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種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる
たゆみない努力の積み重ねによって絶えず
新しい仕事を創造していきます。

ニチレキグループは、「道」創りを通して社会に貢献するため、

これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される
「道」創りになくてはならない収益性に優れた企業グループであり続けるとともに、
社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであることを経営理念としております。
この理念を遂行するために、法令を遵守するとともに
環境保全、安全に十分配慮することを基本といたします。

ニチレキグループの企業文化そのものである「種播き精神」と経営理念をあわせて
“企業理念”と位置づけております。

企 業 理 念

◉ 優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
◉ 国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
◉ 顧客から信頼される施工技術

経営理念
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　平素は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（平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで）の株主通信をお届けするに
あたり、ご挨拶申し上げます。
　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や補正予算等によ
り建設需要の持ち直しが見られたものの、受注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。
　当社グループはこのような環境の中で、中期経営計画「チャレンジ 2012」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、当期の連結業績は、売上、利益とも前期を上回ることができました。
　今後の事業環境につきましては、震災復興に加え、平成24年度の大型補正予算など景気
刺激策の影響が見込まれますが、原油および資材価格の変動、為替の動向など、依然とし
て先行きの不透明感が続くことが予想されます。
　このような状況の中、当社グループは新たな中期経営計画『Grow up 2015』を策定し、
この計画に基づいた取り組みを徹底することにより、グループのさらなる成長を目指してま
いります。
　また、企業の社会的責任を果たすため、法令を遵守し、安全
や環境に十分配慮するとともに、コーポレート・ガバナンスを充
実していくこと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２５年６月
代 表 取 締 役 社 長
山 内 幸 夫

株主の皆様へ
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■■ 営業成績
当連結会計年度の業績につきましては、売上高は56,095

百万円（前期比10.8％増）となりました。営業利益は3,255 
百万円（前期比18.7％増）、経常利益は3,397百万円（前期比
15.8％増）、税金等調整前当期純利益は3,374百万円（前期
比8.6％増）となり、税金費用および少数株主利益を差し引い
た後の当期純利益は1,598百万円（前期比22.6％増）となりま
した。

■■ 事業別概況
■ アスファルト応用加工製品事業

アスファルト応用加工製品事業につきましては、自社製品 
および工法の設計・受注活動を推進するとともに、原材料価格
変動への対応に努めた結果、売上高は23,344百万円（前期
比9.9％増）となり、営業利益は3,286百万円（前期比6.3％増）
となりました。
■ 道路舗装事業

道路舗装事業につきましては、信頼される工事を目指し、 

また出来形管理・原価管理の強化を進めた結果、売上高は
32,472百万円（前期比11.5％増）となり、営業利益は1,513
百万円（前期比40.4％増）となりました。
■ その他

その他につきましては、不動産賃貸収入などにより、売上高
は278百万円（前期比2.0％減）となり、営業利益は193百万円

（前期比0.2％増）となりました。

■■ 今年度の取組み
当社グループを取り巻く環境につきましては、公共事業 

は、平成24年度の大型補正予算等により増加が見込まれる
ものの、原油価格の高止まりや円安により、当社製品の主原
材料であるアスファルトおよびその他の資材価格の高騰によ
る収益の圧迫が懸念されるなど、引き続き厳しい事業環境が
予測されます。

このような状況の中、当社グループは新たな中期経営計画
『Grow up 2015』を策定し、この計画の推進によって、グルー
プのさらなる成長を目指してまいります。

■■ 連結財務ハイライト
第65期 第66期 第67期 第68期 第69期

売上高 （百万円） 44,697 49,464 45,653 50,632 56,095

経常利益 （百万円） 1,419 4,733 2,563 2,932 3,397

当期純利益 （百万円） 635 2,335 1,051 1,303 1,598

1株当たり当期純利益 （　円　） 21.58 80.20 36.11 44.80 54.93

総資産 （百万円） 43,846 50,040 47,257 51,292 53.929

純資産 （百万円） 26,208 29,183 29,856 31,537 33,811

自己資本比率 （　％　） 49.1 47.9 51.9 50.1 50.9

１株当たり純資産 （　円　） 738.51 823.64 841.93 882.86 943.99
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中期経営計画(2013年度～2015年度)

『Grow up 2015』
２０１０年度から進めてきた中期経営計画「チャレンジ２０１２」は、業績の向上や企業体質の改善など、多くの成果を

得て終了することができました。
当社グループは、このチャレンジ計画の基本を継承し、さらなる成長を目指すため、２０１３年度を初年度とする３カ 

年の新たな中期経営計画『Grow up 2015』をスタートいたしました。

ニチレキグループは、企業理念（企業文化そのものとなって
いる「種播き精神」と道づくりを通して社会に貢献する「経営理
念」）を基本として、経営計画を遂行していきます。

この基本に則り、中期経営計画『Grow up 2015』では、事業
領域・事業エリア（海外市場を含む）での構造改革による市場の
拡大と、利益重視の事業展開による企業体質の強化を図り、さ
らに次世代を担う人材育成を強化することで強靭なグループ
経営基盤の構築を目指しております。

国内市場等の
成長計画

人事・
マネジメント

計画

強靭な

「グループ経営基盤」
の構築

『Grow up 2015』の重点施策は以下のとおりです。

● 顧客の拡大
・事業領域の拡大
・事業エリアの拡大
　（海外市場を含む）

● グループ経営体制の強靭化
・人材の育成強化　　　・グループ組織体制の最適化
・企業価値の向上

重点施策当社グループの経営目標

中期経営計画の数値目標

▶ 競争力のある製商品・工法の拡販
▶ 魅力ある製品・工法の開発
▶ 調査技術の開発と活用

を推進

2015年度（最終年度）目標

連結売上高 65,000 百万円

連結営業利益 4,200 百万円

連結経常利益 4,200 百万円
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ニチレキは、平成25年5月8日に上海公路橋梁（集団）有限公司との間で上海市におけ
る合弁会社「上海城建日瀝特種瀝青有限公司」設立の契約を締結しました。

　上海市は中国最大の商業都市であり、中国国内に4
市ある直轄市（北京、重慶、天津、上海）の1つです。
当合弁会社は、上海市を中心とした長江デルタ地帯
の道路市場に対し、道路の建設および維持補修に関
する材料の研究開発、製造・販売を行っていきます。

　合弁パートナーの上海公路橋梁（集団）有限公司は、
上海市で重要インフラ整備プロジェクトを手がけて
いる「上海城建（集団）公司」のグループ会社であり、
道路、橋梁、空港、トンネル等の施工会社です。
　合弁契約の調印式には、上海城建（集団）公司の張
総裁も出席し、今回の合弁に対して高い期待を表明
しました。

合弁会社の概要
会 社 名 上海城建日瀝特種瀝青有限公司
資 本 金 4,000万人民元
出 資 比 率 ニチレキ株式会社 50%

上海公路橋梁（集団）有限公司 50%

主 な 事 業
内 容

道路および橋梁舗装に係る材料の
研究開発、製造、販売

合弁契約調印式 ▲

中国上海に合弁会社設立へ
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▲ ロメンキャッチャーＶＰＷ

国道４号における　
低炭素試行工事 ▶

 ▲九州地方整備局
　 表彰工事

　昨年12月に誕生した第2次安倍内閣では、社会資本の老朽
化対策が政策の目玉のひとつにあげられ、平成25年度は「メ
ンテナンス元年」といわれています。道路舗装も他の社会資
本と同様に昭和30年代後半からの高度成長期にその多くが建
設され、老朽化が課題となっています。また、先の東日本大
震災では、道路舗装の重要性が強く再認識されました。
　ニチレキグループは、画像による舗装路面管理を目的とし
たロメンキャッチャーＶＰＷの開発など、道路管理者が使いや
すい技術開発に取り組んでいます。長年培ってきた経験や知
識を“老朽化した社会資本”の管理に活かし、国民の安全・安
心に貢献していきたいと考えています。

社会資本の老朽化対策に活躍する
ロメンキャッチャーVPW

　ニチレキ工事グループは、平成２４年度に国土交通省をはじ
め都道府県市町村で行った工事の中で、１４件の各種優良表
彰を受賞しました。
　国土交通省九州地方整備局では、現道の拡幅工事において
工程管理・安全管理に優れ、短期間に工事を完成させたことが
評価され、優良工事局長表彰と優良工事技術者表彰を受賞し
ました。
　また国土交通省関東地方整備局では、低炭素舗装の試行
工事で材料から施工・調査までの一貫した高い技術力を評
価され、大宮国道事務所より優良工事事務所長表彰を受賞
しました。
　ニチレキグループは、「道」創りを通して社会に貢献するため、
今後もユーザーから信頼される施工技術を開発・提供してい
きます。

優良工事表彰を受賞
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連結損益計算書 （単位：百万円）連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第69期 第68期

資産の部
流動資産 34,963 34,367
固定資産 18,965 16,925
　有形固定資産 11,607 11,176
　無形固定資産 237 240
　投資その他の資産 7,120 5,507
資産合計 53,929 51,292
負債の部
流動負債 15,666 15,373
固定負債 4,451 4,381
負債合計 20,117 19,754
純資産の部
株主資本 26,128 24,825
　資本金 2,919 2,919
　資本剰余金 2,017 2,017
　利益剰余金 22,557 21,250
　自己株式 △1,367 △1,362
その他の包括利益累計額 1,335 869
　その他有価証券評価差額金 1,335 869
少数株主持分 6,347 5,843
純資産合計 33,811 31,537
負債及び純資産合計 53,929 51,292

科目 第69期 第68期

売上高 56,095 50,632
売上原価 46,158 41,417
売上総利益 9,937 9,215
販売費及び一般管理費 6,681 6,471
営業利益 3,255 2,743
営業外収益 155 206
営業外費用 13 16
経常利益 3,397 2,932
特別利益 21 252
特別損失 44 77
税金等調整前当期純利益 3,374 3,107
法人税、住民税及び事業税 1,302 1,012
法人税等調整額 △ 60 289
少数株主損益調整前当期純利益 2,131 1,805
少数株主利益 533 501
当期純利益 1,598 1,303

（単位：百万円）連結キャッシュ･フロー計算書
科目 第69期 第68期

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,626 3,523
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,051 △2,453
財務活動によるキャッシュ・フロー △422 △420
現金及び現金同等物に係る換算差額 8 —
現金及び現金同等物の増減額 △1,839 649
現金及び現金同等物の期首残高 12,613 11,963
現金及び現金同等物の期末残高 10,773 12,613

連結株主資本等変動計算書  （単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額
少数株主

持分
純資産
合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 2,919 2,017 21,250 △1,362 24,825 869 869 5,843 31,537
連結会計年度中の変動額
　剰余金の配当 △291 △291 △291
　当期純利益 1,598 1,598 1,598
　自己株式の取得 △4 △4 △4

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） 466 466 504 970

連結会計年度中の変動額合計 — — 1,307 △4 1,302 466 466 504 2,273
当期末残高 2,919 2,017 22,557 △1,367 26,128 1,335 1,335 6,347 33,811
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貸借対照表 （単位：百万円） 損益計算書 （単位：百万円）

科目 第69期 第68期

資産の部
流動資産 26,116 25,990
固定資産 16,378 14,434
　有形固定資産 9,478 9,085
　無形固定資産 185 188
　投資その他の資産 6,713 5,159
資産合計 42,494 40,424
負債の部
流動負債 15,982 15,328
固定負債 2,070 2,047
負債合計 18,052 17,375
純資産の部
株主資本 23,107 22,179
　資本金 2,919 2,919
　資本剰余金 2,017 2,017
　利益剰余金 19,031 18,099
　自己株式 △861 △857
評価・換算差額等 1,334 869
　その他有価証券評価差額金 1,334 869
純資産合計 24,441 23,049
負債及び純資産合計 42,494 40,424

科目 第69期 第68期

売上高 33,005 30,127

売上原価 26,566 24,084

売上総利益 6,439 6,043

販売費及び一般管理費 4,526 4,387

営業利益 1,923 1,656

営業外収益 128 109

営業外費用 13 16

経常利益 2,027 1,749

特別利益 0 53

特別損失 36 69

税引前当期純利益 1,991 1,733

法人税、住民税及び事業税 798 612

法人税等調整額 △29 189

当期純利益 1,222 931

株主資本等変動計算書  （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・
換算差額
等合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 2,919 2,017 729 119 13,100 4,149 18,099 △857 22,179 869 869 23,049
事業年度中の変動額
　剰余金の配当 △291 △291 △291 △291
　当期純利益 1,222 1,222 1,222 1,222
　自己株式の取得 △4 △4 △4

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 465 465 465

事業年度中の変動額合計 — — — — — 931 931 △4 927 465 465 1,392
当期末残高 2,919 2,017 729 119 13,100 5,081 19,031 △861 23,107 1,334 1,334 24,441
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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

会社の概要（平成25年3月31日現在）

事業所（平成25年3月31日現在）

主な子会社の概要（平成25年3月31日現在）

取締役・監査役一覧（平成25年6月27日現在）

執行役員一覧（平成25年6月27日現在）

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 708名（連結）、355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

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
取 　 締 　 役 小　幡　　　学
取 　 締 　 役 羽　入　昭　吉
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 社 長  ※ 山　内　幸　夫
執行役員副社長 ※ 工　藤　俊　二
専 務 執 行 役 員  ※ 高　橋　保　守
常 務 執 行 役 員  ※ 住　谷　義　治
常 務 執 行 役 員  ※ 川　口　裕　司
常 務 執 行 役 員  ※ 小　幡　　　学
上 席 執 行 役 員  ※ 羽　入　昭　吉
上 席 執 行 役 員 坂　井　　　勇
上 席 執 行 役 員 江　里　勝　美
上 席 執 行 役 員 野　村　敏　明
上 席 執 行 役 員 根　本　清　一
執　行　役　員 国　光　隆太郎
執　行　役　員 熊　谷　吉　行
執　行　役　員 寺　田　　　実

※印は取締役兼務者であります。

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
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●大株主

個人その他
34.7%

金融
30.3%

外国人等
8.9%

自己株式
8.2%

その他
国内法人
17.1%

金融商品
取引業者
0.8%

　■ 金融 ･･････････････････････ 959万株
　■ 金融商品取引業者 ･･････････ 26万株
　■ その他国内法人 ････････････ 540万株
　■ 外国人等 ･･････････････････ 282万株
　■ 個人その他 ････････････････ 1,099万株
　■ 自己株式 ･･････････････････ 259万株

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

ニチレキ取引先持株会 1,397 4.80
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 1,274 4.38
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,143 3.93
ニチレキ従業員持株会 1,135 3.90
㈱みずほコーポレート銀行 1,108 3.81
三井住友信託銀行㈱ 1,100 3.78
日本生命保険（相） 890 3.06

（公財）池田20世紀美術館 630 2.17
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 618 2.12
㈱三菱東京UFJ銀行 529 1.82

（注） 1.当社は自己株式2,592,409株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
 2.持株比率は自己株式（2,592,409株）を控除して計算しております。

●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※ 29,093,546株
株主数 3,257名
※自己株式 2,592,409株を除く

株式の状況（平成25年3月31日現在） 所有者別株式分布状況（平成25年3月31日現在）

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）

株価（円）

500
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400

600

750
700
650

550

350

250
300

200

平成24年
10月11月12月4月 5月 6月 1月 2月 3月7月 8月 9月

平成25年

●株価の推移
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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

ホームページでは、当社の製品・サービス情報をはじめ企業活動全般の情報や、
株主・投資家の皆様向けの情報として、決算発表資料等を適時掲載してお
ります。

ホームページ

● 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し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）

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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