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発刊にあたって

編集方針

　東鉄工業（以下、当社）は、「ステークホルダーから信頼される誠実な経営」の

推進、および「共通価値の創造」に向けた取組みについて、皆さまにできるだけ

分かりやすくお伝えし、当社の事業活動への理解を一層深めていただくことを

目的にコーポレートレポートを発行しております。

　 本レポ ートは 、当 社 がこれ に向 けて現 在 取り組んでいる「 P o w e r  U p 

Project」のテーマである

●安全・品質向上

●生産性向上／技術開発

●働き方改革／人材育成

●ESG（環境・社会・ガバナンス）

を中心に構成し、特に当社を取り巻く事業環境に対する成長戦略の特徴的

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）スタンダード

●環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」

対象期間

2018年4月～2019年3月
※ただし、一部で過去の取組みや2019年6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

2019年10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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〈当社の目指すゴール〉

（1）「社会的使命」を果たす

　  ・「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」

　  ・「ステークホルダーから信頼」される「誠実な経営」により、

　  ・社会やお客様の「安全」・「安心」・「品質」などの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。

（2）「企業価値向上」と「持続的成長」を図る

　  ・事業活動を通じ、「企業価値向上」と「持続的成長」を図り、

　  ・「堂々たる成長と飛躍」（「Jump」）に挑戦し続けます。

(3)ステークホルダーとの「共通価値の創造」を図る

　  ・「SDGs」及び「ESG」を意識した経営により、

  　・お客様、株主、協力会社、従業員、地球環境など、

　    ステークホルダーとの「共通価値の創造」を図ります。

〈基本方針〉

(1)「3D戦略」の継続

　  ・「基本戦略」である「3D戦略」（スリーディ戦略）を継続強化し、

　  ・良好な事業環境を最大限活かし、「成長戦略」（X軸×Y軸）により、

　    受注力、キャッシュ創出力を一層強化するとともに、

　  ・「クオリティ戦略」（Z軸）との「スパイラル相乗効果」を図ります。

(2)「Power Up Project」を新たにスタート

  　・「クオリティ戦略」（Z軸）においては、将来の「Jump」に備え、Z軸を大幅に伸ばし、

　　「基礎体力」を一段と強化するための3年間と位置づけ、

　　「Power Up Project」を新たにスタートさせます。

　  ・このプロジェクトを通して、ステークホルダーとの「共通価値の創造」を図ります。

　  ・「追い風環境」の今だからこそ、創出キャッシュを有効に活用します。

(3)「堂々たる成長と飛躍」（「Jump」）につなげる

　  ・「Power Up Project」により伸ばしたZ軸を基に、さらなる「成長戦略」（X軸×Y軸）の展開を図り、

　　「堂々たる成長と飛躍」（「Jump」）につなげてまいります。

　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76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。

　当社グループでは、前中期経営計画「東鉄3D Step 2018」の確かな成果を踏まえ、

2018年度より、中期経営計画（2018～2021）『東鉄3D Power Up 2021』に取り組ん

でおります。

　その中で、当社の目指すゴール、および基本方針を次のとおり定めております。

Top Message
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　この基本方針、および基本戦略である「3D戦略」に基づき、「成長戦略」（X軸×Y

軸）についての諸施策の推進を図るとともに、「クオリティ戦略」（Z軸）においては、4

つの重要なテーマである、「安全・品質向上」、「生産性向上／技術開発」、「働き方改

革／人材育成」、「ESG（環境・社会・ガバナンス）」についての「Power Up Project」

を着実に推進し、ゴールを目指してまいります。

　本コーポレートレポートでは、上記「Power Up Project」の4つのテーマごとに、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

るだけ分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、本コーポレートレポートを通じ、私どもの経営戦略や事業

活動に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。

2019年10月

代表取締役社長　柳下 尚道
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誠実で ☆キラリと光る☆ ナンバーワン＆オンリーワン

～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。

経営理念 

●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。

事業ビジョン 

●「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

●「ステークホルダーから信頼」
  される「誠実な経営」の推進

●「SDGs」と「ESG」を意識した
  経営により、ステークホルダー
  との「共通価値の創造」を図る

「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
大型保線機械の施工力などにおいて、
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・・・

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・・・

4つの事業部門が相互にシナジーを発揮し、
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☆・・・

コーポレートメッセージ 

（1） 経営理念・事業ビジョン・コーポレートメッセージ

東鉄工業について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。 

（2） 東鉄工業行動憲章
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高い専門的技術力

長寿命化工事

橋りょう架替工事 ホームドア新設工事

軌道新設工事

レール削正車

新幹線レール交換システム（REXS)

街と街をつなぐ街と街をつなぐ

駅と駅をつなぐ駅と駅をつなぐ

鉄道関連工事のリー　　　   ディングカンパニー

東鉄工業　　　の強み

線路
事 業

●JR東日本を中心に、線路メンテナンス
工事シェア我国No.1

●高性能な大型保線機械の施工力を誇る
●軌道新設工事（新幹線・地下鉄・私鉄）・

首都圏プロジェクトの実績豊富

土木
事 業

●鉄道土木関連特殊工法に強み
●耐震補強の実績が豊富
●防災・立体交差工事等の高い技術力
●整備新幹線の実績豊富

（3） 4つの事業部門
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安定した受注

駅橋上化工事

太陽光発電事業

ホーム上家コケ緑化

オフィスビル新築工事

マンション新築工事

壁面緑化リニューアル工事

人と人をつなぐ人と人をつなぐ

今日と明日をつなぐ

鉄道関連工事のリー　　　   ディングカンパニー

東鉄工業　　　の強み

建築
事 業

●駅関連施設／鉄道近接建物に強み
●マンション・オフィス・店舗・工場等の

実績豊富
●リニューアル・耐震補強等の受注拡大中
●環境事業と協働で、ワンストップショッ

ピング戦略、一気通貫戦略を展開中

環境
事 業

●「東鉄E
エ コ ツ ー

CO2プロジェクト」を強力推進中
●ECO（エコ）関連ビジネス積極展開中
●太陽光発電・緑化（壁面・苔）・アスベス

ト除去
●他部門とのシナジーを活かした事業展開

今日と明日をつなぐ

1
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4つの事業部門
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1984
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2010
2011
2012
2013
2014
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2019

1945

1950年頃の東京駅八重洲口
（本社は写真手前右側にありました）

　当社は、1943年7月、国鉄の輸送力確保のため、当時の鉄道省から要請され、関東地方の国鉄関係業者が集まり、

東京都千代田区丸の内1丁目1番地に資本金150万円、東京鐡道工業株式会社の商号をもって設立いたしました。

　当初は、新橋、上野、八王子、千葉、水戸、宇都宮、高崎に支店を置き、特命契約により鉄道工事を施工しておりまし

たが、1949年、国鉄の発注方法が指名競争入札制度に改められたため、一般建設業者として再発足いたしました。 

その後、1952年7月に商号を「東鉄工業株式会社」に変更し、1972年10月には株式を東京証券取引所市場第一部に

上場いたしました。

（4） 東鉄工業のあゆみ

売
上
高
5
0
0
億
円
突
破

東京オリンピック開催（1964.10）

売上高
推移

線路事業 土木事業
1961
1972
1994
1995
2001
2005

2010

2013-14
2016
2018

東海道新幹線軌道工事着手
東北新幹線軌道工事着手
北陸新幹線軌道工事着手
中央線東京駅重層化工事完成
JR21C施策  検修・機械業務移管
新型ＭＴＴ導入
池袋構内配線変更工事完成
東北新幹線八戸～新青森間軌道完成
品川駅改良工事着手
北陸新幹線飯山・糸魚川軌道工事完成
新幹線レール交換システム（REXS）導入
新潟駅付近連続立体交差化工事完成

1943. 7

1949.10

1952. 3

1952. 7

1962.11

1963. 7

1972.10

2005. 1

2005.11

2013. 3

東京鐡道工業株式会社設立

建設大臣登録を完了

本店を千代田区神田仲町に移転

東鉄工業株式会社へと商号変更

東京証券取引所市場第二部上場

本店を新宿区市谷砂土原町に移転

東京証券取引所市場第一部上場

本社を新宿区信濃町に移転

子会社を3社に再編

興和化成株式会社子会社化

1961
1971
1985
1995

2003
2004
2009

2012
2013
2018

東海道新幹線土木工事着手
東北新幹線土木工事着手
本四備讃線高架橋工事着手
首都高速道路橋脚耐震着手
JR東日本耐震補強工事着手
横須賀線東京トンネル改良工事着手
圏央道あきる野IC下部工事完成
山手線ホームドア新設工事着手
常磐線利根川橋りょう改良工事着手
横須賀線東京トンネル改良工事完成
広野竜田間土木災害復旧工事着手
常磐線利根川橋りょう改良工事完成

東鉄工業の社章は、1963年に会社
創立20周年記念事業として、全社員
より広く募集し制定

東北・上越新幹線工事

10 東鉄工業グループ／コーポレートレポート



1980

1944

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1981

1983

1982

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1945

マルチプルタイタンパー

日立駅自由通路・橋上駅舎

東北新幹線 新青森延伸（2010.12）北陸新幹線 長野開業（1997.10）

堂々たる成長と飛躍へ

経営理念・事業ビジョン
を新たに制定

21Cに向けた中長期計画 ビジョン型中期経営計画
東鉄3D

Hop 2015

東鉄3D
Step 2018

東鉄3D
Power Up

2021

売
上
高
1
0
0
0
億
円
突
破

Ⅰ Ⅱ ⅢⅡ

耐震3期

品川駅改良工事

ホームドア新設工事

JR21C施策（メンテナンス体制再構築）

耐震2期（首都直下）

東日本大震災復旧／復興長野新幹線工事

（東京・上野）（上野・大宮）

耐震1期リゾートMS／都市型MSブーム

東北新幹線工事

●新潟中越地震応急復旧●阪神淡路大震災復興支援

（3月期）

国鉄分割民営化《JR》（1987.4） リーマンショック（2008.9）北陸新幹線 金沢延伸（2015.3）

東北新幹線 大宮・盛岡開業（1982.6） 東北新幹線 八戸延伸(2002.12)バブル崩壊（1991.3～1993.10）

建築事業

環境事業

1970
1987
1993
1994
1996
1997
2004

2008
2011
2012
2014

千葉市弁天町高層建築完成
茨城県近代美術館新築工事完成
新浦安駅新築工事完成
恵比寿駅動く通路完成
深谷駅橋上駅舎完成
真岡鉄道真岡駅新築工事完成
ライオンズスクエア立川レジデンス
新築工事完成
田端駅コスモスプラン改良工事完成
日立駅自由通路・橋上駅舎完成
四ツ谷駅エコステ化工事完成
JR東日本南長崎社宅新築工事完成

2005
2008
2013

2014

環境関連事業を事業目的に追加
東鉄ECO2プロジェクトスタート
信濃町駅アロマステーション化プロジェクト
TOTETSU蓮田ソーラーステーション稼働
TOTETSU鹿島ソーラーステーション稼働

中期経営計画

長野オリンピック開催（1998.2）

Ⅰ

東日本大震災（2011.3）

1
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3.中計『東鉄 3D Power Up 2021』 

当社の目指す「ゴール」 

3 1 

「ステークホルダーとの共通価値の創造」 

「SDGs」：国連で採択された「持続可能な開発目標」 
「ESG」 ：環境・社会・ガバナンス 

2 1 
「企業価値向上」と「持続的成長」を図る 
事業活動を通じ、「企業価値向上」 と「持続的成長」を図り、 
 「堂々たる成長と飛躍」（「Jump」）に挑戦し続ける。 

1 1 

「社会的使命」を果たす  

1 

当社の「立ち位置」 
（１）「鉄道の安全」と「インフラの安心」を担う 
（２）「専門プロ集団」としての「独自の地歩」

（３）「ステークホルダーからの信頼」 

 「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」 
 「ステークホルダーから信頼」される「誠実な経営」により、 
社会やお客様の「安全」・「安心」・「品質」などの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。  

 「SDGs」及び「ESG」を意識した経営により、 
 お客様、株主、協力会社、従業員、地球環境など、 
「ステークホルダーとの共通価値の創造」を図る。  

3.中計『東鉄 3D Power Up 2021』 

当社の目指す「ゴール」 

3 1 

「ステークホルダーとの共通価値の創造」 

「SDGs」：国連で採択された「持続可能な開発目標」 
「ESG」 ：環境・社会・ガバナンス 

2 1 
「企業価値向上」と「持続的成長」を図る 
事業活動を通じ、「企業価値向上」 と「持続的成長」を図り、 
 「堂々たる成長と飛躍」（「Jump」）に挑戦し続ける。 

1 1 

「社会的使命」を果たす  

1 

当社の「立ち位置」 
（１）「鉄道の安全」と「インフラの安心」を担う 
（２）「専門プロ集団」としての「独自の地歩」

（３）「ステークホルダーからの信頼」 

 「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」 
 「ステークホルダーから信頼」される「誠実な経営」により、 
社会やお客様の「安全」・「安心」・「品質」などの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。  

 「SDGs」及び「ESG」を意識した経営により、 
 お客様、株主、協力会社、従業員、地球環境など、 
ステークホルダーとの「共通価値の創造」を図る。  

3.中計『東鉄3D Power Up 2021』 

1 

『東鉄 』基本方針

（ ）「 戦略」の継続

 「基本戦略」である「 D戦略」を継続強化。
 良好な事業環境を最大限活かし、「成長戦略」により、受注力、キャッシュ創出力を一層強化。

 「成長戦略」 （X軸×Y軸）と「クオリティ戦略」（Z軸）の「スパイラル相乗効果」を図る。

（ ）「Power Up Project」を新たにスタート
 「クオリティ戦略」 においては、将来の「Jump」に備え、 軸を大幅に伸ばし、「基礎体力」を

一段と強化させるための 年間と位置づけ、 「Power Uｐ Project」を新たにスタート。
 ステークホルダーとの「共通価値の創造」を図る。

 「追い風環境」の今だからこそ、創出キャッシュを有効に活用。

（ ）「堂々たる成長と飛躍」（「Jump」）につなげる
 「Power Up Project」により伸ばしたZ軸を基に、さらなる「成長戦略」（X軸×Y軸）の
展開を図り、「堂々たる成長と飛躍」（「Jump」）につなげる。

ヵ年中期経営計画（ ～ ） 『東鉄 』 をスタート

（5） 中期経営計画（2018～2021）『東鉄3D Power Up 2021』

当社の「立ち位置」 

基本方針 

当社の目指す「ゴール」 

12 東鉄工業グループ／コーポレートレポート



. 3D Power Up 2021

7Hop＝Step＝  Power Up  ＝Jumpへの道筋 

数値目標

13中期経営計画（2018～2021）『東鉄3D Power Up 2021』

1東鉄工業について



86
166
70

27
185
238

46
179
112

237
109
86

169
208
106

80
80
80

130
130
130

205
205
205

240
240
240

238
120
53

113
191
68

223
238
212

240
247
225

227
239
250

180
214
241

70
172
226

232
241
217

191
220
152

71
189
119

148
212
182

218
238
235

167
211
127

238
132
114

237
139
65

244
180
132

248
224
200

29
158
75

37
173
89

171
223
192

219
241
228

240
180
170

249
227
223

「 戦略」

「 戦略」と「 」の関係

最大顧客である 東日本関連業務に

経営資源を重点投下

「土木／官公庁」「建築／民間一般」など、

新たな顧客層のｳｲﾝｸﾞ拡大を図る

提案型営業力強化・ﾘﾋﾟｰﾀｰ受注拡大

「強み」業務分野を徹底強化

新しい成長機会へ挑戦

特に力を入れる取り組み

ｽﾊﾟｲﾗﾙ

相乗効果
質

Ｚ軸戦略 （安全・品質・技術力・
人材力・生産性・ ）

「ｸｵﾘﾃｨ戦略」

量
Ｘ軸戦略 （顧客層のｳｲﾝｸﾞを拡大）

Ｙ軸戦略 （業域の深掘り）

「成長戦略」

・さらなる「成長戦略」（ 軸× 軸）の展開
・「堂々たる成長と飛躍」（「 」）へ

ｷｬｯｼｭを有効活用した各種施策・投資ﾒﾆｭｰを推進

「 」

安全・品質向上

生産性向上 技術開発

働き方改革 人材育成

（環境・社会・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ）

Ｘ軸×Ｙ軸×Ｚ軸⇒「企業価値向上」＋「持続的成長」

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの「共通価値の創造」

当社「基礎体力」の強化

3.中計『東鉄 3D Power Up 2021』

1

Power Up Project [クオリティ戦略（Z軸）]に関する施策

 「質」を向上させることで、企業価値を高める「クオリティ戦略」
 「安全」・「品質」の強化が全ての基礎
 安全・品質・技術力・人材力・生産性・ESGなどにおける「基礎体力」を
一段と強化させるための「Power Up Project」を新たにスタート

＜「 」 取り組みテーマ＞

Z-1 安全・品質向上

Z-2 生産性向上/技術開発

Z-3 働き方改革/人材育成

Z-4 ESG（環境・社会・ガバナンス）

当社の課題

・究極の安全に向けて、「安全力のさらなる強化」
・より高まる「安全・安心・品質」に対する要請への対応、
  「顧客満足度」の向上

・技能労働者不足が予想される中、さらなる「技術開発の強化」 、
  「生産性の向上」、「施工力の向上」
・機械化が進んできてはいるが、まだ人力に頼る作業も多く残っており、
  さらなる「機械化の推進」が必要
・大型保線機械が増加していく中、「安定稼働」、「故障防止」への対応

・現場における4週8休、労働時間短縮などの「働き方改革」や、
  「女性等活躍推進」など、「従業員満足度」の向上
・人材育成など「人材力」の強化
・施工管理・事務効率化などの「業務改善」、さらなる工事平準化
・「協力会社とのパートナーシップ」強化

・ステークホルダーとの「共通価値の創造」ができる経営を強化
・「SDGs」と「ESG」を意識した経営を強化
・「環境」へのさらなる取り組み など

「3D戦略」と「Power Up Project」の関係 

クオリティ戦略（Z軸）に関する施策 

14 東鉄工業グループ／コーポレートレポート



15中期経営計画（2018〜2021）『東鉄3D Power Up 2021』

1東鉄工業について



成長戦略（X軸×Y軸） 当社の事業／ビジネスチャンス 対応する「SDGs」目標

本業
（4部門共通）

安全で快適な

交通ネットワークと

社会基盤の創造

●鉄道メンテナンス
●鉄道、道路、橋りょう、高架橋、建築構造物などの補強・

維持・更新
●東日本大震災への対応
●ホームドア整備、駅施設バリアフリー化、駅橋上化
●オリパラ競技会場周辺駅の改良工事
●首都直下地震対策、土木・建築構造物の耐震補強工事
●異常気象（降雨・暴風）対策工事
●住宅・非住宅（駅舎・オフィス・店舗・工場など）建設工事
●新駅設置、再開発プロジェクト

ECO2プロジェクト

の推進

●再生可能エネルギー（太陽光発電）事業
●アスベスト除去（店舗、工場、学校等）
●砕石リサイクル事業
●暑熱対策
●緑化工事（屋上緑化、壁面緑化）

ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

線路・土木

●大型構造物（橋りょう、トンネル、シールド、ケーソン他）
●整備新幹線他、延伸計画
●新幹線鉄道大規模改修および新幹線レール更新
●海外関連事業
●オープンシールド工事（河川水路他）
●各種メンテナンス、リニューアル(長寿命化)ニーズ対応
●線路新設等の大型プロジェクト工事（羽田空港アクセス

線、中央快速線グリーン車サービス、LRT)
●構造物の長寿命化
●国土強靭化計画・地方創生

建築

●医療・介護施設
●少子高齢化関連（保育園、老人福祉施設、文化施設）
●インバウンド需要向け首都圏ホテル建設
●高層住宅、大規模改修
●免震マンション、BCP対策提案・設計施工
●建築構造物の長寿命化、リノベーション、コンバージョン
●駅壁面緑化、宿泊施設への暑熱・緑化対策
●都市緑化による暑熱対策

環境

●再生可能エネルギー（太陽光、風力）関連工事
●EV関連施設の研究・開発
●エコビル、ZEB化の研究・開発、CO2削減の研究・開発
●鉄道沿線除草の機械化
●グリーンインフラ・雨水利用の研究・開発
●暑熱対策
●緑化工事（屋上緑化、壁面緑化）
●工事用仮囲い緑化

（6） 当社戦略（X軸、Y軸、Z軸）と「SDGs」&「ESG」との関係

16 東鉄工業グループ／コーポレートレポート



クオリティ戦略（Ｚ軸）
「Power Up Project」 当社の取組み 対応する「SDGs」目標

「
安
全
・
品
質
向
上
」

●「安全はすべてに優先する経営」の徹底
●お客さま・地域社会・協力会社・従業員の「究極

の安全と安心」を追求
●安全・安心で、高品質・高効率・低コストの技

術・サービス・商品の提供により、お客さまの高
い満足度と信頼の確保を図る

●労働災害防止
●交通事故防止
●鉄道の安全、安定輸送の確保
●安全施工の徹底
●品質のたゆまざる維持・向上

「
生
産
性
向
上
／

技
術
開
発
」

●技術開発力の強化により、安全性、生産性の向
上を図る

●工事量増大に対する施工力の強化を図る
●協力会社とのパートナーシップを強化し、強固な

施工体制の維持・向上を図る

●業務負担軽減のための機械化・シ
ステム化

●技術開発による安全・品質レベル
のさらなる向上

●技術開発による施工力強化

「
働
き
方
改
革
／
人
材
育
成
」

●「人を大切にする風土づくり」
●「働き方改革」による「働きやすい快適な職場づ

くり」を推進し、従業員、協力会社社員の働きが
いの向上を図る

●ムダの排除、非効率な業務の改善を推進
●多様な働き方、ワークライフバランスの
　環境整備
●多様な人材の活躍を推進する
●実効性のある具体的な教育・訓練の強化
●技術力の向上、より高いレベルの専門プロ集団

の育成を図る
●研修ソフトおよび研修ハードの見直し、充実化

●働き方改革（東鉄型４週８休の実
現、時間外労働の削減）

●女性等の活躍推進
●ワークライフバランス（育児・介護

と仕事の両立支援）　
●従業員、協力会社社員の就労環境

改善
●働きがい、モチベーション、生産性

向上

●実効性のある具体的な教育・訓練
の強化

●研修ソフトおよびハードの見直し、
充実化

「
Ｅ
Ｓ
Ｇ（
環
境
・
社
会
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）」

●ステークホルダーから信頼される「誠実な経
営」を推進する

●事業活動を通じて当社の「社会的使命」を果た
す

●「SDGs」と「ESG」を、「事業機会」と「リスク・コ
スト要因」の両面を認識したうえで、事業活動
に取り組む

●このプロセスを通じ、当社の「企業価値の向上」・
「持続的成長」と、ステークホルダーとの「共通
価値の創造」を図る（お客さま、株主、協力会社、
従業員、地球環境など）

●人権の尊重、国際ルール・法律の
遵守

●法令等の遵守と自由な競争、公正
な取引

●社会の秩序と安全の重視
●危機管理体制の整備と適正な対応
●グループ会社、協力会社とともに

事業を通じたSDGsの達成

【ECO2プロジェクトの推進】
●工事の騒音、振動抑制
●ZEB化、太陽光発電推進
●グリーン購入の促進
●建設工事に係る資材の再資源化等
（建設リサイクル）の推進

●土壌汚染対策
●施工段階でのCO2排出量削減（低

環境負荷）
●オフィスのエネルギー消費量削減
●EV車両、PHV車両の導入
●大気汚染対策
●水質汚濁の防止

1
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当社戦略（X軸、Y軸、Z軸）と「SDGs」&「ESG」との関係



究極の安全を目指した安全衛生強化計画（2018～2021）

1重大事故・致命的労災を防止する仕組みの実施
(1)重大事故・致命的労災を防止する仕組みの継続実施
「東鉄グループ方式」に基づき、日々の作業実施時、過去の重大事故・致命的労災
の要因等から得られた対策を確実に実行する
①鉄道工事に関する安全マネジメントの取組み
＊『「重大事故を防止する作業の実施」の具体的な取組みについて』の「作業毎
のリスク把握」のフローに基づき実施する
＊「ルール・仕組みの制定及び実施」に関する項目
＊「ルールの運用・実施状況の確認」に関する項目
＊「ルールの見直し」に関する項目
などについて、「東鉄グループ方式」を基軸として、具体的な役割分担や手順を
ルールとして明確化し、さらなるPDCAサイクルを継続実施していく
②安全戦略会議において、各主管本部・支店・現場等が安全に関する弱点の克
服と課題の共通認識を図り、解決に向けて連携し取組む

③事前安全施工検討（審査）会、月間・週間工程（計画）会議、点呼等におい
て要注カード・ビジュアル教材の活用

④支店で週間工程（計画）により全作業の把握と事前の事故防止対策を確認、現場支援

(2)重大事故・致命的労災防止実行支援
要注意作業に対しての現場支援
①事前安全施工検討（審査）会、月間（計画）会議における要注意作業に対す
る措置の徹底時に使用する要注カードの修正、改善継続

②過去の事故事例による重大事故・致命的労災の悲惨さ、ルールの成り立ちを
納得してもらえるビジュアル教材の作成及び修正継続

③安全キャラバン等により重大事故・致命的労災防止上の課題を、現場・支店・本
社で把握し改善、守れないルールや問題等を改善

(3)継続実施可能な対策の立案と徹底
①安全推進委員会、安全連絡会議及び各主管本部安全連絡会議
＊継続実施可能な再発防止対策の検討と決定事項の納得説明
＊直近の作業に応じて、過去の事故対策による「やるべき実施事項」の再確認
と必要により対策の修正及び要注カードの作成・修正をさらに充実

＊特に繰り返し発生している事例は、これまでの要注カードを集約したうえで
「強化要注カード」として再発防止を図る

②支店安全推進委員会（拡大）
＊支店と現場で再発防止対策の共有と、支店・現場に応じた議論と再発防止対
策の徹底

③災害防止協議会
＊自現場で必要とする再発防止対策の検討
＊協力会社事故防止会議へ参加し当社の安全の取組み（東鉄グループ方式）を
周知

(4)事故情報の活用
現場に必要な情報を活用し易く加工し発信
①情報発信側(本社・支店)は、必要な情報・資料に加工し、事故の誘因、実態
等を明確にして伝達・発信

②情報受信側（支店・現場）は、必要な情報・資料に限定し、自現場、自作業
への具体的な適用で再発防止策の実行

①工事施工における異常時等の対応について、社員自らが率先して「列車安全」
「お客さま安全」を最優先し、適切に対応した事象を好事例事象として安全推
進委員会で紹介し水平展開を行うことで、社員の安全意識とさらなる安全レベ
ルの向上を図る

(5)好事例事象の共有化

(6)作業現場の安全レベルの向上
①ハーネス型安全帯、WBGT値測定器、レーザーバリア、風速計、重機接近警報
機、埋設物探査機、鉄筋探査機、危険箇所報知アラーム等の安全・保安機器
の推奨品の導入検討

(7)交通事故の防止
①事故削減に向けた「事故削減プログラム」を継続実施
②「自動車運転事故防止対策の徹底について」(27-安企-41)の実施
③各種「居眠り防止・追突事故対策」について、ソフト・ハード面の充実を図る

◎労働衛生対策の推進

◎『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

・重大事故につながる事象は、

2件以下

・工事運転事象は、4件以下

◎鉄道旅客、一般公衆の

◎社員（協力会社社員含む）の

中期経営計画 (2018～ 2021)

1「重大事故を防ぐための基本ル
　ールを100％守る」
2「過去の事故・事象と同じこと
　を繰り返さない」

の作業のリスクを把握して、
　予防する」

3「それぞれの現場ごと、日ごと

◎ＰＤＣＡサイクルにより安全レ
　ベルの向上に努め、お客さま・
　地域社会・従業員の「究極の安
　全と安心」を目指す

1　重大事故・致命的労災を防止
する仕組みの実施

3　理解・納得し実行できる安全
教育の実施

2　リスク把握に基づいた計画の
策定と作業の実施

4　重大事故・致命的労災の防止
等の技術開発

1　過重労働による健康障防止の
環境づくりと措置の推進

3　放射線に関する正しい理解と
作業環境の事前把握

2　メンタルヘルスケアの推進

◎労働衛生対策の推進

安全衛生強化計画

２リスク把握に基づいた計画の策定と作業の実施

『東鉄グループ方式』による重大事故・致命的労災の再発防止対策を取入れた計画の作成、
「10年反省リスト」、「要注カード」の活用、「作業毎のリスク把握の仕組み」に則り、
確実に実行できる計画
①事前安全施工審査（検討）会等でのリスクの把握と対策検討
②リスク低減が図られた作業手順書の作成
③支店が月間工程（計画）等から要注意作業を把握
④支店が週間工程（計画）等から全作業を把握し、注意事項を現場へ支援
⑤支店・工事所等から工事管理者等に対する要注カードを用いた実施事項等、注意のポイン
トの徹底・支援

⑥日々の作業に当たり、要注意作業等の注意のポイントを安全衛生日誌、保安打合せ票等に
反映

⑦過去の事故の悲惨さや重大性を考えながら、重大事故・致命的労災防止に的を絞ったKY・
JY活動の実施

３理解・納得し実行できる安全教育の実施
①重大事故・致命的労災におけるミス・錯覚・思い込みに至る状況と背景を分析し、ビジュ
アル教材・eラーニング・VR訓練設備等を活用する事で、ルールの成り立ちや実施必要事
項の理解納得

＊基本ルールを100％守るための理解度の向上と再教育による徹底
＊自社・自箇所に該当する作業・事象に特化した教育の実施
＊鉄道工事経験の少ない作業員への特異性、危険性の入場前教育の充実

＊安全体感教育施設
＊安全帯実施訓練施設
＊事故の展示施設（安全の基）の充実

＊線閉手続、列車防護訓練、脱線復旧訓練、VR訓練設備活用等、シミュレーション型訓練の
実施

②当社の過去の重大事故・致命的労災事故の再発防止・風化防止教育を新入社員研修・

③新研修センターにおけるカリキュラム策定及び訓練設備等の検討
年次研修で実施

(1)リスク把握に基づいた計画の策定

(2)リスク把握に基づいた作業の実施
日々の作業別に選定した注意事項、安全推進委員会徹底事項を確認し作業実施
①要注カードによる注意事項、安全推進委員会徹底事項の把握と実施
②安全衛生日誌、保安3点セット（保安打合せ票、線閉計画・保守用車使用、跡確認略図）
の確認と実施

③二重安全措置の確実な実施
④作業手順書に基づき確実な作業を実施
⑤仕上り確認、跡確認（建築限界内支障物・作業員の退出）、旅客公衆の安全確保の確実
な実施

⑥工事所長、支店・本社幹部による現場確認時に、安全推進委員会徹底事項の遵守状況の
点検を行い、PDCAサイクルにより必要な支援や改善を実施

４重大事故・致命的労災防止等の技術開発
(1)技術開発の目標設定
①開発の目標レベルを具体的に設定し、実用化を踏まえたコストも意識する
②開発のスケジュール管理を行い、改良改善・継続・中止等を戦略的にPDCAサイクルを循
環させ推進する

①年2回（9月、2月）開催し、開発件名の選定、優先順位、開発予算の決定、開発の進捗状
況、開発の完了見込等戦略的な議論を行い、経営に資する技術開発の推進・支援

①新研修センター設立に合わせて、軌道、分岐器、ホーム、トンネル、足場仮設設備等の開
発に必要な実験設備の設置を検討する

(2)技術開発の実行確認と支援

(3)技術開発のための実験設備の検討

経営理念

安全基本方針

基本の柱

１過重労働による健康障害防止の環境づくりと措置の推進
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられていること
から、疲労の回復ができないような長時間にわたる過重労働防止に努めると共に、健康管理
を適切に実施する。また、働き方改革の取組みにより、労働衛生環境の改善に努める

２メンタルヘルスケアの推進
メンタルヘルス不調への対応のみならず、職場でのコミュニケーションの活性化などを含め
た心の健康づくりに取組む

3放射線に関する正しい理解と作業環境の事前把握
＊除染電離則(略称)に基づく、従事者の線量確認・特殊健康診断の確実な実施

◎ＰＤＣＡサイクルにより安全レベルの向上に努め、お客さま・
地域社会・従業員の「究極の安全と安心」を目指す

安全衛生強化計画の目標

（作成 ２０１8年4月）

技術開発の基本方針

(1)安全・品質の確保
(2)作業の機械化等に
よる生産性向上

(3)ＰＤＣＡによるさら
なる業務改善

究極の安全を目指した安全衛生強化計画

1重大事故・致命的労災を防止する仕組みの実施
(1)重大事故・致命的労災を防止する仕組みの継続実施
「東鉄グループ方式」に基づき、日々の作業実施時、過去の重大事故・致命的労災
の要因等から得られた対策を確実に実行する
①鉄道工事に関する安全マネジメントの取組み
＊『「重大事故を防止する作業の実施」の具体的な取組みについて』の「作業毎
のリスク把握」のフローに基づき実施する
＊「ルール・仕組みの制定及び実施」に関する項目
＊「ルールの運用・実施状況の確認」に関する項目
＊「ルールの見直し」に関する項目
などについて、「東鉄グループ方式」を基軸として、具体的な役割分担や手順を
ルールとして明確化し、さらなるPDCAサイクルを継続実施していく
②安全戦略会議において、各主管本部・支店・現場等が安全に関する弱点の克
服と課題の共通認識を図り、解決に向けて連携し取組む

③事前安全施工検討（審査）会、月間・週間工程（計画）会議、点呼等におい
て要注カード・ビジュアル教材の活用

④支店で週間工程（計画）により全作業の把握と事前の事故防止対策を確認、現場支援

(2)重大事故・致命的労災防止実行支援
要注意作業に対しての現場支援
①事前安全施工検討（審査）会、月間（計画）会議における要注意作業に対す
る措置の徹底時に使用する要注カードの修正、改善継続

②過去の事故事例による重大事故・致命的労災の悲惨さ、ルールの成り立ちを
納得してもらえるビジュアル教材の作成及び修正継続

③安全キャラバン等により重大事故・致命的労災防止上の課題を、現場・支店・本
社で把握し改善、守れないルールや問題等を改善

(3)継続実施可能な対策の立案と徹底
①安全推進委員会、安全連絡会議及び各主管本部安全連絡会議
＊継続実施可能な再発防止対策の検討と決定事項の納得説明
＊直近の作業に応じて、過去の事故対策による「やるべき実施事項」の再確認
と必要により対策の修正及び要注カードの作成・修正をさらに充実

＊特に繰り返し発生している事例は、これまでの要注カードを集約したうえで
「強化要注カード」として再発防止を図る

②支店安全推進委員会（拡大）
＊支店と現場で再発防止対策の共有と、支店・現場に応じた議論と再発防止対
策の徹底

③災害防止協議会
＊自現場で必要とする再発防止対策の検討
＊協力会社事故防止会議へ参加し当社の安全の取組み（東鉄グループ方式）を
周知

(4)事故情報の活用
現場に必要な情報を活用し易く加工し発信
①情報発信側(本社・支店)は、必要な情報・資料に加工し、事故の誘因、実態
等を明確にして伝達・発信

②情報受信側（支店・現場）は、必要な情報・資料に限定し、自現場、自作業
への具体的な適用で再発防止策の実行

①工事施工における異常時等の対応について、社員自らが率先して「列車安全」
「お客さま安全」を最優先し、適切に対応した事象を好事例事象として安全推
進委員会で紹介し水平展開を行うことで、社員の安全意識とさらなる安全レベ
ルの向上を図る

(5)好事例事象の共有化

(6)作業現場の安全レベルの向上
①ハーネス型安全帯、WBGT値測定器、レーザーバリア、風速計、重機接近警報
機、埋設物探査機、鉄筋探査機、危険箇所報知アラーム等の安全・保安機器
の推奨品の導入検討

(7)交通事故の防止
①事故削減に向けた「事故削減プログラム」を継続実施
②「自動車運転事故防止対策の徹底について」(27-安企-41)の実施
③各種「居眠り防止・追突事故対策」について、ソフト・ハード面の充実を図る

◎労働衛生対策の推進

◎『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

・重大事故につながる事象は、

2件以下

・工事運転事象は、4件以下

◎鉄道旅客、一般公衆の

◎社員（協力会社社員含む）の

中期経営計画 (2018～ 2021)

1「重大事故を防ぐための基本ル
　ールを100％守る」
2「過去の事故・事象と同じこと
　を繰り返さない」

の作業のリスクを把握して、
　予防する」

3「それぞれの現場ごと、日ごと

◎ＰＤＣＡサイクルにより安全レ
　ベルの向上に努め、お客さま・
　地域社会・従業員の「究極の安
　全と安心」を目指す

1　重大事故・致命的労災を防止
する仕組みの実施

3　理解・納得し実行できる安全
教育の実施

2　リスク把握に基づいた計画の
策定と作業の実施

4　重大事故・致命的労災の防止
等の技術開発

1　過重労働による健康障防止の
環境づくりと措置の推進

3　放射線に関する正しい理解と
作業環境の事前把握

2　メンタルヘルスケアの推進

◎労働衛生対策の推進

安全衛生強化計画

２リスク把握に基づいた計画の策定と作業の実施

『東鉄グループ方式』による重大事故・致命的労災の再発防止対策を取入れた計画の作成、
「10年反省リスト」、「要注カード」の活用、「作業毎のリスク把握の仕組み」に則り、
確実に実行できる計画
①事前安全施工審査（検討）会等でのリスクの把握と対策検討
②リスク低減が図られた作業手順書の作成
③支店が月間工程（計画）等から要注意作業を把握
④支店が週間工程（計画）等から全作業を把握し、注意事項を現場へ支援
⑤支店・工事所等から工事管理者等に対する要注カードを用いた実施事項等、注意のポイン
トの徹底・支援

⑥日々の作業に当たり、要注意作業等の注意のポイントを安全衛生日誌、保安打合せ票等に
反映

⑦過去の事故の悲惨さや重大性を考えながら、重大事故・致命的労災防止に的を絞ったKY・
JY活動の実施

３理解・納得し実行できる安全教育の実施
①重大事故・致命的労災におけるミス・錯覚・思い込みに至る状況と背景を分析し、ビジュ
アル教材・eラーニング・VR訓練設備等を活用する事で、ルールの成り立ちや実施必要事
項の理解納得

＊基本ルールを100％守るための理解度の向上と再教育による徹底
＊自社・自箇所に該当する作業・事象に特化した教育の実施
＊鉄道工事経験の少ない作業員への特異性、危険性の入場前教育の充実

＊安全体感教育施設
＊安全帯実施訓練施設
＊事故の展示施設（安全の基）の充実

＊線閉手続、列車防護訓練、脱線復旧訓練、VR訓練設備活用等、シミュレーション型訓練の
実施

②当社の過去の重大事故・致命的労災事故の再発防止・風化防止教育を新入社員研修・

③新研修センターにおけるカリキュラム策定及び訓練設備等の検討
年次研修で実施

(1)リスク把握に基づいた計画の策定

(2)リスク把握に基づいた作業の実施
日々の作業別に選定した注意事項、安全推進委員会徹底事項を確認し作業実施
①要注カードによる注意事項、安全推進委員会徹底事項の把握と実施
②安全衛生日誌、保安3点セット（保安打合せ票、線閉計画・保守用車使用、跡確認略図）
の確認と実施

③二重安全措置の確実な実施
④作業手順書に基づき確実な作業を実施
⑤仕上り確認、跡確認（建築限界内支障物・作業員の退出）、旅客公衆の安全確保の確実
な実施

⑥工事所長、支店・本社幹部による現場確認時に、安全推進委員会徹底事項の遵守状況の
点検を行い、PDCAサイクルにより必要な支援や改善を実施

４重大事故・致命的労災防止等の技術開発
(1)技術開発の目標設定
①開発の目標レベルを具体的に設定し、実用化を踏まえたコストも意識する
②開発のスケジュール管理を行い、改良改善・継続・中止等を戦略的にPDCAサイクルを循
環させ推進する

①年2回（9月、2月）開催し、開発件名の選定、優先順位、開発予算の決定、開発の進捗状
況、開発の完了見込等戦略的な議論を行い、経営に資する技術開発の推進・支援

①新研修センター設立に合わせて、軌道、分岐器、ホーム、トンネル、足場仮設設備等の開
発に必要な実験設備の設置を検討する

(2)技術開発の実行確認と支援

(3)技術開発のための実験設備の検討

経営理念

安全基本方針

基本の柱

１過重労働による健康障害防止の環境づくりと措置の推進
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられていること
から、疲労の回復ができないような長時間にわたる過重労働防止に努めると共に、健康管理
を適切に実施する。また、働き方改革の取組みにより、労働衛生環境の改善に努める

２メンタルヘルスケアの推進
メンタルヘルス不調への対応のみならず、職場でのコミュニケーションの活性化などを含め
た心の健康づくりに取組む

3放射線に関する正しい理解と作業環境の事前把握
＊除染電離則(略称)に基づく、従事者の線量確認・特殊健康診断の確実な実施

◎ＰＤＣＡサイクルにより安全レベルの向上に努め、お客さま・
地域社会・従業員の「究極の安全と安心」を目指す

安全衛生強化計画の目標

（作成 ２０１8年4月）

技術開発の基本方針

(1)安全・品質の確保
(2)作業の機械化等に
よる生産性向上

(3)ＰＤＣＡによるさら
なる業務改善

究極の安全を目指した安全衛生強化計画

（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、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。  （「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（2018～2021）『東鉄3D Power Up 2021』において、究極の安全を目指した「安全衛生強化計画」

で示す「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り、重大事故・致命的労災を防

止するさまざまな取組みを展開しております。 

-1- 「究極の安全と安心」の追求
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重大事故、致命的労災の防止重大事故、致命的労災の防止重大事故、致命的労災の防止重大事故、致命的労災の防止

「計画段階から作業実施場面まで、「計画段階から作業実施場面まで、「計画段階から作業実施場面まで、「計画段階から作業実施場面まで、
確実にリスクを把握して安全対策を実施する仕組み」確実にリスクを把握して安全対策を実施する仕組み」確実にリスクを把握して安全対策を実施する仕組み」確実にリスクを把握して安全対策を実施する仕組み」

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）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 

安全基本方針

　①重大事故を防ぐための基本ルールを100％守る

　②過去の事故・事象と同じことを繰り返さない

　③それぞれの現場ごと、日ごとの作業のリスクを把握して、予防する

基本の柱

【PDCAサイクルにより安全レベルの向上に努め、

お客さま・地域社会・従業員の「究極の安全と安心」を目指す】

　①重大事故・致命的労災を防止する仕組みの実施

　②リスク把握に基づいた計画の策定と作業の実施

　③理解・納得し実行できる安全教育の実施

　④重大事故・致命的労災の防止等の技術開発

鉄道工事に関する安全マネジメント

　鉄道における列車脱線・衝突につながる事故、鉄道旅客・一般公衆の死

傷事故、さらには従業員・協力会社社員の死亡事故を起こさないため、安

全基本方針に基づき、「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「計画段階から作業実

施場面まで、確実にリスクを把握し安全対策を実施する仕組み」すなわち

『東鉄グループ方式』を組織的に実行してまいります。
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安全キャラバン

日除け用休憩所

従業員用クールファン付制服

点呼の様子

要注カードの一例

「10年反省リスト」「月間先取り検討事例」から抽出した作業ごとの「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 （要注カードの活用）

　当社では、「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、施工計画の検討段階や日々の作業のさまざまな場面にお

いて活用しております。

　また現場においては、この「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ごとにまとめた「10年反省リスト」や、将来起

こり得るリスクを先取りする「月間先取り検討事例」を活用し、要注意作業

の把握と事故防止対策を行っております。  

安全啓発・教育（ビジュアル教材） 

　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」を活用し、各現場における事故防止会

議を通じて、重大事故、致命的労災の防止に努めております。　

　また、事故の未然防止対策、トラブル発生時の適切な対応など

の好事例を、社内で水平展開することにより、安全意識の向上に努

めております。 

各種キャンペーン活動 

　さらなる安全レベルの向上を図るため、本社幹部と現場従業員等が意

見交換を行う安全キャラバンを、毎年各支店や各現場で実施しておりま

す。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。 

「熱中症対策」の取組み

　当社では、熱中症予防のためにさまざまな取組みを実施しております。 各現場において

「熱中症予防管理者」を指名し、朝礼時の注意喚起や従業員・協力会社社員の体調確認

を行うとともに、水分や塩分の摂取を促しております。 また、日除け用休憩所、送風機

の設置、休憩所屋根への散水等、設備面の充実も図っております。

　さらに、従業員の要望を取り入れたクールファン付の制服の試行品を作成し好評で

あったため、改善したタイプ（安全チョッキ貼付、生地の改良、ハーネス型安全帯着用

可）を作成し、今夏展開しました。

TOPICS
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レール削正車

始業点検項目

タ
ン
ピ
ン
グ
装
置

1. エキセントリックシャフト及び
    タンピングアーム

アームベアリングオイルタンク油量点検

フランジカバーの緩み点検

自動グリース給脂装置の作動点検

2. スクイーズシリンダー

センター型ベアリング、フォーク型ベアリ
ングの異音等の点検

作動状態、油漏れ、緩み点検

3. 低速下降装置 作動確認

4. 下降停止装置 作動確認

5. 昇降シリンダー 作動状態、油漏れ、緩み点検

6. バイブレーション油圧モーター 作動状態、油漏れ、緩み点検

（2） 鉄道工事の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、現場は常に事故の危険が潜んでおり、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。

　当社は、JR東日本管内の全路線約30%、首都圏約50%のエリアにおけ

る線路工事を担当し、マルチプルタイタンパーやレール削正車といった大

型保線機械による安全で効率的な施工を進めております。 一方、 安全・安

定的な機械運用を確保するためには、日常の始業点検をはじめ、機械の正

確なオペレーションが不可欠であり、研修・教育、安全訓練にも力を入れて

おります。

レール削正車の誤削正防止システム 

　曲線部でのレール削正においては、曲線半径に応じて削正する砥石の

角度に制限が設けられていますが、オペレーターが削正角度を毎回手入

力するため、誤った砥石角度で施工してしまう可能性がありました。

　そこで当社では、2016年より在来線レール削正車に誤削正防止機能を

導入しております。  

大型保線機械点検作業の改善 

　当社では大型保線機械点検時における機械の

隙間への挟まれ等、傷害事故防止を目的として、

始業点検の作業手順を見直しました。 挟まれ等の

恐れがある可動部の点検を実施する際は、エンジ

ンの停止を基本とし、エンジンの起動が必要な点

検項目は作業手順を明確化して、傷害事故防止に

努めております。

自動車事故の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、全従業員を対象として「eラーニング」による安全運転

教育を毎年行っております。 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ーを用いた運転適正診断や、実際にドライブレ

コーダーから取得した動画を用いて危険予測トレーニングを行うなど、安

全運転意識の向上を図っております。

　ハード面では、ドライブレコーダーの設置だけでなく、すべての車両（約

450台）を自動ブレーキなどの予防安全装置が標準搭載された車両に入

れ替えました。 また、2018年度より全従業員に配布したスマートフォンの

「運転力診断アプリ」を活用し、従業員の運転傾向を分析するなど、新た

な事故削減対策を始めました。 今後も安全運転への意識改革を促し、従

業員の生命を守る取組みを進めてまいります。
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品質要注カードの一例

品質トラブル発生要因一覧図
（品質要注カードにリンク）

事象原因発生時期

ト
ラ
ブ
ル
発
生
事
象

品質要注カード

（3） 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

展開する中で、技術・品質の維持向上に努め、高品質な技術・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ステークホルダーの満足と信

頼の確保を図ってまいります。

品質向上に向けた取組み 

　中期経営計画『東鉄3D Power Up 2021』の『クオリティ戦略（Ｚ軸）』で

掲げている「Power Up Project」では、安全・品質がすべての基礎となるこ

とから、全社的な安全・品質向上を図るため、「品質推進部」を新設いたしま

した。 「品質推進部」は、各施工部門での品質に関する取組みを客観的・横

断的に整理し、会社全体の品質レベルの底上げを目指しております。 「品質

トラブルの再発防止」としては、各施工本部と連携し、本支店一体となって

「施工会議・事前安全施工検討会の充実・深度化」に努めております。

　また、「品質向上への取組み強化」としては、社内外で発生している品質

トラブル情報のうち、社内に活かせる情報を発信し、再発・未然防止に取り

組んでおります。

具体的な取組み事例

　各施工部門で蓄積されていた「過去の品質トラブル事例」から、発生の

誘因・弱点を施工部門ごとに「見える化」した「品質トラブル発生要因一覧

図」を作成し、新設した品質推進委員会を通じて社内で共有化するととも

に、施工会議・事前安全施工検討会でのリスク検討や品質パトロールでの

実施確認のツールとして活用を図っております。

　また、当社・他社を問わず、過去に発生した品質トラブルの再発防止の

ツールとして活用しているのが、当社が独自に作成している「品質要注

カード」です。　

　このカードは、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、施工計画の検討段階や日々の作業のさまざまな場面に

おいて、ポイントを外さないための品質管理のツールとして活用しており

ます。 

-2- 「品質」へのこだわり
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品質管理の向上のイメージ

品質パトロールおよび
社内検査等での履行確認

品質トラブル防止
（組織的なPDCAによる品質管理）

施工会議・事前安全施工
検討会の深度化
　品質アイテムの活用
　「品質要注カード」
　「発生要因一覧図」
　「施工品質チェックリスト」、等

施工計画書に則った
確実施工（段階検査等）
　品質アイテムの活用
　「品質要注カード」
　「発生要因一覧図」
　「施工品質チェックリスト」、等

A

D

C

P

品質パトロール、社内検査による
不備改善および水平展開

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ともに、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。 

2安全・品質向上
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技術発表会

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/

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、「安全」・「安心」・「品質」に対し、ますます高ま

りつつあるお客さまや社会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 

　生産年齢人口の減少に伴い、建設業界においても技能労働者不足が予

想される中、作業の質を向上させるためには、技術開発により機械化や装

置化を進め生産性を向上することが必要となります。 当社では2016年

度を基準として、2020年度に生産性を10％アップするという目標をたて、

「鉄道固有技術の開発による専門技術力向上」、「施工効率向上・省力化

施工による施工力向上」、「従業員および協力会社社員の業務負担軽減」の

実現に向けて、技術開発に取り組んでおります。

　また、重大事故・致命的労災ゼロに向けた究極の安全と安心を追求す

る技術開発も併せて実施することで「安全はすべてに優先する」の徹底を

図ってまいります。

具体的な取組み事例

　2017年度から本格的に始まった、東北新幹線大宮～郡山間のレールを

10年間ですべて交換する新幹線レール更新工事において、新たに導入し

た新幹線レール交換システム(REXS)を有効に稼働させるためには、人力

に依存した作業や重量物運搬の軽減が不可欠となります。 そのため「多機

能運搬台車(MAT10)」、「多頭式ボルト緊解器(i-cute)」、「階段昇降台

車(キャステア)」などを開発し、実践投入しております。

　また、今後設置が急がれるホームドア新設工事を効率よく施工するため

には、作業時間の短縮などにより生産性を向上させる必要があります。 そ

のため軽量で簡単に母材や連結材に固定でき、仮復旧後にお客さまが通

行するときにも滑りにくい構造を持つ「多機能連結式覆工板(コネクション

デッキ)」を開発し、施工効率を向上させております。

生産性向上／技術開発
「技術」へのこだわり
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油圧ジャッキ式レール受台（レールリフトモンスター）

機材載線装置（ワタレール）

多機能運搬台車(MAT10)

多頭式ボルト緊解器(i-cute)

階段昇降台車「キャステア」

新幹線保守用階段の昇降状況

技術開発の取組み「階段昇降台車（キャステア）の開発」

　東北新幹線は、多くが高架区間のため線路内に入るには高い保守用階段を昇り降りす

る必要があり、工事に使う資機材は、作業員が保守用階段を昇り降りして運搬していまし

た。 そこで新幹線の保守用階段での使用を想定した資機材を運搬する装置の開発を行

いました。

　特徴は、階段幅1.2ｍ、角度33°の階段での使用が可能なこと、途

中の踊り場で旋回が可能なこと、一人で操作でき、1回で100㎏の

資機材を運搬することが可能なことが挙げられます。 また、バッテ

リーで動作し、階段途中での静止もでき、安全設備として落下防止

装置も備えております。

　この装置を「キャステア」と命名し、2018年度末に新幹線関係の

出張所に配備しました。 新幹線の保守用階段昇降を目的に開発し

ましたが、在来線でも同程度の階段なら使用可能です。

新幹線レール更新工事に関係する技術開発成果

TOPICS
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レール削正車

マルチプルタイタンパー

バラストレギュレーター 新幹線レール交換システム（REXS）

大型保線機械の保有台数（2019年6月現在）

機械名 保有台数

マルチプルタイタンパー 16台

バラストレギュレーター 11台

レール削正車 13台

軌道モータカー 42台

除雪用軌道モータカー 25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）

道床交換編成 保有台数

道床交換車 1台

大型ホッパー 1台

線路メンテナンスの機械化 

高性能な大型保線機械の施工力を誇り、
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。

開発技術の実績 

　当社は、発注者のさまざまなニーズに的確に応え、より作業を効率的に

進めるための工夫や、駅ホームを利用されるお客さまに不便をかけない工

夫など、さまざまな技術開発を行い、その成果を施工現場に反映させてお

ります。

ホームドア整備

26 東鉄工業グループ／コーポレートレポート
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川崎横浜

町田

秋葉原

神田

東京

上野

御徒町

有楽町

新橋

駒込

目黒

渋谷

新宿

高田馬場

目白

池袋

田端

品川

京浜東北線当社施工 駅

横浜線当社施工 駅
※スマートホームドア

山手線当社施工 駅

「盛土式ホーム」へのホームドア設置方法の開発

ホームドア設置状況

27 「技術」へのこだわり
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耐震補強工事

橋脚耐震補強工事

盛土（擁壁）耐震補強工事

トンネル中柱耐震補強工事

切土耐震補強工事

レンガアーチ耐震補強工事

トンネル耐震補強工事
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T-One工法のその他性能 〔NEXCO試験、その他試験〕

【透明性】…目視点検の確実化

【水蒸気透過性】…コンクリート劣化抑制

【施工性】… 確実かつ短時間で施工可能

シート突合せ貼り付け シート30mm離し貼り付けシート15mm離し貼り付け

試験項目 基準値

工法の特徴コンクリート構造物の剥落修繕において、従来工法では透明性を有しない被覆材料が使用されてきました。そのため、補修後の
変状の進行の有無、範囲を目視することが難しく、これを確認するためには打音検査を行うなど多大な費用と時間が必要でした。
　シームレス工法「T-One」の特徴の一つが「材料の透明性」です。これにより施工後においても状態監視が可能となっています。
さらに、もう一つの特徴が「透湿性」で、これにより鉄筋コンクリートにとって有害な過剰水分を内部から外部へ水蒸気として放出
する性能を有しています。

T-One 工法は、透明コーティング材「クリアガード」とガラス繊維
を組み合わせたコンクリートの剥落防止機能付き表面保護工法です。

T-One工法は、以下の３つの特徴を有しています。
①「プライマーが不要」 ②「透明性」 ③「水蒸気透過性」
これにより、従来の塗布工法と比較して施工期間の短縮が可能となり、
また、施工後のコンクリート表面の状態を目視で観察できるとともに、
鉄筋コンクリートにとって有害な過剰水分を水蒸気として外部へ放出
します。

工法概要 Ｔ－Ｏｎｅ工法 コーティング塗布量

0.7ℓ/㎡

JR東日本土木工事標準仕様書適合品

「コンクリート表面保護工」
＋

「剥落防止工」
※ T-One 工法とは
　 コンクリートはく落対策において特徴的な項目を表現したものです。

  T   : 透明・透湿
One : 1 回の連続作業で完結（Oneサイクルコート）

塗布前 ガラス繊維シート貼付け 塗布後

カッター等で部分切除 部分的な再施工不具合補修

押し抜き
荷重試験

シート突合せ貼り付け : 2.5N
シート15mm離し貼り付け : 2.2kN 1.5kN以上
シート30mm離し貼り付け : 1.8kN

内部結露や膨れが発生 防水性＋水蒸気透過性
水分子・水蒸気を通さない 水分子は通さず水蒸気のみ通す

コンクリート

水分子 水分子

水蒸気

塗料粒子 ⑤保護塗料層
④ライニング上塗層
③シート補強層
②ライニング下塗層
①プライマー層

在来工法 T-One工法

NEXCO3社 トンネル施工管理要領によるNEXCO試験方法 試験法738
「トンネル補修材料の延焼性試験方法」取得

(1) 延焼性・自己消火性
☆ 消炎時間 : 0 秒
☆ 延焼範囲 : 基準位置以下

(2) ガラス繊維シートの連続性が確保できなかった場合を
　　想定した試験

・ JR東日本 土木工事標準仕様書「表面被覆工法の規格」準拠

試験体番号 NO.1 判定基準
0秒
430mm

消炎時間
延焼範囲 上端方向

消炎時間 (t) t≦30秒
延焼範囲上端方向 (L) L≦600mm

NO.2
0秒
330mm

T-One工法は、コンクリート表面が透けて見える革新的な剥落防止機能付き表面保護工法です。

クリアガードをガラス連続繊維シートに含浸さ
せることで、モルタル表面の砂粒が確認できる
程の透明度を実現。ひび割れ調査が可能。

クリアガードは、防水性（外部からの水分を遮
断する性能）と水蒸気透過性（素地内部の水蒸
気を外部に放出する性能）を併せ持つ。

クリアガード（一液性）とガラス繊維のみのシ
ンプルな構成であるため、施工時間が短い。

本工法は部分的な切除、再施工が可能であるた
め、内部コンクリートが再劣化した場合の早期
補修が可能。

試験法738「トンネル補修材料の延焼性試験方法」

試験結果（n=3平均）

※

工法仕様

荷　姿

工　程
下地処理
コーティング下塗り
シート

ブラスト・サンダー等

ローラー又は刷毛
コーティング上塗り

ク リ ア ガ ー ド 　 ：5ℓ/缶
ガラス連続繊維シート：100m/巻

主材料 塗布量 施工方法

ポリウレタン系樹脂塗料
ガラス連続繊維
ポリウレタン系樹脂塗料

0.35ℓ/㎡

0.35ℓ/㎡

素地調整工・下地調整工

②ガラス連続繊維シート

③クリアガード
コーティング上塗り（0.35ℓ/㎡）

①クリアガード
コーティング下塗り（0.35ℓ/㎡）

0.35+0.35ℓ/㎡
Oneサイクル
コート

（連続作業）

プライマー不要

ライニング材粒子

プライマー粒子

塗料粒子

ライニング材粒子

プライマー粒子

③ライニング上塗層
②シート補強層
①ライニング下塗層

コンクリート水蒸気

クリアガード粒子クリアガード粒子

水蒸気透過

目視可能なコーティング工法透 明
東日本旅客鉄道株式会社 (JR東日本 ) 土木工事標準仕様書適合品

施工後の目視点検が可能となる

目視可能な剥落防止機能付き表面保護工法
【T-One工法】の開発

　T-One工法は、コンクリート構造物の表面にガラス連続繊維シートをポリウレタン樹

脂で挟み込むように塗り付けるだけで、古いコンクリート構造物の剥落防止、耐久性の向

上を図ることが可能な表面保護工法技術です。 施工法も簡便で、下地処理工程、仕上げ

工程の2工程を不要とし、「塗る」「貼る」「塗る」の連続作業で施工期間の短縮を実現しま

した。 また、透明材料を用いることで、コンクリート表面状態の目視が可能であり、新設・

既設を問わずコンクリート構造物の合理的な維持管理が可能な工法です。

工法コンセプト
T：透明・透湿

One：1工程の連続作業で完結

吹抜け空間を利用したラーニングストリート

ケーブル吊構造の曲面屋根

日本リーテック総合研修センター「ゆめみ野学園」新築

　日本リーテック総合研修センター「ゆめみ野学園」新築工事を当社が設計・施工を担当

し、2018年4月に供用を開始しました。

　研修棟は、日本初となる、梁を使わずケーブルで支えるU字型の屋根構造を採用しまし

た。 施工にあたっては、支保工・PC受け鉄骨のレベル、PC板の取付精度（目地幅）、ワイ

ヤー・ロッド緊張力を管理し、難度の高い工事を完成させました。

TOPICS

TOPICS
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測量実習

新入社員野外研修

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

東鉄研修センターのご紹介

　東鉄研修センターは、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。 施工技術は、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、東鉄研修センターの取組みを通じて、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。 
目的別専門教育（線路）

働き方改革／人材育成

（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て

　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、東鉄研修セン

ターを中心として、部門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。 人材力は当社

の最大の財産であり、さらに伸ばしてまいります。 

TOPICS

「人を大切にする」企業風土
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休日取得、時間外労働の状況

休日取得の達成状況

中計目標 2018年度末現在
達成率

2019年度
4週6休 96.1％

2021年度
4週8休 69.7％

労働者の一月当たりの平均残業時間

従業員平均 23.0時間

男性平均 24.1時間

女性平均 7.0時間

※男性の平均残業時間が多い理由は、現場施工技術
職が多数を占めているためです。

人材開発部の役割と、目指すべき目標

　当社がこれまで取り組んできた「人を大切にする風土づくり」を一層発

展させるため2018年6月に「人材開発部」を新設しました。 より高いレベ

ルの専門プロ集団の育成を図ることを目的に「教育研修体制の再構築」や

「実効性のある具体的な教育・訓練の強化」に取り組んでおります。 また、

女性等活躍推進においては、働きやすい制度のほか、活躍のための教育・

研修などに取り組んでおります。 

「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。

働き方改革の推進 

　2018年6月に業務サポート本部内に「働き方改革推進

部」を新設しました。 2018年度は当社の働き方の実態調

査に努め、2017年度の勤務実態と現場実態の把握に努

めるとともに、「働き方改革通信」にて、「4週8休」、「長時

間労働削減」についての啓蒙を中心に活動してきました。 

実態把握を行ってきた結果、以下の2点を2019年度の主

な施策として展開していくこととしました。

①RPA（Robotic Process Automation）の展開

　2019年3月に2つのRPAが完成し、業務サポート本部において

運用を開始しております。 RPAによる業務削減効果は一週間で

19時間見込めるので、年間で950時間の業務効率が向上すると

試算しております。 現在、新たなRPAを開発しているほか、各部

門における開発案件の募集を開始しました。

②現場サポート体制

　現場社員の長時間労働の要因のひとつである書類作成業務に

は事務職でも作成可能なものがあることから、書類作成等を支

援する「現場サポート要員」の育成を目指しております。 線路・土

木・建築といった部門の異なる事務業務支援を行うことで、帳票

の統一や削減、システム化等を進め現場の業務負担の軽減を図

り、施工に専念できる体制の構築を目指してまいります。

31 「人を大切にする」企業風土
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所員・部員

● 結婚 ● マイホーム取得 ● 親の介護

● 第１子妊娠・出産 ● 小学校入学 ● 中学校入学 ● 高校入学 ● 大学入学

● 第２子妊娠・出産 ● 小学校入学 ● 中学校入学 ● 高校入学

一  般  職

基礎能力確立期
原則現場配属。
その後、適正に応じて
設計・積算部門へ
配属も。

リーダー／ライフイベント期
リーダーとして活躍するとともに、
ライフイベントに応じて、大規模現場や
本社・支店への配属、出張所の内勤業務へのシフトなど、
柔軟な働き方により仕事とライフイベントを両立させる。

キャリア発揮期
これまで培った技術や経験、知識をそれぞれの分野で
発揮するとともに、組織の責任者として
目標達成に向けて組織を統率する。

中　間　職

管　理　職

主　任

担当課長・所長・次長
担当部長・部長・統括所長

上席主任・副所長・
担当所長

２０代

技術系女性社員のライフイベントに応じたロードマップ

3０代 4０代 5０代

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

技術系女性社員のライフイベントに応じたロードマップ

ダイバーシティ 

女性の活躍

　当社は女性従業員の積極登用を推進しております。 2019年4月現在、

118人の女性が在籍し、うち管理職は6人、設計部門と管理部門で活躍中

です。 また、施工部門に在籍する女性技術者数は土木部門4人、建築部門

10人で、うち11人の女性が現場で活躍しております。

　今後もさらなる女性活躍の機会拡大を図っていくため、新たに2019年

4月から3年を計画期間とする「女性活躍推進に関する行動計画」を策定

し、下記の目標を設定しました。

①女性を積極的に採用し、技術系女性社員を2倍にする。

②女性のキャリアアップをサポートし、女性管理職数を3倍にする。

　これらの目標達成に向け、採用活動および職場環境整備に関するさまざ

まな取組みを実施し、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。 

 女性技術者のライフイベントに応じたロードマップの作成

　鉄道工事が主力である当社においても、現場で働く女性技術者が将来

のキャリア形成に不安を抱くことなく、妊娠や出産など人生のライフイベン

トを安心して迎えられるよう、ライフイベントに応じたロードマップを策定

しました。

　ライフイベント期には、社員の意向を聴きながら柔軟な働き方が選択で

きる職場環境を提供するなど、仕事とライフイベントの両立、将来のキャリ

ア形成を支援してまいります。 
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日建連「けんせつ小町工事チーム」への登録

　「けんせつ小町」とは、「もっと女性が活躍できる建設業」を目指し、日本建設業連合会

（以下、日建連）が制定した「建設業で働くすべての女性」の愛称です。 日建連では、工事

現場において、女性技術者および女性技能者が多数施工に従事している、または、中心と

なって施工を担っているチームを「けんせつ小町工事チーム」と呼び、その設置を促進す

るとともに、建設業で多くの女性が活躍していることをPRしております。

　この「けんせつ小町工事チーム」に、2019年1月千葉支店建築部榎戸建築工事所が「え

のきど小町」の愛称で登録されました。 施工期間中のチームの活動として、メンバーと環

境改善の意見交換や、見やすい案内標識の作成、きめ細かい安全環境の点検等に取り組

みました。 以降現在までに2つの現場が登録されております。

　当社は、今後も女性技術者および女性技能者にとって働きやすい職場環境を整備し、

「けんせつ小町工事チーム」への登録をはじめとする女性の活躍推進に向けた取組みを

積極的に進めてまいります。 

えのきど小町

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
関
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

横浜支店土木部

溝 原  知 穂
2017年入社

現場で活躍する女性技術者

　現在入社3年目で、線路下横断工事の現場に配属され、先輩の指導を得ながら計画書を

もとに自ら測量を行い、協力会社への指示、工事進捗確認・作業打合せ、施工関連書類のま

とめ等、日々さまざまな業務を行っております。

　現場では大変なこともありますが、計画書をもとに自分が測量を行った結果が形になっ

ていくことに、喜びややりがいを感じます。

　現場の雰囲気は、一言で言えば「明るい」です。 笑顔の絶えない現場で、先輩や協力会社

の方々にも気軽に相談できます。 工事所はきれいで設備が整っており、とても働きやすい環

境です。 今後は、後輩を教える立場になれるよう努力してまいります。

TOPICS

TOPICS

ワークライフバランス～仕事と生活の調和に向けて

　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 業員の効 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。
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　●疾病予防

　　・定期健康診断

　　・特定業務従事者健康診断

　　　（夜間作業従事者）

　　・人間ドック補助金制度

　　・インフルエンザ補助金制度

　●メンタルヘルス

　　・ストレスチェック（全従業員対象）

　　・外部電話カウンセリング

　　・対面カウンセリング

　　・Webカウンセリング

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。 2019年6月1日現在の障がい者雇用率は、2.15％となっ

ており、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。 

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人を採用し、さまざまな地域や業務において日々活躍しております。 

働きやすい職場づくり 

人権を尊重する経営

　当社では、「誰一人取り残さない」人間中心の経済構築を目指すSDGs

の基本理念のもと、企業が人権を尊重する主体であると捉え、人権尊重へ

の取組みを適切に行います。 人権問題に関する意識を改善し、努力を続け

企業価値の向上に努めてまいります。 

健康経営の推進

　当社では、従業員が長期にわたり高いパフォーマンスを発揮するため

に、健康経営の促進を積極的に進めております。 健康管理を行うだけでな

く、健康意識を高めるための施策や補助金制度があり、多くの従業員が利

用しております。

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。

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。 
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ライフプラン研修

花火大会鑑賞（本社会議室） 花火大会鑑賞会での一コマ 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

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広げております。 新入社員から

役員まで、年代や職種を超えて、とも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。

テニスクラブ

沖釣りクラブ

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過ごしていくかを考えるため、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あり方を考える

きっかけとして、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。 

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、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おります。 

　さらに、従業員からの質問や疑問にもその場で丁寧に答え、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

位置づけております。 

従業員およ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。 

TOPICS
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線路設備の取扱い指導

分岐器マイスター研修

（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、多種多様な協力会社から施工および資材

調達等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

力会社の方々を大切なビジネスパートナーと考え、適正な取引と相互の信

頼関係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である協力会社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、参加した会社にはアンケートをお

願いし、受け取ったさまざまなご意見を基にして適宜改善を図っております。 

協力会社への技術指導 

分岐器マイスター

　少子高齢化に伴う労働人口の減少が急速に進ん

でおり、工事量と比較し当社や協力会社の技術者

の減少が予想されております。 このような中で技術

力の継承は必要不可欠であり、特に分岐器にかか

わる技術・知識は一番の課題でありました。 そこで

分岐器にかかわる専門技術（分岐器作業・分岐器材

料）に精通する人材育成の一環として、2011年より

「分岐器マイスター研修」をスタートさせました。 

この研修の良い点は、当社・協力会社とも等しく同

じ研修が行われるところであり、従業員・協力会社

社員ともに分岐器技能に関してのレベルアップが

期待されます。 現在までに従業員・協力会社社員を

含め150名を超えるマイスターを輩出しました。 

協力会社への労働安全衛生活動 

　安全で確実な作業を進めていくために、協力会社

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、車両に「衝突防

止補助システム」の設置を推奨し、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

しております。 
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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

協力会社とのコミュニケーション 

ソフトボール大会で協力会社社員とのコミュニケーションを促進

　当社では、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チームに加え、協力会社

合同チームを招待して、計15チーム約300名が集まり、熱戦を繰り広げて

おります。 従業員、グループ会社および協力会社社員が交流することで、

コミュニケーションを活性化しております。

　このイベントは、普段仕事で接しているのとは違う一面も垣間見ること

ができ、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

社員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密にしていき

たいと考えております。 

東鉄工業パートナー広報誌「Professional」への掲載

　 当 社 で は 、協 力 会 社 と の 認 識 の 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 的として、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、2019年6月発行の

Vol.25までの間に約300社の協力会社を掲載しました。

　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

個人的な趣味や休日の過ごし方などを紹介しております。 また、2016年9

月発行分から「匠の仕事」コーナーを始め、 現場の最前線で

活躍している「匠」の仕事への熱意や責任感、豊富な経験と

技術力の高さを「現場のプロフェッショナル」として紹介し

ております。 さらに、新企画として「見つけた！わが社のけん

せつ小町」コーナーを新設し、建設業で働く女性技術者の工

夫、やりがい、将来の夢などを紹介しております。

　協力会社に向けて積極的に情報発信をすることで、一層

強いパートナーシップを構築するとともに、協力会社と今後

も一体となって事業を進めてまいります。 

協力会社へ快適な宿舎を提供

　当社では、協力会社とのパートナーシップの強化を図り、仕事に集中で

きる環境を整備するため、宿舎、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、協力会社社員のモチベーションアップと定着化

が期待され、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おります。

(取組例)：線路部門では、当社が保有し協力会社へ賃貸し

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

しております。 目的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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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

太陽光パネル
33Ｗ×9枚＝297Ｗ

ファンミスト装置

収納用ボックスベンチ
（バッテリー、100Vインバーター、ポンプ等）

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 

暑熱対策

　地球温暖化の進行、ヒートアイランド現象の深刻化により熱中症の懸念

が高まっており、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて、

新たな暑熱対策が求められております。

　これまでの研究で、日射を遮ること、ミストによる蒸散効果、風による冷

却等の技術が有効であることを確認しております。

　太陽光エネルギーで稼働するミスト噴霧装置と風を起こす扇風機を組

ESG（環境・社会・ガバナンス）
-1- E：「環境」への取組み
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ファンミストユニット

JR四ツ谷駅ホーム上家コケ緑化

デザインコケ工法

壁面ワイヤー緑化

従来工法

JR横浜現業事務所新築工事における仮囲い緑化

み合わせたファンミスト装置と、太陽光パネルによる日射遮蔽屋根を組

み合わせた暑熱対策設備を開発し、当社施設内に暑熱対策設備のモック

アップを設置し、実証試験を行い、所定の性能を確認しております。

　さらに当社の緑化プランターにファンミストユニットを設置した商品も

開発しました。

 

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、および駅・

工場・屋外駐車場等の新設・既設の折板屋根に設置できます。 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。 

　従来工法は、人の目に触れるというよりは機能性を重

視していましたが、近年は、コケをモザイク状に設置し、

ウッドデッキや玉石等の素材と組み合わせることでデザ

イン性の高いコケ緑化を実現しました。

　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の「第12回屋上・壁面・特殊緑

化技術コンクール」において審査委員会特別賞を受賞し

ました。

壁面緑化

　JR東日本横浜支社の東神奈川総合事務所の建設に

おいて、屋上非常用発電機および道路面室外機置場、線

路面外壁に目隠し用の壁面緑化を施工しました。 これ

により景観美化、騒音抑制、壁面劣化防止等の効果を期

待できるうえ、植栽の緑を活かした落ち着いた職場空間

を提供しました。

　また、環境対策として、室内空調には輻射熱を利用し

た天井輻射パネル方式と線路側壁面スリット窓の採用

で自然換気を併用し、人に優しい省エネルギー化を図っ

ております。

仮囲い緑化

　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。 
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国土交通省主催
「自立型の緑化施設 実証調査パートナー」に
選定され、公園に採用

　国土交通省では、新しい緑化技術の開発・発信と暑熱対策を推

進することを目的として、2018年度にお台場のシンボルプロム

ナード公園において、夏の暑さ対策に効果的な自立型の緑化施設

の公開テストを実施しました。　

　当社を含む15社が参加し、当社は「ゆらぐ木のアーチ」で創り出

す木陰の癒しと涼感を演出した「木陰のトンネル」を出展しました。 

木材を用いたアーチ状フレームとウエッブネットにより広がりのあ

る空間と、緑の木陰を創り出し、歩行者の負荷を軽減しております。

　「暑熱環境緩和に関する性能」、「植物生育の安定性」、「耐久性」

等に関するテストの結果、当社は実証調査パートナーに選定され、

2019年ラグビーワールドカップや2020年オリンピック東京大会

の会場となる日産スタジアム前の新横浜駅前公園の暑熱対策とし

て採用されております。

通信制御装置

木陰のトンネル

モニタリング画面（PC、iPad等で閲覧可能）

潅水量 現在20％以上で制御

※ZEBプランナーとは

「ZEB設計ガイドライン」や自社が有する「ZEBや省エネ建築物を設計するための技術や設計知見」を活用して、一般に向けて広くZEB実
現に向けた相談窓口を有し、ZEB建築の業務支援（建築設計、設備設計、設計施工、省エネ設計、コンサルティング等）を行い、その活動を
公表するもので、一般社団法人環境共創イニシアチブの公募に申請し、登録された企業等になります。経済産業省や環境省の推進する
ZEB補助事業（補助金）の申請には、ZEBプランナー関与が要件とされます。

ZEBプランナー登録

登録番号：ZEB30P-00023-G
登録名　：東鉄工業株式会社
登録種別：設計施工

IoT潅水（海老名工事所）

　緑化管理においては、植物の種類、季節、天候などに合わせて、潅水量を

変える必要があります。 潅水量の管理は、タイマー制御で潅水開始・終了

時刻を設定していますが、潅水量の過不足や、機器の故障、停電などのト

ラブル発生によりリアルタイムに対応できず、枯死してしまうことがありま

す。 これらのトラブルに対応するため、仮囲い緑

化に、新たな緑化管理技術としてIoTによる土壌

水分率および潅水量の遠隔制御システムを導入

しました。

　本技術の導入により、本社PCやiPad上から遠

隔的に土壌水分率の制御や、潅水停止等のトラブ

ル察知を行うことが可能となり、対応の遅れによ

る植栽枯れ等の課題を解決し、保守管理に大きな

力を発揮しております。

「ZEBプランナー」の登録について

　経済産業省・資源エネルギー庁等が取り組む「ZEB(ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル)」の普及・実現を目指す一環として、一般社団法人環境共創イニ

シアチブ（略称：SII）が公募・認定する「ZEBプランナー」に申請し、2018年

12月28日付で登録されました。 

TOPICS
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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。

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

（3） 環境保全活動

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、環境保全に積極的に取り組むこととして、年

度ごとに環境保全計画を策定しております。 

　施工にあたっては、工事に対する環境保全分野の取組み事項を確認し、

推奨事例／反省事例を共有化することにより、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、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 －

環境コンプライアンス 

　環境法令の遵守に関しては、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合

せを行い、排水処理装置で浄化とpH調整を行い、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

性の排水が発生するためpH調整を入念に行うなど、取扱いに十分注意し

ております。 

騒音・振動防止

　施工現場近隣で生活する方々の迷惑とならないよう、施工時に音源の

密封・遮断、作業時間帯の工夫を行うとともに、施工中の騒音・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

415-1 E： 「環境」への取組み
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TDBA 東鉄ドライアイスブラストアスベスト除去工法

バラストレギュレーター

生分解オイル使用の表示

RCセンター全景

土壌・汚染防止

●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。 

●大型保線機械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。 

　高性能な大型保線機械の施工力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。 

建設リサイクルの推進 

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敷

設時に発生するバラスト、PCマクラギ等を受け入れ再資

源化する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。 
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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、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％

(2018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、2018年度のCO2排出

量は18.1t-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。 

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。 2018年度は、

人員増・仕事量増加により前年に比べて4.5％増となりました。 

人員増に伴い、電気使用量が増加傾向にありますが、今後も削減

に取り組んでまいります。

産業廃棄物対策 

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。 2016年度は単年度

の特殊要因により上昇しましたが、2018年度は前年度と比較

して横ばいになっています。 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。 

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、2018年度は97.1％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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着手時

施工後

震災直後 施工後（全景） 施工後（桁下）

閖上小塚原線道路整備事業

（1） 地域社会とともに

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、避難道路整備、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。

常磐線の全線運転再開に向けて～第一前田川橋りょうの復興

　福島県双葉郡双葉町を流れる前田川に架かる常磐線「第一前田川橋

りょう」は、先の東日本大震災で被災し大きく破損しました。 そのため、現

地調査を実施し既設下部工の基礎部分は再利用できましたが、その他の

下部・上部構造物および軌道等は、すべて撤去新設しました。 さらに、将来

に備えて避難通路の設置も行いました。

【担当者のコメント】

　既設構造物と新設構造物の位置を調査・調整しながらの工事となり、

施工管理には気を遣いました。 特に、上部工桁架設時は、大型クレーン

を使用して、鋼製桁をミリ単位で管理する必要があったので、計画通り

に収まったときは、「ほっ」としました。  

-2- S：「社会」とのかかわり
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復旧状況

Jヴィレッジ新駅設置

富岡駅【復旧後】

双葉駅橋上化自由通路新設【東口イメージ】

室原川橋りょう【復旧後】

【復旧前】

【復旧前】

富岡駅付近軌道復旧工事

【着手前】

第一前田川橋りょう

原ノ町

磐城太田

小高

桃内

浪江

双葉

大野

❶

❶

❺

❺

夜ノ森

富岡

竜田

木戸

広野

末続

久ノ浜

四ツ倉

草野

いわき

開通済
（2016年）

開通済
（2017年）

当
初
運
転
見
合
わ
せ
区
間

開通済
（2014年）

開通済
（2017年）

現在不通
（2019年度末

再開予定）

軌道復旧
工事区間

❹

❹

❷

❷

❸

❸

常磐線復旧 

災害復旧活動（台風の影響による四ツ谷駅倒木の撤去作業）

　2018年9月30日に発生した、台風24号接近による中央線四ツ谷駅付近

への倒木に際し、輸送障害発生の連絡を受け、機材等の準備、保安体制の

確保を行い、倒壊した樹木を迅速に撤去し列車運行の早期回復に貢献し

ました。
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授業風景

新宿区ごみゼロ運動（本社）

東鉄研修センター

スポGOMI大会 in 横浜西口(横浜支店)

地域社会とのかかわり 

児童クラブで「出前授業」を実施

　地域貢献活動の一環として埼玉支店では同区内にある児童クラブを訪

問し、約40名の児童を対象に絵本の読み聞かせやクイズを交えながら、当

社事業の特徴でもある大型保線機械(マルチプルタイタンパー)を使用し

た保線作業について「出前授業」を実施しました。

地域活動（新宿区ごみゼロ運動／スポGOMI大会 in 横浜西口）

　新宿区では、毎年5月と11月に一斉清掃活動が実施されています。 当社

もこの主旨に賛同し、2009年度から本社社員が参加してきました。 2014

年度からは、さらに地域に貢献するため、新宿区の四谷地区町会が中心と

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、各支店や現場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（江戸川区と東鉄研修センターの施設利用協定）

　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、江戸川区と東鉄研修センターとの間

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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献血風景

季節の植栽一覧

日本盲導犬協会からの表彰

千葉支店土木部
小田  聖也

（2） 文化・社会貢献活動

献血活動への参加

　本社では、年に2回、東京都赤十字血液センターが実施する献血活動に

参加しております。 気軽に参加できる活動であることから、社会貢献活動

に対する社内理解の促進にもつながっております。

日本盲導犬協会への寄付

　「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。  

内藤とうがらしの植え付け

　当社は、JR信濃町駅で実施している「内藤とうがらし復興PJ」に参加し

ており、5月16日に信濃町駅職員の方々と環境本部社員で、香りの花壇に

「内藤とうがらし」を10株植え付けました。 さらに夏の香りとして「バラ」

を植え付けて、駅のイメージアップに協力しております。

金町工事所における「香り庭」の設置

　葛飾区の都市計画道路整備工事として、新金貨物線の高砂踏切拡幅整

備工事を行っている当工事所では、現場周辺の環境や景観を少しでも改

善するため、葛飾区より借用した敷地に隣接する未利用の一角に小さな庭

を設置しました。  庭のテーマを「香り庭」とし、香りのある樹木や草花を植

え、近隣から「季節の花や木を愛でることができて楽しい」と好評を得てお

ります。
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-3- G：「誠実な経営」の推進

（1） 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」に定めております。

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、取締役会は、代表取締役

社長柳下尚道を議長とし、取締役小池仁、取締役須賀克巳、取

締役小柏英雄、取締役下村光、取締役中村知久、取締役末綱隆

（社外取締役）、取締役中山洋（社外取締役）、取締役中西雅明

（社外取締役）の社外取締役3名（うち独立役員2名）を含む9

名の取締役で構成されており、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）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当たり、独

立社外取締役に対して、事前に考え方及び方針等を説明し、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。

　同委員会は、取締役末綱隆（社外取締役）、取締役中山洋（社外

取締役）、代表取締役社長柳下尚道、取締役小池仁の独立社外取

締役2名を含む取締役4名で構成されております。 

【「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。

●「経営陣幹部の選解任・取締役候補者の指名の考え方及び方針」

●「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、監査役会は常勤監査役西川

寛を議長とし、常勤監査役栗原政義（社外監査役）、監査役松井

巖（社外監査役）の独立社外監査役2名を含む3名の監査役で

構成されております。 

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。 

（4）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、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6名を含む36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。 

（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、薊和彦及び金井睦美であり、同監査法人に所属しております。 

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、独立社外監査役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当

たり、独立社外取締役に対して、事前に考え方及び方針等を説明

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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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
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社外取締役

中西 雅明

代表取締役社長
執行役員社長

柳下 尚道

独立社外取締役

末綱　隆

独立社外取締役

中山　洋

取締役
常務執行役員

小柏 英雄

取締役
常務執行役員

小池　仁

取締役
常務執行役員

中村 知久

東鉄工業のマネジメント 
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独立社外監査役

松井　巖

独立社外常勤監査役

栗原 政義

取締役
常務執行役員

須賀 克巳

常勤監査役

西川　寛

取締役
常務執行役員

下村　光

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） 

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
取締役常務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
取締役常務執行役員管理本部長、
業務サポート本部担当、
人材・技術開発本部担当（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 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

2 0 1 9 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

2 0 1 8 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
常務執行役員

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)

　　　　　　　　　　  ※
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
取締役常務執行役員土木本部長

（現任）

株式会社富士銀行入行
株式会社みずほコーポレート銀行
業務企画部参事役
営業第二部長
執行役員営業第二部長
株式会社みずほ銀行
執行役員営業第二部長
常務執行役員営業担当役員
みずほ証券株式会社常務執行役員
リテール・事業法人部門副部門長

（法人担当）
当社入社
常務執行役員経営企画本部
副本部長
取締役常務執行役員
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
千葉支社銚子施設区長
長野支社工務部施設課長
東京地域本社
東京省力化軌道工事区長
鉄道事業本部設備部
線路設備課副課長
長野支社設備部長
新幹線運行本部副本部長
鉄道事業本部安全企画部次長
鉄道事業本部設備部担当部長
監査部長
執行役員大宮支社長
当社入社  
取締役常務執行役員線路本部長、
安全・品質本部担当（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

2 0 1 8 年 6 月

略　歴
1 9 8 5 年 4 月
2 0 0 2 年 4 月

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

2 0 1 4 年 4 月
2 0 1 7 年 4 月

2 0 1 9 年 4 月

2 0 1 9 年 6 月

略　歴
1 9 8 5 年 4 月
1 9 8 7 年 4 月
1 9 9 2 年 2 月
1 9 9 5 年 6 月
1 9 9 8 年 3 月

2 0 0 1 年 6 月

2 0 0 5 年 6 月
2 0 0 7 年 6 月
2 0 0 9 年 6 月
2 0 1 2 年 6 月
2 0 1 5 年 6 月
2 0 1 7 年 6 月
2 0 1 9 年 6 月

　　　　　　　　　　  ※
取締役
常務執行役員

須賀 克巳（すが かつみ)

　　　　　　　　　　  ※
取締役
常務執行役員

下村　光（しもむら ひかる)

　　　　　　　　　　  ※
取締役
常務執行役員

中村 知久（なかむら ともひさ)
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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 

株式会社日立製作所入社
電力・電機グループ日立事業所
副事業所長
電機グループ笠戸事業所長
交通システム社社長
執行役常務インフラシステムグルー
プ交通システム社社長
執行役常務モノづくり・品質保証責任
者
執行役常務モノづくり・品質保証責任
者兼モノづくり戦略本部本部長
株式会社日立パワーソリューション
ズ顧問
特別顧問（現任）
当社取締役（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
東京地方検察庁検事（特捜部）
東京地方検察庁特別公判部長
大阪高等検察庁次席検事
最高検察庁刑事部長
横浜地方検察庁検事正
福岡高等検察庁検事長
日本弁護士連合会弁護士登録

（東京弁護士会所属）
八重洲総合法律事務所（現任）
当社監査役（現任）

東日本旅客鉄道株式会社入社
八王子支社設備部保線課長
高崎支社設備部企画課長
東京支社施設部保線課長
鉄道事業本部設備部（企画・新幹線・
環境保全）課長
財務部（資材）次長
横浜支社設備部長
東京支社施設部長
鉄道事業本部設備部担当部長
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）、エンジニアリング本部担当
取締役執行役員鉄道統括室担当、
土木本部担当
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 7 7 年 4 月
2 0 0 3 年 9 月

2 0 0 8 年 4 月
2 0 1 1 年 4 月
2 0 1 2 年 4 月

2 0 1 4 年 4 月

2 0 1 6 年 4 月

2 0 1 7 年 4 月

2 0 1 9 年 4 月
2 0 1 9 年 6 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 8 0 年 4 月
1 9 9 0 年 4 月
2 0 0 5 年 1 月
2010年10月
2 0 1 2 年 6 月
2 0 1 4 年 1 月
2 0 1 5 年 1 月
2016年11月

2 0 1 8 年 6 月

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

2 0 1 0 年 6 月
2 0 1 2 年 1 月
2 0 1 4 年 6 月
2 0 1 6 年 6 月
2 0 1 8 年 6 月

2 0 1 8 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 0 9 年 6 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

中山　洋（なかやま ひろし)

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

松井　巖（まつい がん)

社外取締役

中西 雅明（なかにし まさあき)

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
東京建築支店長

桂井 史朗

常務執行役員
埼玉支店長

長谷川　勝

常務執行役員
業務サポート本部長

菅　茂樹

執行役員社長　※ 柳下　尚道 執行役員 白石　正博 千葉支店長

常務執行役員　※ 小池　仁
管理本部長
業務サポート本部担当
人材・技術開発本部担当

執行役員 市川　雅康 水戸支店長

常務執行役員　※ 須賀　克巳 土木本部長 執行役員 西島　裕 東京線路支店長

常務執行役員　※ 小柏　英雄 建築本部長
環境本部担当 執行役員 斉藤　誠司 八王子支店長

常務執行役員　※ 下村　光 経営企画本部長 執行役員 神戸　成之 東京土木支店長

常務執行役員　※ 中村　知久 線路本部長
安全・品質本部担当 執行役員 安田　博昭 建築本部副本部長

兼　建築営業部長

常務執行役員 桂井　史朗 東京建築支店長 執行役員 木村　宣幸
人材・技術開発本部
副本部長
兼　技術開発部長

常務執行役員 長谷川　勝 埼玉支店長 執行役員 荒木　正充 建築本部副本部長
兼　鉄道建築部長

常務執行役員 菅　茂樹 業務サポート本部長 執行役員 中村　賢史 管理本部副本部長
兼　総務部長

執行役員 飛田　和夫 線路本部副本部長 執行役員 今野　眞行　
管理本部人事部付出向
東鉄機工（株）
代表取締役社長

執行役員 小林　邦夫 安全・品質本部副本部長　
兼　品質推進部長 執行役員 西島　和男 新潟支店長

執行役員 山野　俊和 土木本部副本部長
兼　土木営業部長 執行役員 酒井　敏郎 東北支店長

執行役員 加藤　裕明
環境本部長
兼　人材・技術開発本部
副本部長

執行役員 荒木　誠 線路本部副本部長

執行役員 加藤　晃 横浜支店長 執行役員 土屋　尚登 土木本部副本部長
兼　鉄道土木部長

執行役員 保坂　道夫 安全・品質本部長 執行役員 中川　昌弥 業務サポート本部
副本部長

執行役員 小野　隆弘 経営企画本部財務部長 執行役員 飯塚　博之 経営企画本部経営企画
部長

執行役員 水野　光晴 人材・技術開発本部長 執行役員 山内　和弘 高崎支店長

執行役員 綾部　光政 内部統制室長 執行役員 小川　永一 東京建築支店副支店長
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独立役員（独立社外取締役・独立社外監査役）メッセージ

ステークホルダーを意識した企業経営
独立社外取締役　末 綱　隆

　企業経営のあり方について、スチュアードシップコードやコー

ポレートガバナンスコードが喧しく唱えられ始めて、早4年余りが

経ちました。 今や東証一部上場企業では、このコーポレートガバ

ナンスコードに基づいた企業経営の業績結果や株主への十分な

利益の還元、さらにはSDGsやESGへの取組み等が強く求められ

てきています。 そして、毎年個別企業による各四半期ごとの有価

証券報告書の提出やIR活動に対する業界アナリストの方 ・々機関

投資家や議決権行使助言機関等の厳しい実績評価も受けるよう

になってきています。

　そのような中で、当東鉄工業グループはユニークかつ画期的

な「3D戦略」や現在推進中の中期経営計画である「Power Up 

Project」に則って、毎年堅実な成長を遂げながら企業価値の向

上というゴールに向かい着実に前進しつつあることを大変心強く

思っています。

　私は当社の独立社外取締役としての責任を自覚のうえ、私自身

の官界や民間企業でのこれまでの経験を活かした第三者的立場

から、取締役会等においても積極的に意見を述べるとともに多少

の提案を行う等少しでも当社および当社ステークホルダーの皆さ

まのお役に立てる仕事をこれからも心掛けていきたいと考えてい

ます。

独立社外取締役就任にあたって
独立社外取締役　中 山　洋

　近年、製品における検査業務の不正など品質を損ねるような業

務上の不備や、経営数値の不正報告、経営者の会社の私物化な

ど、会社の存続にかかわる社会的な信用失墜につながる事態が国

内外を問わず起きております。 このような背景からコーポレート

ガバナンスが特に注目されてきております。 会社は、社会に貢献

すること、透明性の高い経営を遂行しステークホルダーの皆さま

から信頼され満足をいただけることが存在する意義であります。

　当社の3D戦略の中の重要戦略のひとつである「クオリティ戦

略」の4つのテーマ

●安全・品質向上 ●生産性向上／技術開発 ●働き方改革／人

材育成 ●ESGは、いずれも会社が継続し発展するための必須項

目です。

　過去、私が事業を遂行してきた経験から見ても、特に現場のあ

る業種は、「安全はすべてに優先する」というのが基本です。 社会

の変化と人の変化は益々、早くなってきているように感じますが、

変えてはいけないものもあります。 AIが発達しつつある現代です

が、物事は人がやることですから過ちもあります。 当社の内容を

早く理解し、独立社外取締役として的確な提言をし、リスクを最小

にして皆さまの期待に応えられるよう最善をつくす次第です。

ガバナンス（企業統治）が機能する経営
独立社外常勤監査役　栗 原  政 義

　日本では、数年前よりコーポレートガバナンス改革が始まり、

2014年の会社法改正、2015年のコーポレートガバナンスコード

施行、2018年の同改正と企業統治が益々強化されてきました。

　当社は、『東鉄3D Power Up 2021』にも基本方針として「ス

テークホルダーからの信頼」と「共通価値の創造」を掲げているよ

うに企業価値の向上という共通の目標を達成するために、外部の

目を取り入れたガバナンスをしており、監査役会と社外取締役の

方々との連携も実施し忌憚のない意見交換をしています。

　私は、独立社外常勤監査役として社内常勤監査役や独立社外

監査役と協力し取締役会がきちんと機能しているかどうかを確認

していきたいと思います。 また、株主やステークホルダーの期待

に応えるためにも、独立した立場で客観的な監査をするよう心掛

けております。 そのことが、私を選任してくださった株主に対して

責任を果たすことだと考えております。

社会的な責任を踏まえた企業活動
独立社外監査役　松 井　巖

　40年近くにわたり検察官・裁判官の職を務め、1年前から当社

の社外監査役を務めております。

　私が司法試験に合格した1977年当時の商法と比べますと、現

在の会社法は大きくその内容を変え、特に企業のあり方について

の考え方は劇的な変化が認められます。

　企業の統治における取締役・執行役・監査役等監査担当といっ

た会社内部の機関の果たす役割がより厳格になる一方、会社の活

動についても営利企業であることを当然の前提としつつも、単に

目先の利益確保のみならず、より広くESGの側面やSDGsを踏ま

えた企業活動が求められるようになりました。

　ご承知のとおり、ESGは責任ある存在としての会社の活動とし

てE・S・Gの各行動が求められているばかりでなく、このESGに高

い配慮をする会社こそが長期的に利益を生み出していくという

思想の下に、機関投資家は投資対象としての適格性を判断し、こ

れを軽視する企業投資を引き上げているというのが実情です。 ま

た、SDGsはESGとは若干異なるものの、いずれも企業が社会的

存在としてこれを踏まえて果たさなければならない責任というこ

とでは共通の理念があるように思われます。

　このような世界的な流れの下、2018年、環境省は「ESG金融懇

談会」を開催して、金融機関によるESG融資を実現する必要があ

ることを示すとともに、金融庁は「金融行政とSDGs」を発表して、

金融庁としてもその推進に積極的に取り組むことを明らかにして

います。 ESGやSDGsに対する世界的な潮流や、国の行政機関の

動きを注視しつつ、これらに配慮した経営を心掛けていかなけれ

ばなりません。

5

555-3 G： 「誠実な経営」の推進

ESG（環境・社会・ガバナンス）



（2） 内部統制システム

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

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

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

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

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

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

7.監査役への報告に関する体制

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

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

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

11.財務報告に係る内部統制の体制及び評価に関する

事項

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り組ん

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。

（3） 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） 

　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確保（2）会社機能の

速やかな回復（3）救援、復旧支援体制の早期構築の

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。 

　また、計画内容につきましては適宜見直しを図って

おり、「震災対応ポケットマニュアル」の改訂を行いま

した。 また、年に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、本支店合同の防災訓練および本支店別に避難訓

練なども実施しております。
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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

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（内部統制室）

コンプライアンス担当者
（各部署長）

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。

（4） 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、お客さまをはじめとするス

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づけ、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
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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

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。 

ステークホルダーから
ご意見を聞く取組み 

「お問い合わせフォーム」「内部通報制度」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、「ス

テークホルダーとの共通価値の創造」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「内部

通報相談窓口」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。 

（5） 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、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、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

ションの中から、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】

　2019年5月に2018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）】

　2018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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アナリスト・マスメディア向け現場見学会 個人投資家向け会社説明会

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

日本IR協議会／「IR向上企業」「IR継続企業」選定

　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

あ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。 

　また、2018年11月、当社は日本IR協議会が選定する「IR向上企業」並

びに「IR継続企業」に選定されました。 「IR向上企業」は2007年～2018

年の対象期間中、審査員の高い評価を安定的に得ており、IR向上を目指

す企業を選定、「IR継続企業」は対象期間に連続してIR優良企業賞に応募

し、中長期にわたってIR活動を継続している企業を選定するものです。

　当社は今後ともIR活動をさらに充実させるべく一層努力いたします。

【現場見学会】

　2018年10月、埼玉県久喜市のJR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REXS（新幹線

レール交換システム）の概要説明や、レール積み下ろ

し、レール溶接のデモンストレーション見学、レールマ

ニピュレーターの試乗を行っていただき、当社のプロ

ジェクト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分かり

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。 

TOPICS
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特集①

安全・安心ニーズの高まり

ホーム上の工事では、列車の終電

から始発までの短時間で、確実に

その日の作業を完結させることが

肝要となります。 上野駅のホーム

は、首都圏有数の乗降客で終日混

雑しているので、作業終了段階で

のお客さまへの足元配慮にとても

苦労しました。

東京ホームドア工事所 所長
有馬 広明

　本工事は、JR東日本がホーム上のお客さまの安全対策として進めてい

るホームドア設置事業です。 山手線に次いで、京浜東北線も設置工事を

進め、上野駅は、山手線と京浜東北線が並走する区間（田端～田町間）で

は初となる、両線ともにホームドアの使用を開始した駅となりました。

　工事は山手線・京浜東北線ともに基礎部を改良する方法でしたが、山手

線での経験を活かし、京浜東北線では掘削量の削減によるコストダウン

やホームの仮覆工方式を改良する技術提案を行いました。 さらに、新たな

PC板の開発など、より良い施工方法が確立され、効率良く工事を完成する

ことができました。

京浜東北線 上野駅ホームドア設置工事

特
集

安全・安心・快適な、
鉄道・社会基盤の維持、
創造にむけて

60 東鉄工業グループ／コーポレートレポート60



施工の振動で落石するリスク、そ

の他施工における課題は数多くあ

りました。 しかし、発注者や本支店

の支援・指導のおかげで無事完成

できました。 この工事を通じて鉄

道の安全・安定輸送に貢献できた

ことに嬉しさを感じ、またこの貴重

な経験は、後世に継承していきた

いと思います。

高崎総合工事所 所長
浅川 浩隆

　本工事は、線路の上部斜面にある開口亀裂を有する巨大な岩石（高さ約

12m、幅約6m、厚さ約4m）を現場打ちのコンクリートで堅固に固定し、ア

ンカー（21本）で周辺地盤と一体化させ、それら巨大な岩石の崩壊対策を

目的としています。 現場は、上越線津久田～岩本間109k450m付近に位

置し、山間部で脇を流れる利根川の川幅が狭く急峻な地形であり、数多く

の課題を抱える場所でしたが、無事に完成しました。

上越線 津久田～岩本間落石対策工事
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特集②

受注当初から新駅の開業が決まっ

ていたため急速施工の必要が生じ

ましたが、必要な経営資源を早期

に手配したことや、資材搬入の施

工方法等の創意工夫を重ねたこと

で、約11ヵ月の工期で新駅を開業

することができました。

Jヴィレッジ工事所 所長
草野 英明

開通式には、安倍内閣総理大臣も視察に訪れました

復旧・復興・防災・減災対策

　本工事は、福島県の震災復興のシンボルとして早期再開

が決まったJヴィレッジの全面開業に合わせる形で常磐線

の最寄り駅を新設しました。 新駅は、常磐線広野－木戸間

で、広野と楢葉両町の境界に位置し、Jヴィレッジから徒歩2

分の好立地にあり、福島県浜通り地域の復興や地元のにぎ

わいを創出することを目的に事業化されたものです。

　駅形式は、2面2線で上下線に延長215mのホームを構

築しました。 また、ホーム面と駅舎は約20mの高低差が

あったため、エレベーターやスロープ、階段を設けました。

常磐線 Jヴィレッジ駅新設工事
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施工にあたっては、構造鉄骨材の

CT形鋼を天井に露わにし、漁で使

う漁網を模した仕上げを空中で形

成するのに苦労しました。 眼前に

広がる海と頭上を覆う漁網を楽し

むことができる、地域に活気を生

む建物を市民の皆さまに提供する

ことができました。

南町海岸工事所 所長
三浦 敏光

　本工事は、2011年3月11日の東日本大震災の津波により被災した気仙

沼市観光物産振興センター （エースポート）と勤労青少年ホーム（サン・パ

ル）の復旧に合わせ、日本有数の水産都市気仙沼のウォーターフロントに

活力やにぎわいをもたらす交流の拠点を創出し、地域の活性化を図る目

的の建物です。 敷地は気仙沼湾が眼前に広がる位置にあり、2階のポート

デッキは、防潮堤の存在を感じさせないようにウッドデッキで包み込んで

おり、そこから海の眺望が楽しめるようになっております。 また、内装・外

観ともに地場産の杉材をふんだんに取り入れ、温かみと弾力性が感じられ

る建物となっております。 

まち・ひと・しごと交流プラザ新築工事
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特集③

インフラ老朽化・長寿命化対策

フラッシュバットレール溶接作業レールマニピュレーターによる積卸作業

2017年度の稼働からさまざまな

課題に直面しましたが、その都度

本支店・協力会社とも議論を重ね

今日まで大きなトラブルなく稼働

しています。 2026年度まで続く工

事であり、今後も日々変化するリス

クに対応し新幹線の安定輸送を確

保し安全な作業を継続していきた

いと思います。

宇都宮出張所 担当所長
加藤　章

　JR東日本で計画されている東北新幹線の連続レール更新作業を効率

的に行うため、150mのレール運搬・取卸、発生レール積込、レール溶接な

ど、新幹線レール更新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「新幹線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月に導入しました。

REXS機械群の編成

　このシステムは、モバイル式のレール溶接ユニットなど大型保線機械で

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おります。 2017年度より稼働し、

2018年度までに58㎞のレール更新を終えております。

新幹線レール交換システム（REXS）によるレール更新

総車両延長：230m
総編成：12両編成 総車両重量：435t
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鉄道ネットワークの機能・利便性向上

施工区間が住宅地に隣接してい

るので、ミキサー車の撹拌（かくは

ん）場所を防音壁で覆い、周囲に

騒音が発生しないように気を遣い

ました。

工事の進捗とともに弾性バラスト軌

道が敷設されていくことに達成感を

感じながら作業にあたりました。

新潟軌道工事所 副所長
梶原 国利

弾性バラスト軌道

　新潟駅を中心とした信越線・白新線・越後線約2.5㎞区間を連続立体交

差化し、2ヵ所の踏切を廃止し3ヵ所の交差道路を新設する事業に合わせ、

新潟駅の乗換利便性の向上を目的として新幹線・在来線の同一乗換ホー

ムを新設する事業です。

　当社では、上下線・電留線を含め4,700mの弾性バラスト軌道敷設を担

当しました。 この工事は、当社初の施工となる降雪地域に対応した「貯雪

型弾性バラスト軌道」の敷設という難度の高い工事でしたが、無事に完成

しました。

JR新潟駅付近連続立体交差化工事

特集④
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オリパラ／インバウンド

お客さまが駅を利用しながら、切

り替えを伴う昼夜作業ですが、安

全に十分配慮した施工を行ってい

きます。

千駄ヶ谷駅工事所 主任
本山 佑喜

駅外観 改札内コンソール

※現時点でのイメージであり、実際と異なる場合があります。

（パース提供：JR東日本）

特集⑤

　千駄ヶ谷駅は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会のメインス

タジアムとなる国立競技場から徒歩5分の距離に位置する駅です。 競技大

会による駅利用者の増加に対応するため、新宿方面乗り場の専用ホーム

増設や大型エレベーターの増設およびトイレの拡張を行い、利便性をアッ

プするとともに、ホームドアを新たに設置して安全性を向上させる改良工

事を行っております。 

　駅改良工事に伴い、駅改札内の仮囲いに緑化をしております。 改札内と

いう条件で、日射が乏しく植物の育成に必要な照度が不足すること、室内

環境のため、屋外と比較して蒸散量が少なく、従来の潅水量では水分過多

となることが予想され、これら課題に対応するため、IoT遠隔制御システ

ム、植物育成用LED照明を導入しております。

千駄ヶ谷駅改良工事
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ツインルームイメージダブルルームイメージ

（パース提供：JR東日本）

急増している訪日外国人にも人気

の秋葉原は、駅の乗降客だけでな

く多くの方々が通行する場所であ

るため、資材の搬出入や工事中の

安全管理に特に気を配り、かつ施

工場所をいくつかの工区に分け、

効率的に施工を進めております。

秋葉原工事所 副所長
譜久里 薫

　インバウンド需要や2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向け

た宿泊施設として、秋葉原駅に隣接する場所に、新しいコンセプト「知的高感

度」・「五感満足度」を取り入れた、ビジネスホテルを建設しております。

　地上9階建て、1～2Fはカフェ、コンビニ、レストランなど、3～9Fは客室と

なり、内装にはデジタルなデザインを取り入れることで秋葉原らしさを体感

できます。 ロビーにはラウンジを併設し、客室以外でもくつろげる空間に仕

上げております。

　また、秋葉原駅電気街口改札から徒歩1分という好立地で、利便性と快適

性を備えたホテルとして多くの方々の利用が期待されております。

ホテルメッツ秋葉原新築工事
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財務情報【連結】
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受注高（部門別） 売上総利益/利益率

営業利益/利益率売上高（部門別）

’10/3期～’12/3期
売上高平均892億円

’13/3期～’15/3期
売上高平均1042億円

’16/3期～’18/3期
売上高平均1295億円

’10/3期～’12/3期
売上高平均892億円

’13/3期～’15/3期
売上高平均1042億円

’16/3期～’18/3期
売上高平均1295億円

’19/3期～’21/3期

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期
営業利益平均59億円

’13/3期～’15/3期
営業利益平均77億円

’16/3期～’18/3期
営業利益平均129億円

’19/3期～’21/3期

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期
売上総利益平均116億円

’13/3期～’15/3期
売上総利益平均137億円

’16/3期～’18/3期
売上総利益平均196億円

’19/3期～’21/3期

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」
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’19/3期～’21/3期

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

受注高（部門別） 売上総利益/利益率

営業利益/利益率売上高（部門別）

’10/3期～’12/3期
売上高平均892億円

’13/3期～’15/3期
売上高平均1042億円

’16/3期～’18/3期
売上高平均1295億円

’10/3期～’12/3期
売上高平均892億円

’13/3期～’15/3期
売上高平均1042億円

’16/3期～’18/3期
売上高平均1295億円

’19/3期～’21/3期

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期
営業利益平均59億円

’13/3期～’15/3期
営業利益平均77億円

’16/3期～’18/3期
営業利益平均129億円

’19/3期～’21/3期

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期
売上総利益平均116億円

’13/3期～’15/3期
売上総利益平均137億円

’16/3期～’18/3期
売上総利益平均196億円

’19/3期～’21/3期

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」
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貸借対照表

キャッシュ・フロー計算書

純資産

52.0％

8.7％

1.8％

8.7％

20.3％

1.8％

10.6％

17.4％

1.9％

9.6％

19.8％

1.9％

9.4％

19.9％

1.9％

11.4％

16.1％

19.8％

2.0％

12.5％

16.3％

24.7％

2.4％

14.4％

16.6％

27.0％

14.6％

17.6％

28.0％

2.6％ 2.8％

13.6％

20.2％

31.2％

3.4％

11.1％

30.3％ 30.6％
（予定）

（予定）

（円）

10.6％ 9.6％ 9.4％
11.4％ 12.5％

14.4％ 14.6％ 13.6％
11.1％

58.1％

55.2％
53.2％

55.1％ 54.3％

56.7％

60.3％ 61.0％

51.5％

338

1816 20 22 24
30

40 48

58

78 80

360 393
449

495
571

629
703

781
837

126,950

2,667

6,088

△1,417

△2,818

△1,719

△3,278

合計

103,780
流動資産

111,570
流動資産

46,450
流動資産

2,372
固定負債 2,247

固定負債

49,324
流動資産

23,169
固定資産

23,720
固定資産

78,127
純資産 83,719

純資産

135,291
合計

135,291
合計

126,950
合計

自己資本比率（単位：億円） ROE

配当金額 配当性向 総還元性向

DOEROE

前期末

前期

前期末当期末

当期

当期末

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

貸借対照表 自己資本比率・純資産・ROE・期末有利子負債

株主還元キャッシュ・フロー計算書

’19/3期～’21/3期

【自己資本比率】
高水準を維持

【純資産】
過去10年間で2.5倍

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期 ’13/3期～’15/3期 ’16/3期～’18/3期

資産の部 負債純資産の部

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15.0％

10.0％

5.0％

0
‘10/3期

‘10/3期

‘11/3期

配当金額 16円

20.3％ 17.4％ 19.8％ 19.9％
16.1％ 16.3％ 16.6％ 17.6％ 20.2％

19.8％ 24.7％ 27.0％ 28.0％ 31.2％

20円 22円 24円

10万株 20万株 30万株 30万株 31万株

30円 40円 48円 58円 78円

30.3％

80円（予定）

30.6％（予定）

18円

自己株取得

配当性向
総還元性向

‘12/3期 ‘13/3期 ‘14/3期 ‘15/3期 ‘16/3期 ‘17/3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 ‘19/3期 ‘20/3期

‘18/3期 ‘19/3期 ‘20/3期
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‘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 ‘19/3期

【ROE】
6年連続で

10％以上を維持

【期末有利子負債】
ピーク時（’03/3期末）

279億円
→’09/3期末以降
11期連続ゼロ

純資産

52.0％

8.7％

1.8％

8.7％

20.3％

1.8％

10.6％

17.4％

1.9％

9.6％

19.8％

1.9％

9.4％

19.9％

1.9％

11.4％

16.1％

19.8％

2.0％

12.5％

16.3％

24.7％

2.4％

14.4％

16.6％

27.0％

14.6％

17.6％

28.0％

2.6％ 2.8％

13.6％

20.2％

31.2％

3.4％

11.1％

30.3％ 30.6％
（予定）

（予定）

（円）

10.6％ 9.6％ 9.4％
11.4％ 12.5％

14.4％ 14.6％ 13.6％
11.1％

58.1％

55.2％
53.2％

55.1％ 54.3％

56.7％

60.3％ 61.0％

51.5％

338

1816 20 22 24
30

40 48

58

78 80

360 393
449

495
571

629
703

781
837

126,950

2,667

6,088

△1,417

△2,818

△1,719

△3,278

合計

103,780
流動資産

111,570
流動資産

46,450
流動資産

2,372
固定負債 2,247

固定負債

49,324
流動資産

23,169
固定資産

23,720
固定資産

78,127
純資産 83,719

純資産

135,291
合計

135,291
合計

126,950
合計

自己資本比率（単位：億円） ROE

配当金額 配当性向 総還元性向

DOEROE

前期末

前期

前期末当期末

当期

当期末

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

貸借対照表 自己資本比率・純資産・ROE・期末有利子負債

株主還元キャッシュ・フロー計算書

’19/3期～’21/3期

【自己資本比率】
高水準を維持

【純資産】
過去10年間で2.5倍

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期 ’13/3期～’15/3期 ’16/3期～’18/3期

資産の部 負債純資産の部

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15.0％

10.0％

5.0％

0
‘10/3期

‘10/3期

‘11/3期

配当金額 16円

20.3％ 17.4％ 19.8％ 19.9％
16.1％ 16.3％ 16.6％ 17.6％ 20.2％

19.8％ 24.7％ 27.0％ 28.0％ 31.2％

20円 22円 24円

10万株 20万株 30万株 30万株 31万株

30円 40円 48円 58円 78円

30.3％

80円（予定）

30.6％（予定）

18円

自己株取得

配当性向
総還元性向

‘12/3期 ‘13/3期 ‘14/3期 ‘15/3期 ‘16/3期 ‘17/3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 ‘19/3期 ‘20/3期

‘18/3期 ‘19/3期 ‘20/3期
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【ROE】
6年連続で

10％以上を維持

【期末有利子負債】
ピーク時（’03/3期末）

279億円
→’09/3期末以降
11期連続ゼロ
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純資産

52.0％

8.7％

1.8％

8.7％

20.3％

1.8％

10.6％

17.4％

1.9％

9.6％

19.8％

1.9％

9.4％

19.9％

1.9％

11.4％

16.1％

19.8％

2.0％

12.5％

16.3％

24.7％

2.4％

14.4％

16.6％

27.0％

14.6％

17.6％

28.0％

2.6％ 2.8％

13.6％

20.2％

31.2％

3.4％

11.1％

30.3％ 30.6％
（予定）

（予定）

（円）

10.6％ 9.6％ 9.4％
11.4％ 12.5％

14.4％ 14.6％ 13.6％
11.1％

58.1％

55.2％
53.2％

55.1％ 54.3％

56.7％

60.3％ 61.0％

51.5％

338

1816 20 22 24
30

40 48

58

78 80

360 393
449

495
571

629
703

781
837

126,950

2,667

6,088

△1,417

△2,818

△1,719

△3,278

合計

103,780
流動資産

111,570
流動資産

46,450
流動資産

2,372
固定負債 2,247

固定負債

49,324
流動資産

23,169
固定資産

23,720
固定資産

78,127
純資産 83,719

純資産

135,291
合計

135,291
合計

126,950
合計

自己資本比率（単位：億円） ROE

配当金額 配当性向 総還元性向

DOEROE

前期末

前期

前期末当期末

当期

当期末

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

貸借対照表 自己資本比率・純資産・ROE・期末有利子負債

株主還元キャッシュ・フロー計算書

’19/3期～’21/3期

【自己資本比率】
高水準を維持

【純資産】
過去10年間で2.5倍

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期 ’13/3期～’15/3期 ’16/3期～’18/3期

資産の部 負債純資産の部

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15.0％

10.0％

5.0％

0
‘10/3期

‘10/3期

‘11/3期

配当金額 16円

20.3％ 17.4％ 19.8％ 19.9％
16.1％ 16.3％ 16.6％ 17.6％ 20.2％

19.8％ 24.7％ 27.0％ 28.0％ 31.2％

20円 22円 24円

10万株 20万株 30万株 30万株 31万株

30円 40円 48円 58円 78円

30.3％

80円（予定）

30.6％（予定）

18円

自己株取得

配当性向
総還元性向
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‘11/3期 ‘12/3期 ‘13/3期 ‘14/3期 ‘15/3期 ‘16/3期 ‘17/3期

‘18/3期 ‘19/3期 ‘20/3期

‘18/3期 ‘19/3期 ‘20/3期

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

‘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 ‘19/3期

【ROE】
6年連続で

10％以上を維持

【期末有利子負債】
ピーク時（’03/3期末）

279億円
→’09/3期末以降
11期連続ゼロ

自己資本比率・純資産・ROE・期末有利子負債

株主還元

純資産

52.0％

8.7％

1.8％

8.7％

20.3％

1.8％

10.6％

17.4％

1.9％
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19.8％
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9.4％

19.9％

1.9％

11.4％

16.1％

19.8％

2.0％

12.5％

16.3％

24.7％

2.4％

14.4％
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27.0％

14.6％

17.6％

28.0％

2.6％ 2.8％

13.6％

20.2％

31.2％

3.4％

11.1％

30.3％ 30.6％
（予定）

（予定）

（円）

10.6％ 9.6％ 9.4％
11.4％ 12.5％

14.4％ 14.6％ 13.6％
11.1％

58.1％

55.2％
53.2％

55.1％ 54.3％

56.7％

60.3％ 61.0％

51.5％

338
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40 48

58

78 80

360 393
449

495
571

629
703

781
837

126,950

2,667

6,088

△1,417

△2,818

△1,719

△3,278

合計

103,780
流動資産

111,570
流動資産

46,450
流動資産

2,372
固定負債 2,247

固定負債

49,324
流動資産

23,169
固定資産

23,720
固定資産

78,127
純資産 83,719

純資産

135,291
合計

135,291
合計

126,950
合計

自己資本比率（単位：億円） ROE

配当金額 配当性向 総還元性向

DOEROE

前期末

前期

前期末当期末

当期

当期末

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

貸借対照表 自己資本比率・純資産・ROE・期末有利子負債

株主還元キャッシュ・フロー計算書

’19/3期～’21/3期

【自己資本比率】
高水準を維持

【純資産】
過去10年間で2.5倍

『東鉄3D
Power Up 2021』「東鉄3D Step 2018」「東鉄3D Hop 2015」

’10/3期～’12/3期 ’13/3期～’15/3期 ’16/3期～’18/3期

資産の部 負債純資産の部

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15.0％

10.0％

5.0％

0
‘10/3期

‘10/3期

‘11/3期

配当金額 16円

20.3％ 17.4％ 19.8％ 19.9％
16.1％ 16.3％ 16.6％ 17.6％ 20.2％

19.8％ 24.7％ 27.0％ 28.0％ 31.2％

20円 22円 24円

10万株 20万株 30万株 30万株 31万株

30円 40円 48円 58円 78円

30.3％

80円（予定）

30.6％（予定）

18円

自己株取得

配当性向
総還元性向

‘12/3期 ‘13/3期 ‘14/3期 ‘15/3期 ‘16/3期 ‘17/3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 ‘19/3期 ‘20/3期

‘18/3期 ‘19/3期 ‘20/3期
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【ROE】
6年連続で

10％以上を維持

【期末有利子負債】
ピーク時（’03/3期末）

279億円
→’09/3期末以降
11期連続ゼロ
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主要な経営指標等の推移（連結）

決算年月 2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

売上高 (千円) 116,106,118 126,807,837 130,634,639 131,209,245 134,739,601

経常利益 (千円) 9,581,385 12,749,687 13,668,410 13,301,499 12,704,234

親会社株主に帰属する当期純利益 (千円) 6,533,862 8,518,586 9,583,025 9,982,340 8,862,660

包括利益 (千円) 8,795,773 8,005,035 9,863,457 10,601,856 8,872,748

純資産額 (千円) 57,137,604 62,960,546 70,341,994 78,127,562 83,719,176

総資産額 (千円) 101,961,629 114,156,766 122,320,699 126,950,465 135,291,403

1株当たり純資産額 (円) 1,582.14 1,754.68 1,979.28 2,218.19 2,397.44

1株当たり当期純利益 (円) 183.83 240.92 272.06 287.02 257.08

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 55.1 54.3 56.7 60.7 61.0

自己資本利益率 (％) 12.5 14.4 14.6 13.6 11.1

株価収益率 (倍) 14.6 14.4 11.7 11.4 11.9

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 3,470,013 2,123,722 3,587,733 2,667,197 6,088,061

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △444,540 △801,047 △1,565,575 △1,417,917 △1,719,824

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,141,075 △2,199,000 △2,494,716 △2,818,850 △3,278,055

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 18,706,564 17,830,238 17,357,680 15,788,110 16,878,292

従業員数
（外、平均臨時従業員数） (人)

1,723
（177）

1,750
（176）

1,781
（168）

1,808
（181）

1,835
（180）

(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。
        3  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号  平成30年2月16日）等を第76期（2019年3月期）の期首から適用しており、
　　　 第75期（2018年3月期）に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっております。

72 東鉄工業グループ／コーポレートレポート



商号 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

当社設立年月日 1961年12月1日 1954年10月21日 2001年11月1日 1985年2月20日

本社所在地 東京都 東京都 東京都 東京都

資本金 2,000万円 5,000万円 2,000万円 3,000万円

出資比率 100％ 64.88％ 100％ 100％

事業内容 建設事業・保線用機械製
造販売事業  他

鉄道関連製品の製造およ
び販売 建設事業 建設事業

基本方針

モノレールの軌道・工作車
保守関連業務を一層強化
するとともに、保線用機械
の製造・販売・保守・管理
業務等の拡大を図る。

鉄道・軌道関連工事に不
可欠な軌道材料である締
結装置や、樹脂製品等の
製造販売により、高品質な
軌道材料を安定的に提供
する。

主に首都圏の24時間体制
での土木構造物修繕工事
等を施工するべく強化を
図る。

建設工事およびそれに関
連する業務に加え、当社

「建築環境リニューアル
部」とともに、今後建設市
場において大きな成長が
見込まれる維持補修・改
修・耐震補強等のリフォー
ム・リニューアル事業の強
化・拡大を図る。

会社概要

連結子会社

　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 1,835名（連結）

　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 4,246名

会社情報

（2019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）

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）

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）

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）

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

東鉄研修センター 〒134-0091　東京都江戸川区船堀5-5-8
TEL：03-5667-9715

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

《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
〒101-0045　東京都千代田区
神田鍛冶町3-4
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

【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）

東鉄研修センター

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
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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 新たに制定）
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東鉄工業グループ

コーポレートレポート
（2019年10月）




