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代 表 取 締 役 社 長  山 内 幸 夫

▌連結財務ハイライト
第69期
上半期

第68期
上半期

売上高 （百万円） 21,168 17,876

営業利益 （百万円） 98 208

経常利益 （百万円） 167 304

四半期純利益 （百万円） 84 85

第69期
上半期 第68期末

総資産 （百万円） 46,055 51,292

純資産 （百万円） 31,020 31,537

　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。
　ここに、第69期上期（平成24年４月１日から平成24年
９月30日まで）の業績につきまして、その概要をご報告申
し上げます。
　当上半期におけるわが国経済は、東日本大震災の復
興需要などにより景気に緩やかな回復の兆しが見られた
ものの、欧州の債務問題や国内におけるデフレ、円高の
長期化の影響に加え、周辺諸国との領有権問題に端を発
した外交問題などにより、景気の先行きは依然として不
透明な状況が続きました。
　当社グループを取り巻く環境につきましては、震災復
興関連の公共投資が堅調であることから建設需要の持
ち直しが一部で見られたものの、震災復興地区以外の建
設需要は低調に推移し、企業間競争の激化や原材料価
格の変動など、依然として厳しい状況が続きました。
　このような環境の中で、中期経営計画『チャレンジ  
2012』の最終年度として、その基本方針に基づき、オリ
ジナル製品・工法の開発やコンサルティング総合力を主
軸とした提案営業の推進など、各施策に取り組んでまい
りました。
　その結果、当上半期の業績につきましては、「連結財務
ハイライト」に示しますとおり、増収減益の結果となりまし
た。
　事業別に見ますと、アスファルト応用加工製品事業に
つきましては、売上高は10,117百万円（前年同期比
19.7％増）、営業利益は1,155百万円（前年同期比
14.5％増）となりました。道路舗装事業につきましては、
売上高は10,909百万円（前年同期比17.6％増）、営業

損失は343百万円（前年同期は77百万円の営業損失）と
なりました。その他事業につきましては、不動産賃貸収入
などにより、売上高は141百万円（前年同期比2.5％
減）、営業利益は100百万円（前年同期比1.3％減）となり
ました。
　今後の当社グループを取り巻く環境につきましては、
依然として厳しい状況が続くことが予想されますが、当
社グループは中期経営計画『チャレンジ 2012』の各施
策をさらに推進させ、業績向上に努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　平成２４年１２月

▶▶株主の皆様へ│To  Our  Sha reho lde r s
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重慶合弁会社の製造工場が完成

中国で4社目に当たる合弁会社「重慶三瀝高科道路
材料有限公司」の製造工場と本社事務所が完成し、平成
24年8月9日、 陵区の本社・工場で開業式典をとり行
いました。

開業式典には、重慶市交通委員会、重慶市公路局、
陵区政府関係者をはじめ多数の来賓者にご臨席いただ
きました。

合弁会社は、新工場で改質アスファルトおよびアス
ファルト乳剤を製造し、本格的な事業活動を行ってま
いります。

開業式典 試験室

製造工場

▶▶トピックス│Top ics
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スラブ軌道完成

現在建設が進められている整備新幹線工事は、
下記3路線です。

❶　北陸新幹線
❷　九州新幹線
❸　北海道新幹線

新幹線計画とニチレキグループの役割

北陸新幹線は現在長野まで開業しており、
通称長野新幹線と呼ばれています。さらに
金沢までの延伸工事を行っており、平成
26年度末の開業をめざして、軌道工事が
順調に進められています。また、金沢から
先敦賀までの建設が決定され工事が始ま
っています。

北陸新幹線1

九州新幹線は平成23年博多～新八代間
が開業し、鹿児島中央まで直通でつなが
りました。現在新鳥栖～長崎間の長崎ルー
ト（正式には西九州ルート）のうち、 武雄
温泉～長崎間の工事に着手しております。

九州新幹線（長崎ルート）2

北海道新幹線は平成22年
新青森まで開業した東北
新幹線の終着駅である新
青森から札幌までの区間
で工事が進められていま
す。そのうち、新青森～新
函館（仮称）間で平成27年
度末の完成をめざして軌
道工事が始まっています。

北海道新幹線3

ニチレキグループはこれらの新幹線スラブ軌道工事にお
いて、CAモルタル注入工事を行っております。
CAモルタルにはニチレキの得意とするアスファルト乳
剤をはじめ様々な技術が活用されています。
今後も皆様に快適で、安心してご利用いただける新幹線
建設をめざして、新たなる技術開発に積極的に取り組ん
でまいります。
※CAモルタル：アスファルト乳剤とセメント、砂で混合したモルタル

▶▶トピックス│Top ics
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「草加地区他電線共同溝路面復旧工事」では、アスファルト
混合物の製造・施工温度を30℃低減する「低炭素舗装」が、
CO2の排出抑制に対してどの程度寄与出来るかを検証するた
めの試行工事区間が設けられました。

試行工事の概要は表に示すとおりであり、低炭素施工部に
粗粒度アスファルト混合物（クリーンファルトⅡ型）、ポーラ
スアスファルト混合物（クリーンファルトＨ型）を使用し、
CO2排出抑制効果を検証しました。

アスファルト混合物製造時のCO2排出量は、クリーンファ
ルトⅡ型で14.6%、クリーンファルトＨ型で23.2%削減され
ており、地球環境の保全に寄与することが改めて認められま
した。

また、本工事では品質の向上を目的として、ローラの軌跡
管理による転圧回数管理システム（情報化施工）を取り入れま
した。これにより、均一な転圧作業が行えたため、良好な出来
形が確保され、半年が経過した現在、わだち掘れもなく、良好
な状態を維持しております。

本工事において、試行工事での技術的な成果と品質の高い
舗装の出来形が認められ、事務所長表彰を受賞しました。

低炭素舗装（クリーンファルトⅡ型、H型）
日瀝道路・ニチレキJVが「草加地区他電線共同溝路面復旧工事」で低炭素舗装の試行工事を行い、
事務所長表彰を受賞しました。

工事名 草加地区他
電線共同溝路面復旧工事

工期 平成22年10月7日〜
平成24年3月16日

施工箇所 国道4号線
埼玉県草加市谷塚町先他

試行工事
区間

標準
施工部

標準アスファルト混合物
表基層　10cm　3,530㎡

低炭素
施工部

低炭素アスファルト混合物
表基層　10cm　4,420㎡

■ 表：工事概要

粗粒度アスコン
標準 低炭素 標準 低炭素

ポーラスアスコン
（クリーンファルトⅡ型） （クリーンファルトH型）

CO2排出量（kg-CO2 / t）
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23.2%削減14.6%削減

■ 混合物1tあたりのCO2排出量

施工箇所（施工完了後）

転圧回数管理システム

▶▶工法・開発│Techno logy  &  Deve lopment
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災害対策への強い道づくり
東日本大震災の復旧・復興をはじめ災害対策には、将来を見据えた強い道づくりが欠かせませ

ん。特に、港湾の舗装では、津波災害にも強い優れた耐久性を持つ材料が求められています。
また、コンテナヤードは、通常の道路と比べて超重量貨物車が低速で走行するなど過酷な条件

下にあります。
当社グループは、コンテナヤード舗装に開発した改質アスファルト「コンテナファルト」をはじ

め、オリジナル製品・工法の開発と提供により、丈夫な道づくりに貢献しております。

コンテナファルト舗装　福島県　小名浜港

千葉中央埠頭

▶▶社会貢献活動│CSR
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個人その他
38.0%

金融
29.0%

金融商品
取引業者
0.6%

外国人等
7.2%

自己株式
8.2%

その他
国内法人
17.0%

■ 金融 ･････････    917万株
■ 金融商品

取引業者 ･････    19万株
■ その他

国内法人 ･････   537万株
■ 外国人等 ･････    229万株
■ 個人その他 ･･･   1,204万株
■ 自己株式 ･････   258万株

会社の概要
商号 ニチレキ株式会社
本社所在地 東京都千代田区九段北四丁目3番29号
設立 昭和24年9月	
資本金	 29億1千9百万円	
従業員数	 715名（連結）、359名（単体）
主な事業内容
●	アスファルト応用加工製品の製造・販売、建築・土木用資材の製造加
工・販売
●	道路舗装工事・防水工事・上下水道工事ならびにその他の土木
工事の請負およびこれらに関する調査・設計・監理
●測量・地質調査
●	コンピュータ情報サービス・ソフトウェアおよび情報処理機器
の開発・販売
●	屋内外の各種表示および広告の企画･設計･施工ならびにこれら
に使用する印刷物の製造および販売

取締役・監査役一覧
代表取締役社長 山　内　幸　夫
代 表 取 締 役 工　藤　俊　二
取 　 締 　 役 高　橋　保　守
取 　 締 　 役 住　谷　義　治
取 　 締 　 役 川　口　裕　司
常 勤 監 査 役 坂　巻　宣　明
監 　 査 　 役	※ 滝　　　久　男
監 　 査 　 役	※ 小　林　　　修
監 　 査 　 役	 雫　川　博　光
※印は社外監査役であります。

執行役員一覧
執行役員社長	※ 山　内　幸　夫
専務執行役員	※ 工　藤　俊　二
常務執行役員	※ 高　橋　保　守
上席執行役員		※ 住　谷　義　治
上席執行役員		※ 川　口　裕　司
上席執行役員 佐　藤　　　勲
上席執行役員 小　幡　　　学
上席執行役員 坂　井　　　勇
執　行　役　員 江　里　勝　美
執　行　役　員 野　村　敏　明
執　行　役　員 根　本　清　一
執　行　役　員 羽　入　昭　吉
執　行　役　員 国　光　隆太郎
執　行　役　員 熊　谷　吉　行
※印は取締役兼務者であります。

事業所
本　社 東京都千代田区九段北四丁目3番29号	
技術研究所 栃木県下野市柴272番地
支　店 全国9支店（北海道・東北・関東・東京・中部・関西・中国・四国・九州）
営業所 全国45営業所
出張所 全国11出張所
工　場 全国21工場

株式の状況
発行済株式総数及び株主数
発行可能株式総数 90,000,000株
発行済株式の総数※ 29,098,915株
株主数 3,593名
※自己株式2,587,040株を除く

主な子会社の概要
会社名 資本金（単位：百万円） 主な事業内容

		北海道ニチレキ工事株式会社 40 舗装工事等の請負
		東北ニチレキ工事株式会社 65 舗装工事等の請負
		日瀝道路株式会社 150 舗装工事等の請負
		日レキ特殊工事株式会社 30 舗装工事等の請負
		中部ニチレキ工事株式会社 80 舗装工事等の請負
		近畿ニチレキ工事株式会社 50 舗装工事等の請負
		中国ニチレキ工事株式会社 50 舗装工事等の請負
		四国ニチレキ工事株式会社 17 舗装工事等の請負
		九州ニチレキ工事株式会社 23 舗装工事等の請負
		朝日工業株式会社 50 舗装工事等の請負

所有者別株式分布状況

▶▶会社概要・株式情報（平成24年9月30日現在）│Corporate Data & Stock Information
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株主メモ

（ ）

（お知らせ）
三井住友信託銀行のフリーダイヤルまたはホームページ
●フリーダイヤル　	0120-782-031	
●ホームページ　　	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

事　業　年　度 毎年4月1日から3月31日まで
単 元 株 式 数 1,000株
定 時 株 主 総 会 毎年6月	
期末配当基準日 毎年3月31日	
公　告　方　法 電子公告	
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 所
			郵便物送付先・
			お問い合わせ先

168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
Tel.0120-782-031（フリーダイヤル）

同　取　次　所 三井住友信託銀行株式会社	全国各支店

● 住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について株主様の口座のある
証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別
口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。	

● 未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。	

株主メモ（お知らせ）

http://www.nichireki.co.jp
〒102-8222	東京都千代田区九段北4-3-29
TEL：03-3265-1511		FAX：03-3265-1510

見やすく読みまちがえにくいユニ
バーサルデザインフォントを採用
しています。
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