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発刊にあたって

編集方針

　東鉄工業（以下、当社）は、「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

推進に向けた取組みを、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

●「誠実なCSR 経営」の推進

●「究極の安全と安心」の追求

●「技術と品質」へのこだわり

●「環境」への取組み

●「人を大切にする」企業風土

を中心に構成し、特に重要な取組みを「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

2016年4 月～2017年3月
※ただし、一部で過去の取組みや2017年10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、グループ会社の取組みを含んで報告しております。

公開時期

2017年11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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（2）「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

  　切り拓いてまいります。

（3）「基本戦略」となる『3D戦略』（スリーディ戦略）は継続させ、

　  (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いたします。

（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 「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」

③ 「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、社会やお客さまの安全・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。

　皆さまにおかれましては、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74年を迎えることができました。 

この間一貫して、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すべく、取り組んでまいりました。

　現在、当社グループでは2015～2018年における中期経営計画『東鉄3D Step2018』

に取り組んでおり、その基本方針は次のとおりです。

　この中期経営計画『東鉄3D Step2018』を推進するにあたりましては、当社の

「コーポレートメッセージ」である『誠実で☆キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリーワン』

という考え方を大切にしております。

　この「誠実で」という言葉には、

　（1）「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

　（2）「究極の安全と安心」の追求

　（3）「技術と品質」へのこだわり

　（4）「環境」への取組み

　（5）「人を大切にする」企業風土

という、当社が非常に重要なテーマと考える、「すべてのステークホルダー」に対する

「誠実」についての思いを込めたものであります。

Top Message
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　本CSR報告書では、これらの「誠実」に関係するテーマ毎に、当社の考え方や現在の

取組み状況について、非財務情報を中心に、財務情報も含め、できるだけわかりやすく

具体的にご説明させていただきました。

　皆さまにおかれましては、本CSR報告書を通じ、私どもの経営戦略や事業活動につき

一層のご理解をいただき、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

何卒よろしくお願い申し上げます。

2017年11月

代表取締役社長　柳下 尚道
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線路事業

建築事業

環境事業土木事業

～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。

（1） 経営理念・事業ビジョン・東鉄工業行動憲章

経営理念 

事業ビジョン 

東鉄工業のコアコンピタンス

安定した受注高い専門技術力

鉄道関連工事のリーディングカンパニー

 「誠実なCSR経営」の推進1
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　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さまに提供す

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、お客さまや株主、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」のさらなる向上を目指すにあたり、東鉄工業グループのすべ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 お客さまの満足と信頼の確保
私たちは、お客さま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、お客さまをは
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。 

東鉄工業行動憲章 
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誠実で

●「誠実なＣＳＲ経営」の推進

●「究極の安全と安心」の追求

●「技術と品質」へのこだわり

●「環境」への取組み

●「人を大切にする」 企業風土

ナンバーワン & オンリーワン☆キラリと光る☆

「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

線路

環境

線路
土木
建築

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☆・・・

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・・・

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・・・

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☆・・・

誠実で☆キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリーワン

（2） コーポレートメッセージ

コーポレートメッセージ 

このコーポレートメッセージには

という当社の目指す方向についての思いが込められています。
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●株主・お客さま・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、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。 

（3） 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

誠実なCSR経営の推進 

［ステークホルダーに対する取組み方針］
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※「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
ジをご参照ください

（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さまに提供

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」のさら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ヵ

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、

社会やお客さまの安全・安心・安定・快適・品質などのさ

まざま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。  

（4） コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方 

　東鉄工業グループは、規律ある、透明性の高い、より効率的な経営

と、意思決定の迅速化およ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」お

よび「中期経営計画」に、下記のとおり具体的に定めております。

コーポレートガバナンス・コード開示項目 

【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、およ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、および経営戦略・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」および

「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）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、職位および業績に基づ

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、取締役会および株主総会に

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、取締役会の任意の諮問機

関である「経営諮問委員会」において意見聴取の後、取締役会

において審議・承認のうえ決定しております。 また、社外取締
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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）経営陣幹部の選任と取締役・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、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委

員会」において意見聴取の後、取締役会において審議・承認の

うえ決定しております。 

（5） 取締役・監査役候補については、個々の指名理由を招集通知に

記載しております。 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

方針およ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、およ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」等に記載のとおりです。 

（2）個別の方針決定、およ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および資質】
　当社取締役会は、会社法に定める社外取締役の要件、および東京

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、前記原則4-8のとおりです）

【補充原則4-11-（1）:取締役会のバランス、多様性およ
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、下記のとおり

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10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

載のとおりです。 

　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さまざま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」に記載のとおりであり、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4-11-（3）:取締役会全体の実効性の分析・
評価・開示】
　すべての取締役を対象に「取締役会評価のためのアンケート」を

実施し、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」にお

いて意見聴取のうえ、取締役会において分析・評価をいたしました。

　結果といたしましては、「当社はCGコード適用後、極めて積極

的にその趣旨を取り入れ、より充実したCG体制の構築や取締役

会の実効性強化のための変革を実施していると考える」などの意

見があり、取締役会全体としての実効性は確保されていると考え

ております。

　一方で、当該アンケートにおいて、取締役会の実効性を更に向

上させるため、「取締役会の構成における多様性」や、「社外取締

役に対して提供される情報の内容及びタイミング」についての意

見や提言がありました。

　今回の評価結果を踏まえ、当社取締役会全体の更なる実効性

の向上を図ってまいります。 

【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。 
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コーポレート・ガバナンスに関する報告書については
ホームページでご確認ください
http://www.totetsu.co.jp/csr/fidelity/img/pdf/corporate_governance.pdf

【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。 

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10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

針およ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）経営諮問委員会
コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に向け、コーポ

レート・ガバナンスの特に重要な事項に関する検討にあたり、独

立社外取締役に対して、事前に考え方および方針等を説明し、意

見聴取することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として「経

営諮問委員会」を設置しております。 

〈「経営諮問委員会」の運営方法〉

　代表取締役が、経営諮問委員会に以下の事項について説明し、

事前に意見聴取します。 

●「経営陣幹部・取締役候補者の選任の考え方および方針」

●「経営陣幹部・取締役の報酬」

●「取締役会全体の実効性評価」

●「その他コーポレート・ガバナンスについての特に重要な事項」

（3）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

決定の状況およ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。 

（4）経営会議
　経営会議は、経営およ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、常勤監査役で構成し、原則月2回開催しております。 

（5）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、経営方針およ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6名を含む32名の執行役員で構成しております。 

c.執行役員会は、3ヵ月に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。 

（6）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、北川健二氏および阿部與直氏であり、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。 

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。 

　さらに前項（2）のとおり、「経営諮問委員会」を設置し、コーポ

レート・ガバナンスについての特に重要な事項に関する検討にあ

たり、独立社外取締役に対して、事前に考え方および方針等を説

明し、意見聴取しております。 

　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。 
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東鉄工業グループのコーポレート・ガバナンスの仕組み
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社外取締役

伊勢 勝巳

独立社外取締役

末綱　隆

代表取締役社長
執行役員社長

柳下 尚道

取締役会長
取締役会議長

小倉 雅彦

独立社外取締役

関根　攻

取締役
常務執行役員

小池　仁

取締役
専務執行役員

宮本 潤二

取締役
執行役員

小柏 英雄

東鉄工業のマネジメント（取締役および監査役） 
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独立社外監査役

石川 達紘

独立社外常勤監査役

栗原 政義

取締役
専務執行役員

伊藤 長市

常勤監査役

西川　寛

取締役
常務執行役員

須賀 克巳

透
明
性
の
高
い
経
営
を
推
進
し
ま
す
。
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取締役（※は執行役員兼務） 

日本国有鉄道入社
東日本旅客鉄道株式会社入社
東京圏運行本部施設部保線課長
盛岡支社工務部長
鉄道事業本部安全対策部
調査役
鉄道事業本部施設電気部
保線課長
関連事業本部企画部企画課長
鉄道事業本部設備部
企画環境課長
鉄道事業本部設備部担当部長
鉄道事業本部設備部長
当社取締役就任（2002年6月まで）
東日本旅客鉄道株式会社
取締役横浜支社長
常務取締役鉄道事業本部
副本部長
当社入社　
代表取締役社長、執行役員社長
取締役会長（現任）

株式会社富士銀行入行
同行資金証券企画部次長
富士銀投資顧問株式会社出向
企画部長
株式会社富士銀行ロンドン支店
副支店長
富士インターナショナルファイナンス
(ロンドン)出向　社長
株式会社富士銀行営業第二部長
株式会社みずほコーポレート銀行
大手町営業第四部長
株式会社みずほ銀行審議役(当社出向)
当社企画部付部長
経営統括室長
当社入社　執行役員経営統括室長
執行役員経営企画部長
取締役常務執行役員
経営企画本部長
取締役専務執行役員
経営企画本部長（現任）

日本国有鉄道入社
東日本旅客鉄道株式会社入社
大宮支社設備部長
大宮支社（当社出向）
当社八王子支店副支店長
執行役員八王子支店長
当社入社
執行役員八王子支店長
執行役員鉄道安全推進本部長
執行役員鉄道安全推進本部長、
安全・技術本部長
取締役常務執行役員
線路本部長
取締役専務執行役員
線路本部長、
安全・技術推進本部担当（現任）

当社入社
高崎支店建築部担当部長
東京建築支店工事部担当部長
東京建築支店建築部担当部長
埼玉支店建築部長
建築本部建築企画部長
執行役員建築本部副本部長、
建築企画部長
取締役執行役員
建築本部長、
環境本部担当（現任）

当社入社
本社鉄道本部線路部担当部長、
安全部担当部長
埼玉支店線路部長、工事課長
埼玉支店長、安全部長
執行役員東京線路支店長
執行役員高崎支店長
執行役員管理本部副本部長、
総務部長
執行役員線路本部副本部長
執行役員線路本部副本部長、
線路技術部長
取締役執行役員管理本部長
取締役常務執行役員
管理本部長、
業務サポート本部担当（現任）

日本国有鉄道入社
東日本旅客鉄道株式会社入社
東京圏運行本部大船保線区長
盛岡支社総務部人事課長
総合企画本部経営管理部調査役
新潟支社工務部長
鉄道事業本部設備部企画環境課長
鉄道事業本部設備部次長（企画環境）
鉄道事業本部安全対策部長
取締役鉄道事業本部設備部長
当社取締役就任（2010年6月まで）
東日本旅客鉄道株式会社
常務取締役鉄道事業本部
副本部長
代表取締役副社長
当社入社　
代表取締役社長、
執行役員社長(現任)

略　歴
1 9 7 4 年４月
1 9 8 7 年４月

1 9 8 8 年４月
1 9 9 0 年４月

1 9 9 1 年２月

1 9 9 3 年６月
1 9 9 7 年６月

1 9 9 8 年６月
2 0 0 0 年６月

2 0 0 2 年６月

2 0 0 4 年６月

2 0 0 8 年６月

2 0 1 6 年６月

略　歴
1 9 7 4 年４月
1 9 8 9 年５月
1 9 9 2 年４月

1994年11月

1 9 9 8 年５月

2 0 0 1 年５月
2 0 0 2 年４月

2 0 0 3 年４月

2 0 0 3 年６月
2 0 0 4 年７月
2 0 0 6 年１月
2 0 0 6 年６月

2 0 1 3 年６月

略　歴
1 9 7 2 年４月
1 9 8 7 年４月
2 0 0 3 年６月
2 0 0 6 年６月

2 0 0 6 年６月
2 0 0 7 年４月

2008年10月
2 0 0 9 年４月

2 0 1 1 年６月

2 0 1 7 年 6 月

略　歴
1 9 7 2 年４月
2 0 0 3 年 7 月
2 0 0 5 年 1 月
2 0 0 6 年 4 月
2 0 0 7 年７月
2 0 1 1 年６月
2 0 1 3 年 6 月

2 0 1 7 年 6 月

略　歴
1 9 7 7 年４月
2 0 0 0 年４月

2 0 0 1 年４月
2 0 0 3 年６月
2 0 0 4 年７月
2 0 0 6 年６月
2007年12月

2008年10月
2013年11月

2 0 1 5 年６月
2 0 1 7 年 6 月

略　歴
1 9 7 9 年４月
1 9 8 7 年４月

1 9 9 1 年４月
1993年12月
1 9 9 6 年２月
2 0 0 3 年１月
2 0 0 3 年４月
2 0 0 7 年６月
2 0 0 8 年６月

2 0 1 0 年６月

2 0 1 4 年６月
2 0 1 6 年６月

　　　　　　　　　　  ※
取締役
専務執行役員

宮本 潤二（みやもと じゅんじ)

　　　　　　　　　　  ※
取締役
専務執行役員

伊藤 長市（いとう ちょういち)

　　　　　　　　　　  ※
取締役
執行役員

小柏 英雄（おがしわ ひでお)

　　　　　　　　　　  ※
取締役
常務執行役員

小池　仁（こいけ ひとし)

取締役会長

小倉 雅彦（おぐら まさひこ)

　　　　　　　　　　  ※
代表取締役社長
執行役員社長

柳下 尚道（やぎした なおみち)

当社入社
東京支店土木部長、土木積算部長
土木本部土木部長
株式会社トーコー山の手

（現 東鉄メンテナンス工事株式会社）
代表取締役社長
執行役員千葉支店長
執行役員高崎支店長
常務執行役員東京土木支店
御茶ノ水防災JV工事所統括所長
常務執行役員土木本部副本部長、
土木エンジニアリング部長
取締役常務執行役員
土木本部長、
新幹線大規模改修本部担当(現任)

略　歴
1 9 7 7 年４月
2 0 0 3 年 6 月
2003年11月
2 0 0 5 年 5 月

2 0 0 6 年６月
2007年12月
2 0 1 3 年 3 月

2 0 1 6 年 6 月

2 0 1 7 年６月

　　　　　　　　　　  ※
取締役
常務執行役員

須賀 克巳（すが かつみ)
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独立社外取締役 

独立社外監査役 

社外取締役 

監査役 

弁護士登録
米Harvard Law School LL.M.修了
Lovejoy,Wasson,Lundgren & 
Ashton(New York)勤務
常松・簗瀬・関根法律事務所設立
長島・大野法律事務所との合併に伴
い、長島・大野・常松法律事務所パー
トナー
長島・大野・常松法律事務所顧問

（2012年12月まで）
当社取締役（現任）
青山綜合法律事務所顧問（現任）

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）

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
当社監査役(現任)

東日本旅客鉄道株式会社入社
鉄道事業本部設備部（保線）課長
鉄道事業本部設備部（企画環境）
課長
横浜支社設備部長
鉄道事業本部設備部（保線）
次長
鉄道事業本部設備部（出向）
北海道旅客鉄道株式会社

（鉄道事業本部副本部長）
鉄道事業本部設備部担当部長
執行役員総合企画本部
投資計画部長
執行役員鉄道事業本部設備部長

（現任）
当社取締役（現任）

日本国有鉄道入社
東日本旅客鉄道株式会社入社
長野支社工務部長
東京工事事務所次長
東北工事事務所長
鉄建建設株式会社入社
執行役員土木本部副本部長

（鉄道担当）
取締役執行役員鉄道統括室長
当社入社
執行役員環境本部長
取締役執行役員環境本部長
常務執行役員環境本部長
常勤監査役（現任）

警察庁入庁
高知県警察本部長
警察庁長官官房会計課長
警察庁長官官房首席監察官
神奈川県警察本部長
警視庁副総監
宮内庁東宮侍従長
特命全権大使
ルクセンブルク国駐箚
同上退官
当社取締役（現任）

略　歴
1 9 6 9 年４月
1 9 7 4 年５月
1 9 7 4 年６月

1 9 8 7 年１月
2 0 0 0 年１月

2 0 0 8 年１月

2 0 0 8 年６月
2 0 1 3 年４月

略　歴
1 9 7 9 年４月
2000年10月

2 0 0 4 年７月
2005年10月
2 0 0 7 年４月
2 0 1 3 年６月

略　歴
1 9 6 5 年４月
1 9 8 6 年９月
1 9 8 9 年９月
1 9 9 6 年６月
1 9 9 7 年２月
2000年11月
2001年11月
2001年12月
2 0 0 3 年６月

略　歴
1 9 8 8 年４月
2003年10月
2 0 0 6 年６月

2 0 0 8 年６月
2 0 0 9 年４月

2013年11月

2 0 1 5 年５月
2 0 1 5 年６月

2 0 1 6 年６月

2 0 1 6 年６月

略　歴
1 9 7 6 年４月
1 9 8 7 年４月
1 9 9 4 年４月
1 9 9 6 年６月
2 0 0 3 年３月
2 0 0 7 年６月

2 0 1 0 年４月
2 0 1 2 年６月

2 0 1 3 年６月
2 0 1 5 年６月
2 0 1 6 年６月

略　歴
1 9 7 4 年４月
1 9 9 4 年２月
1 9 9 7 年９月
2 0 0 1 年９月
2 0 0 2 年８月
2 0 0 4 年８月
2 0 0 5 年９月
2 0 0 9 年４月

2 0 1 2 年６月
2 0 1 5 年６月

独立社外取締役

関根　攻（せきね おさむ)

独立社外常勤監査役

栗原 政義（くりはら まさよし)

独立社外監査役

石川 達紘（いしかわ たつひろ)

社外取締役

伊勢 勝巳（いせ かつみ)

常勤監査役

西川　寛（にしかわ ひろし)

独立社外取締役

末綱　隆（すえつな たかし)
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執行役員（※は取締役兼務） 

常務執行役員 

常務執行役員
水戸支店長

木田　靜

常務執行役員
新幹線大規模改修本部長

兼 土木本部副本部長

加藤 正二

常務執行役員
東京建築支店長

桂井 史朗

執行役員社長　※ 柳下　尚道 執行役員 加藤　晃 横浜支店長

専務執行役員　※ 宮本　潤二 経営企画本部長 執行役員 鵜飼　毅彦 安全・技術推進本部長

専務執行役員　※ 伊藤　長市 線路本部長
安全・技術推進本部担当 執行役員 保坂　道夫 新潟支店長

常務執行役員　※ 小池　仁 管理本部長
業務サポート本部担当 執行役員 小野　隆弘 経営企画本部財務部長

常務執行役員　※ 須賀　克巳
土木本部長
新幹線大規模改修本部
担当

執行役員 水野　光晴 土木本部副本部長
兼　鉄道土木技術部長

執行役員　　　※ 小柏　英雄 建築本部長
環境本部担当 執行役員 小澤　修一 東京建築支店副支店長

兼　営業部長

常務執行役員 加藤　正二 新幹線大規模改修本部長
兼　土木本部副本部長 執行役員 綾部　光政 内部統制本部長

兼　監査部長

常務執行役員 木田　靜 水戸支店長 執行役員 白石　正博 千葉支店長

常務執行役員 桂井　史朗 東京建築支店長 執行役員 市川　雅康 高崎支店長

執行役員 長谷川　勝 埼玉支店長 執行役員 西島　裕 東京線路支店長

執行役員 飛田　和夫 線路本部副本部長
兼　線路企画部長 執行役員 斉藤　誠司 八王子支店長

執行役員 小林　邦夫 東京土木支店長 執行役員 神戸　成之 東北支店長

執行役員 菅　茂樹 業務サポート本部長 執行役員 安田　博昭 管理本部総務部長

執行役員 山野　俊和
東京土木支店
御茶ノ水防災JV工事所
統括所長

執行役員 木村　宣幸 線路本部線路技術部長

執行役員 萩原　浩 東鉄技術学園長 執行役員 荒木　正充 建築本部副本部長

執行役員 加藤　裕明 環境本部長 執行役員 中村　賢史 建築本部建築営業部長
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独立社外取締役
関 根　攻
透明性の高い、より効率的な経営

独立社外監査役
石 川  達 紘
社外役員の役割

独立社外常勤監査役
栗 原  政 義
誠実で公正な経営

独立社外取締役
末 綱　隆
ステークホルダーを意識した経営

　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、売上高及び営業利益の

数値目標に加え、新たにROE及び総還元性向についての数値目

標も導入しました。 

　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は、経営陣自

らが緊張感を保ち、かつ株主の皆さんとのcommunicationを図

り、以てコーポレート・ガバナンスを実現するための良い現実的方

法だと考えます。 

　また、当社は取締役会の諮問機関として、経営幹部や取締役の

指名や報酬についての任意の諮問委員会を設置しました。 この

委員会を通じ、経営幹部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、更なる透明性の向上

に資するものと考えます。

　私は、独立役員としての責任を自覚して、当社のコーポレート・

ガバナンスを注視していきたいと考えています。 

　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さま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』を掲

げ、鉄道関連工事のリーディングカンパニーとして、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、「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。 

　現在、当社は中期経営計画の「3D戦略」に前向きな姿勢で取り

組み、堅実な経営を進め、成果も結実中ですが、3D戦略も前中計

のホップから現中計のステップの段階にはいりました。 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。 

独立役員（独立社外取締役・独立社外監査役）メッセージ

　独立社外監査役を拝命し早くも5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よう、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。 

　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

業の実態も判らず、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、無資格者による完成検査事件や品質改

ざん事件など、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。

　最近の市場環境の変化は激しく、ポケベルから携帯電話そして

スマホへ、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に

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参考にすることも事

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。
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（5） 内部統制システム

基本的な考え方およびその整備状況 

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合する

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および使用人の職務の執行が

法令およ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および

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）お

よ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。  

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

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.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およ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」および「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。 

4.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およ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。

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および

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、また

は会社に重大な損失を与える事実が発生しまたは

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）または電話で受付し、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。 
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本社災害対策本部
（全体把握及び支援）

●情報の収集
●復旧支援の打診
●復旧要請への対応
●対応状況報告

●情報集約
（安否・現場被害）
●お客様情報集約
●対応優先順位の調整
●調査団の編成・派遣

●復旧体制の要請・支援
●復旧対策の立案・支援
●復旧状況の把握・支援
●お客様対応状況の把握

支店災害対策本部
（実働本部）

お客様

被災対策
部門

復旧対策
部門

災害対策
本部長

災害対策
副本部長

お客様対応
部門

被災対策
部門

復旧対策
部門

災害対策
本部長

災害対策
副本部長

お客様対応
部門

●情報の収集
●復旧支援の打診・要請
●復旧計画の立案提案
●復旧工事対応

●鉄道会社　●中央官庁　●地方官庁　●民間    等

8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払また

は償還の手続きその他の当該職務の執行について生

ずる費用また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

用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用ま

たは債務を処理する。 

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

（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。

反社会的勢力排除に向けた
基本的な考え方およびその整備状況 

　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んで

おります。

　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・研修を継続して行っております。

（6） リスクマネジメント

 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

（Business Continuity Plan）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

るとともに、危機管理の研修および教育の推進等を図

り、危機発生の未然防止およ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）役員および従業員

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）」を策定しこれに取り組んでおります。
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個人情報保護方針については、ホームページを
ご覧ください
http://www.totetsu.co.jp/privacy/

顧問弁護士

内部通報窓口
（監査役）
（弁護士）

取締役会 監査役会

経営会議

コンプライアンス委員会

コンプライアンス統括責任者
（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

（各本部長、
管理本部法務部長）

従業員

連結子会社
コンプライアンス責任者

（社長）

コンプライアンス担当者
（各部署長）

支店
コンプライアンス責任者

（支店長）

従業員従業員従業員

コンプライアンス担当者
（各部署長）

内部監査部門（内部統制本部監査部）

コンプライアンス担当者
（各部署長）

　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

フォンのEメール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。 

情報セキュリティ 

　当社は、個人情報をはじめ、お客さまやビジネスパー

トナーのすべ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「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。

　また、情報セキュリティ対策として各種社内システム

のセキュリティ対策を実施するとともに、「情報システ

ムに関する規程」「情報セキュリティ10か条」「スマート

ディバイスセキュリティガイドライン」などを定め、全

従業員に対して情報セキュリティの認識を深めるため

の教育や訓練を継続的に実施しております。

（7） コンプライアンス

基本的な考え方 

　東鉄工業グループでは、お客さまをはじめすべてのス

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ひとつと位置付け、すべての役

員および従業員に「東鉄工業行動憲章」を周知し、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、子会社に責任者およ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ともに、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。 

コンプライアンス体制図

「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。 
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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

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/

アナリスト・マスメディア向けIR説明会

　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。 

（8） 適時・適切な情報開示

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」および「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さまに対し、

積極的かつ公平・迅速な情報開示に努めております。 

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

ともに、IRを所管する「チームCFO」体制のもと、すべ

ての役員およ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さ

まに当社の事業への理解をより一層深めていただく取

組みを推進しております。 

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

理解いただく機会として、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。 

　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】

　2017年5月に2016年度決算IR説明会を開催し、多

数の機関投資家やアナリストの皆さまにご出席を賜

りました。 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。 

【ワンオンワンミーティング（個別取材）】

　2016年度も多数の機関投資家やアナリストの皆さま

とのワンオンワンミーティング（個別取材）を実施いた

しました。 これらの活動を通じて得た投資家の皆さ

まからのご意見は、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。
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個人投資家の皆様へ／個人投資家向け会社説明会 
http://www.totetsu.co.jp/ir/individual.html

マルチプルタイタンパの突き固め説明

運転室での説明

個人投資家向け会社説明会

 【現場見学会】

　2016年4月、埼玉県久喜市のJR東日本鷲宮新幹線保

守基地内にて「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。見学会では、当社が保有

する大型保線機械2台（レール削正車、マルチプルタ

イタンパ）の作業デモンストレーションをご覧いただ

きました。 これらの保線機械は通常深夜の作業時間

帯にしか稼働せず、また、終電から始発までの限られ

た時間の中で、列車が安全に運行するために大変責

任のある仕事を行っていることなど、当社の保線業務

についてご理解を深めていただくことができました。

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、ホームページ上でも「個人

投資家の皆さまへ」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。 

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、次のとおりです。 

　「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

説明会やホームページ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）

TOPICS
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除染作業着手前

震災直後

除染作業完了（モルタル吹付け）

新橋建設中の現在の様子

（9） 社会貢献活動

基本的な考え方 

　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」より)

震災復興支援・災害復旧活動 

東日本大震災復興支援

　2011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。

JR常磐線の全線運転再開に向けて
～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の事故に

より、JR常磐線広野～原ノ町間は避難指示区域に指定

され鉄道の運転を見合わせる区間となりましたが、鉄道

施設の復旧工事および除染作業を進めた結果、浪江～

小高間においては2017年4月1日に、広野～富岡間にお

いては2017年10月21日に、運転が再開されています。

　当社においては、現在運転を見合わせている富岡～

浪江間約20.0kmの内約11.7kmの除染作業を含めた

鉄道施設の復旧工事において、線路、土木、建築の各部

門が一丸となり、街の復興並びに周辺住民の皆さまや

復興関係の方々の輸送等、さらには沿線道路の渋滞緩

和に貢献できるよう、2020年3月の全線運転再開に向

けて、鉄道施設の復旧工事および除染作業を行ってお

ります。  

【除染作業】 福島県大熊町

【復旧工事】 第一前田川橋りょう（大野～双葉間）
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広瀬川流域清掃活動(東北支店)

学童からの感謝の手紙

新宿区ごみゼロ運動（本社）

東鉄技術学園（外観）

上越線復旧作業（高崎支店）

災害復旧活動

　平成28年9月の台風13号の豪雨により、JR上越線

津久田駅～岩本駅間（群馬県）で、近くを流れる沢が増

水し、約200mの区間にわたり土砂の流入が発生しま

した。 当社では発生直後より流入した土砂やがれき類

の撤去作業を行い不通となったJR上越線の早期復旧

に貢献いたしました。 

地域社会とのかかわり 

空き現場事務所を学童保育施設として活用

　当社では、埼玉県大宮市に所有する使用を終えていた

現場事務所の土地・建物について、2009年より、さいた

ま市立三橋小学校の「三橋小学童保育の会 あすなろク

ラブ」として地域の皆さまに貸与、1年生から6年生約70

名に、平日の放課後や夏休みなどの長期休暇の間、活用

いただいております。

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、2009年度からこの運動に参加してきました。 

2014年度からは、さら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」にも参加しております。 　

　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。 

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。 
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「鉄道林」植樹会

日本盲導犬協会へ寄付

JR信濃町駅において内藤とうがらしを育成中

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

ともに植樹を行い、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。 

日本盲導犬協会への寄付

　当社では、「公益財団法人 日本盲導犬協会」に書き

損じハガキや未使用の切手、使用しなくなった携帯電

話等の寄付を行っており、盲導犬の育成活動に協力し

ております。

JR信濃町駅で「内藤とうがらしプロジェクト」に協力

　本社が所属している新宿区では、2010年より、新し

い歴史文化の創造と、地域の活性化を目的に、江戸時

代に栽培されていた野菜「内藤とうがらし」の普及活動

《内藤とうがらしプロジェクト》が各所で行われていま

す。 JR信濃町駅にて、彩りと香りの植栽による壁面緑

化「アロマステーション化プロジェクト」(詳細P37)を

展開している当社では、この活動に賛同する駅職員の

方々と共に駅花壇の一部に「内藤とうがらし」を植え付

け、育成のお手伝いをしています。
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（1） 「究極の安全」を目指して

　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、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」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」および「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、

さまざまな取組みを展開しております。 

「究極の安全と安心」の追求2

究極の安全を目指した安全衛生強化計画（2015〜2018）
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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

●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

安全に関する工程

ねらい
正確な作業の実施

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

　④3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、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。 

鉄道工事に関する安全マネジメント 

　当社は、「鉄道工事に関する安全マネジメント」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。
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安全キャラバン

安全の基

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

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

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。

 現場における取組み 

　当社は、「安全はすべてに優先する」という経営理念のもと、お客さま・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さまざまな場面

で活用しております。  

要注カードの活用 

　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。

啓発・教育活動 

　現場の作業員に向けた教育・訓練では、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。 

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

従業員等との意見交換を行い、安全にかか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。 

「究極の安全」を目指して事故に学ぶ

　当社研修施設の東鉄技術学園（東京都江戸川区）には、2Fロビーに、過去に当社や他

社が起こした重大・致命的事故に関連した物品を展示した「安全の基(もとい)」という

コーナーが設置されています。

　右の写真は、当社が2003年10月6日、京浜東北線大井町～大森間で省力化軌道敷設

工事において軌間内に置き忘れたバックホウバケット（実物）で、これにより初列車に衝撃

させるという、極めて重大な事故を発生させてしまいました。

　これらの展示物は、事故から「究極の安全」を学ぶ教材として、現場での「鉄道旅客・一般

公衆の死傷事故ゼロ、従事員の死亡事故ゼロ」への取組みに活かされています。

TOPICS
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ロータリー側

ラッセル側

大型保線機械（マルチプルタイタンパ）外観

センサーイメージ

除雪用軌道モーターカー（MCR）

測域センサ

（2） 作業環境の安全確保に向けた取組み

　衝突や接触、転落など、常に事故の危険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、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。  

除雪用軌道モーターカーへ自動制御システムを導入 

　線路の除雪用軌道モーターカー（MCR）は排雪装置（ラッセル）と投

排雪装置（ロータリー）を備え、降積雪量に応じた除雪を可能としており

ますが、これまでは、操縦者が「ラッセル警標」などに基づき、雪をかき分

けるラッセルとロータリーを手動で開閉

し、線路上にあるさまざまな構造物や設

備を避けながら、除雪作業を行っており

ました。 今般、除雪装置自動制御システ

ムの導入により線路構造物との接触が自

動回避されることとなり、悪天候による視

界不良時など、作業の安全性が格段に向

上することとなりました。 

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います。

　ソフト面においては、「eラーニング」を利用して全従業員を対象とした

安全運転教育を行っています。 また、過去に事故を経験した従業員に対

しては、ドライブシミュレータを用いた運転適性診断や、実際にドライブレ

コーダから取得した動画を用いてグループ討議形式の危険予測トレーニ

ング等を行い、安全運転意識の向上を図っています。

　ハード面では、全ての車両にドライブレコーダを設置済です。 また、リー

ス期間満了の際は、予防安全装置が標準搭載されている車両への入れ替

えを行っています。 今後も安全運転への意識改革を促し、従業員の生命を

守る対策を進めてまいります。
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建築本部【社内発表会】

傍聴・質疑応答

技術研究の取組みについては、ホームページもご覧ください
技術紹介
http://www.totetsu.co.jp/tech/

（1） 技術への取組み

　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し、ますます高まりつつある安全、防災、復興な

ど、社会やお客さま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。 

技術研究の取組み 

　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を主眼に

置き、部門毎に技術研究発表会を毎年開催しております。

　発表会では、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、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。

具体的な取組み事例

　今年度土木部門では、「JR高崎線鴻巣・北鴻巣間武蔵水路改良工事」で

導入された「鉄道橋りょう下部の狭隘空間における水中鋼矢板圧入工法」

が2016年度土木学会賞の技術賞を受賞、建築部門では、昨年に引き続き

JR横浜線八王子みなみ野駅の天井耐震化工事について発表した「天井耐

震工事における膜天井」が日本建設業経営協会主催の「日建経会員技術

フォーラム2017」で会長賞を、JR常磐線石岡駅での「断熱パネルによる可

動式仮囲い」が優秀賞を受賞いたしました。

　また、日本鉄道施設協会主催の第5回鉄道施設技術発表会（全国大会）

においては、土木部門で「ホームドア整備における盛土式ホームの施工技

術」が優秀賞を、保線部門で「作業計画システムを活用した週間作業計画

策定」が奨励賞を受賞し、当社の技術力が評価されました。

「技術と品質」へのこだわり3

32 東鉄工業グループ／CSR Report

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


①超低空頭タイプの新型圧入機

②側面からはめ込む横継ぎ

③水中での完全機械式継ぎ手構造に
よる特殊鋼矢板機

支店検査担当者と現場員による品質向上のためのダブルチェック

高崎支店／國富所長
（東鉄・鹿島JV）

　武蔵水路は首都圏水道用水の約3分の1を導水する

重要なライフラインです。

　本改築工事にあたっては、導水機能を継続させながら

行う必要があり、さらに水路とJR高崎線の交差箇所で、水

面と橋りょうの間隔が1.5mと狭隘なため、この条件に適

合する鋼矢板圧入機と鋼矢板の開発に取り組みました。

（2） 品質管理への取組み

　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

客さまからの高い信頼を確保したいと考えております。

お客さまの安全・安心の確保に向けた取組み 

　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」

●「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」

により、社会やお客さまの安全・安心・安定・快適・品質などのさまざまな

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、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

客さま・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。

武蔵水路改築事業におけるJR高崎線交差部での技術
（2016年度土木学会賞技術賞）

現場担当者のコメント

施工の取組み評価に喜び／
技術のPRで安心提供

非常に厳しい施工条件のなか、①超低空頭タイプ

の新型圧入機、②側面からはめ込む横継ぎと、他に

類のない③水中での完全機械式継ぎ手構造による

特殊鋼矢板を組み合わせた同工法を開発し、難条

件を乗り切ることができました。

今回の土木学会賞受賞について、「より良いものを

つくるための技術開発や施工の取り組みなどが評

価されたことが、非常に

嬉しく、お客さまに安心

を提供するためには、施

工 中 の 技 術 、取 組 み を

PRすることも重要だ」と

感じました。

TOPICS
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品質要注カードの一例

現物確認
（トレース）

品質トラブル防止

深度化
（活用周知） 品質アイテム作成

「品質要注カード」
「施工品質チェックリスト」
「品質反省リスト」

A

D

C

P

改善

品質管理向上のイメージ

品質向上に向けた取組み 

　当社は、「品質向上に向けた取組み」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さまざまな場面で活用

されております。 

具体的な取組み事例

　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

へ改善するなど、PDCA手法による評価・管理を行っております。 

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、すべての従業

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

さまざまな業務要領、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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開発した強制振動機（TSV 振之助）

 新幹線レール交換システム（REXS）

レール削正車

マルチプルタイタンパ

バラストレギュレータ

本社 土木本部
土木エンジニアリング部

土田 担当課長

本社 土木本部
土木エンジニアリング部

林 部員

大型保線機械の保有台数（2017年3月現在）

機械名 保有台数

マルチプルタイタンパ 16台

バラストレギュレータ 11台

レール削正車 13台

軌道モータカー 36台

除雪用軌道モータカー 26台

新幹線確認車 5台

新幹線レール交換システム 1編成（12両）

路盤陥没対策 強制振動機（TSV（Totetsu-Strong-Vibration）
【略称：振之助】）の開発

　鉄道における路盤陥没は輸送障害の原因となり、これを防

止することは列車の安全運行上極めて重要なことです。 従来

の強制振動作業は、専用の機械がなく、軌陸バックホウに汎用

の油圧バイブロを取付けて振動させる方法等で施工していま

したが、振動性能・貫入深さ、耐久性等に課題がありました。

そこで性能向上と安全性を兼ね備えた新しい強制振動機【TSV 

(Totetsu-Strong-Vibration)、略称：振之助】の開発に取組み、

現在実用化され、現場で活躍中です。

TOPICS

現場担当者のコメント

現場の役に立つ機械を開発
する喜びがあった 

『すべては、現 場での施 工 性 向 上のため

に・・・』TSVの開発においては、現場ニーズ

を丁寧に聞き、試作機作成・実証試験を経

て、さらに改良を加えることで、実用機とし

て現場での使用に至りました。 開発では、

さまざまなトラブルに見舞われましたが、

重量バランス調整、高さ制限構造採用の

他、貫入深さ対策や低騒音化など性能向上

を図ることができました。 さらにリスク対

策として、油圧系統がストップしても、感電

の危険が無く貫入体を引上げる緊急用吊

上げ装置を追加するなど、安全面にもこだ

わり、現場に役立つ開発につながったこと

が、やりがいや達成感・喜びとなりました。

線路メンテナンスの機械化 

高性能な大型保線機械の稼働力を誇り、
線路メンテナンス工事では我が国「ナンバーワン」

　当社では、1980年代後半から新幹線・在来線において、バラストのつき

固め、レール表面の疲労した部分を取り除

くレール削正など、さまざまな線路メンテ

ナンス業務で機械化を進めております。
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環境保全（守り）

『東鉄ECO2プロジェクト』とは
エコツー

エコ 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」

シーオーツー

「ECO（環境）ビジネス」
エコ

環境事業（攻め）

の　ECO　と　CO2　を
かけ合わせた当社独自の
プロジェクト名称です

試験状況

環境・建築ソリューションサービス
http://www.totetsu.co.jp/company/kenchiku_renewal.html

環境事業
http://www.totetsu.co.jp/service/kankyo.html

（1） 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、さまざまな環境保全について

の対策など、「環境問題」への取組みが、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」の対策をさらに強化し、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ビジネスのさまざまな取組みについては、ホームページに詳

しく紹介しています。 

（2） 環境関連ECOビジネス

　環境問題に対するお客さまのさまざま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、お客さま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、高温時や乾燥時にコケの褐色化現象が発生するために、折
セッパン

板屋根の

モデルを作成し、潅水試験を行いました。 コケ緑化の潅水については、JR

四ツ谷駅のホーム上家での屋上緑化に活用されております。 

「環境」への取組み4
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JR勝田運輸区屋上コケ緑化

JR四ツ谷駅ホーム上家コケ緑化

JR四ツ谷駅麹町口壁面緑化

JR武蔵溝ノ口駅の壁面緑化(屋内)ZOOM都立大学の壁面緑化(屋外)

環境配慮型技術の活用 

緑化事業

①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、および駅・工場・屋外駐車場等の新設・既設の折
セッパン

板屋根

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。 

　なお、JR四ツ谷駅のホーム上家につきましては、公益財団法人 

都市緑化機構主催「第12回屋上・壁面・特殊緑化技術コンクー

ル」にて審査委員会特別賞（屋上緑化部門）を受賞いたしました。 

②アロマステーション化プロジェクト

　環境省主催「第7回『みどり香るまちづくり』企画コンテスト」にて「日本ア

ロマ環境協会賞」を受賞したJR信濃町駅に続き、「エコステ」のモデル駅

であるJR四ツ谷駅の麹町口で、歴史的史跡の景観を重んじる地域性およ

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、江戸城城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。 

③壁面緑化〜マンション・保育園などに施工〜

　壁面緑化は、自然に優しく、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。 当社が新たに開発した壁面緑化技術「トスラシステム」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が可能であ

り、デザイン性の高い緑化が可能です。 現在、「ZOOM都立大学」で実

施している屋外での壁面緑化他、JR武蔵溝ノ口駅での屋内緑化に採用

されております。 
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国土交通省実施
暑熱対策技術の公開テスト対象に選定

　当社の壁面緑化技術「トスラシステム」が、オリンピック・パラリンピックが開催される

2020年に向けて国土交通省が行う暑熱対策技術の公開テスト対象として選定されました。

　国土交通省は、本年8月5日～9月24日の間、緑で都市を冷やす暑熱対策技術の公開テス

トを東京都の日比谷公園で行ないました。 「自立構造物に対する壁面緑化技術」をテーマ

に、壁面の向こう側が見通せる透過型と見通す必要のない遮蔽型に区分して公募が行わ

れ、40数社の応募の中から当社を含む16社の技術が公開テスト対象に選定されました。

　当社の「トスラシステム」は、多様な植物によって自由なレイアウトが可能であり、人・植

物に優しく景観をデザインする技術であることから、透過型・遮蔽型どちらにも対応が可

能です。

　国土交通省は、この公開テストを経て、今回選ばれた企業の中から実証パートナーを

選定する予定です。

植替えの方針
従来のハーブはそのまま
にセンテッド・ゼラニウ
ム、クレベランディ・セー
ジをそれぞれ2株ずつ植
えます。 それぞれのプラ
ンターに同様な植替えを
行います。

植栽植物・数量

植栽植物 クレベランディ・セージ センテッド・ゼラニウム 合計

数量 184株 184株 368株

JR横浜現業事務所新築工事における仮囲い緑化

緑化設置後

クレベランディ・セージ センテッド・ゼラニウム

緑化設置前

日比谷公園に設置された当社の「トスラシステム」

植栽パターンの一例

植栽パターン（植替え前） 植栽パターン（植替え後）

センテッド・ゼラニウム

センテッド・ゼラニウム

クレベランディ・セージ

ハゴロモジャスミンハゴロモジャスミン

ハゴロモジャスミンハゴロモジャスミン

④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。 仮設フェンス（鋼板）

に草花等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

防止と周囲の緑被率を高め、修景・癒し効果および照り返し防止を図っ

ております。 

TOPICS

TOPICS

　環境省が主催する「第11回『みどり香るまちづくり』企画

コンテスト」において、当社が企画・応募した「拡げよう香り

の輪プロジェクト」が、審査委員特別賞を受賞いたしました。

　このプロジェクトは、当社が工事現場の周辺環境との調和

や近隣への環境配慮を目的に実施している「工事用仮囲い緑

化」の一部に、香りを醸し出す植物（センテッド・ゼラニウム、

クレベランディ・セージ等のハーブ類）を使用することで、工

事現場の周辺に環境調和とともに香りによる「癒し」を提供す

ることを目的としています。 また、工事終了後には、周辺住民

の皆さまに仮囲いで使用した植物類をご提供するなど、多く

の方々からご好評をいただいております。

　「冷たく無機質な工事の仮囲いを香りの植物を植えたプ

ランターを通し、周辺の環境を良くしている（企画コンテスト

審査委員）」と、高い評価をいただきました。

工事現場に香りの癒しを
〜第11回みどり香るまちづくり企画コンテストで
審査委員特別賞受賞〜
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TOTETSU鹿島ソーラーステーション

ホーム上家のソーラーパネル

JR武蔵溝ノ口駅エコステ

JR小淵沢駅エコステ

エコステ

武蔵溝ノ口駅エコステ、小淵沢駅エコステの施工

　海浜幕張駅エコステ、湯本駅エコステに続き、JR東日本が推進する「エコス

テ」のモデル駅として、武蔵溝ノ口駅、小淵沢駅の改良工事を施工しました。

　武蔵溝ノ口駅エコステでは、大規模な壁面緑化設備、自立型水素エネル

ギー供給システム、太陽光パネル、LED照明、高効率空調器機、デジタルサ

イネージ、駅舎壁面への自然素材活用など環境に配慮した駅づくりを行っ

ております。

　小淵沢駅エコステでは、駅舎屋上やホーム屋根に太陽光パネルを設置、

照明に全てLEDを使用。 国内有数の日照時間を活かして、太陽光や太陽

熱により待合室の暖房を稼働させるほか、晴天時には駅業務で使用する

電力のすべてを太陽光発電で賄っております。

太陽光発電

　当社では、再生可能エネルギーの普及促進と、お客さまに対して太陽

光発電事業に関するさまざまなアドバイスやご提案をさせていただくこ

とを目的に、自ら太陽光発電事業に取り組んでおります。 

　「TOTETSU蓮田ソーラーステーション」でノウハウを蓄積し、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

で開始しております。 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さまざま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

役に立てればと考えます。 

（3） 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」および「行動憲章」に従って、当社の事業活動および環境

保全事業が、地球およ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。 

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

③CO2排出量削減や環境保全ニーズに応える環境事業の推進

④環境関連法規制および同意するその他の要求事項の遵守（環境要注

カード、10年反省リスト）

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
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根岸社宅（仮称）新築他工事

近隣専用掲示板

デジタル騒音計・振動計

環境保全計画（2016年度〜2020年度） 

　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策定しております。 

　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

組み事項を確実に確認しており、また、推奨事例／反省事例を共有化し、取

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。 
地球温暖化防止および循環型社会構築の中期目標

項目 目標値 目標年度

施工段階のCO2排出量 17.3t-CO2/億円以下
（完成工事高原単位） 2020年度

産業廃棄物の最終埋立処分率 4.0%以下 2020年度

電子マニフェスト交付率 90.0%以上を維持 −

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。 

環境コンプライアンス 

法令遵守：水質汚濁防止、騒音・振動防止、土壌汚染防止

　環境法令遵守に関しては、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、河川管理者およ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および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

施工現場近隣で生活する地域の皆さまに対し、迷惑を掛けないよう、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、積極的な防音・振動対策に取り

組んでおります。 

●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
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具体的な取組み
●安全鋼板（仮囲い）および防音シートの設置、低騒音・低振動の機械を使用するだけでなく、デジタル騒音計・振動計により施工環境

を常時計測し、モニターを敷地境界に設置することで、近隣の皆さまにも状況を把握し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。

TDBA 東鉄ドライアイスブラストアスベスト除去工法

土壌・汚染対策

●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等を実施し

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。 

●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。 

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および作

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。 2016年度には、建物

の屋根等に石綿（レベル1）が吹き付けられた2階建

ての工場を稼働させながら夜間の施工で負圧管理

のもと、難易度の高い工法を実施しました。 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の現場での取組

み状況の確認に活用するなど、環境法令の遵守に取り組んでおります。 
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環境要注カード
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施工部門CO2排出量

環境要注カード・10年反省リストの作成

　当社は、施工計画を検討する段階で法令遵守の確認を実施するととも

に、施工現場で活用されている「要注カード」「10年反省リスト」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、過去に発生した失敗事例や不適切事例および環境法令等の重

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しております。

現場環境点検

　当社は、環境法令遵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遵守は、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」を利用して遵守状

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。 

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、従業

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％(2016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、2016年度のCO2排出量は19.2t-CO2／億円（完成工事高原単位）

となっており、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。 
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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、LED照明化、空調の温度

管理、OA機器の電源オフ、ノー残業デーの実施、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組みを推進し、電気使用量削減に

努めております。 2016年度は、本社オフィスの拡張等により前年に比べて

8.8％増となりましたが、2011年度以降はほぼ横ばいとなっております。 

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。 2011年度以降、最終埋立処分率は下降傾向でし

たが、2016年度は単年度の特殊要因により6.0％に上昇しました。 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。 

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。 導入した2008年度は32％でしたが、

2016年度は94.5％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。 
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RCセンター全景

原料ストックヤード

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。 

品川RCセンターの取組み

　TOTETSU品川RCセンターは、2001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

かかわる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。 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）

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および

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、砕石などの資材やハイブ

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を優先的に購入

しております。 
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集合教育

OJT

自己啓発

特別教育

異業種交流（海外・国内）

目的別専門教育

階層別基礎教育

新入社員研修

年次研修

中間職研修

管理職研修

各主管部別
（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）

●コンプライアンス研修
●危機管理研修
●独禁法研修

新入社員現場研修

教育研修についてはホームページもご覧ください
http://www.totetsu.co.jp/recruit/training.html

（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」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、施工に携わるすべての従業員が鉄道

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。 

「eラーニング」の活用

　当社は教育実施者ならびに受講者となる全従業員に対して、業務効率

アップと研修コストの軽減を狙い、いつでも学習できる「eラーニング」を導

入しております。 社員へのeラーニングの実施により、情報セキュリティや

コンプライアンス、安全マネジメントなどの理解・周知に努めております。 

「人を大切にする」企業風土5
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CAD研修

測量実習

軌道研修新入社員現場研修

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、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

ことでさらなる成長を目指しております。 

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。 2017年8月現

在、110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、2017年度は女性技術者の新入社員3名が新たに加わりました。 

　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。 

女性活躍推進に関する行動計画を策定

　2016年4月、女性活躍推進法の施行に伴い、当社は、女性活躍推進に関

する行動計画を策定・公表しました。 当社は、採用者に占める女性の採用

比率は過去3年平均で25％程度ですが、在籍の従業員に占める女性比率

は7％程度（2017年7月末時点）であり、女性の積極的な採用と職域の拡

大を課題としております。 

　2020年度末の時点で下記3点の目標を達成するために、職場環境の整

備および採用活動において、さまざまな取組みを実施してまいります。 

①女性の職域拡大に資する人材を積極的に採用し、採用者に占める女性

の割合を30％以上にする。 

②施工部門に在籍する女性技術者を3倍にし、女性技術者の活躍推進を

図る。 

③専門性の高い分野にも専門スキルを持つ女性従業員を採用

し、職域拡大を図る。 

TOPICS

当社の女性活躍推進に関する開示情報は、
下記よりご覧いただけます。
http://www.totetsu.co.jp/recruit/images/woman/woman.pdf
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横浜支店建築部工事所

坂 本  真 理
2016年入社

鉄筋の寸法を確認 現場事務所で図面をチェック
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TOPICS

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。 2017年6月1日現在の障がい者雇用率は、1.78％（法定

雇用率2.0％）となっており、全体で24名の障がい者の方 （々うち5名が重

度の障がいがある方々です）が、さまざま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、今後もさまざまな配

慮をしてまいります。 

自分の描いた施工図が形になる喜び！ 建築現場で活躍する女性技術者

建設業を志したのは、小さい頃からものづくりが好きで、大きなものを作ってみたいと思っていたことがきっ

かけです。 そんな中、東鉄工業で働く大学OBの方にお会いする機会があり、お話を伺ったところ、鉄道関連

工事を得意分野とした魅力ある会社だということを知り、当社を志望しました。

現在2年目で、駅設備や企業の研修施設等を新設する現場に配属されています。 先輩に教わりつつ専門知

識を少しずつ身につけ、日々学ぶことばかりです。

現場に出れば、体力的に厳しいと思う事も多々ありますが、自分の描いた施工図が職人さんの手によって形

になっていくときは、やりがいを感じます。

現場の環境も非常によく、自分の悩みを所長に相談するのはもちろん、先輩・後輩ともプライベートな話をし

たり、和気あいあいとしながら仕事をしています。

今後は資格も取得して、後輩に教える立場になれるよう努力していきたいと考えています。

女性技術者用制服の導入について

  当社は、新たに女性技術者専用の制服を導入致しました。 これま

での現場作業服は男性用に作られていたため、女性からは「だぶ

つきがある」「動きづらい」などの意見がありました。 そこで実際に

着用する女性技術者の意見・要望を取り入れ、ストレッチ素材の動

きやすい機能性に富んだデザインとし、女性の体型に合った制服

を製作しました。

　今後も女性技術者が活躍できる職場環境を整備し、女性の雇用

拡大と活躍推進に向けた取組みを積極的に進めてまいります。
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ライフプラン研修

フットサルクラブ

マラソンクラブ

出
産
・
育
児

産前6週間～産後8週間まで有給で休業できます。

お子さんが１歳に達するまで休業できます。
なお、保育所に入所できない場合等、２歳まで休業できます。

お子さんが3歳になるまで利用できます。また、3歳以上の場合でも特別な事情が
あるときは利用できます。（1日の所定労働時間を6時間まで短縮できます）

小学校入学前のお子さんを養育する社員が利用できます。

休
暇
・
休
業

休
業
・
休
暇

勤
務

時
間

勤
務

時
間

介
護
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係

短時間勤務（1日6時間）に加え、短日数勤務（週4日）もできます。

産前6ヵ月 出産 産後8週間 1歳 2歳 3歳 小学校入学(6歳）

産前産後休暇

育児休業

看護休暇（有給休暇）

育児短時間勤務制度

①取得範囲　→　要介護状態に至らない場合も対象となります。
②取得期間　→　365日間
③回数 → 1要介護状態ごとに３回を上限とし、分割取得ができます。

有給休暇として年5日間取得ができます。

介護休業

介護休暇

～

東鉄工業の働きやすさ支援制度

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年度から

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。 

　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。

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

までに37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。 

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。 

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、マラ

ソン、フットサルの合計7つの社内クラブがあり、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、年代や職種を超えて、共に趣味

を楽しむ時間がリフレッシュとなり、仕事への活力にもなっております。 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。 
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花火大会鑑賞（本社会議室）

花火大会でのNゲージ走行会 家族向け現場見学会

バーベキュー（家族向け現場見学会）

福利厚生についてはホームページもご覧ください
http://www.totetsu.co.jp/recruit/welfare.html

従業員及び、その家族への配慮（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る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

鑑賞を楽しむ機会を提供しております。 その他さまざまな、福利厚生制度

の見直しを常に図っております。 

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、28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

　メンタルヘルス対策として、年に一度従業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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線路設備の取扱い指導

風通しの良い職場づくり
〜経営トップによる社内IRの開催と活発な質疑応答〜

　当社では、毎年本決算終了後、社長自らが東鉄工業グループ全店（本

社・支店・グループ会社）を回り、全従業員に向けて、社長自らの言葉で、決

算内容および中期経営計画の進捗状況の説明を行っています。 

　さらに、事前に集めた従業員からの質問や疑問にもその場で丁寧に答え

ており、従業員は、自身の想いや考えが社長に直接伝わる機会として、経営

陣は、従業員の問題提起を経営課題に反映させる機会として捉え、非常に

重要な取組みと位置付けております。 

 

（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、施工および資材調達等の多種多様な協力

会社の皆さま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さま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

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、

いただいたさまざま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さまにも配布

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。 

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います。 重大事故や致命的労災防止に重点

を置いた情報発信、また交通事故防止対策として、ビジネスパートナーの

車両に「衝突防止補助システム」の設置を推奨、支援を行うなど、安全に対

する理解と深度化への取組みを日々継続してまいります。 
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労使合同ソフトボール大会

協力会社チームのみなさん

事務所兼宿舎

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さまとのコミュニケーションを促進

　当社では、従業員、グループ会社および協力会社の皆さまとのコミュ

ニケーション促進を目的として、明治神宮外苑軟式野球場にて労使合同

ソフトボール大会を毎年開催しております。 参加チームは、当社本支店

12チーム、グループ会社2チーム、協力会社合同チームの計15チームで、

トーナメント方式により熱戦を繰り広げております。 

スポーツを通して普段仕事場で接しているのとは違う一面も見られて、

大変有意義な一日であると思っております。 これからも協力会社の皆さま

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。 

東鉄工業パートナー広報誌「Professional」でのご紹介

　当社では、経営理念である「安全はすべてに優先する」を実践するた

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、2017年6月

発行のVol.17までに約150社のパートナー会社を掲載・紹介させていた

だきました。 

　各社のプロフィールやユニフォーム（作業服）をはじめ、協力会社社員

の皆さまの個人的な趣味や休日の過ごし方を紹介しております。 また、

2016年9月発行分からは新企画「匠の仕事」コーナーを新設しました。 現

場の最前線で活躍されている方を「匠」と称し、仕事に対する熱意や責任

感の強さ、豊富な経験や技術力の高さをお話いただき、「現場のプロフェッ

ショナル」としての仕事ぶりを紹介しております。 

　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。 

ビジネスパートナーへ快適な宿舎を提供

　当社では、ビジネスパートナーとの紐帯の強化を図り、また気持ち良く

働いていただくため、宿舎や事務所の提供や休憩室の整備など、快適な職

場環境づくりを進めております。 

　　職場環境の改善により、ビジネスパートナー従業員のモチベーション

アップや定着化が期待され、自然災害や設備故障等による輸送障害発生

時の緊急対応や施工の品質向上、安全への意識の向上が図られるように

なりました。 敷地内には、資機材の保管スペースを整備しており、在庫管

理の効率化にも役立っています。

(取組例)：線路部門では、当社が保有しビジネスパートナーへ賃貸してい

る宿舎のうち、老朽化が進む宿舎や、寝室が個室化されていない宿舎など

について、順次建て替える計画を策定しています。 現代のニーズに合わせ

た快適な宿舎づくりを引き続き進めてまいります。
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　インフラの戦略的な維持管理・更新を推進する「インフラ長寿命化基本計

画」、および大規模災害に強い国土づくりを目的とした「国土強靭化(ナショ

ナル・レジリエンス)基本計画」に基づくインフラストックや事前防災につい

て、政府は、国や地方公共団体、その他民間企業等を挙げて取り組む姿勢を

強調しております。 

　これにより、高度経済成長期に一斉に建設された建物や道路構造物等の

老朽化対策は、喫緊の課題であることから、維持補修市場は一層拡大する

ものと予想され、さらには建造物や鉄道輸送などにおける安全・品質確保へ

の要請や、維持管理・更新・耐震・防災等の安全投資ニーズはますます増大

するものと考えられます。 

　このような状況の中で当社は、得意とする鉄道関連工事、耐震補強工事

をはじめ、都市・交通インフラの維持・管理等に関するノウハウや技術を駆

使し、社会やお客さまの安全・安心・安定・快適・品質などのさまざまなニー

ズに的確にお応えし、当社の「社会的使命」として交通インフラを支える取

組みを行っております。 

安全・安心・快適な、
鉄道・社会基盤の維持、創造にむけて
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橋りょうの維持・管理

ホームドア設置

首都直下地震対策工事

鉄道インフラの維持、創造への新しい挑戦
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東京土木支店
髙島監理技術者

千葉支店
長瀬監理技術者

聖橋（千代田区、文京区）

山生橋りょう（JR内房線）

担当者コメント
山と海に挟まれた狭い現場で、列車を通過させながらの昼間作業と資機材の搬入出が深

夜という厳しい条件での作業でしたが、土木技術者として、歴史的な構造物のメンテナン

ス工事に従事することができ、とても感慨深いです。

橋りょうの維持・管理

　東京都建設局では、管理する橋りょうが、高度経済成長期に集中して建

設されており、将来の更新（架け替え）時期が集中することが懸念されるこ

とから、損傷や劣化が進行する前に必要な対策を行う予防保全型管理を

導入し、歴史的価値のある橋りょうや、周辺の影響が大きい橋りょうを対

象に「長寿命化」に取り組んでおります。

聖橋長寿命化工事【東京都建設局】

　山生橋りょうは、1924年（大正13年）に完成し、単線鉄道橋では日本初

の鉄筋コンクリートT型梁形式として、2012年度に土木遺産として認定さ

れています。建設から90年が経過し、経年による劣化と潮風の塩害により

鉄筋コンクリート桁が損傷しつつある同橋りょうに対し、躯体内の鉄筋に

電流を流し腐食を抑制防止することで、貴重な土木遺産を永続的に使用

するための対策を実施いたしました。

内房線江見～太海間山生橋りょう塩害対策工事【JR東日本】

担当者コメント
本工事は、聖橋（SRCアーチ造）の神田川交差部を、最新の技術基準に適合するように対策を

行い、延命化を目指すとともに、架設された1927年当時の外観に復元するというものです。

施工箇所は、神田川のみならずJR御茶ノ水駅と外堀通りに交差している道路橋（本郷通

り）であるため、列車や通行するお客さまの安全はもとより周辺環境にも十分配慮しなが

ら、当社が培ってきた鉄道近接工事のノウハウを活かし、作業を進めています。

聖橋は、東京都で定めた著名橋「将来に貴重な遺産として残すべき重要な橋りょう」のひ

とつであり、後世に残る構造物の長寿命化に携われることと、橋りょうを利用するお客さ

まの安心・安全に貢献できることに誇りを感じています。

特 集
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土木部門

御茶ノ水駅付近 水道橋駅付近

神田～御茶ノ水間 御茶ノ水駅～水道橋　切土部施工

リフトアップ台車編成詳細　

毛渡沢橋りょう（JR上越線）

ターンテーブル回転

リフトアップ台車

首都直下地震対策工事

　当社は、最大最重要顧客であるJR東日本やその他鉄道事業者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、経営資源を重点投下し、万全の施工体制を整備したうえで、その最も重要なプロ

ジェクトのひと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（盛土・切土耐震補強をはじめ、高架橋・橋

脚耐震補強、脱線防止ガード、駅舎等の天井および壁耐震補強など）に取り組んでおります。

　神田川沿いの『盛土部』は昨年度

で完了し、『切土部』の施工が最盛

期を迎えております。 御茶ノ水～

水道橋間の中央急行線と中央緩行

線の切土部耐震補強は、2018年6

月頃に完成予定となっております。

　『切土部』においては、夜間の限

られた時間での作業となるため、削

孔機の搭載と旋回機能を備えた作

業床のリフトアップが可能な専用

台車を開発、作業効率の向上と工

期短縮に効果を上げております。

　その他の「切土耐震補強工事」と

して、中央線信濃町～千駄ヶ谷駅

間、山手線駒込～田端駅間、東北線

上中里～王子駅間など様々な箇所

で工事を行っております。

　橋りょうの橋脚耐震補強は、高架橋（地上に連続して架けられた橋）とは

異なり、橋りょうは、道路・線路・河川・海・谷などの交通路上の交差物を乗

り越えるための構造物であるため、限られた作業スペースや河川等の制約

を受けながらの施工となります。 また、橋脚の形状が円錐の場合、上部へ

行くほど断面が小さくなるため、躯体構造に合わせられる機能を有した作

業床が必要となります。

　そこで当社では、角錐橋脚で用いた特許工法「高構造物の耐震補強急速

施工法」のノウハウを基に、さらに作業種別に足場形状を容易に変更・作

業床の一体化ができるスライドデッキシステムを開発、作業効率および安

全性の向上だけでなく、さまざま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。

御茶ノ水駅付近防災対策工事【JR東日本】

毛渡沢橋りょう工事【JR東日本】

盛土・切土耐震補強

橋脚耐震補強

特 集
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建築部門

線路部門

市営地下鉄3号線（リブバー・分割鋼板補強）

八王子みなみ野駅（JR横浜線）

施工完了

飯田橋駅（JR中央線）

施工前　　　　　　　

施工前　　　　　　　 施工後　　　　　　　

八王子支店
中 上席主任

　横浜市交通局では、大地震が発

生した際に運転再開に長期間を要

することも予想されることから、過

去に実施した地下鉄構造物の耐震

性能をより向上させ、列車運行の

早期再開を図ることを目的に「さら

なる耐震補強工事」を実施しており

ます。

　当社では、JR東日本の耐震補強

工事で培ったノウハウを基に、一日

も早い工事の完成を目指しており

ます。

　近年工事量が増えている、天井の耐震補強工事ですが、当駅では曲面天井で天井の傾斜が急だと

いう意匠上の制約から、通常の天井耐震化工事の選定ルールに無い膜天井工法を選択しました。 

　膜天井工法は、基本は溶接作業が発生し、安全を確保するには、完全夜間作業となり作業時間

の制約が大きいことが課題でした。 そのため、既存部と天井下地が無溶接接合となるよう既存部

にあわせ金物を工場製作とし、昼間作業を可能としました。 また、足場を棚足場として完全養生

することで、上空作業での物の落下を防止し、安全と作業効率を確保しながら工事を進めること

が出来ました。

　地震発生時において、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

で橋台前後およ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。

市営地下鉄トンネル中柱耐震補強工事【横浜市交通局】

八王子みなみ野駅天井耐震工事【JR東日本】

【JR東日本】

トンネル中柱耐震補強

天井耐震工事
（「日建経会員技術フォーラム2017」会長賞受賞）

脱線防止ガード

特 
集
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品川駅ホームドア（山手線）

①重機搬入

⑤ホームドア設置

②杭打設 ③受台設置 ④PC板設置

⑥設置完了

ホームドア設置

　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駅の施工を完了させました。

　さらに2012年発表の「グループ経営構想Ⅴ～限りなき前進～」では、ホームドア第2期整備工事の策定が盛り込ま

れ、現在、対象となる京浜東北線36駅中18駅が発注され、内10駅の施工を当社が行っております。

ホームドア設置までの施工フロー例（高田馬場駅、目白駅などの場合）

ホームドア設置状況

特 集
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源原所長 丹保氏 児島氏土木部
奥野氏

横浜支店
山岡主任

　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

のさまざまなニーズに的確にお応えし、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

ご利用されるお客さまに不便をかけない工法など、さまざまな技術開発を

行っております。

開発概要（山手線ホームドア施工からの改良点）
●耐力を向上させたPC板「Zスラブ板①」を開発【商品化】

　支持する杭基礎を半減③し、ホームドア筐体の固定と支持桁との固定の簡素化に成功。

●樹脂製L型トラフ（ケーブルキャビネット）②を開発 【商品化】

　支持桁の加工と併せ、ケーブル配線時における現場作業（掘削・基礎工等）が半減。

京浜東北線ホームドア工事における「盛土式ホーム」への設置方法の開発

担当者コメント
  JR東日本の「ホームドア第2期整備計画」では、導入拡大に向けた

コストダウンの徹底として、山手線の整備費用の約2割のコストダ

ウンを目指すと掲げております。 ホームドア設置工事のトップラン

ナーとして、山手線で培った経験と、当社等で技術開発した特許工

法をベースに、現場共同で、さらなる工法の改良を重ね、顧客が要望

する工期短縮とコストダウンに貢献していきたいと思います。

特 
集
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線路部門

土木部門

切換え後

夜間の線路切換え工事の様子

 新幹線レール交換システム

東京線路支店
國廣副所長

鉄道インフラの維持、創造への新しい挑戦

　 J R 東日本で計 画されている連 続レール更 新の作

業を効 率 的に行うため、1 5 0 mのレール運 搬 取 卸 、

発 生レール積 込 、レール溶 接など、新 幹 線レール交

換に関する一連の作業を、安全かつ効率的に施工可

能とした12両の機械編成による「レール交換システム

（REXS）」を提案、JR東日本と協議を重ね、2016年

10月に導入いたしました。

　このシステムは、モバイル式のレール溶接ユニットな

　JR東日本においては、東北新幹線（東京～盛岡間）及

び上越新幹線（大宮～新潟間）について、将来にわたる

安定輸送の確保のために大規模改修が必要となること

が認められ、2031～2040年度の10年間で1兆円規模

の投資が予定されております。

　当社としても、効率的な施工方法の検討、それに必要

　震災時の延焼遮断帯、避難路の早期確保を目的とした東京都の街路

整備事業に伴う全幅員25mの道路整備のうち、都電荒川線向原～東池

袋四丁目駅間の併用軌道部分の軌道工事を担当しました。

　工事は平成27年1月より始まり、昨年8月に本

線の隣に敷設した仮線への切換えが終了し、その

後仮線での営業運転を続けながら既設線路の撤

去や将来緑化軌道となる新本線の敷設を行い、本

年9月に切換えを無事終了することができました。

新幹線レール交換システム（REXS･･･Rail Exchange System）本格稼働【JR東日本】

都電荒川線補助81号線軌道移設工事【東京都交通局】

「新幹線大規模改修本部」新設【JR東日本】

ど大型保線機械で実績のあるプラッサー＆トイラー社

（オーストリア）、レール積卸作業を行うレール運搬車

で実績のあるローベル社（ドイツ）、両社により製作さ

れた機械群のコラボレーションであり、世界で初めて

の採用となります。

　また出力480kWのディーゼルエンジンを4基搭載

し、緊急時にも自走可能な動力システムにすることに

より、安全な作業のみならず新幹線の安定輸送確保に

も配慮した仕組みとなっています。

　2017年度より本格稼働し、安全かつ

効率的に作業を進めております。

な機械の開発に加えて新規材料の開発・提案など、土木

本部、線路本部、安全・技術推進本部、研究開発センター

及び軌道材料の製造・販売を行っているグループ会社の

興和化成㈱と協働して、中長期的な視点に立った土木構

造物の大規模改修工事を推進していくため、「新幹線大

規模改修本部」を新設しました。

担当者コメント
都電荒川線を軌道内緑化できる軌道構造に改良する工事の施工を担当しまし

た。 住宅街に隣接する環境の下での工事となりましたが、地域住民の方々と触

れ合う中で、人との繋がりを感じた現場であり、非常にやりがいを感じました。 

特 集
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建築部門

PRCランガー橋（JR成田線）

ゆめみ野新研修所完成予定パース

着手前 仮駅舎新築

千駄ケ谷（JR中央緩行線）

  千葉県成田市の都市計画道路3・3・3

号ニュータウン中央線新設工事の一環

で、JR成田線との立体交差化工事です。 

この工事により千葉県西部や成田国際

空港へのアクセスが改善され、沿線地

域の交通利便性が大きく向上します。

　JR東日本では、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会期間

中にお客さまのご利用が多く見込まれる競技会場周辺の駅や、ベイエリア

競技会場等への主要乗り換え駅において、改札口やコンコースの拡張、バ

リアフリー設備の拡充等の駅改良を計画しております。 当社におきまして

は、千駄ケ谷駅の仮駅舎新築工事を受注、2016

年9月には供用開始となりました。

　引き続き当社の強みである鉄道関連技術とノ

ウハウを駆使し、本体工事となる駅舎新設工事

の受注を目指します。

　日本リーテック株式会社は、建築規模RC造地下1階地上2階建て、延べ

床面積7939.39平方メートルの大規模の新研修所を計画しました。

　当社は、本プロジェクトに計画段階から参画し、設計・施工一体で担当。 

現場は、住宅街に隣接していることに加え、U字型の屋根構造の採用や高

低差のある用地など高度な施工技術が要求されますが、安全で高品質な

施工に努めてまいります。

JR成田線高架橋新設工事【JR東日本】

千駄ケ谷駅仮駅舎新築工事【JR東日本】　オリンピック・パラリンピック関連

（仮称）ゆめみ野新研修所プロジェクト【日本リーテック株式会社】

担当者コメント
長さ50mのPRCランガー橋や高架橋の新設等、線路に近接した工事のため、技術力が要

求される工事になりますが、近隣住民の皆さまへの配慮を怠らず、無事故で完成するよう

進めてまいります。 　千葉支店　末吉所長

担当者コメント
特殊な屋根形状など、施工難度の高い工事となりますが、施主の期待に応えられるように

工事を進めたいです。 安全面については、建設地周辺が住宅街という事もあるため、近隣

住宅の安全にも十分配慮した施工を行っていきます。 

東京建築支店　佐竹所長

特 
集
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「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」

1 「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」
3「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」
2

3D戦略X軸（顧客層のウイング拡大）
Y軸（業域の深堀り）

Z軸（「安全」「品質・技術力」
「施工力」「企業力」）

成長戦略

成長力（トップライン＝売上高）

収益力（ボトムライン＝収益額）
量 バランス

クォリティ戦略

「安全」「品質・技術力」「施工力」「企業力」質

「社会的使命」をしっかりと果たす

「持続的な企業価値の向上」

「堂々たる成長の時代」への『Step』

ベスト

バランス

特に力を入れる取り組み
●「安全はすべてに優先する経営」の徹底
●「品質・技術力」のたゆまざる維持・強化
●工事量増大に伴う「施工力」の強化
●「人」「環境」への誠実な取り組み

●「成長戦略」の一環としての企業力強化（M＆Aなど）

特に力を入れる取り組み
●JR東日本関連業務をコアとして経営資源を重点投下
●顧客層のウイングを拡大し、土木／官公庁や建築／
民間一般などの受注も増強

●強みである業務分野を徹底強化の上、業域をさらに深掘り
●オリンピック・パラリンピック・海外関連など、
新しい機会にも挑戦

●不採算工事は徹底排除した上で、
「利益額の最大化」を図る

前々中計実績

’12/3
869億円
66億円

売上高
営業利益

前中計実績

’15/3
1,161億円
93億円

新中計目標

’18/3（最終年度）
10％以上
30％

新中計目標

’18/3（最終年度）
1,350億円（※1）

（※2）130億円以上

資本効率・株主還元の重視
（ROE・総還元性向の目標化／中間配当など）
取締役会の実効性確保（複数独立社外取締役の選任など）

連結

ROE
総還元性向

連結数
値
目
標

新
た
に
導
入

（※1）平成29年5月に変更
（※2）平成28年5月に変更

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、および基本戦略である『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』として新たな取組みを開始いたします。

基本方針

『東鉄3D Step2018』イメージ図

（1）　 ❶  「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」

 ❷  「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」

 ❸  「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、社会やお客さまの安全・安心・安定・快適・品質などのさまざま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。

（2）　「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。

（3）　「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
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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☆キラリと光る☆

「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

線路

環境

線路
土木
建築

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☆・・・

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・・・

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・・・

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☆・・・

「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」

●「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すべて不変

経営理念

経営理念（❶）

～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。

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。

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

ステークホルダーに対する取組み方針

「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（❷）

（❸）
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2012 2015
（新）中計（前）中計

『東鉄
 3D H

op20
15』

『東鉄
 3D S

tep20
18』

2018

Y軸戦略
（業域）

X軸戦略
（顧客）

Z軸戦略
（「安全」・「品質・技術力」・「施工力」・「企業力」）

『
堂
々
た
る 

成
長
の
時
代
』へ

「量」を拡大させる
「成長戦略」

X×Y＝「面積」 X×Y×Z＝「体積」を拡大
（3D：3Dimensions（三次元））

Y軸戦略（縦軸）
「業域」の深堀りによる拡大

X軸戦略（横軸）
「顧客層」のウイングを拡大

Z軸戦略（高さ軸）
「安全」「品質・技術力」
「施工力」「企業力」の強化

「質」を向上させる
「クォリティ戦略」

「企業価値」の
最大化

●「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

基本戦略

「3D戦略」イメージ図
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124

133.7

999 967
1,005
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1,093
1,161
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『東鉄3D Step2018』『東鉄3D Hop2015』

売上高：億円 営業利益：億円
【売上高・営業利益の推移】（連結）

売上高 営業利益

1,350億円
130億円以上

（目標値）

9.6％9.5％

『東鉄3D Step2018』『東鉄3D Hop2015』

ROEROE 総還元性向総還元性向総還元性向

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

‘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 ‘16/3期 ‘17/3期 ‘18/3期
（目標値）

10.5％

14.8％

16.9％

17.2％

22.9％
23.6％

20.3％

17.4％

19.8％ 19.9％

19.8％

24.7％

27.0％
28.0％

30.0％

9.5％

7.0％ 6.8％

8.7％

10.6％

9.4％

11.4％

14.4％ 14.6％

12.5％

伊藤レポート８％

当社株主資本コスト５～６％

ROE
’18/3期目標10％以上

ROE
’18/3期目標10％以上
総還元性向
’18/3期目標30％

ROE
’18/3期目標10％以上

【ROE・総還元性向の推移】（連結）

〈自己株式取得の推移〉　
　　　　取得株式総数　取得価額総額
’14/5月　　10万株　　1.97億円
’15/5月　　20万株　　5.49億円
’16/11月  　30万株　　8.90億円
’17/5月　約30万株　　9.99億円

●「成長力」と「収益力」のバランスのとれた持続的成長を目指す

●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
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線路

受注高（部門別）

売上高（部門別）
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建築 その他土木線路

財務情報【連結】
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売上総利益／利益率 営業利益／利益率

経常利益／利益率 親会社株主に帰属する当期純利益／利益率
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営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー
3,587

2,123

△2,494

△2,199

△801

△1,565

貸借対照表

キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

‘16/3月期 ‘17/3月期 ‘16/3月期

‘16/3月期

‘17/3月期

‘17/3月期

資産の部 負債純資産の部

合計
122.320

合計
114,156

合計
122,320

流動資産
101,113

流動負債
47,878

流動負債
48,679

固定負債
3,317

固定負債
3,298

合計
114,156

流動資産
94,224

固定資産
21,207

純資産
62,960

純資産
70,341

固定資産
19,932

単位：百万円
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【純資産】
過去16年間でおよそ3.8倍に

【期末有利子負債】　
ピーク時（’03/3期末）279億円
⇒’09/3期末以降9期連続ゼロ

【自己資本比率】
過去16年間で大幅増／高水準

【ROE】
業界内で高水準を維持
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期末配当 中間配当

自己資本比率・純資産・ＲＯＥ・期末有利子負債

株主還元

総還元性向

28.8%

40.4%
41.2%

43.3%

52.0% 51.5%

58.1%
55.2%

53.2%
55.1%

54.3%
56.7%

23.6%

20.3% 19.8% 19.9% 19.8%

24.7%

27.0% 28.0%

17.4%

22.9%22.9%

17.2%17.2%

38.0%38.0%

49.5%49.5%

〈自己株式取得の推移〉
 取得株式総数 取得価額総額
'14/  5月 10万株 1.97億円
'15/  5月 20万株 5.49億円
'16/11月 30万株 8.90億円
'17/  5月 約30万株 9.99億円
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主要な経営指標等の推移（連結）

決算年月 2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

売上高 (千円) 87,165,276 109,388,049 116,106,118 126,807,837 130,634,639

経常利益 (千円) 5,734,549 8,873,797 9,581,385 12,749,687 13,668,410

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 3,938,271 5,312,841 6,533,862 8,518,586 9,583,025

包括利益 (千円) 5,521,952 5,847,706 8,795,773 8,005,035 9,863,457

純資産額 (千円) 44,938,052 49,590,066 57,137,604 62,960,546 70,341,994

総資産額 (千円) 80,085,297 91,645,974 101,961,629 114,156,766 122,320,699

１株当たり純資産額 (円) 1,240.37 1,369.49 1,582.14 1,754.68 1,979.28

１株当たり当期純利益 (円) 110.53 149.12 183.83 240.92 272.06

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 55.2 53.2 55.1 54.3 56.7

自己資本利益率 (％) 9.4 11.4 12.5 14.4 14.6

株価収益率 (倍) 13.9 12.8 14.6 14.4 11.7

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 3,179,233 2,505,963 3,470,013 2,123,722 3,587,733

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) 841,350 △697,459 △444,540 △801,047 △1,565,575

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △742,771 △844,212 △1,141,075 △2,199,000 △2,494,716

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 15,857,875 16,822,166 18,706,564 17,830,238 17,357,680

従業員数
（外、平均臨時雇用人員） (人)

1,694
（193）

1,720
（185）

1,723
（177）

1,750
（176）

1,781
（168）

(注) 1  売上高には、消費税等は含まれておりません。
        2  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については潜在株式がないため記載しておりません。

68 東鉄工業グループ／CSR Report



会社概要

沿　革

　会社名 東鉄工業株式会社（TOTETSU KOGYO CO.,LTD.）

　設立年月日 1943年（昭和18年）7月7日

　代表者 代表取締役社長　柳
やぎしたなおみち

下尚道

　本社所在地 〒160-8589  東京都新宿区信濃町34番地 JR信濃町ビル4階

　資本金 28億1,000万円

　事業内容 土木事業・建築事業・その他（線路・土木・建築・環境等の各事業）

　従業員数 1,781名（連結）

　連結子会社 東鉄機工株式会社・興和化成株式会社・東鉄メンテナンス工事株式会社・東鉄創建株式会社

　上場市場／証券コード 東証1部／1835

　業種 建設

　売買単位 100株

　発行済株式総数 36,100,000株

　株主数 4,757名

　1943年（昭和18年  ）7月
「東京鐵道工業株式会社」設立
鉄道の保持・強化を目的に、当時の鉄道省の要請により、関東地方の建設業者が企業合同し、
国策会社「東京鐵道工業株式会社」として、丸の内1丁目1番地に設立

　1949年（昭和24年）10月 建設業法により建設大臣登録（イ）第146号の登録を完了

　1952年（昭和27年）  7月 商号を「東鉄工業株式会社」に変更

　1962年（昭和37年）11月 株式を東京証券取引所市場第二部に上場

　1971年（昭和46年）10月 宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として免許取得

　1972年（昭和47年）10月 株式を東京証券取引所市場第一部に上場

　1974年（昭和49年）  3月 建設業法の改正により建物大臣許可を受ける

　2005年（平成17年）  6月 環境関連事業を事業目的に追加

　2005年（平成17年）10月 子会社を東鉄機工株式会社、東鉄メンテナンス工事株式会社、東鉄創建株式会社に再編

　2012年（平成24年）  4月 中期経営計画（2012〜2015）『東鉄3D  Hop2015』をスタート

　2013年（平成25年）  3月 興和化成株式会社を連結子会社に加える

　2015年（平成27年）  4月 中期経営計画（2015〜2018）『東鉄3D  Step2018』を新たにスタート

会社情報

（2017年3月31日現在）
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本社
東京土木支店
東京線路支店
東京建築支店

本社・支店・営業所一覧

本社
〒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）

東北支店
〒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）

東京土木支店
〒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）

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

東京線路支店
〒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）

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）

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）

東鉄技術学園 〒134-0091　東京都江戸川区船堀5-5-8
TEL：03-5667-9715

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）

研究開発センター
〒349-0137　埼玉県蓮田市高虫490
TEL：03-5369-7614

（連絡先：本社 環境本部）

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）

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

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）

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

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

TOTETSU
品川ＲＣセンター

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

埼玉支店
〒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）

《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 埼玉支店

研究開発センター

【グループ会社（連結）】
東鉄機工（株）
東鉄メンテナンス工事（株）
東鉄創建（株）
興和化成（株）

東鉄技術学園

TOTETSU 品川RCセンター

水戸支店

千葉支店

八王子支店
横浜支店

高崎支店

新潟支店
東北支店

70 東鉄工業グループ／CSR Report



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 新たに制定）
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