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Ⅰ.会社概要



1. 会社概要

会社名 株式会社ケー・エフ・シー KFC，Ltd.

本社 大阪市北区西天満3丁目2番17号

設立 1965年3月4日

事業内容

•あと施工アンカー等建設用ファスナー類及び付属品の販売・施工
• ロックボルト・防水シート等トンネル掘削用資材の販売
•道路・トンネルをはじめとした環境・安全施設工事及び耐震関連工事の設計・施工

代表者 代表取締役社長 髙田 俊太

売上高 23,497百万円 （連結/2017年3月期）

経常利益 2,775百万円 （連結/2017年3月期）

親会社に帰属する
当期純利益

1,869百万円 （連結/2017年3月期）

資本金 565百万円 （連結/2017年3月期末）

従業員数 263名 （連結/2017年3月期末）

証券コード 3420 東証第二部
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2. 企業理念
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一、私たちは信用を重んじ、社会の発展と豊かな環境づくりに貢献します。

一、私たちは時代のニーズに対応し、常に変貌する企業を目指します。

一、私たちは社員相互の信頼のもと、人材を育成し、希望に満ちた企業を創造します。

一、私たちは常に学ぶ姿勢を持ち、自己と企業の進歩、改善を目指します。



3.事業内容・当社の特徴

時代のニーズに先進技術で応え続けて半世紀

建設用アンカーのパイオニア

①建築土木用アンカー製品及びロックボルト等トンネル掘削資材の販売から道路・トンネルの環境・安全施設工事、リニューアル

工事、耐震関連工事をトータルにサポートします。

②お客様のニーズに対応した技術提案営業を推進しております。

③現場からのフィードバックにより、さらに安全性と機能性を追求した新たな製品と新工法の開発に取り組んでおります。

設計・技術開発 現場施工

 埼玉県加須市に全事業部門を横断的に統一した技術部門である技術
研究所を設置

 それぞれの事業部からフィードバックされる情報・アイデアをもとに、新た
な製品、技術、工法を開発するとともに、既存技術の異業種、他分野の
適応などについても研究を実施
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4.沿革
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大証・東証統合に

伴い東証2部上場

2013

大証2部上場

1997

万国博覧会 青函トンネル

関越自動車道最高裁判所

恵那山トンネル

関西国際空港東北新幹線

瀬戸大橋

リニアモーターカー実験線

1965
大阪市に株式会社チューガイ設立
建設ファスナー株式会社に名称変更

1970
レジン化学工業株式会社
（現アールシーアイ株式会
社・連結子会社）を設立

1976
オーストリアGDアンカー社
との提携によりNATMを
日本で初めて導入

1986
株式会社ケー・エフ・シー
に社名変更

1999
関東流通センターを
埼玉県加須市に新築移転・
技術研究所を設置

2012
中国河北省唐山市に50％
出資の唐山日翔建材科技
有限公司設立

2015
設立50周年

1969
土木資材事業部創設

1971
建設事業部創設



5. 拠点網
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仙台

静岡

福岡
唐山日翔建材科技有限公司設立 広島

名古屋

岡山

横浜

加須

東京本社本店

㈱アールシーアイ

国内14拠点（本店1・本社1・営業所8拠点、流通センター2拠点、技術研究所2拠点）、関係会社1社

海外関係会社1社

本社・本店

営業所

流通センター・技術研究所

関係会社

大阪本店
加須流通センター・技術研究所

東京本社

富田林



売上構成
（連結：2017年3月期 234億円）

6. 事業構成
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国内におけるあと施工アンカーボルトのパイオニアとして業界を牽引

 NATM工法に不可欠なロックボルトや遮水シートなどトンネル資材に強み、全国シェア60％超

道路、構造・建築物耐震補強や、安全施設工事、環境設備工事においても強み

建設事業

 トンネル内装、耐火工事及び遮音壁設
置工事等の環境設備工事の設計・施工

防護柵設置工事及び落下防止工事等
安全施設工事の設計・施工

 トンネル補強工事及びビル外壁補修工
事等リフレッシュ工事の設計・施工

 トンネル内照明及び防災等設備工事並
びに橋梁部設備関連工事の設計・施工

道路及び鉄道橋脚等の耐震関連工事
の設計・施工

建築物等の耐震関連工事の設計・施工

ファスナー

各種あと施工アンカー類の販売・施工

鋼材・各種金物の製作・販売

耐震関連資材の販売

ポリニットロープ等止水材及びドリル電
動工具類の販売

土木資材

 ロックボルト等トンネル用支保材料の
販売

 ドライモルタル等ロックボルト用定着材
の販売

 トンネル用防水シート及び付属品並び
に溶着機等施工機械の販売

ウレタン注入剤等トンネル用岩盤固結
剤及び注入機等施工機械の販売並び
にレンタル

遮水シート、防水シートの輸入販売、設
計、施工

土木資材事業
34.9％

建設事業
31.7％

ファスナー事業
33.4％

商品売上
10.1％

完成工事
23.3％

商品売上
34.9％

商品売上
2.1％

完成工事
29.6％



Ⅱ.決算概要・業績予想



1. 経営成績の概況 売上高・利益推移

売上高
（百万円）

土木耐震工事の受注の増加、公共投資の堅調から、2017年3月期まで増収増益基調を維持

経常利益
（百万円）
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経常利益率売上高

経常利益
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①決算概要総括
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2. 2017年3月期決算実績

業界環境

企業収益の改善から民間設備投資は緩やかな増加傾向にあるとともに、公共投資は底堅く推移しているものの、建設材料費の上
昇によるコスト増加や、業界における慢性的な人手不足など、リスクの内在する事業環境が継続

売上面

各事業において前年の受注の反動を受け減収

利益面

ファスナー事業の落ち込みを土木資材事業がカバーし横ばい

23,497百万円

△1,564百万円

△6.2％

前期比

連結売上高 ファスナー 7,837百万円
△550百万円

△6.6％

 耐震関連商品・工事、せん断補強RMA工法関連売上
は堅調に推移

 「あと施工アンカー」等建設資材販売は減少

土木資材 8,211百万円
△437百万円

△5.1％

 西日本地区の「トンネル補助工法」関連売上は堅調

 東日本地区のトンネル進捗が前年比落ち込み

建設 7,448百万円
△575百万円

△7.2％

 トンネル設備・リニューアル工事分野は堅調な受注

 大型元請物件の着工遅れ

2,775百万円

△5百万円

△0.2 ％

前期比

連結経常利益 ファスナー 1,384百万円
△105百万円

△7.1％
 売上高減少に伴う

土木資材 571百万円
+114百万円

+25.1％
 粗利益率が2.3P上昇

建設 820百万円
△145百万円

△1.7％
 粗利益率が1.0P上昇



②損益計算書（P/L）（連結）
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実績 実績

コメント
2016年3月期 2017年3月期

金額 構成比 金額 構成比
前期比

増減額 増減率

売上高 25,062 100.0 23,497 100.0 △1,564 △6.2
 建築市場の縮小による金属系/接着系アンカーの減少

 トンネル進捗落ち込み

売上総利益 7,668 30.6 7,615 32.4 △52 △0.7
 土木資材の鋼材原価低減、物件契約単価値上げ

 大型工事案件による利益押し上げ

販売費及び
一般管理費

4,880 19.5 4,855 20.7 △25 △0.5

営業利益 2,787 11.1 2,760 11.7 △27 △1.0

経常利益 2,781 11.1 2,775 11.8 △5 △0.2
 借入金削減による支払利息・手数料減23

(当期43 前期66）

親会社株主に
帰属する当期純利益

1,493 6.0 1,869 8.0 376 25.2  2016/3期固定資産売却損▲502

（単位：百万円、％）

減価償却費 220 ― 244 ― 24 10.9

設備投資額 147 ― 183 ― 36 24.4

2. 2017年3月期決算実績



③セグメント別売上高・営業利益（連結）
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（単位：百万円、％）

実績 実績

コメント
2016年3月期 2017年3月期

金額 構成比 金額 構成比
前期比

増減額 増減率

売上高 25,062 100.0 23,497 100.0 △1,564 △6.2

ファスナー 8,388 33.5 7,837 33.4 △550 △6.6  建築市場の縮小による金属系/接着系アンカーの減少

土木資材 8,649 34.5 8,211 34.9 △437 △5.1
 東日本復興道路、北海道新幹線、新東名高速道路
工事着工遅れ

建設 8,024 32.0 7,448 31.7 △575 △7.2
 大型物件 恵那山TN設備工事の終了

 小中学校高耐震化率アップに伴う建築耐震市場縮小

経常利益 2,781 100.0 2,775 100.0 △5 △0.2

ファスナー 1,490 53.5 1,384 49.8 △105 △7.1

土木資材 456 16.4 571 20.5 114 25.1
 北の峰ＴＮ、箕面ＴＮの特殊シート大型物件獲得による
利益増

建設 834 30.0 820 29.7 △14 △1.7

2. 2017年3月期決算実績



④受注の状況
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期首繰越
工事高

期中受注
工事高

計
期中完成工事高 期末繰越工事高 期中

施工高官公庁 民間 合計 手持工事高 施工高 施工比率

2016年
3月期

環境工事 716 449 1,165 949 21 970 195 22 11.5 983

リニューアル工事 2,032 2,874 4,907 3,190 76 3,267 1,640 1 0.1 3,259

トンネル及びその
他の設備関連工事

812 1,983 2,795 1,986 373 2,359 435 1 0.4 2,289

耐震関連工事 2,567 6,098 8,665 5,111 1,192 6,303 2,361 67 2.9 6,334

その他の工事 13 655 668 152 395 547 121 31 25.6 576

計 6,142 12,061 18,203 11,390 2,058 13,449 4,754 123 2.6 13,443

2017年
3月期

環境工事 195 3,029 3,224 767 25 793 2,430 0 0.0 770

リニューアル工事 1,640 2,552 4,193 3,417 87 3,504 689 3 0.5 3,506

トンネル及びその
他の設備関連工事

435 1,953 2,389 1,620 178 1,798 590 3 0.5 1,800

耐震関連工事 2,361 5,273 7,635 4,548 1,434 5,983 1,652 43 2.6 5,959

その他の工事 121 251 372 52 294 347 24 3 14.3 320

計 4,754 13,060 17,814 10,406 2,020 12,427 5,387 54 1.0 12,357

（単位：百万円、％）

2. 2017年3月期決算実績



⑤セグメント毎実績
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＜主要施工実績＞
• 中央自動車道笹子トンネルＰＣ板端部他撤去作業
• 長崎自動車道日岳トンネル覆工補強工事
• 恵那山トンネル他２トンネル照明設備工事
• 小田原厚木道路弁天山他１トンネル内装板更新工事

＜主要施工実績＞
• 国土交通省荒川下流河川事務所 三領水門耐震補強
• 守口市下水道大枝ポンプ場耐震補強その１
• 神奈川県広域水道企業団 小雀調整池耐震補強
• 福山市立大門中学校校舎耐震補強
• 久留米市中央浄化センター耐震補強

＜主要納品実績＞
• 国土交通省 宮崎河川国道事務所 芳ノ元トンネル
• 国土交通省 中国地整事務所 鳥取西道路気高第1トンネル西
• 国土交通省 東北地整事務所 塩手山トンネル
• 国土交通省 北陸地整事務所 神谷内トンネル
• ＮＥＸＣＯ西日本 新名神高速道路 箕面トンネル

 耐震関連商品・工事、せん断補強RMA工法関連売上は堅調に推移

 「あと施工アンカー」等建設資材販売は減少

− 建築市場縮小による一般建築用/有機系接着用アンカーの減少

− 鉄筋、鋼材需要の減少。鉄道関係一般メンテナンス材の減少

− 公共建築耐震補強市場縮小による接着系アンカーの価格低下

 西日本地区の「トンネル補助工法」関連売上は堅調

 東日本地区のトンネル進捗が前年比落ち込み

− 東日本復興道路、北海道新幹線、新東名高速道路工事着工遅れ

 トンネル設備・リニューアル工事分野は堅調な受注

 大型元請物件の着工遅れ

− 新名神遮音壁工事遅れ

ファスナー

土木資材

建設

2. 2017年3月期決算実績



⑥貸借対照表（B/S）（連結）

2016年3月期 2017年3月期 増減額 コメント

流動資産 13,504 13,800 296

現金及び預金 1,692 2,877 1,185  大型元請工事の請求回収完了による現金預金増加

受取手形及び売掛金 4,305 5,115 810  2016/3期は運転資金調達のため債権流動化を実施

完成工事未収入金 4,178 2,283 △1,894  2016/3期は大型元請工事(恵那山TNほか)稼働

その他流動資産 3,328 3,522 194  大型元請工事(笹子TNほか)完成し、未成工事支出金が減少

固定資産 6,704 6,861 157

有形固定資産 4,884 4,765 △118

無形固定資産 50 28 △21

投資その他の資産 1,770 2,067 297  保有株式株価上昇/運用商品の購入

資産合計 20,221 20,669 447

負債合計 10,441 9,114 △1,327
 借入金減少

 土木資材関連取引及び大型元請工事（笹子TN）完了による債務減少

（借入金残高） 2,609 1,854 △755  長期借入金を削減

純資産合計 9,779 11,554 1,774

負債純資産合計 20,221 20,669 447
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（単位：百万円）

2. 2017年3月期決算実績



⑦キャッシュ・フロー計算書（連結）
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2016年3月期 2017年3月期 増減額 コメント

営業活動による
キャッシュ・フロー

△517 3,395 3,912
 前期から続く大型工事終了に伴う未成工事支出金(笹子TN)の減少

 大型工事物件の債権回収により現金預金増加

投資活動による
キャッシュ・フロー

728 △391 △1,120
 2016/3期土地売却による収入

 2017/3期運用商品(投資有価証券・有価証券)購入

財務活動による
キャッシュ・フロー

△1,097 △1,017 79  借入金の削減に伴う支出減少

現金及び現金同等物に
係る換算差額

0 0 0

現金及び現金同等物の
増減額

△885 1,985 2,870  大型工事物件の債権回収により現金預金増（恵那山TN・笹子TN）

現金及び現金同等物の
期首残高

2,577 1,692 △885
 前期より続く大型元請工事の稼働に伴う支払により、現金預金が
減少

現金及び現金同等物の
四半期末残高

1,692 3,677 1,985
 大型工事物件の債権回収により現金預金増（恵那山TN・笹子TN）

 大型工事物件の稼働延期に伴う工事関連支払減、現金預金増

（単位：百万円）

2. 2017年3月期決算実績



①業績予想のポイント

3. 2018年3月期業績予想
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売上面

金属アンカーを中心とした販売力強化と耐震関連工事の増加のほか、前期着工遅れの元受工事の完工により増収

利益面

価格競争激化に伴う利益率の低下、鋼材価格の上昇、労務単価上昇による減益

25,000百万円

+1,503百万円

+6.4％

前期比

連結売上高
ファスナー 8,400百万円

＋563百万円

+7.2％

 金属アンカーを中心とした販売力強化及び
耐震関連工事の増加

土木資材 8,000百万円
△221百万円

△2.6％
 東日本地区は増加、西日本地区が減少

建設 8,600百万円
+1,151百万円

+15.5％
 前期着工遅れの元請工事の完工

2,200百万円

△575百万円

△20.7％

前期比

連結経常利益
ファスナー 1,180百万円

△204百万円

△14.7％
 価格競争激化に伴う利益率低下

土木資材 430百万円
△141百万円

△24.7％

 鋼材価格上昇、価格競争激化に伴う利益率
低下

建設 590百万円
△230百万円

△28.0％
 労務単価上昇に伴うコストアップ



②損益計算書（P/L）業績予想（連結）

実績 業績予想

コメント
2017年3月期 2018年3月期

金額 構成比 金額 構成比
前期比

増減額 増減率

売上高 23,497 100.0 25,000 100.0 1,503 6.4

 土木関連安全対策アンカーの増販

 土木耐震工事ＲＭＡ、民間建築耐震化の需要拡大

 新名神遮音壁工事の工事再開

売上総利益 7,615 32.4 7,250 29.0 △365 △4.8
 土木資材大型物件に監視競合他社の価格競争激化

 笹子トンネル等大型工事の終了

販売費及び
一般管理費

4,855 20.7 5,070 20.3 215 4.4  人員逼迫等による人件費増

営業利益 2,760 11.7 2,180 8.7 △580 △21.0

経常利益 2,775 11.8 2,200 8.8 △575 △20.7

親会社株主に
帰属する当期純利益

1,869 8.0 1,500 6.0 △369 △19.7

（単位：百万円、％）

3. 2018年3月期業績予想
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減価償却費 244 - 225 - △19 △7.7

設備投資額 183 - 200 - 17 9.2



③セグメント別売上高・営業利益（連結）

3. 2018年3月期業績予想
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実績 業績予想

コメント
2017年3月期 2018年3月期

金額 構成比 金額 構成比
前期比

増減額 増減率

売上高 23,497 100.0 25,000 100.0 1,503 6.4

ファスナー 7,837 33.4 8,400 33.6 563 7.2
 土木関連安全対策アンカーの増販

 土木耐震工事ＲＭＡ、民間建築耐震化の需要拡大

土木資材 8,211 34.9 8,000 32.0 △211 △2.6
 北の峰ＴＮ、箕面ＴＮの特殊シート大型物件の終了

 リニアの一部着工遅れ、新名神関連物件の終了

建設 7,488 31.9 8,600 34.4 1,151 15.5
 新名神遮音壁工事の工事再開

 前期着工遅れの元請工事の完工

（単位：百万円、％）

経常利益 2,775 100.0 2,200 100.0 △575 △20.7

ファスナー 1,384 49.8 1,180 53.6 △204 △14.7
 建築市場縮小による価格競争の激化を要因とする市場
価格の低下

土木資材 571 20.5 430 19.5 △141 △24.7  鋼材価格上昇、価格競争激化に伴う利益率低下

建設 820 29.7 590 26.8 △230 △28.0  労務単価上昇に伴うコストアップ



④セグメント毎業績予想ポイント

3. 2018年3月期業績予想
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ファスナー事業部

 金属系アンカー建築需要の減少（業界全体）

 性能型アンカー（緩み止め、フェールセーフ）の需要拡大

 土木地下構造物耐震せん断補工事強需要拡大（自社工法ＲＭＡ）

 建築物耐震工事の民間需要拡大

土木資材事業部

 大型物件を背景とした価格競争の激化、鋼材値上がりの懸念

 大型物件の本格稼働（リニア中央新幹線、北海道・北陸・九州整備新幹線他）

 ロックボルトの補修事業分野への用途拡大

 環境対策重金属対策シートの需要拡大

建設事業部

 新名神高速道路工期延長による繰り越し工事の増加

 全国的なインフラ補修工事の発注本格化

 高速道路特定更新事業の発注本格化

 都市部でのトンネル天井耐火板工事の需要拡大

 業界全体としての施工管理者不足（資格取得の社内支援で対応）

（連結子会社アールシーアイ）

 西日本エリアを中心とした鉄道橋脚一面耐震補強の需要増加



4. 株主還元・配当方針
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配当性向推移

数年前の建設業不振を背景に当社は有利子負債の圧縮と土木耐震、リニューアル工事など成長事業への開発投資を優先的に行ってきまし
た。安定的配当の継続を念頭に更なる財務体質の強化、研究開発投資の促進、高度人材の獲得と若年層育成などの成長戦略を描き、緩や
かながら将来的な配当性向を30％を目標としています

（円）

11.0

25.0

30.0

40.0 40.0

（予想）

25.3%

15.0% 14.8%
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19.6%
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Ⅲ.当社事業の特徴



①あと施工アンカー
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 昭和３０年代後半、海外品が主流だったあと施工アンカー分野において、自社開発技術により国産化を成功し、

以降「あと施工アンカー」のパイオニアとしての高い技術力製品は多くのインフラ工事に採用

ドリルに印を付けそ
の長さで穴を空ける

孔内の清掃実施

専用の打ち込み棒で打設→
アンカーの裾が広がり固定

アンカーボルトを挿入

取り付ける器具等を
ボルトで固定

1 母材穿孔 2 孔内清掃 3 挿入

4 打設 5 取付け

あと施工アンカーについて あと施工アンカーの施工手順（金属系）

 「あと施工アンカー」＝固まっているコンクリートにドリルで孔を空け
コンクリートアンカーを打設して、構造物を定着させるのに使用

金属系アンカー 接着系アンカー

主に金属の拡張部が開き、
孔壁に機械的に固着する

カプセルなどの定着材を硬化
させボルトなどを物理的に固着

1.ファスナー事業



②高機能製品群

 耐震補強工事関連の新製品開発にも積極的に取り組み、各種建築・土木構造物に合わせた製品・工法を提供

 国内工事に必要不可欠な各分野において土木では国内トップシェア

 耐久性、安全性など高度な技術が求められる高付加価値製品の分野において高い技術

施工・維持管理コストの削減

— ワイヤー連結部と本体の一体成型

めねじ（本体打ち込み式）アンカーとしては世界初のゆるみ止め機
能を有したＫロックアンカー

→鉄道道路等の常時振動している場所

無機質特殊セメントモルタル

施工性・耐火性・安全性・環境性・経済性に優れた接着系アンカー

無機系接着アンカー分野 二重落下防止安全対策分野

落下防止機能
—ゆるみ発生時でもアンカーネジ部に施した段落ち部でナットが停止

フェールセーフアンカー分野 ゆるみ止め機能付めねじアンカー分野

1.ファスナー事業
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2. 土木資材事業

掘削したトンネルにコンクリートを吹き付け
トンネルを安定化させる

 1975年に軟弱地盤の上越新幹線・中山トンネルにて初めて当社
が導入したNATM工法を日本で初めて採用、以来40年に亘り同
工法での技術を先導

NATM工法の工事手順

NATM工法とは

 トンネル工事におけるロックボルトでは全国No1.60％超のシェア

日本に初めてトンネル掘削工法NATM（新オーストリアトンネル工法）を紹介、以降常に業界のトップランナーとして

日本のトンネル技術を牽引、リニア中央新幹線実験線においても中核技術を担う

ロックボルトの国内シェアNo.1

 トンネル工事に欠かせないロックボルトでは60％超の圧倒的シェ
ア、山岳部を貫くリニア中央新幹線実験線にも採用

非排水型トンネル用防水シートのシェア80％

大型トンネルで採用が拡がる非排水型トンネルにおける施工難度
が高い工法に対応

掘削・ずりだし1 吹き付け→ロックボルト2

防水シート施工3 覆工コンクリート4

ロックボルトを山に突き刺し地山を内部か
ら補強する

山の水がトンネルに入らないように防水
シートを張る→山から出た水は防水シート
の裏側を通り、両端に設置した排水管を
通って外に排出される

セントルと呼ばれる半円形の型枠を使って
最後のコンクリートの壁を作る
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 我が国初めてのトンネル内装工事や天井板耐火、防音壁工事に携わ
り業界のパイオニアとしての技術開発により業界をリード

3. 建設事業

トンネル内付帯工事/変状対策工事

技術により国内のインフラ整備をサポート

耐震補強工事に数多くの実績、近年ではトンネル施工の実績を生かしインフラ修繕工事のマーケットに注力

構造物修繕工事/予防保全工事

 新設工事からトンネルに携わってきた長年の実績により、トンネルを知
り尽くした開発力が持つ補修技術を活用

遮音壁設置 建築物・構造物耐震補強工事

27



Ⅳ.経営戦略
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１. 建設・資材業界の現状

 あと施工アンカー市場は２年連続で縮小

− 一般建築物での先付けアンカー浸透による建築市場の減少

− 耐震化工事は小・中学校校舎は全国的にほぼ整備、民間
耐震化は過渡期

 機能的製品（改修・耐震補強製品、環境対策製品）の需要高まり

− 笹子トンネル天井板落下事故以降の安全対策製品

 オリンピック特需への期待

− スタンド新築、改修工事などの特需的要素

 道路トンネル市場は縮小傾向な一方で、鉄道トンネル市場は拡大

− 鉄道トンネル：北海道、北陸、九州の3つの整備新幹線、リニア中
央新幹線

− 道路トンネル：新東名、中部横断道、阪和及び湯浅御坊自動車
道（4車線化）、三陸沿岸道

 価格競争の激化～物件の大型化

 鋼材価格上昇への懸念

 直近３ヶ年の公共事業費当初予算は約６兆円で推移

 新設事業は減少

 維持修繕工事の市場拡大期待

− 道路橋、トンネル、河川管理施設（水門等などのインフラ老朽
化が進行

− 元請完成工事における維持修繕工事高の割合が約３割を占
めるまでに上昇

あと施工アンカーの市場動向 トンネル用資材の市場動向

道路・橋梁・構造物工事の競争環境

あと施工アンカー生産金額推移

（出所）（一社）日本建築あと施工アンカー協会データより当社作成

国内トンネル工事請負額推移

（出所）（一社）日本トンネル技術協会データより当社作成

 コスト圧迫要因

− 人員不足による労務費の上昇

− 資材価格の上昇の懸念

 その他の建設業界の共通課題

− 入職者数の減少

− 技術者の高齢化

− 施工管理者不足

（億円）

（億円）
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2. 成長戦略概要

30

コンプライアンス促進持続的成長の実現

財務体質の強化本業の再強化

「量」から「質」への転換

 品質とコストダウンを両立させるため、購買
部を中心に全社集中購買体制を強化

 選別受注による収益性・利益率を向上

戦略的資本政策の構築

 収益基盤強化と事業効率化により、将来
にわたる安定的なキャッシュフローを創出

 持続的成長を確保するために経営資源の
適正配分と有利子負債の削減

上場会社としての責務

 変化する社会情勢に迅速・適格に対応す
るためスリムな経営を行う

 上場会社としての責務である法令をはじめ
とした諸ルールを順守する体制の構築

原点回帰：技術力によって社会貢献を果たす

 ユーザー・施主のニーズに対応した技術
提案型営業を強化

 各現場からの意見を取り入れた新商品・
新工法の普及及び既存商品・工法の更なる
改良

経営目標

経常利益率

5％以上

1

2

3

4



①ファスナー事業
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3. 成長戦略トピックス

構造物せん断補強工法「RMA」の深化

 構造物・構築物インフラ老朽化に対応し、建設技術審査証明の適用範囲を拡大した「RMA」の展開

 あと施工アンカー市場の縮小に対応し、機能性商品での高付加価値化と補修市場の開拓

安全対策製品の開発

構築物・構造物インフラの老朽化に対応し、連続壁の内空断面を
侵さず補強が可能な工法“構造物せん断補強工法「RMA」”を
展開

市場は拡大傾向にあるものの、受注競争激化が見込まれ、当社
の保有技術を生かした建設技術審査証明の適用範囲を拡大し差
別化

緩み止め機能、フェールセーフ機能など製品の開発・改良、施工
性・確実性・長期耐久性に着目した研究とともに、アンカー点検診
断機器の開発を進展

（一財）土木研究センター
建設技術審査証明取得

ホーク・タイワイヤーアンカーZ

 ホーク・タイワイヤーアンカーZをコンクリートに固着、ワイヤーを接続し
た落下対策による安全対策を強化

アンカーチェッカー

 超音波により、アンカーの樹脂量、固着不足を非破壊検査により判定



②土木資材
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ロックボルトの再強化

 トンネル掘削分野における総合的な提案力を生かした市場シェア
拡大

– 湧水、軟弱な地盤などの現場条件下に対応した業界随一の
ロックボルトの商品バリエーション

– 地山解析技術を含む掘削補助工法

3. 成長戦略トピックス

山岳トンネル向けのロックボルト、各種補助工法、防水シートの改良開発を、プロジェクトでの対応を中心に継続

トンネル補修事業でのロックボルト用途拡大

特殊シートの拡販

土壌汚染への対応

– トンネル掘削等の建設工事において、天然の状態で有害元素
を高濃度で含む地質体が出現するケース

– 環境省の指導より土壌の汚染対策が必須、トンネルずり重金
属対策シート（仮置き場用）として取り組み

ロックボルト鋼管膨脹技術を
生かしたガードレール支柱補強

トンネルずり重金属対策シート



③建設事業
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3. 成長戦略トピックス

補修事業の強化

 トンネル補修市場は年々拡大の一方業界全体として高齢者の定
年退職による施工力不足が深刻化

– 数十年の新設トンネル関連工事で得た技術・管理ノウハウを
ベースに施工協力業者の補修事業への進出、人員採用支援

– 協力業者含む国家資格取得社内支援制度を設け、施工管理
者の育成と元請・下請工事、材料販売を含め受注体制の充実
化、品質向上を図る

– トンネル長寿命化NO.1企業へ

新設トンネル関連工事で培ってきた保有技術を生かしトンネル補修事業を推進、耐震補強からインフラ補修関連へ

土木関連事業で得た膨大な計測データとノウハウを他業態のIoT技術開発に応用適応

IoTへの取り組み

【凍結防止剤散布量最適化システム開発】

効率的な雪氷対策の立案システムをソフト会社と共同開発

– センサーを搭載した雪氷巡回車両から得た路面温度/塩分濃度
情報をクラウドに収集・解析

– 計測と同時にリアルタイムで最適化した散布箇所と散布量を作
業車に可視化して伝達

– 蓄積される計測データを人口知能（AI）によって凍結予測

融雪目的の塩散布量の最適化
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④国内インフラ関連工事の状況

新名神高速道路
二郎地区遮音壁工事
平田地区遮音壁工事熊本国道５７号災害復旧

二重峠トンネル

リニア中央新幹線

東北自動車道
十和田管内トンネル補修工事

長崎自動車道
日岳トンネル覆工補強工事

北海道新幹線

北陸新幹線

九州新幹線

新東名高速道路（厚木～御殿場）

仙台市水道局寺岡配水所
耐震補強工事

横浜市建築局
日産スタジアムフィールド床補強工事

岡山市立小学校
校舎耐震改修工事

東京都江東治水隅田川
千住大橋上流左岸防潮堤その３

 ファスナー事業は耐震改修・ＲＭＡ補強工事中心に推進

土木資材事業は新幹線・主要高速道路へのトンネル工事を中心に資材を提供

建設事業は高速道路のトンネル補修・補強工事も中心に注力

土木資材事業部

ファスナー事業部

建設事業部

3.成長戦略トピックス



⑤海外市場への取り組み
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 国内のファスナー需要、ロックボルト需要に対する安定供給元の
確保のため、2013年9月に中国唐山市に50％出資の現地法人
を設立（非持分法適用：配当受け取りなし）

 2015年12月期に黒字転換、今後は巨大な中国市場の開拓が
課題

3.成長戦略トピックス

1996年 ミャンマー モンダム 水力発電所（ロックボルト）

1997年 ベトナム ハム・チュアン水力発電所（補助工法資材）

2010年 アルジェリア 東西高速道路トンネル（補助工法資材）

2012年 マレーシア パパン導水路トンネル（補助工法資材）

2015年 香港 香港地下鉄（補助工法資材）

本邦ゼネコンの海外進出に伴い、トンネル資材を工事現場に
供給

今後新興国インフラ投資拡大を見込み需要拡大も見込み調査を
継続

中華人民共和国河北省唐山市

 新工場竣工：2013年9月
 面積：延床 第一工場750㎡

第二工場900㎡
 投資総額：45百万円
 従業員：10人

（2017/3現在）

中国 唐山日翔建材科技有限公司設立 海外インフラ市場進出への取り組み

中国河北省唐山市に主に国内で使用する高機能ロックボルトの生産拠点として2013年9月に現地法人を設立

本邦ゼネコンの海外プロジェクトに参画、トンネル資材を海外トンネル掘削に提供



⑥研究開発への取り組み～加須技術研究所
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 セメント系材料を使用する大規模実験に対応した排水処理能力
を備えた11m(W)×17m（L）×10m（H)の屋内実験ヤード

 長尺材料20m程度の取扱ができ、実大規模でロックボルトやトン
ネル補助工法材料、RMA工法等の施工実験、性能評価が可能

 1000kN/mの反力壁・反力床を設備

 発注者、ゼネコン各社との共同実験や依頼試験を実施

3.成長戦略トピックス

 アムスラー（万能試験機）

– 最大荷重1000kNの引張・圧縮・曲げ・せん断試験に対応

 オートグラフ（精密万能試験機）

– 最大荷重10kNの引張・圧縮・曲げ・せん断試験に対応

– ストローク～1000mm・‐35℃～250℃の恒温槽付帯

 大型・中型・小型恒温恒湿槽

屋内実験ヤードにおける開発実験 アムスラー・オートグラフ・各種恒温恒温槽（基本設備）

 あと施工アンカー、耐震補強工法、ロックボルト、トンネル補助工法等の開発に欠かせない大規模実験設備

安全性が問われる製品群の様々な試験に対応し、実大規模で正確な試験データを収集して性能・品質を評価

模擬トンネルにおける開発実験・試験施工

 高さ5.5m（r=2.5m）×長さ5mの模擬トンネル

 製品開発・試験施工・暴露試験等を実施

 施工担当者の実現場を想定した教育研修にも活用



地域貢献

十和田管内トンネル補修工事をご縁に地元卓球クラブへの卓球
ボール1200球を贈呈

青少年の育成を目的に、少年硬式野球リトルリーグで社員が指導
にあたり運営支援

4. 環境・社会への取り組み
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環境対応製品／施工

土木工事の環境負荷の軽減をめざし、環境対応工法の研究開発を実施

地域・全国イベントの協賛など、さまざまな地域社会への貢献活動を実施

地域社会への取り組み

芸術活動協賛

従来のドライモルタルの荷姿（20kgのビニル袋詰め）を繰り返し使
用可能なリターナブルバッグ「ふたたび君」（500kg、1,000kgの2

種類）に変更することにより、空袋ゴミなどの産業廃棄物が発生し
ないため、ゼロミッションに貢献。

環境対応製品

「ふたたび君」

 シックハウスの原因となる有害化学物質や、環境ホルモンを含ま
ない高安全性製品

「エスアールタイト」
「Qタイト」

レクイエムプロジェクト

被災地の詩人による追悼と希望の合唱作品を歌い繋ぐ市民参加
型の合唱プロジェクト「レクイエム・プロジェクトに特別協賛



5.コーポレートガバナンス
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株 主 総 会
選任・解任

取締役会・取締役

監督

社長

業務執行監督

各事業部門・職能部門

執行役員会
執行役員

監査役会・監査役 会計監査人

内部監査室 顧問弁護士

監査監査

経営の透明性を確保、コーポレートガバナンス強化に向けて必要な体制整備を推進

 2017年6月の株主総会において、女性社外取締役を1名増員し、2名を選任予定
ガバナンス体制

ガバナンス体制



本日はありがとうございました

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来

における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を

保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご

提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

技術の力で未来を支える

IRに関するお問い合わせ先

株式会社ケー・エフ・シー 経営企画室

電話：06-6363-5653（大阪）/03-6402-8273（東京）
e-mail：kfc.ir@kfc-net.co.jp

将来見通し等に関する注意事項

39


