
第33期　中間報告書
平成29年1月1日▶平成29年6月30日

証券コード：6171

会社情報試験総合サービス・市場戦略の方向性
■会社概要（平成29年６月30日現在）

商 号 株式会社土木管理総合試験所
英 文 商 号 C.E. Management Integrated Laboratory Co.Ltd
事 業 内 容 試験総合サービス事業 土質・地質調査試験、非破壊調査試験

環境調査試験
地盤補強サービス事業 地盤補強工事
その他事業 試験機器販売

子 会 社 株式会社　日新企画設計
設 立 昭和60年10月
資 本 金 ５億7,517万円
従 業 員 数 396名
本 社 〒388-8006 長野県長野市篠ノ井御幣川877番地１

〒110-0005 東京都台東区上野５-15-14
支店/出張所 18支店/4出張所

■役員（平成29年６月30日現在）
代表取締役社長 下平　雄二 監査役 田中　敦夫
専務取締役 西澤　清一 監査役 茂木　正治
常務取締役 掛川　明彦 監査役 丸田　由香里
取締役 篠﨑　典之
取締役 八木澤　一哉
取締役 松山　雄紀
取締役 岡本　俊也

■株主メモ
事業年度 １月１日から12月31日まで
決算期日 12月31日
定時株主総会 毎年３月開催
基準日 定時株主総会の議決権 12月31日

期末配当金 12月31日
中間配当金 ６月30日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
同連絡先 〒100-8212

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部
証券コード 6171
公告方法 電子公告
公告掲載アドレス http://www.dksiken.co.jp/

■株式等の状況（平成29年６月30日現在）
発行可能株式総数 9,360,000株
発行済株式総数 6,405,800株
株主数 5,972名

市場
・北海道、中国・四国、九州地方への進出
・オリンピック、リニア中央新幹線、北陸新幹線延伸等への対応
・試験・調査範囲を拡大するM&A
・海外展開

試験総合サービス
・防災復旧・復興への寄与
・ 老朽化、震災等によるインフラストック診断需要の拡大 
（3Dレーダ探査業務での差別化）

・ 試験領域の拡大によるワンストップサービスの拡充
・土壌汚染調査の需要拡大
・最新技術の開発導入

▶株主優待制度
保有株式数

（基準日時点） 優待内容

100株～499株 QUOカード 500円

500株～999株 QUOカード 1,000円
1,000株～
1,999株 QUOカード 2,000円

2,000株以上 QUOカード 3,000円

100株以上 ※ 温泉旅館一泊付
試験所見学

平成2９年12月31日現在の
株主様を対象に、より当社
の事業へのご理解を深めて
頂くため、株主優待制度を
変更させて頂きます。

※温泉旅館一泊付試験所見
学につきましては、希望さ
れる株主の皆様の中から抽
選にて決めさせて頂きます。

中期経営計画
売上予想 利益予想
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株主の皆さまへ 第２四半期連結財務ハイライト

連結キャッシュ・フロー計算書の概要

事業内容
　株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。当社はおかげさまで、平
成28年10月に東京証券取引所市場第一部に市場変更させて
頂きました。これも皆さまのご支援の賜物と心より感謝し
ております。

　中間報告書をお届けするにあたり、株主の皆さまにご挨
拶申し上げます。

　当社は、「人々の生活環境が豊かになるために貢献する」
という企業理念を果たすため、土・水・大気・構造物検
査・分析、測量設計すべてにおける試験を総合的にワンス
トップサービスとして事業を展開してまいりました。長野、
仙台、山口に日本最大級の試験センターを備え、業績向上
のために邁進しております。また、既存の業務だけにとら
われず３Dレーダシステムを利用した最新技術の開発にも
着手しており来春リリースさせて頂く予定であります。

　人材面では、企業経営の根幹は社員であるという認識に
立って、海外展開を含めた新たな事業展開に適合する人材
を随時積極的に確保、育成して今後の業容の拡大に備えて
まいります。

　当社は、これからも技術革新とサービス力の向上に努め、
コーポレート・ガバナンスの遵守をはじめ、信頼される企
業として、質的充実を図ってまいります。また、収益改善
のため、売上の増加とコスト削減を図り、業績の向上に全
力を傾ける所存であります。

　株主の皆さまにおかれましては、今後も一層のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

平成29年９月
株式会社　土木管理総合試験所

代表取締役社長　下平雄二

試験総合サービス事業
土質・地質調査試験業務

環境調査試験業務 非破壊調査試験業務

地盤補強サービス事業

土質調査 地質調査 測量・設計

環境調査 環境分析 非破壊調査 物理探査

地盤補強工事事業

より詳細なデータについては
ホームページをご覧ください。
http://www.dksiken.co.jp/ir/

トピックス
道路・軌道の路面下ビッグデータ共有システム〔ロードス〕の開発

土木管理総合試験所 検索

セグメント別売上高構成比

当第２四半期（平成29年１月１日～平成29年６月30日）

■地盤補強サービス事業
　1億57百万円

　6.5%

■試験総合サービス事業
　22億41百万円
　92.2％

■その他
　32百万円
　1.3%
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ロードスとは
RoadScanBigDataSharingSystem
の略称となります。
これは新開発（東京大学）の構造物
の劣化診断アルゴリズム、データ解
析ソフト及びAIを利用し、地図デー
タを同期させて、超高速で路面下診
断を可能とするシステムでありま
す。現在開発を進めております。
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発行可能株式総数 9,360,000株
発行済株式総数 6,405,800株
株主数 5,972名

市場
・北海道、中国・四国、九州地方への進出
・オリンピック、リニア中央新幹線、北陸新幹線延伸等への対応
・試験・調査範囲を拡大するM&A
・海外展開

試験総合サービス
・防災復旧・復興への寄与
・ 老朽化、震災等によるインフラストック診断需要の拡大 
（3Dレーダ探査業務での差別化）

・ 試験領域の拡大によるワンストップサービスの拡充
・土壌汚染調査の需要拡大
・最新技術の開発導入

▶株主優待制度
保有株式数

（基準日時点） 優待内容

100株～499株 QUOカード 500円

500株～999株 QUOカード 1,000円
1,000株～
1,999株 QUOカード 2,000円

2,000株以上 QUOカード 3,000円

100株以上 ※ 温泉旅館一泊付
試験所見学

平成2９年12月31日現在の
株主様を対象に、より当社
の事業へのご理解を深めて
頂くため、株主優待制度を
変更させて頂きます。

※温泉旅館一泊付試験所見
学につきましては、希望さ
れる株主の皆様の中から抽
選にて決めさせて頂きます。

中期経営計画
売上予想 利益予想
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証券コード：6171

会社情報試験総合サービス・市場戦略の方向性
■会社概要（平成29年６月30日現在）

商 号 株式会社土木管理総合試験所
英 文 商 号 C.E. Management Integrated Laboratory Co.Ltd
事 業 内 容 試験総合サービス事業 土質・地質調査試験、非破壊調査試験

環境調査試験
地盤補強サービス事業 地盤補強工事
その他事業 試験機器販売

子 会 社 株式会社　日新企画設計
設 立 昭和60年10月
資 本 金 ５億7,517万円
従 業 員 数 396名
本 社 〒388-8006 長野県長野市篠ノ井御幣川877番地１

〒110-0005 東京都台東区上野５-15-14
支店/出張所 18支店/4出張所

■役員（平成29年６月30日現在）
代表取締役社長 下平　雄二 監査役 田中　敦夫
専務取締役 西澤　清一 監査役 茂木　正治
常務取締役 掛川　明彦 監査役 丸田　由香里
取締役 篠﨑　典之
取締役 八木澤　一哉
取締役 松山　雄紀
取締役 岡本　俊也

■株主メモ
事業年度 １月１日から12月31日まで
決算期日 12月31日
定時株主総会 毎年３月開催
基準日 定時株主総会の議決権 12月31日

期末配当金 12月31日
中間配当金 ６月30日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
同連絡先 〒100-8212
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