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会社概要

本 社

営 業 所

⼯ 場

設 ⽴

資 本 ⾦

従 業 員

事 業 内 容

東京都⽂京区湯島２丁⽬４番３号

・宇都宮営業所 ・仙台営業所

宇都宮⼯場

１９６３年３⽉

３２億９，５９０万円

８８名（外派遣社員他３１名）

・スパンクリート事業 ・不動産事業



沿⾰
1963年 3⽉ 設⽴ 資本⾦１千万円

商号 スパンクリート製造株式会社
64年 2⽉ 宇都宮市に⽣産設備完成 営業開始
82年 12⽉ 宇都宮⼯場 ＪＩＳ指定⼯場となる
83年 3⽉ スパンクリート合成床⼯法 販売開始
89年 11⽉ 茨城県岩瀬町（現桜川市）に岩瀬⼯場完成
91年 2⽉ 社名を現社名に変更

9⽉ 株式を公開 ⽇本証券業協会店頭登録（ＪＡＳＤＡＱ）
93年 5⽉ 岩瀬⼯場 ＪＩＳ指定⼯場となる

2004年 3⽉ 明星プレテック㈱の株式１００％取得
05年 5⽉ 宇都宮⼯場・岩瀬⼯場・設計部 ＩＳＯ９００１取得
06年 3⽉ プレテック㈱解散

10⽉ 普通株式１株を２株に分割
10年 11⽉ 岩瀬⼯場閉鎖 ⽣産設備を宇都宮⼯場に統合
15年 11⽉ 宇都宮⼯場 ガスコージェネレーションシステム導⼊



⼯場(宇都宮⼯場)

⽣産能⼒ 約５０，０００㎡/⽉

⼟地⾯積 １８，６０８坪



製品概要



⼀般製品（1）
〜空胴プレストレストコンクリートパネル〜

(JIS A 6511)
⽤途別の種類は、2種類（壁,床）。
＜種別＞

床・壁 ： 30,45 種
＜厚さ＞

床（Ｓ） ： 70〜300 ㎜（ 7種類）
壁（Ｗ） ： 70〜150 ㎜（ 4種類）

＜製造幅＞
床・壁 ： 1〜1.2m , 1.8〜2.2m

〜JIS A 6511 に準拠する製品〜
⽤途別の種類は、3種類（壁,床,合成床）。
＜種別＞
床・壁・合成床 ： 30〜60 種
＜厚さ＞

床（Ｓ） ： 70〜350 ㎜（14種類）
壁（Ｗ） ： 70〜200 ㎜（ 8種類）

合成床（Ｃ） ： 70〜350 ㎜（14種類）
＜製造幅＞
床・壁・合成床 ： 1〜1.2m , 1.8〜2.2m



⼀般製品（2）
厚さ (㎜) 防⾳壁 壁板 床板 合成床

70 ○ ○ ○
85 ○ ○ ○ ○
100 ○ ○ ○ ○
120 ○ ○ ○
135 ○ ○ ○
150 ○ ○ ○
175 ○ ○ ○
200 ○ ○ ○
225 ○ ○
250 ○ ○
265 ○ ○
300 ○ ○
315 ○ ○
350 ○ ○

※⾚丸がJIS製品となります。



プレストレストコンクリートの特性

鉄筋コンクリート無筋コンクリート プレストレスト
コンクリート

プレストレスプレストレス



製品製造

＊コンク

リート混練

＊配筋

＊成型

＊養⽣

＊切断

＊加⼯
＊検査

＊出荷
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主な⽤途

28%

62%

8%

2% 建築（床)

建築（壁・床)

鉄道関係

⼟⽊その他

54期⽤途⽐率（数量）

53期⽤途⽐率（数量）

・超⾼層マンション ・集合住宅

・物流倉庫 ・⼯場 ・店舗ビル ・学校

・新幹線の防⾳壁 ・プラットフォーム
・駅舎コンコース ・⾼架橋

217,000㎡

16%

68%

12%

4%

218,000㎡



製品種類（床）



製品種類（床）



製品種類（合成床）



製品種類（合成床）



製品種類（壁）



製品種類（壁）



施⼯実績（1）
＜集合住宅＞ 床・合成床

「紀尾井レジデンス」住宅棟（21階）
2016年竣⼯を迎えました。
住宅棟では⼤空間居室を可能にし、製品の特性
を⽣かした⼯法により採⽤されました



施⼯実績（2）
＜北海道新幹線＞ 防⾳壁



施⼯実績（3）

円筒形モチーフのプラント関連施設
外壁に採⽤されました。

＜プラント関連施設＞ 外壁

＜教育施設＞ 合成床

全フロアに採⽤。⾼評価をいただき、
引き続き2期⼯事にも採⽤されました。



施⼯実績（4）
＜商業施設・マンション＞ タイル貼り

超⾼層マンションのエントラ
ンス、タイル仕上の店舗外壁
に採⽤されました。
タイル形状の特殊性等、
⼯期短縮の理由から当社⼯場
で先貼りを実施し、納⼊しま
した。

＜商業ビル＞ ⽯貼り
店舗のセキュリティーを強化
するため、板裏⾯に鉄板を貼
り、更に板表⾯を⽯貼り仕上
とすることで⾼級感のある
作りとなりました。



施⼯実績（5）

外壁はマリオン仕様で光沢感のある仕上げに
することでデザイン性に優れ、
1階屋内のエントランス部は⽯調塗装を施した
スパンクリートを使⽤し、
⾼級感のある建物となりました。

＜オフィスビル＞ 外壁・エントランス壁

＜公共施設＞ 合成床

新しく新宿駅前に完成した交通の拠点と
なる施設に於いて、スパンクリート合成床
が全⾯的に採⽤されました。



施⼯実績（6）

事務所の横張り外壁として採⽤されました。
2種類の変則的なリブ板と平板を組み合わせ、
部位毎に塗装を変えることで洗練された印象
となりました。

＜オフィスビル＞ 外壁・間仕切



スパンクリート販売戦略

集合住宅合成床板の拡販に注⼒

倉庫・⼯場の合成床・間仕切・外壁販売の強化

オフィスビル・店舗向け外壁の拡販

⼟⽊製品販売のための販路の再構築

新製品の開発と技術⼒の強化



業績概況



事業別概況

単位：百万円

１５年３月期 １６年３月期 増減

売上高 １，８２４ １，９７９ ＋１５５

営業損益 ▲４７４ ▲３３８ ＋１３６

売上高 ２７７ ２７０ ▲７

営業損益 １１１ ９３ ▲１８

売上高 ２，１０１ ２，２４９ ＋１４８

営業損益 ▲３７０ ▲２４８ ＋１２２

スパンクリート事業

不動産事業

合計



スパンクリート事業



スパンクリート売上数量⽐較
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不動産事業



所有賃貸ビル

新宿区
３０山京ビル

８階建 １,８８７.１㎡

文京区
駒込スパンクリートビル

９階建 １,６２１.５㎡

中央区
茅場町駅前ビル

９階建 １,０７６.５㎡

千代田区
神田ＴＮＫビル

７階建 ２,０３２.３㎡



所有賃貸ビル（４棟）平均稼働率

93.1 93.1 93.1 93.1
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不動産事業利益実績

111 93
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財務状況



⽐較貸借対照表<資産の部>

単位：百万円

１５年３月期 １６年３月期 増減 摘要

流動資産 ３，６３９ ２，９２０ ▲７１９
　　現金及び預金 ２，５５７ ２，００３ ▲５５４
　　売掛債権 ５５０ ４７４ ▲７６
　　完成工事未収入金 ０ ２３ ２３
　　有価証券 ２８５ ２８５ ０
　　たな卸資産 １５２ １１３ ▲３９
　　未成工事支出金 ２２ - ▲２２
　　その他 ７１ １９ ▲５２
固定資産 ６，６０８ ４，９５６ ▲１，６５２

　有形固定資産 ５，６９４ ４，１８１ ▲１，５１３ 減損損失計上による減少

　　建物・機械等 １，５７３ １，１２８ ▲４４５ 　　　　　　　〃

　　土地 ４，１０７ ３，０５２ ▲１，０５５ 　　　　　　　〃

　　リース資産 ５ ０ ▲５
　　建設仮勘定 ７ ０ ▲７
　無形固定資産 ９５ １２ ▲８３
  投資その他 ８１８ ７６２ ▲５６
　　投資有価証券 ７６５ ７１７ ▲４８
　　その他 ５３ ４５ ▲８

資産合計 １０，２４８ ７，８７６ ▲２，３７２



⽐較貸借対照表<負債の部>
単位：百万円

１５年３月期 １６年３月期 増減 摘要

流動負債 １，２７２ ９７８ ▲２９４

　　買掛債務 ８４ ７５ ▲９ 支払手形は発行しておりません

　　短期借入金 ８９０ ５７０ ▲３２０

　　１年内返済予定の長期借入金 １０１ １０１ ０

　　未払費用・未払金 １１８ １３６ １８

　　未成工事受入金 １３ ６ ▲７

　　その他 ６５ ８９ ２４

固定負債 １，２５３ ７６１ ▲４９２

　　長期借入金 ３５５ ２５４ ▲１０１

　　長期未払金 ４５ ３ ▲４２

　　再評価に係る繰延税金負債 ５５１ ２０４ ▲３４７

　　繰延税金負債 １５５ １３１ ▲２４

　　その他固定負債 １４６ １６８ ２２

負債合計 ２，５２６ １，７４０ ▲７８６



⽐較貸借対照表<純資産の部>
単位：百万円

・自己資本比率 ７５．３％ ７７．９％

１５年３月期 １６年３月期 増減 摘要

純資産の部 ７，７２１ ６，１３６ ▲１，５８５

　株主資本 ６，７７２ ５，８８６ ▲８８６

　　資本金 ３，２９５ ３，２９５ ０

　　資本剰余金 ３，６９６ ３，６９６ ０

　　利益剰余金 １５０ ▲７３５ ▲８８５ 減損損失計上による減少

　　自己株式 ▲３７０ ▲３７０ ０

　評価・換算差額等 ９４９ ２４９ ▲７００

　　有価証券評価差額金 ２６８ ２４２ ▲２６

　　土地再評価差額金 ６８０ ７ ▲６７３ 減損損失計上による減少

負債・純資産合計 １０，２４８ ７，８７６ ▲２，３７２



⽐較損益計算書
単位：百万円

１５年３月期 １６年３月期 増減 摘要

売上高 ２，１０１ ２，２４９ １４８
スパンクリート事業 ＋１５５百万円増収
不動産事業　  　　　　　▲７百万円減収

　　売上原価 １，９１９ １，９５５ ３６

　　一般管理販売費 ５５２ ５４３ ▲９

営業外収益 ２８ ２８ ０

営業外費用 １５ １１ ▲４

経常損益 ▲３５７ ▲２３２ １２５

特別損益 ２３９ ▲１，６２６ ▲１，８６５ 減損損失１，６７１百万円

税引前当期純損失 ▲１１８ ▲１，８５８ ▲１，７４０

法人税・住民税他 ９ ９ ０

法人税等調整額 ４５ ▲３３６ ▲３８１

当期純利益 ▲１７３ ▲１，５３１ ▲１，３５８

スパンクリート事業＋１３６百万円増益
不動産事業 　  　　▲  １８百万円減益営業損益 ▲３７０ ▲２４９ １２１



キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

１５年３月期 １６年３月期

　　営業活動によるキャッシュ・フロー ▲３１６ ４１

　　投資活動によるキャッシュ・フロー ▲５７８ ▲１３２

　　財務活動によるキャッシュ・フロー ６８７ ▲４６５

現金及び現金同等物の増減額（▲は減少） ▲２０７ ▲５５４

現金及び現金同等物の期首残高 ３，０５０ ２，８４２

現金及び現金同等物の期末残高 ２，８４２ ２，２８８



⼀株あたり純資産・株価（ＰＢＲ）推移
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ご清聴ありがとうございました


