軌道工事所
鈴木副所長
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「環境」への取り組み

４

「環境」への取り組み
東鉄ＥＣＯ２プロジェクト

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、
①当社の業務に起因する 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ともに、
②こうした世の中の動きを、当社の新しい環境関連 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、
業容の拡大を図ることを目的に、
『東鉄 ECO2（エコツー）プロジェクト』を立ち上げ、積極的に推進しております。

環境関連ＥＣＯビジネスの様々な取り組みについては、ホームページに詳しく紹介しています。

環境・建築ソリューションサービスのご案内

http://www.totetsu.co.jp/company/kenchiku-renewal.html
環境事業のご案内

http://www.totetsu.co.jp/service/kankyo.html
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１ 環境関連ＥＣＯビジネス
環境問題に対するお客様の様々なニーズにお応えすることができるよう、当社グループの強みを活かした「攻め」

▼

の戦略により種々の環境関連プロジェクトを開発し、お客様にご提供しております。

環境配慮型技術の開発

■コケの各種試験■
コケ緑化につきましては、耐風試験、降雨試験、保
水量試験等種々の試験を行い、多くのデータを収集し、
設置、管理・メンテナンスのノウハウを蓄積してまい
りました。コケ緑化は通常の降雨があれば、潅水設備
不要ですが、高温時や乾燥時に苔の褐色化現象が発生
するために、セッパン屋根のモデルを作成し、潅水試
験を行いました。コケ緑化の潅水方法は、ノウハウを
蓄積し、コケの屋上緑化に活用されております。

▼

試験状況

環境配慮型技術の活用

■コケによる屋上緑化■
コケによる屋上緑化は、ビルの屋上等の新設・既設の陸屋根、及び駅・工場・屋外駐車場等の新設・既設のセッパ
ン屋根に設置できます。このコケ緑化により、屋根の温度上昇を防ぎ、室内の空調負荷を軽減するとともに、降雨後
の保水・蒸散効果によりヒートアイランド軽減効果も期待できます。また、超軽量、ローメンテナンスでコストパフォー
マンスに優れ、JR 四ツ谷駅のホーム上家、JR 勝田運輸区などで設置されております。

JR 四ツ谷駅ホーム上家緑化

JR 勝田運輸区屋上緑化

CSR Report
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■海浜幕張エコステ、湯本エコステの施工■
四ツ谷エコステに続いて、JR 東日本が提唱する「エコステ」のモデル駅として、海浜幕張駅、湯本駅の改良工事を
施工しました。
海浜幕張エコステでは、太陽光発電、小型風力発電、LED 照明、自然光の活用、壁面緑化などの環境に配慮した駅
づくりを行っております。
湯本エコステでは、太陽光発電と蓄電池の組み合わせによる電力を、駅の LED 照明や空調に利用しており、また、
待合室スペースには、温泉熱を利用した床暖房と輻射式暖房を設置しております。

JR 海浜幕張駅エコステ

JR 湯本駅エコステ

温泉を用いた足湯

■アロマステーション化プロジェクト■
アロマステーション化プロジェクトの取り組みにより
『日本アロマ環境協会賞』を受賞した JR 信濃町駅に続い
て、JR 四ツ谷駅麹町口で、歴史的史跡の景観を重んじる
地域性及び既存駅舎のデザインに配慮した植栽デザイン
と植栽ユニットのデザインを行いました。
江戸をイメージさせる和の植栽を中心に香りの植栽と
彩りの植栽を取り入れ、江戸城外壁との調和を意識した
駅舎外壁に合わせて、駅舎、周囲の景観との調和を目指
した壁面緑化を行っております。
JR 四ツ谷駅麹町口壁面緑化

■壁面緑化－保育園などに施工■
壁面緑化は、植物や自然に優しく、景観の修景向上、
さらに都市部のヒートアイランド対策にもつながりま
す。当社の工法は、壁面全体
を緑化でき、かつ常緑植物と
季節の草花との併用使用が可
能であり、デザイン性の高い
緑化が可能です。市川どろん
こ保育園及び ZOOM 東新宿など
で実施しております。

市川どろんこ保育園壁面緑化
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ZOOM 東新宿壁面緑化

■太陽光発電■
当社では、再生可能エネルギーの普及促進と、お客様に対して太陽光発電事業に関する様々なアドバイスやご提案
をさせていただくことを目的に、当社自ら太陽光発電事業に取り組んでおります。
既に稼働中の「TOTETSU 蓮田ソーラーステーション」に続く第 2 弾となる「TOTETSU 鹿島ソーラーステーション」
の運用を茨城県神栖市で開始しました。当ソーラーステーションは、これまで培ってきた基礎・架台施工や防草対策
等の様々なノウハウを活用しながら建設した発電出力 1,372kWh のメガソーラー規模の発電所です。
なお、当該地区は、東日本大震災復興特別区域法に基づき「茨城県産業再生特区」の認定を受けて復興産業再生特
区域に指定された場所であり、当社事業が、復興支援活動として被災地域の活性化に少しでもお役に立てれば幸いと
考えます。
＜自社の太陽光発電所＞

TOTETSU 蓮田ソーラーステーション

TOTETSU 鹿島ソーラーステーション

＜当社施工の太陽光発電所の紹介＞

東京駅第 4 乗降場上家太陽光パネル新設

MARUYAMA 小沼田ソーラーパーク

日本ルツボ

豊田ソーラーパーク

村田基礎工事

鉾田太陽光発電所
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環境配慮型技術の研究開発拠点

■研究開発センター■
当社は、2013 年 4 月、太陽光発電事業などの新たな技術の研究開発について、より積極的かつ迅速に推進していく
ため「研究開発センター」を設置しました。
同センターは、太陽光パネルの支持工法の比較検証や、保守管理の効率アップを目的に防草対策などをテーマに、
その効用を継続確認しております。

TOTETSU 蓮田ソーラーステーション防草対策

▼

２ 環境保全
東鉄工業の環境方針と行動指針

『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』の経営理念のもと、
“事業ビジョン”及び“行動憲章”に従って、当社の事業活動及び環境保全事
業が、地球及び地域の環境に深く関わっていることを認識し、環境と調和した持続可能な循環型社会を目指した活動
を推進しております。
その行動指針は、次のとおりです。
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1

廃棄物の排出抑制、資材の再使用・再生利用、熱回収、適正処理を推進する活動

2

建設事業等に起因する環境負荷を低減する活動

3

CO2 削減や環境保全ニーズに応える環境事業の推進

4

環境関連法規制及び同意するその他の要求事項の順守

5

中期経営計画「アクションプラン／ PDCA」の展開と環境マネジメントシステムの継続的な改善

CSR Report

▼

環境マネジメント体制

■環境マネジメントシステム（EMS）
・ISO14001 認証取得■
当社は、事業活動の中で発生する環境負荷の低減を図ることにより、自然環境の保全に貢献し、組織全体として社
会的貢献を果たしてまいる考えであり、ISO14001（環境マネジメントシステム）の認証を取得し、地球環境の保全に
取り組んでおります。

社長

本社危機管理委員会
本社

支店

本社建設副産物対策委員会
内部統制本部

品質環境マネジメント部

環境本部

環境保全部

支店長

支店危機管理委員会

本社ＥＭＳ事務局

支店建設副産物対策委員会
安全部
総務部

支店ＥＭＳ事務局

環境マネジメントシステムの体制

CSR Report
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▼

環境コンプライアンス

■法令順守：水質汚濁防止、騒音・振動防止、土壌汚染防止■
環境法令順守に関しては、水質汚濁防止、騒音・振動防止、土壌汚染防止に重点的に取り組んでおります。
水質汚濁防止
地下水等を排水する工事では、河川管理者及び下水道管理者と打ち合わせを行い、排水処理装置で浄化及び pH 調整を行い、排
水基準値以内であることを確認のうえ排水しております。特にコンクリート打設時は、高アルカリ性の排水になるので pH 調整を
入念に行うなど、排水の取扱いに十分注意しております。

騒音・振動対策

具体的な取り組み

施工現場近隣で生活する地域の皆様に対し、迷惑を掛けない

・ 安全鋼板（仮囲い）及び防音シートの設置、低騒音・

よう、施工時に音源の密封・遮断、作業時間帯の検討を行うと

低振動の機械を使用するだけでなく、デジタル騒音計、

ともに、施工中も騒音・振動のレベルの確認を行うなど、積極

振動計により施工環境を常時計測し、モニターを敷地

的な防音・振動対策に取り組んでおります。

境界に設置することで、近隣の皆様にも状況を把握し

・騒音・振動に配慮した施工計画の作成
・特定建設作業の速やかな届出、騒音測定の実施
・敷地境界基準の遵守

ていただけるようにしております。
・ 近隣専用掲示板「ご近隣のみなさまへ」を設置し、作
業予定・内容のほか、お知らせ等、広報専用に情報を
発信し、作業内容の見える化を図っております。

デジタル騒音計・振動計

根岸社宅（仮称）新築他工事
近隣専用掲示板

土壌汚染対策
・保守作業車両に生分解性オイルを採用
線路道床整理作業車「バラストレギュレーター」の作動油、
潤滑油を従来の通常オイル（鉱物油）から、環境負荷の小さい
生分解性オイルに変更しました。特徴は、万一オイルが漏れた
場合でも、地中などに生息する微生物の働きで二酸化炭素と
水に分解される性質を持ち、約 40 日で完全に分解されるため、
環境負荷の低減にもなることです。採用した生分解性オイルは、
通常オイルと比べ高い酸化安定性があり、耐久性が向上し、交
換周期が延長され、メンテナンスに伴う廃油の排出量を削減す
ることもできます。
大型保線機械の保有台数が日本一の当社では、今後も、環境
に配慮した生分解性オイルの導入を継続してまいります。
バラストレギュレーター
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・土壌・地下水調査
地盤改良や改良土を再利用する時には六価クロム溶出試験を実施して汚染土壌でないことを確認しております。土地の再開発等
では、土壌・地下水調査を発注者（土地所有者）と協議して実施しております。

■有害化学物質の適正処理■
当社は、有害な化学物質による従業員及び作業員や施設利用者の健康障害等に留意し、有害物質を適正に処理して
おります。
具体例としては、廃石綿、石綿含有廃棄物の処理において、「TDBA 東鉄ドライアイスブラストアスベスト除去工法」
等で除去作業を行い、
適正に産業廃棄物処理を行っております。平成 26 年度には、建物外壁に石綿が吹付け（レベル 1）
されている 4 階建て建物の解体工事で、建物全体を負圧管理する難易度の高い解体工事を実施しました。また、揮発
性有機溶剤化合物の取扱いは、安全データシート (SDS) により危険有害性を確認し、安全使用を指導するとともに資
料を作業場の見やすい場所に常時掲示しております。
■環境法規制等順守チェックリスト■
建設工事に関係する環境法令等を作業内容から検索できるように取りまとめた「環境法規制等順守チェックリスト」
を作成しております。工事着手前に開催される施工検討会での法令の確認や半期ごとに現場での取り組み状況の確認
に活用するなど、環境法令の順守に取り組んでおります。
■環境要注カードの作成■
当社は、施工現場で活用されている「要注カード」を
環境保全活動においても利用し、環境意識の啓発を行っ
ております。当社・他社を問わず、過去発生した失敗事
例や不適切事例及び環境法令等の重点事項を作業ごとに
カード形式で編集し、当日の作業内容により必要な注意
事項をカードから選択して朝礼等での注意喚起に利用す
るとともに、施工計画を検討する段階で法令順守の確認
を実施しております。

■現場環境点検■

環境要注カード

当社は、環境法令順守のために現場環境点検を実施しております。現場における環境法規制等順守は、本社支店の
パトロール時に点検を行うとともに、現場においては、環境法規制等順守チェックリストを利用して順守状況の確認
を前期後期の年 2 回行っております。現場点検で不具合が発見された場合や、不具合が予想される場合は、その場で
協議し改善しております。
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地球温暖化対策

当社は、地球温暖化対策として、施工段階の CO2 排出量削減とオフィスでの電気使用量削減や紙使用量削減に取り
組んでおります。これからも、社員一人ひとりが環境保全への高い意識を持って、活動を継続してまいります。

■施工段階における CO2 排出量削減活動■
当社では CO2 排出量のうち、軽油の消費によるものが 90％ ( 平成 26 年度 ) を占めております。効率的な重機械の
使用計画、建設発生土の再利用や搬出距離の短縮、アイドリングストップ、省燃費運転、重機械の適正整備等により、
平成 26 年度の CO2 排出量は 17.5t-CO2 ／億円（完成工事高原単位）で平成 23 年度以降低い値で推移しております。
日本建設業連合会調査の建設業平均と比べても低い値になっております。
施工部門 CO2 排出量
東鉄

日建連

（t-co2 ／億円）
40.0

31.4

31.8

31.5

31.9

31.2

19.4

平成 23 年度

29.6

29.8

17.8

17.1

17.5

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

30.0
28.9

20.0

25.4

23.0

10.0
0.0

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

（年度）

■仮囲いの緑化■
当社は、大規模な工事現場において「現場周辺の街並みや景観との調和」を図るため仮囲いの緑化を推進しており
ます。具体的には、仮設フェンス（鋼板）に草花などの植栽を設置することで、蒸散効果などによるヒートアイラン
ド防止と、周囲の「緑視率」を高め、修景・癒し効果及び照り返し防止を図っております。

常磐線石岡駅橋上化新設工事

現場仮囲い緑化

■オフィス部門の電気使用量削減活動■
オフィス部門では電気使用量を削減するため、不要照明の間引き、空調の温度管理、OA 機器の電源オフ、ノー残業
日の実施、クールビズ・ウォームビズの実践など一人ひとりの意識を高める取り組みを推進し、電気使用量削減に努
めております。平成 24 年度は大震災の反動がありましたが、その後は削減活動が定着し、前年度を下回る実績となっ
ており、平成 26 年度は環境保全計画作成前の平成 20 年度と比べて 31％の電気使用量を削減しております。
オフィス部門電気使用量
（kwh）
1,400,000
1,200,000
1,000,000

1,329,000
1,201,000

1,167,000
952,000

983,000

950,000

911,000

800,000
600,000
平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度
（年度）

48

CSR Report

当社トーコー駒込ビル ( 東京都豊島区駒込 ) では、平成 21 年度に様々な環境技術を導入しエコビル化を実施しま
した。エコビル化の効果と、社員の電気使用量削減活動の意識の向上もあり計画を上回る効果が継続しております。
平成 26 年度はエコビル化前の平成 20 年度と比べて 36％の電気使用量を削減しております。

▼

トーコー駒込ビル

産業廃棄物対策

当社は、
資源の消費が抑制され環境負荷を低減した「循環型社会」の形成を目指し、産業廃棄物の「発生抑制」
「再利用」
「再資源化」を推進しております。最終埋立処分量の低減に努めるとともに、不法投棄防止の徹底を図っております。

■最終埋立処分率■
限りある資源を有効活用するため、廃棄物の排出量を削減するとともに、再利用、再資源化に努め、最終埋立処分
率を低減し資源のリサイクル向上を図っております。大震災があった平成 23 年度以降、最終埋立処分率は低下し、
平成 26 年度は 4.8％になっております。引き続き分別解体や分別収集ボックスの設置により、廃棄物の再利用、再資
源化を継続してまいります。
最終埋立処分率
（％）
10.0
8.0
6.0

6.1

5.3

5.3

6.3

5.6

5.1

4.8

4.0
2.0
0.0

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

（年度）
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「環境」への取り組み

■作業服等のリユース／リサイクル活動■
当社では「もったいない！！」を合言葉に、循環型社会の形成と地球温暖化防止対策への積極的な取り組みの一環
として、作業服、保護帽、安全靴その他使用済みとなった貸与品のリユース／リサイクル活動を推進しております。
現場で不要となったが、処分するには「もったいない ｣ 作業服等を業務管理センターで一括回収し、クリーニング
の上、社内でリユースしております。そして、使用に堪えなくなったものは、
「ゼロエミッションシステム」を専門
とする協力会社へ送付し、再利用・再資源化 ( リサイクル ) により廃棄ゴミをゼロとしております。
■電子マニフェスト交付率■
産業廃棄物の適正処理や事務処理の効率化のため電子マニフェストの使用を積極的に進めております。平成 20 年
度の導入時の 32％から平成 26 年度は 94％の交付率になりました。電子マニフェストの使用により不適切処理の排除
を徹底しております。

電子マニフェスト交付率
（％）
100.0

80.4

80.0

81.1

94.4

88.0

50.2

60.0
40.0

86.9

32.0

20.0
0.0

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

（年度）

■品川 RC センターの取り組み■
TOTETSU 品川 RC センターは、平成 13 年に産業廃棄物の中間処理業の許可を取得し、主に鉄道の省力化軌道から発
生するバラスト、PC マクラギ等を受け入れ再生化する再資源化工場としての役割を担っております。都心の好立地に
位置し、排出箇所から近く運搬距離の短縮になり、運搬に関わる CO2 の排出量削減にも寄与しております。
工場はバラスト等を受け入れる原料ストックヤード、バラスト等を粉砕する設備、粉砕後の製品をストックするヤー
ドを有しております。近隣は準工業地域で民家はありませんが、
防音と粉じん防止には特に配慮し作業を進めております。
（所在地：東京都品川区八潮 3 丁目）

RC センター全景
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原料ストックヤード

▼

グリーン購入

当社は、地球環境保全に配慮した環境負荷の少ない建設資機材及び事務用品を優先的に購入するグリーン購入を推
進しております。

施工部門
施工部門では、主に生コンや鉄筋、アスコン、砕石などの品目やハイブリッド車など、品質を考慮しつつ環境配慮製品を使用す
るようにしております。

オフィス部門
オフィス部門では、コピー用紙などの事務文具用品、本支店への LED 照明などを対象に、品質、価格を考慮し環境負荷の少ない

▼

ものを優先的に購入しております。

平成 27 年度環境保全計画

当社は、自らの事業活動が周辺環境に負荷を与えることに鑑み、環境負荷低減や環境汚染予防などの、環境保全に
積極的に努めるものとし、年度毎に環境保全計画を制定しております。
施工にあたっては、当該年度において、工事に対する環境保全分野の取り組み事項をきちんと認識してもらう機会
を提供し、また、推奨事例／反省事例を共有化し、取り組み内容の一層のレベルアップを図ってまいります。
また、
「数値目標」は、中期目標を設定して継続的に環境保全に取り組み、新たな環境保全計画目標の達成に向け、
本社、支店、現場が一丸となって環境保全活動を推進しております。
地球温暖化防止及び循環型社会構築の中期目標
項

目

施工段階の CO2 排出量
産業廃棄物の最終埋立処分率
電子マニフェスト交付率

目

標

値

17.3t-CO2 ／億円 以下
( 完成工事高原単位 )
4.0％
90.0％

目

標

年

度

2020 年度 ( 平成 32 年度 )

以下

2020 年度 ( 平成 32 年度 )

以上を維持

―
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「人を大切にする」企業風土

５

「人を大切にする」企業風土

１ 従業員とともに
かけがえのない財産である従業員一人ひとりが、
「毎日働くことにワクワクする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」ように、公平で公正な評価・処遇で「やる気の出る職場」づくりと、職場環境の改善

▼

を図り「働きやすい快適な職場」づくりを進めております。

教育・研修制度

■次世代の東鉄マン育成に向けた教育・研修（人材育成計画・東鉄技術学園・各施工本部ごとの研修）■
当社は経営理念の実現に向けて、施工に携わる全ての従業員が鉄道関連工事の真のプロフェッショナルとなるこ
とを目指し、
東鉄技術学園を中心として、
施工本部ごとに目的別の専門教育を実施しております。従業員の教育は「人
材育成計画」のもとに進められ、会社全体の技術の向上とよりレベルの高い専門プロ集団を作り出すために、組織的、
計画的に人材を育成しております。

新入社員研修
年次研修
階層別基礎教育
集合教育

中間職研修
管理職研修

人材育成体系

各主管部別
ＯＪＴ

目的別専門教育

（線路・土木・建築・事務）年次・役職別研修
（線路・土木・建築・事務）の資格取得研修

協力会社社員
（資格取得研修・安全フォローアップ研修等）

自己啓発
特別教育

・コンプライアンス研修
・危機管理研修
・独禁法研修
異業種交流（海外・国内）
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TOPICS
東鉄技術学園のご紹介
東鉄技術学園は、2008 年に設置された次世代の東
鉄マンを育成するための専門機関です。
理論から徹底的に学べるように経験豊富なベテラ
ンの講師が年次、能力に応じてきめ細かな技術的な
教育を行い、環境の変化や現場で起こり得るリスク
に、自ら対応できる技術者を育成しております。ま
た多くの経験豊富な従業員が退職期を迎えるなか、

学園内での軌道研修

現場での技術継承を補う効果があり、工事の品質、
安全の向上に大いに役立っております。建設技術は、
理論を伝える以上に現場で培った経験をいかに継承
していくかが重要となります。当社は、東鉄技術学
園の取り組みを通じて、確実に技術レベルの維持・
向上を図ることで更なる成長を目指しております。

新入社員研修

専門技術レベルアップ研修

測量実習

教育研修についてはホームページもご覧下さい

▼

http://www.totetsu.co.jp/recruit/training.html

ダイバーシティ

■女性の活躍■
当社は女性従業員の積極的登用を推進しております。2015 年 9 月現在、99 人の女性が在籍し、うち管理職は本社で
2 人、総務部門と設計部門で活躍中です。
全体の比率としてはまだ多いとは言えませんが、現場でも女性技術者が活躍しており、2015 年度は JR 東日本から
出向中の女性技術者 2 名も活躍しております。
これからも女性を大事な戦力として、事務系に限らず、技術系の職種においても積極採用を行うとともに、女性の
活躍機会の拡大を図ってまいります。
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TOPICS

仕事と育児を両立！建築現場で活躍する女性技術者

高校と大学で建築を学び、建築現場の施工管理技士として活躍する「キラリと光る」女性社員を紹介し
ます。家庭では 3 歳の男の子のお母さんで、仕事に育児に奮闘中の毎日です。

Q

現在の仕事内容を教えて下さい。

Ａ

Q

現在は、主に当社が施工した建物のメンテナンス業務を担当しています。関東・
東北を中心に営業展開する大型ドラッグストアチェーンの群馬・埼玉・東京・神
奈川の約 20 店舗をはじめ、病院やマンションの修繕やメンテナンスについて、工
程管理や品質、予算の管理などを行っています。

仕事のやりがいと大変なことは？

Ａ

今の仕事は、お客様や協力会社の職人さん等、たくさんの方々との出会いがあり、
打合せ等で接する機会も多くあります。その方々といいコミュニケーションを取
りながら仕事をし、自分の手掛けた仕事でお客様に喜んでいただけることがやり
がいです。いい仕事をしたことで、次の工事の受注に繋がることもありますしね
( 笑 )。女性だからといって特別扱いされることは、
そんなにないと感じています。
大変なことは、一人で多くの工事を担当しているので、同時期に何件も輻輳する
工事の工程を各々しっかりと管理することです。発注漏れ等のないように細心の
注意を払っています。
いいづか

飯塚

きみこ

公子

工学部建築学科卒
2002 年入社

高崎支店建築部上席主任
１級建築施工管理技士

設計図を確認しながら作業を指示

Q
Ａ

Q
Ａ

Q
Ａ
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仕事と家事・育児の両立はどのように？
仕事は限られた時間なので、後回しせず溜めないように心掛けています。
家事は、食洗機や洗濯乾燥機など様々な主婦の味方がありますので、それ
らをフル活用し手抜きしています ( 笑 )。平日は時間に追われ、なかなか
息子の相手ができない分、休日は一緒に早起きしてたくさん遊んでいます。

女性技術者が働きやすい会社ですか？
息子が 1 歳になるまで育児休業制度を、その後も 2 年間育児短時間勤務制
度を利用しました。短時間勤務制度は、今では 3 歳以上も必要により利用
できるようになり、子供の疾病看護や予防接種の際には特別休暇を取得で
きるなど、小学校入学以降も安心して働ける環境になっていると思います。
現場は、工期や発注者の要望等で突発的な残業もあり、周囲の理解や協力
が不可欠です。より働きやすい環境に向けて、私も経験を積んで少しでも
役に立てるよう力になり、今後はもっと多くの女性技術者が現場で活躍し
てほしいと思います。

これからの目標について教えてください。
新築工事や鉄道工事も手掛け、より多くの人に喜んでもらえる仕事をして
いきたいと思います。

■障がい者雇用■
当社は、多様な人材活用の一環として、積極的に障がい者の雇用拡大に努めております。2014 年度の障がい者雇用率は、
1.61％（法定雇用率 2.0％）となっており、
全体で 20 名の障がい者の方々（うち 5 名が重度の障がいを持つ方々です）が、
様々な分野で活躍しております。長く安心して働き続けられるように職場環境の整備など、今後も様々な配慮をしてま

▼

いります。

ワークライフバランス（働きやすい職場づくり）

■ワークライフバランス～仕事と生活の調和に向けて（ノー残業デー・育児介護休業制度・休暇取得推進等）■
仕事と生活の調和に向けて、各種制度の整備を行い、働きやすい職場環境づくりに向けた取り組みを行っておりま
す。主な施策は、ノー残業デーの実施／育児・介護休業制度／短時間勤務制度などです。2014 年度は、仕事と子育て
等の両立支援ができる雇用環境のさらなる向上を目指すため、短時間勤務制度の対象範囲を拡大しました。

対象範囲
期間

育児短時間勤務制度
介護短時間勤務制度
・3 歳未満の子
・要介護状態の家族
・会社が認めた場合は、
・会社が認めた場合は、要介護に至らない家族の介護にも適用する
3 歳以上の子にも適用する
1 回の申請につき 1 か月以上 1 年以内

また、現場で働く従業員について、効率的な作業実施と安全性を高めるために、有給休暇取得推進期間の設定や現
場異動時休暇の取得推進など、休暇を取得しやすい環境づくりを進め、さらなる充実を図ってまいります。

TOPICS

当社初！男性社員の育児休業取得レポート！

厚生労働省が発表した 2014 年度の育
児休業を取得した男性の割合はわずか
2.30％と、日本人男性の子育て環境は依
然厳しい状況にありますが、当社の男性
社員として初めて育休を取得した「イク
メン」社員の奮闘ぶりを紹介します。

よこた

横田

だいすけ

大輔

経済学部商学科卒
1995 年入社

管理本部総務部

次長

お子さん： 時生 （ときお）くん／平成 27 年 1 月 7 日生まれ
【育休の取得期間】平成 27 年 7 月 13 日～ 7 月 27 日

～育児休業に入るまでの仕事の整理や引き継ぎについて～
約２週間という短い期間ですが、43 歳にして授かった第１子の育児休業を取得しま
した。生まれる前から、上司・部下に「育休取得宣言」を行い、主だった業務がひ
と段落する７月の取得に向けて、周囲のご理解とご協力のもと、少しずつ業務の調
整を行いました。

～休業中は、育児に大奮闘！妻に感謝！～
育休を取得して、改めて感じたことは「育児は仕事と同じくらい（もしかしたら仕
事より）大変」ということです。育児に土日や休暇はありません。もちろん終業時
刻もありません。日夜の区別なく続く「おむつ交換」と「ミルク」
「抱っこ」の要求
に応え続けるのは、想像以上の体力・精神力が必要です。仕事のように、採用や異
動で要員を補充するわけにもいきません。子供にとって親は妻と私しかいないので
す。そう思うと、たとえ短い期間でも男親が育休を取得することは、家族の義務の
育児に奮闘中 ?!
ように思います。
現在も、毎日育児に奮闘している妻の苦労に感謝です。
なお、育休中に、妻から「急に子供が二人になったようだ」と言われました。この言葉が感謝の裏返しであると信じたいです。

～これからパパになる男性社員にはぜひ育休取得してほしい～
強面で中堅の男性社員である私が育休を取得すれば、後に続く後輩の男性社員が育休を取得しやすくなるのでは、という思
いも少しありました。私の部下（男性）にも育休取得を薦めています。当社内にも、そして日本の社会全体にも、
「パパ育休
いつとるの？」
「今でしょ！」という雰囲気が、少しずつ醸成されればいいですね。
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■地域限定社員制度の導入■
当社は 2015 年度より「地域限定社員制度」を導入しました。これは、
「社員採用を希望するが勤務地を限定して働
きたい」という契約社員の要望に応えるとともに、優秀な人材の確保を目的に導入したものです。これにより、2015
年 4 月に 24 人が契約社員から地域限定社員へ切り替わり、気持ちを新たに日々活躍しております。

■従業員満足度調査（ＥＳ調査）■
当社は、従業員満足度調査を定期的に実施し、従業員が経営方針、職場環境、処遇などに対してどのように感じて
いるのか、満足感をもって仕事に臨んでいるのかどうかなどを把握し、職場環境の改善につなげております。2014 年
度に行った調査では、1258 名、73% の従業員から回答がありました。これらの分析結果については、経営陣への報告、
従業員へのフィードバックを実施したほか、中期経営計画策定の参考資料とするなど有効に活用され、従業員満足度
の継続的な向上を図っております。

■ライフプラン研修■
ライフプラン研修は、人生 80 年時代において定年後
の新たなセカンドライフをいかに有意義に明るく豊かに
過ごすかを考えていただくことを目的に、53 歳に達した
従業員を対象に開催しております。在職中からセカンド
ライフの在り方と必要な準備を考えるきっかけづくりと
して、ライフプランの意義・重要性、生きがいプラン、
生涯経済プランの 3 つの視点から学びます。

ライフプラン研修

■社内クラブ活動■
当社には、テニス、沖釣り、ハイキング、鉄道研究会、
ロードバイクなど、様々なクラブがあり、活動を通じて
親睦の輪を拡げております。新入社員から役員まで、年
代や職種を越えて、共に趣味を楽しむ時間が日々のリフ
レッシュとなり、仕事への活力にもなっております。当
社は各クラブに補助金を支給し、活動を積極的に支援し
ております。

沖釣りクラブ

テニスクラブ
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ハイキングクラブ

■従業員の家族への配慮
（家族現場見学会他、福利厚生制度の充実）■
施工中の工事現場へ従業員の家族を招待し、家族向け
現場見学会を定期的に開催しております。普段は見るこ
とのできない工事現場の見学を通じて、当社事業への理
解を深めていただく機会となっております。
また、毎年 8 月の神宮外苑花火大会時には、絶好の
ビューポイントである本社会議室を従業員と家族の皆さ
んに開放し、親睦を図りながら花火鑑賞を楽しんでいた
だいております。その他様々な、福利厚生制度の見直し
を常に図っております。

花火大会鑑賞（本社会議室）

家族現場見学会

花火大会での N ゲージ走行会

福利厚生についてはホームページもご覧下さい

▼

http://www.totetsu.co.jp/recruit/welfare.html

労働安全衛生

■究極の安全を目指した安全衛生強化計画■
当社は、「安全はすべてに優先する」の経営理念のもと、
『究極の安全を目指した安全衛生強化計画』による目標を
定めております。重大事故・致命的労働災害を防止する体制の維持・改善・教育・訓練などの整備に加え、具体的な
労働安全衛生対策を進めております。
（
「究極の安全を目指した安全衛生強化計画」は、33 ページをご参照ください）
■過重労働による健康障害防止の環境づくり■
過重労働による健康障害を防止するため、勤怠システムにより全従業員の労働時間を毎月確認しております。
長時間労働対象者に対しては、産業医による助言指導を推進し従業員の健康管理に努めております。また、特定の
従業員に業務が集中しないよう勤務・人員の操配に努め適正な業務分担を推進しております。あわせて、労働時間の
削減に努め、疲労が蓄積することなく従業員一人ひとりが生き生きと働くことができる職場づくりに取り組んでおり
ます。
■メンタルヘルス対策の推進■
メンタルヘルスケア対策として、社員が各自でストレス
チェックを行いメンタル不全を未然に防止するために EAP
（従業員支援プログラム）を導入しております。これは、
外部機関による電話・メール・面談によるカウンセリング
を気軽に受診できる仕組みです。身体だけではなく、心の
健康づくりに取り組み、従業員一人ひとりが安心して働け
る明るい職場環境づくりを目指しております。
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２ ビジネスパートナーとともに
東鉄工業グループの事業は、施工及び資材調達等の多種多様な協力会社の皆様からのサポートをいただいて成り
立っております。当社は、これらの協力会社の皆様を大切なビジネスパートナーと考え、健全な取引関係と相互信頼

▼

の向上に努めております。

連携強化の取り組み

ビジネスパートナーとの連携を強化するため、協力会社社長会などの取り組みを行っております。また、参加された

▼

会社にはアンケートをお願いし、いただいた様々なご要望やご意見をもとに適宜改善を図り、連携強化に努めております。

ビジネスパートナーへの技術指導

ビジネスパートナーに向けては、安全に対する理念の共
有やコミュニケーションの促進だけでなく、技術支援など
の教育施策も行っております。教本などの資料をビジネス
パートナーの皆様にも配布し、現場ごとに求められる技術
指導に取り組んでおります。

▼

線路設備の取扱い指導

ビジネスパートナーへの労働安全衛生
安全で確実な作業を進めていくために、ビジネスパー

トナーに向けた労働安全衛生活動に取り組んでおりま
す。重大事故や致命的な労働災害防止に重点を置いた情
報発信を通じて、安全に対する理解を深めていただく機
会を設けております。

▼

平成 27 年度安全大会

ビジネスパートナーとのコミュニケーション

■ソフトボール大会で協力会社の皆様とのコミュニケーションを促進■
当社は、労使合同ソフトボール大会を毎年開催しておりますが、本大会には協力会社の皆様にも合同チームを結成
して参加していただいております。2015 年度は、11 月 20 日に明治神宮外苑軟式野球場で開催し、勝負に一喜一憂し
ながら楽しく有意義な一日を過ごしました。当社といたしましては、これからも協力会社の皆様とのコミュニケーショ
ンを大切にし、パートナーシップを深めてまいりたいと考えております。

労使合同ソフトボール大会・協力会社チームのみなさん
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TOPICS
東鉄工業パートナー広報誌「Professional」のご紹介
当社の経営理念である「安全はすべてに優先する」を実施するために、当社だけでなくビジネスパートナーとの認
識共有と、積極的なコミュニケーションによる関係づくりを目的に、東鉄工業パートナー広報誌「Professional」を
四半期に一度のペースで発行しており 2015 年 12 月現在で既に第 11 号の発行となりました。現場の最前線で活躍さ
れている協力会社の社員の皆様や、各社のプロフィールをはじめ、ビジネスパートナー同士の交流や、重大事故、致
命的労働災害の防止に多大な貢献をされた協力会社への表彰など、既に 100 社を超えるパートナー会社を掲載・紹介
させていただきました。
ビジネスパートナーに向けた情報発信活動により、より一層強いパートナーシップを構築するとともに、ビジネス
パートナーに当社の経営理念を共有していただくことで、今後も一体となって事業を進めてまいります。

Professional は、創刊号に掲載していただいたご縁で、各社の様子や職長の思いに共
感しながら毎回楽しみに拝読しています。
私の場合は「安全・品質・効率の向上」に根気よく取り組んできたことが掲載され、
とてもうれしく思いました。これが励みになり、さらに技術能力を向上させたいと、昨
年「グラウト材技術管理者」を取得し、今年は「あと施工アンカー施工士」にも挑戦し
ました。
日々の現場では常に作業の安全と品質へのプレッシャーはありますが、Professional

東栄建設株式会社
紺野寿哉さん

で各社の職長も大変な思いで頑張っていることを拝読すると、
「俺の現場も」と頑張るこ
とができます。これも Professional により貴社そして各社との絆が深まったからだと思
います。今後も職長としての資質向上を目指していきますので、ご支援下さいますよう
お願い申し上げます。

東鉄工業パートナー広報誌 Professional は、初刊から 3 年目を迎え、毎号、日頃表
舞台に出ることの少ない協力会社、そして日々現場で働く作業員にまで目を向けて紹
介いただいております。
Professional は、まさに東鉄工業様と私達協力会社との絆を深めるバイブルであり、今後
も充実・継続されることを期待しています。私達協力会社そして作業員は、この絆を励みと
し、より一層強固な施工協力体制を目指して参ります。
東栄建設株式会社
代表取締役
後藤五十里さん

今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

P

東鉄工業パートナー広報誌
ＴＯＫＯ倶楽部別冊

rofessional 1
Vol.

Professional のバックナンバーをホームページでご覧いただけます。
お取引先の皆様へ

http://www.totetsu.co.jp/company/business_partner/index.html
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１

安全
耐震補強対策工事
について

首都直下地震に備えた耐震補強対策 Part Ⅱ
当社は、最大最重要顧客である東日本旅客鉄道株式会社（JR 東日本）からの受

注工事の安全遂行（鉄道の安全・安定輸送への貢献）を社会的使命と捉え、万全
の施工体制で進めております。中でも、最も重要なプロジェクトの一つである首

都直下地震に備えた多数の耐震補強対策工事（高架橋・橋脚耐震補強をはじめ、盛土耐震補強、脱線防止ガー

▼

ド、駅舎等の天井や壁耐震補強など）に取り組んでおります。

土木部門

盛土耐震補強
御茶ノ水駅付近防災対策工事

御茶ノ水～水道橋間【E-2 工区】

御茶ノ水～水道橋間【E-3 工区】

神田～御茶ノ水間【C-1 工区】

神田～御茶ノ水間【D-1 工区】

現場は、現在最盛期を迎え、
「壁面自在移動足場」
（通称：コゲラステーション）は 6 台が稼働、神田川沿い盛土部、及
び中央急行線（上り）と中央緩行線（上下線）が交差する線間の盛土部を含め、
2015 年度中に棒状補強（アンカー）工を、
2016 年度には壁面工・法枠工が完成する予定です。

山手線高田馬場駅～目白駅間 盛土耐震補強工事

列車安全はもとより周辺環境にも
十分配慮しながら作業を進めています

着手前

現場担当者のコメント

JR 東日本が進める盛土区間の耐震補強対策工
事のうち、山手線高田馬場駅～目白駅間をパイ
ロット工事として 2012 年度に着手しました。本
工事は、400 メートルにわたる盛土部に棒状の補
東京土木支店

萩原所長

強鋼材を打込み、のり枠工や既存の構造物と一体
化することで、首都直下地震に備えた耐震対策

を行っています。施工場所は、山手線や埼京線の列車が通過する線路脇
であるとともに店舗・住宅密集地であることから、列車の安全はもとよ
り周辺環境にも十分配慮しながら作業を進めています。これまで当社が
培ってきた鉄道近接工事のノウハウを活かし、首都直下地震の備えとし
て早期の完成を目指しています。この首都直下地震対策工事により鉄道
輸送の安全に貢献できることに誇りを感じています。
※その他の盛土区間の耐震補強工事として、中央線四ツ谷駅～信濃町駅
間、山手線原宿駅～代々木駅間、京浜東北線鶴見駅～新子安駅間など様々
な箇所で工事を進めています。
完成
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▼

土木部門

高架橋耐震補強

高架橋のコンクリート柱の耐震補強は、
「鋼板巻き立て工法」を基本に「RB（リブ

【浅草橋高架橋】

バー）工法」
、
「薄板多層巻き工法」
、レン
ガアーチ構造物では「RC 内巻き補強工法」
等、現場に合わせ様々な工法で施工して

【レンガアーチ高架橋】

おります。
特に高架下を駐車場や店舗として利用
している箇所では、一時的に営業を中止
着手前

していただくことになりますので、発注

施工状況

者の JR 東日本と連携して店舗等との協議
を進め、一日でも早く、安全に耐震補強

▼

施工状況

土木部門

【完成：マーチエキュート神田万世橋】

工事が完成するよう進めております。

橋脚耐震補強

橋りょうの橋脚耐震補強も様々な工法により実施して
おります。市街地の高架橋とは異なり、橋りょうは、河川・
運河・谷あい等を交差する鉄道構造物であるため、橋脚
の耐震補強は、限られた作業スペースや河川等の制約を

東北新幹線荒川橋りょう

受けながらの施工となります。
そこで当社では、橋脚を取り囲むように配置した作業
床が橋脚に沿って上下する昇降足場を用いた特許工法「高
構造物の耐震補強急速施工法」を JR 東日本や専門メー

京葉線曙橋りょう

カーと共同で開発し、安全性や施工性だけでなく、様々
な制約を受ける橋脚に対しても効果を発揮しております。

▼

中央線立場川橋りょう

建築部門

駅舎等の天井および壁耐震補強
JR 大宮駅

大地震時において、駅舎等の天井落下を防止することを目的に、
・天井下地の剛性を高める「耐震ブレース構法」
・ 下地材が損傷した際も部分的な垂下に留め天井の落下を防止する「耐
震クリップ・ハンガー構法」
・ 天井仕上げ材下面に設置した保持材により、天井の落下を防止する「サ
ポート構法」
等、さまざまな構法を天井の規模・材質に合わせて用い、耐震化を実施
しております。

着工前

ターミナル駅での大規模な天井耐震補強工事では、駅利用の妨げとな

施工中

▼

らないよう必要に応じ固定足場を仮設し、施工を行っております。

線路部門

脱線防止ガード
地震発生時、橋りょうの橋台背面に沈下が発生した場
合、列車の脱線に繋がりかねません。そこで橋台前後及び
橋りょう上のレールの内側に、列車の脱線を防止する目的
断面図

で脱線防止ガード ( 地震対策脱防ガード ) の設置を進めて
おります。

当社では、東京線路支店／品川、新橋、上野の各出張所、横浜支店／横浜出張所、
千葉支店／船橋出張所、埼玉支店／大宮出張所の管内で敷設工事を実施しております。
飯田橋駅付近

各部門の技術については、ホームページで詳しく紹介しています

http://www.totetsu.co.jp/tech/
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２

安心

安全と利便性の追求

駅プラットホームでの安全対策【JR 山手線ホームドア設置】part2

☆巣鴨

☆駒込

☆田端

☆西日暮里
日暮里
☆鶯谷

☆大塚
☆池袋

☆目白

☆上野
☆御徒町

山手線
29 駅
大規模改良予定駅等 5 駅
ホームドア設置対象駅 24 駅

☆高田馬場
☆新大久保

東鉄工業施工
他社施工

新宿

☆秋葉原
☆神田

12 駅 （シェア 50％を確保）
12 駅

東京

現在施工中駅
☆ 使用開始駅

☆代々木
☆原宿

2駅
22 駅

☆有楽町

（2016 年 2 月現在）

渋谷

新橋
浜松町
☆田町

☆恵比寿

☆目黒

☆五反田

☆大崎

品川

JR 山手線ホームドア設置工事について
JR 東日本では、ホームにおける安全対策として 2008 年発表の「グループ経営ビジョン 2020- 挑む -」において、
山手線へ在来線では初となるホームドアの導入に取り組むことを発表。大規模改良予定駅を除く 24 駅に設置する計
画に対し、当社では半数の 12 駅の施工を担当し、2016 年 2 月末時点で 11 駅の施工を完成させ、1 駅が施工継続中で
あります。
当社の取り組みとして、受注したホームドア設置工事の安全遂行はもとより、より作業を効率的に進めるための工
夫や、駅ホームをご利用されるお客様に不便をかけない工法など、さまざまな技術開発を行ってまいりました。【当
社等で技術開発した特許工法を用いることにより、工期の短縮だけでなくコストダウンにも効果をあげております。
】

ホームドア 2 期整備工事について
JR 東日本の「グループ経営構想 V」で
は、ホームドア 2 期整備工事の策定が盛
り込まれ、京浜東北線大井町及び総武線
快速小岩駅など、単体駅・線区単位の整
備が検討されております。当社として
は、山手線での豊富な施工実績と技術開
発により、JR 東日本の様々なニーズに
高田馬場駅ホームドア

有楽町駅ホームドア

的確にお応えし、受注に向け積極的に取
り組んでまいります。
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JR 常磐線・国道 6 号の上を跨ぐ最大規模の送り出し架設【小山高架橋】
概要
東日本高速道路（株）
（NEXCO 東日本）では、都心から約 15km の
圏域を環状に連絡する自動車専用道路『東京外環自動車道（以下、
「外環道」という）
』を整備中です。これは、都心部から伸びる放射
道路を相互に連絡し、
都心方向に集中する交通を分散するとともに、
都市部の通過交通をバイパスさせるなど、首都圏の渋滞緩和に大き
な役割を果たす道路として、期待されております。

交差箇所側面図

東京外環自動車道

計画図

工事概要
小山高架橋は、外環道「千葉県区間」の北側に位置し、JR 常磐線、
国道 6 号と交差し、さらに国道 298 号がその両脇に並行しておりま
す。本工事は、JR 常磐線金町・松戸間の線路脇に橋脚を築造、その
送り出し架設（施工中）

橋脚上に線路上空及び国道 6 号を跨ぐ支間長 81.2m の桁架設を行う
もので、その近隣は都市化が進んでおり、マンション等の住居が立
ち並ぶ環境にあります。そのため、大型クレーンなどの重機械作業
が制限され、さらには終電、およびキ電停止手続き後の限られた時
間帯での作業となることから、国道 6 号も含め本工事の影響をでき
るだけ小さくするための施工方法の検討を行い、送り出しによる架
設方法を採用することにいたしました。
なお、桁架設は、平成 27 年 1 月（内回り桁）、平成 27 年 7 月（外
回り桁）に無事終了いたしました。

送り出し架設（架設完了）

緊張感溢れる過去最長の「送り出し架設」を安全施工
現場担当者のコメント

施工箇所は、国道に挟まれた細長く狭いエリアで交通量も多く、利用者や地域住民の皆様
の注目度も非常に高い現場です。今回採用した「送り出しによる架設」工法では、1 回に送
り出す長さが 50m を超えた事例が少なく、当社でも過去最長の送り出しとなる難しい工事で
したが、発注者や JR 東日本等の皆様に住民説明までご協力いただきまして、作業を安全に
東京土木支店
三浦監理技術者

実施することができました。深く感謝申し上げます。
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中期経営計画（2015 〜 2018）
『東鉄 3D Step2018』
当社グループでは、2015 年度より新たな 3 ヶ年中期経営計画（2015 ～ 2018）
『東鉄 3D Step2018』をスター
トさせました。
前中期経営計画（『東鉄 3D Hop2015』）の確かな成長を踏まえ、基本方針、及び基本戦略である『3D 戦略』
（スリーディ戦略）は一部ブラッシュアップのうえ継続させ、『東鉄 3D Step2018』として新たな取り組
みを開始いたします。

基本方針
「経営理念（〜安全はすべてに優先する〜）に基づいた軸のブレない経営」
「全てのステークホルダーから信頼される誠実なCSR経営」
「攻め（収益力/資本効率）」と「守り（リスク管理）」の「バランスのとれたコーポレートガバナンスによる経営」

により、社会やお客様の安全・安心・安定・快適・品質などの様々なニーズに的確にお応えし、
当社の「社会的使命」をしっかりと果たす。
「量」
（「成長戦略」
）
と
「質」
（
「クォリティ戦略」
）
のベストバランスにより、
「持続的な企業価値の向上」を図り、
「堂々たる成長の時代」
への『Step』を切り拓く。
「基本戦略」
となる『3D戦略』
（スリーディ戦略）
は不変。
（前）中計を第一期の
『Hop』
と位置づけ、
（新）
中計では第二期の
『Step』
として
さらなる飛躍に挑戦。
前中計（2012〜2015）：『東鉄3D Hop2015』と事後命名
新中計（2015〜2018）：『東鉄3D Step2018』をスタート

『東鉄 3D Step2018』
（イメージ図）
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中期経営計画「東鉄 3D Step2018」の詳細につきましては、ホームページをご覧下さい

http://www.totetsu.co.jp/ir/managementplan.html

経営理念
・「経営理念に基づいた軸のブレない経営」により、「社会的使命」をしっかりと果たす
・基本となる経営方針の軸は全て不変

経営理念（

）

事業ビジョン

〜安全はすべてに優先する〜
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、
・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。

コーポレートメッセージ

誠実で☆キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリーワン
☆キラリと光る☆

誠実で
・「究極の安全と安心」の追求
・「技術と品質」へのこだわり
・「環境」への取り組み
・「人を大切にする」企業風土
・「誠実なCSR経営」の推進

ナンバーワン＆オンリーワン

線路

軌道メンテナンス工事、高性能な大型保線機械の
稼働力などにおいて、質・量とも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☆…

線路
土木
建築

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…

環境

時代を先取りした環境事業「東鉄ECO2プロジェクト」を
積極的に推進する…

「ナンバーワン」の東鉄工業
を目指します

「オンリーワン」の東鉄工業
を目指します

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し、
他に類を見ない、ユニークで先進的なビジネスモデルと
専門的な技術力により、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☆…

ステークホルダーに対する取り組み方針
「全てのステークホルダーから信頼される誠実なCSR経営」の推進（

）

（

）
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中期経営計画（2015 〜 2018）
『東鉄 3D Step2018』
基本戦略
・「基本戦略」となる『3D戦略」
（スリーディ戦略）は不変
・顧客層（X軸）と業域（Y軸）を拡げ、質（Z軸）を向上させることにより、
X×Y×Zの体積としての「企業価値」を最大化させる戦略を継続強化

「3D 戦略」イメージ図
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・
「成長力」
と
「収益力」
のバランスの取れた持続的成長を目指す
【売上高・営業利益の推移】

売上高：億円

営業利益：億円

1500

1,400億円
売上高
営業利益

1200

999

941

1,005

967

895

900

886

921

869
63

600
37

41

38

84

120

92

90

66
54

47

45

41

871

120億円

1,161

1,093

60

300
0

150

30

′
05/3期 ′
06/3期 ′
07/3期 ′
08/3期 ′
09/3期 ′
10/3期 ′
11/3期 ′
12/3期 ′
13/3期 ′
14/3期
『東鉄3D Hop2015』

′
15/3期

′
18/3期

0

『東鉄3D Step2018』

・ROE10％以上、
総還元性向30％を目標化
・資本効率を重視した企業価値向上と持続的成長を目指す
【ROE・総還元性向の推移】
配当額

ROE

総還元性向
総還元性向
′
18/3期目標30％

30.0％
22.9％

24.7％

23.6％
20.3％

20.0％
14.8％
10.5％

10.0％

10円

19.8％ 19.9％ 19.8％
17.4％

16.9％
17.2％
14円 14円 14円 16円
12円
9.5％
8.7％
7.0％ 6.8％
9.5％

20円
18円
10.6％ 9.6％

22円

30円

（′
14年5月自己株式取得後）
取得株式総数：10万株
取得価額総額：1.97億円

24円
11.4％

（′
15年5月自己株式取得後）
取得株式総数：20万株
取得価額総額：5.49億円

12.5％
ROE
′
18/3期目標10％以上

9.4％

伊藤レポート８％
当社資本コスト５〜６％

0.0％

′
05/3期 ′
06/3期 ′
07/3期 ′
08/3期 ′
09/3期 ′
10/3期 ′
11/3期 ′
12/3期 ′
13/3期 ′
14/3期 ′
15/3期
『東鉄3D Hop2015』

配当額
自社株取得

′
05/3期
10円
−

′
06/3期
12円
−

′
07/3期
14円
−

′
08/3期
14円
−

′
09/3期
14円
−

′
10/3期
16円
−

′
11/3期
18円
−

′
12/3期
20円
−

′
13/3期
22円
−

′
14/3期
24円
10万株

′
18/3期

『東鉄3D Step2018』
′
15/3期
30円
20万株
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シンボルマーク・
コーポレートカラー

●「シンボルマーク」は、旧来の社章をエンブレム化
・ モノクロの濃淡だけで表現した立体感溢れるフォルム
の重厚感と安定感 →「究極の安全と安心」の追求
・ メタリックな質感 →「技術と品質」へのこだわり
・ エッジの輝き
→「先進性」
「将来性」を表現

●新たに制定した「コーポレートカラー」は、
『緑』
・ 東鉄工業の「緑」は、
「シンシアグリーン（sincere green）
」＝「誠実の緑」
・「安全と安心」
「誠実」
「人」
「環境」などへの
思いを込めたもの

（2012 年 5 月
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新たに制定）

本社・支店・営業所一覧
本

社

東京土木支店

東京線路支店

埼 玉 支 店

〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-8-11
トーコー駒込ビル 3 階
TEL：03-5978-2813（代表）

〒 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町
4-247
OS ビル 6 階
TEL：048-631-3500（代表）

東 北 支 店

〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-8-11
トーコー駒込ビル 4 階
TEL：03-5978-2811（代表）

〒 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 3-10-19
仙台 KY ビル 4 階
TEL：022-222-8641（代表）

高 崎 支 店

〒 370-0045 群馬県高崎市東町 172-9
TEL：027-323-4630（代表）

〒 160-8589 東京都新宿区信濃町 34
ＪＲ信濃町ビル 4 階
TEL：03-5369-7698（代表）

東京建築支店

〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-8-11
トーコー駒込ビル 5 階
TEL：03-5940-4441（代表）

新 潟 支 店

〒 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通 2-5-1
カープ新潟ビル 4 階
TEL：025-244-0647（代表）

八王子支店

〒 192-0083 東京都八王子市旭町 12-4
日本生命八王子ビル 3 階
TEL：042-656-8811（代表）

東鉄技術学園

〒 134-0091 東京都江戸川区船堀 5-5-8
TEL：03-5667-9715

研究開発センター

横 浜 支 店

〒 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼 1-40-26
ＪＲ東日本横浜支社ビル
TEL：045-290-8711（代表）

〒 349-0137 埼玉県蓮田市高虫 490
TEL：03-5369-7614（連絡先：本社 環境本部）

福島営業所

〒 960-0102 福島県福島市鎌田字原際 31
TEL：024-554-5951

盛岡営業所

〒 020-0831 岩手県盛岡市三本柳 5 地割 31-1
TEL：019-613-3496

T O T E T S U
品川ＲＣセンター

〒 140-0003 東京都品川区八潮 3-2-29
TEL：03-3790-0589

千 葉 支 店

〒 260-0045 千葉県千葉市中央区弁天 2-23-1
TEL：043-251-8221（代表）

水 戸 支 店

〒 310-0015 茨城県水戸市宮町 2-7-7
TEL：029-231-6231（代表）

グループ会社
東鉄機工株式会社
〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-8-11 トーコー駒込ビル 6 階
TEL：03-5940-4431
東鉄メンテナンス工事株式会社
〒 140-0002 東京都品川区東品川 5-6-11
TEL：03-5460-1718
東鉄創建株式会社
〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-11-3
TEL：03-5295-0211
興和化成株式会社
〒 189-0011 東京都東村山市恩多町 5-35-5
TEL：042-390-0811
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