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橋梁事業の業務提携に向けた基本合意書締結に関するお知らせ 

 

宮地エンジニアリンググループ株式会社（代表取締役社長：青田重利／以下、宮地）及び

その子会社の宮地エンジニアリング株式会社（代表取締役社長：青田重利／以下、ＭＥＣ）

は、三菱重工業株式会社（取締役社長：宮永俊一／以下、三菱重工）と三菱重工グループ会

社である三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社（取締役社長：吹原正晃／以下、ＭＢＥ）

との間で橋梁事業の業務提携に向けた協議を開始することとし、本日、４社の間で基本合意

書を締結致しましたのでお知らせ致します。 

 

１． 業務提携検討の理由 

我が国の社会インフラ市場は、現在足許では東日本大震災の被災地域における復旧・復

興事業が本格化しつつあり、また高速道路等のミッシングリンク（未整備区間）の解消、

2020 年の東京オリンピック開催に向けた各種整備、日々増大する老朽インフラへの早急な

対応が求められる状況にあります。 

近年低水準で推移してきた橋梁市場もこのような状況のもと、今後漸次回復基調を辿る

ものと思われます。 

宮地及びＭＥＣと三菱重工及びＭＢＥとは、従来より共同企業体での鋼橋の施工等を通

じ、長年にわたり信頼、協力関係を築いてまいりましたが、今後の橋梁事業の持続的成長

発展のためには、更なる技術力の集積・向上、経営の合理化・効率化による収益力強化が

必要との考えで一致し、業務提携として技術提携や将来的な資本提携の可能性を含めて検

討していくことと致しました。 

４社は、鋼橋部門でこれまで築き上げてきた実績をもとに、得意分野の補完性を活かし、

技術力、営業力、コスト競争力でシナジーを発揮し、新設橋梁のみならず大規模修繕・大

規模更新が期待される保全事業などの橋梁事業全般において、更なる事業発展を図る方策

を共同で検討していきます。 



２． ４社の概要 

(1)商号 宮地エンジニアリンググループ株式会社 

(2)本社所在地 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 19 号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 青田 重利 

(4)事業内容 橋梁、鉄骨、鉄塔、大空間構造物等の鋼構造物の設計、製作、架設、補修補強 

ならびに土木工事等の請負を主として行う子会社の株式を所有することによる、

当該子会社の事業活動の支配、管理 

(5)資本金 3,000 百万円 

(6)設立年月日 2003 年（平成 15 年）９月 29 日 

(7)大株主及び持株比率 

（平成 25 年９月 30 日現在） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

明治安田生命保険相互会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

宮地取引先持株会 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

日本証券金融株式会社 

新日鐵住金株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株式会社三井住友銀行 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

4.73％ 

3.85％ 

2.71％ 

2.66％ 

2.53％ 

2.30％ 

2.28％ 

1.85％ 

1.37％ 

1.35％ 

(8)当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25 年 3 月期 

連結純資産 10,839 百万円 11,401 百万円 12,366 百万円

連結総資産 33,370 百万円 28,084 百万円 29,818 百万円

1 株当たり連結純資産 159.18 円 167.44 円 181.62 円

連結売上高 28,117 百万円 17,915 百万円 19,429 百万円

連結営業利益 2,675 百万円 393 百万円 601 百万円

連結経常利益 2,598 百万円 396 百万円 592 百万円

連結当期純利益 54 百万円 302 百万円 474 百万円

1 株当たり連結当期純利益 0.80 円 4.45 円 6.98 円

  

(1)商号 宮地エンジニアリング株式会社 

(2)本社所在地 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 19 号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 青田 重利 

(4)事業内容 橋梁、鉄骨、鉄塔、大空間構造物等の鋼構造物の設計、製作、架設、補修補強 

ならびに土木工事等 

(5)資本金 1,500 百万円 

(6)設立年月日 1949 年（昭和 24 年）３月 12 日 

(7)大株主及び持株比率 

（平成 25 年９月 30 日現在） 
宮地エンジニアリンググループ株式会社 100％ 

(8)当該会社の経営成績及び財政状態（平成 25 年 3 月期） 

純資産 12,742 百万円

総資産 30,181 百万円

1 株当たり純資産 1,274.24 円

売上高 19,340 百万円

営業利益 577 百万円

経常利益 571 百万円

当期純利益 458 百万円

1 株当たり当期純利益 45.86 円



 

(1)商号 三菱重工業株式会社 

(2)本社所在地 東京都港区港南二丁目 16 番 5 号 

(3)代表者の役職・氏名 取締役社長 宮永 俊一 

(4)事業内容 船舶、発電プラント、環境装置、産業用機械、航空・宇宙機器、エアコンなどの

製造・販売・エンジニアリング 

(5)資本金 265,608 百万円 

(6)設立年月日 1950 年（昭和 25 年）１月 11 日 

(7)大株主及び持株比率 

（平成 25 年３月 31 日現在） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱東京ＵＦＪ銀行口） 

明治安田生命保険相互会社 

ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 

東京海上日動火災保険株式会社 

野村信託銀行株式会社（退職給付信託・三菱ＵＦＪ信託銀行口） 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ エイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 

4.35％ 

4.15％ 

3.72％ 

2.37％ 

2.27％ 

2.23％ 

1.49％ 

1.36％ 

1.35％ 

1.25％ 

(8)当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 25 年 3 月期 

連結純資産 1,312,678 百万円 1,306,366 百万円 1,430,225 百万円

連結総資産 3,989,001 百万円 3,963,987 百万円 3,935,119 百万円

1 株当たり連結純資産 376.17 円 374.08 円 410.90 円

連結売上高 2,903,770 百万円 2,820,932 百万円 2,817,893 百万円

連結営業利益 101,219 百万円 111,961 百万円 163,520 百万円

連結経常利益 68,113 百万円 86,182 百万円 149,028 百万円

連結当期純利益 30,117 百万円 24,540 百万円 97,330 百万円

1 株当たり連結当期純利益 8.97 円 7.31 円 29.01 円

  

(1)商号 三菱重工鉄構エンジニアリング株式会社 

(2)本社所在地 広島県広島市中区江波沖町 5 番 1 号 

(3)代表者の役職・氏名 取締役社長 吹原 正晃 

(4)事業内容 橋梁、煙突、水門扉、ガスホルダー・ビールタンク等その他の鉄構物ならびに 

各種鉄工品の製造、据付、販売及び修理 

(5)資本金 5,000 百万円 

(6)設立年月日 1972 年（昭和 47 年）10 月２日 

(7)大株主及び持株比率 

（平成 25 年９月 30 日現在） 
三菱重工業株式会社  100％ 

(8)当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 未公表 

３．今後の予定 

最終契約書を平成２６年６月末日までに締結することを目途に４社間で提携内容の 

詳細を協議します。 

４．今後の見通し 

本件による当期の当社業績への影響はありません。 

以上 


