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　東京も非常事態宣言が解除になり、会食やゴルフの機会

が少しずつ増えてきました。6月に予定していた安全大会は

いったん中止しましたが、現況を考えると地域によっては時期

を選んで再設定してもよさそうです。私の席がある本社8階に

は非常食を兼ねたヌードルバーと冷蔵庫にワインがあるので

すが、6月に入ってここでささやかなオフィスパーティーを開き

ました。以前のように大勢でという訳にはゆきませんけど、少し

ずつ会社の日常が戻り始めています。

業績への影響
　さてコロナの影響ですが、営業面ではホテルなどに中止や

延期が発生しています。ただ幸いなことに、我社の主力である

大型再開発案件は長いスパンのプロジェクトで中断が難しい

ことと、もう一つの看板である米軍工事はそもそも日本国内の

経済状況とは無関係なため、業績への影響は最小限に抑えら

れています。また東京では来期に20億を超える超大型案件が

複数ひかえており、無理な受注をできる状況にありません。施

工面では中国製資材の入手難が言われていましたが、現状こ

の問題も解消しました。このようにHEXELは直ちに大きな問題

に直面するわけではなく、飲食などの業界に比べたらとても恵

まれています。しかしそれでも不況は確実に訪れます。私は不

況と聞くと、バブルが弾けて不渡り手形を8億円も抱えてし

まった1993年頃を思いだします。しかし今は当時と違って取引

先が体力のある大手中心に変わっており、大型案件を複数の

支店で施工する社内JVが米軍のみならず民間工事にも広

がったことで、支店経営の安定性・柔軟性が高まっています。

財務面でもバブル時のBSに大量に載っていた不動産や会員

権はほとんどなくなり、自己資本は現金に近いかたちで内部

留保されています。そして最も重要なのが、ごまかしや取り繕

いがなくなり正しい情報に基づいた経営判断ができるように

なったことでしょう。今期の受注は目標442億円に対して400

億円が見えており、実質利益も40億円を狙えるところまで来

ています。先々の環境が厳しくなるのは間違いないので、確実

な施工とともに予定物件に他社の横やりが入らぬよう施主様

への対応も含めて注意しながらの営業活動をお願いします。

コロナの時代を乗り切る工夫
　コロナへの対応については、前回の社内報で現場朝礼への

代表者出席について触れましたが、他にも各部署からいろい

ろな工夫が報告されています。いちばん感心したのがWEBを

利用した原価設定です。WEBを利用することによる移動時間

の節約はもちろんですが、それ以上に知識・経験のある人が

多数参加できたので、高いレベルの検討を短時間で達成でき

ました。検討の様子を他支店からオブザーバーとして参観でき

るようにすれば、社員教育にも利用できるはずです。（できたら

私もたまには覗かせてもらいたいと思います。）さらにこの手法

は、施行検討会や監査にも活用できそうです。

　“バーチャル経営会議”も非常にうまく機能しました。“経営

会議”と命名していますが、テレビ画面に向かって会議をする

訳ではありません。（やったら眠くなるでしょうね。）　方法はい

たってシンプルで、部署長は午後３時までに、Teamsに設定し

たチャネルへ営業報告や周知事項などを五月雨式に書き込

みます。本部長を始めとした参加者はこれを読んで、空いた時

間に質問や指摘事項、さらには質問の回答などを書き込みま

す。最後に質疑が終了した頃を見計らって、本部長と私が総

評を書き込みバーチャル経営会議が終わります。このやり方

だと決まった時間にシステムの前に集まる必要がなく、参加者

は場所だけでなく時間の束縛からも解放されます。しかも議

論は文章で残るので、終了とともに議事録も完成します。

リモートワークの可能性
　リモートワークについては大きな混乱もなく全社に浸透した

ように見えますが、現状はたんに会社でやっていた仕事を自

宅に移せたという段階で、その先にある生産性の向上までは

到達していません。そこでシステム開発部では、今までにない

勤務形態をハイパーフレックス勤務（HPFX）と命名して試行

しました。この制度のポイントは「定時」の概念をなくして残業

ではなく労働時間そのものを管理することで、具体的には週

40時間までの勤務を定時、それを超えるものを残業とカウント

します。HPFXを使えば好きな時刻に仕事を始めて好きな時に

好きな長さの休憩をとれるため、例えば朝9時～午後7時まで

の間に2時間の休憩を取り、その間に通院したり子供を迎えに

行ったりできます。1日10時間の勤務を4日間こなせば週末に

3日間休むこともできます。こうすることで、生活の中に働くこと

が組み込まれたワークライフ・インテグレーションが実現でき

ます。とても自由で便利で、特に社内アプリケーション開発業

務のように納期があるプロジェクト担当者に、期限を区切って

適用すると生産性が上がります。人事部でカオナビの導入作

業を担当した稲富君も後で聞いたら実態的にHPFX状態だっ

たようで、私が思いついた疑問のメールに対して思いがけな

い時刻に返信してきました。東京第三支店や改修工事の担当

者も1人ですべてが完結する業務が多いので、出社する・しな

いに関わらずHPFXを適用できるかもしれません。しかしヘル

プデスクのように相手があっての仕事の場合は、サービスレベ

ルが下がってしまうので向かないでしょう。

　リモートワークの推進に関連してはTeamsの全社展開を急

いでいます。現在は無償版なためユーザー数が300名に限ら

れていますが、6月末を目標に有償版へ切り替えを進めていま

す。工事台帳や出面管理なども市販の「工事監理システム」

をシステム開発部と工事本部で選定しており、現場の業務効

率改善が期待されます。個人の携帯を内線電話化し、リモート

ワークをしているときでも従来と同じように電話を転送できる

サービスへの加入も検討しています。これらを早期に立ち上げ

ることで、オフィスに来なくても変わらぬ効率で仕事ができる

環境を整えます。この他にも生産性向上のネタはいろいろある
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と思いますが、大事なのは現状の問題をどう捉えるかという視

点です。リモートワークができなかった理由を聞いたとき、「請

求書に印鑑を押さねばならないから」という話が上がってきま

した。なぜ印鑑を押さねばならないか聞いてみると、「取引先

から求められているので」という説明でした。しかし取引先に

印鑑の省略をお願いしたとして、昨今の状況からすれば受け

入れてもらえる可能性もあるのではないでしょうか？　このよう

に最初から「お客様にお願いする」というオプションを考慮の

外において、「だからできない」と逃げていないかよく考えてみ

る必要があります。

　在宅勤務に関しては日本中で定着してゆくと思いますが、

限界についても考えておかねばなりません。巷には「オフィス

が不要になる」とか、「リモートワーク万能」のような主張もみら

れますが、これらはプラス面だけを語ってマイナス面を無視し

たポジショントークのように感じます。例えば人材育成をどう考

えているのでしょうか？　人材育成とは、仕事の手順を教えるこ

とではありません。第一に、「してはいけないことって何かを覚

える」　次に、「何をしなければいけないか自分で探せるように

なる」　そして最後に、「何をしないで良いか判断できるように

なる」というステップを通じて、過去にない状況への対応力を

高めることです。はたしてこれをリモートワークだけで達成でき

るのか？　リモートワークの効果には、①仕事そのものの効率

アップと、②交通費や事務所費用の削減という２つの視点が

あります。私はこの問題を①を中心に考え、リモートを支える有

機的なオフィスはどう有るべきかに知恵を絞りたいと考えてい

ます。

感謝の気持ちを持とう
　もうひとつ目につくのですが、SNSが炎上したり自粛警察が

跋扈したりと、人の心がすさんで来ているように感じます。本当

は些細なことなのに少しだけ意見が違うのを許容できずに攻

撃的な言葉を使ってしまう、そんな風潮が見られます。しかし

HEXEL社員はそんなきたない言葉を使わないよう注意してく

ださい。今回の外出自粛で社会は全員が支えていると改めて

わかりました。医療関係者だけでなく、運送やサービスなどど

れか1つが欠けても正常な社会運営ができません｡たとえば

事務所を掃除してくれている清掃員の方に挨拶するだけで、1

日気持ちよく過ごせます。そういう感謝の気持ちをもって毎日

をすごしましょう。
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在宅勤務



自分たちにできることを考える　～HEXELのコロナ対策～
　外出自粛期間中、創意工夫のあふれる素敵な過ごし方をされた社員をご紹介します！

＃アフターコロナ　＃New Challenge

グアムとコロナ

　当社では、4月7日に緊急事態宣言が発令されたことを受
け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、お客様や社員
ならびにその家族の身体、生命と生活を守ることを考え、全国
の各部署で以下の対策を講じました。
　・全社員の毎営業日検温を実施、手指のアルコール消毒の
　 徹底、マスク着用の推奨、自宅待機者の健康状態に関す
　 る経過観察を継続的に行う体制構築
　・各種社内会議を WEB 開催へ移行
　・社外打合せのWEB化を推奨
　・テレワークの推奨、シフト勤務の実施
　・国内外出張の原則禁止、お客様先への訪問自粛
　・現場対応については、施主様およびゼネコン様の方針に
　 基づき、相談のうえ調整
これらの対策に加え、各部署が自ら考え実施したユニークな
取り組みをご紹介いたします。

　システム開発部では4月よりハイパーフレックス勤務の試行
運用を行いました。ハイパーフレックス勤務とは「定時」という
概念をなくした新しい働き方です。週40時間を規定の勤務時
間とし、社員が定時を気にせず就業時間を決められるだけで
なく、コアタイムも設定せず、働く場所も自由に選択できます。
　実際に運用してみた結果、半休などを利用せず2時間程度
の病院通いや家事・育児などが可能となり、プライベートに合
わせてスケジュールを調整できました。紙で届く請求書の処理
やパソコンの初期構築など社内でしか対応できない業務もあ
るため、週に1日は出社日を設けるなど工夫をしました。
　また、休憩時間を任意に取得することになるため、各部署か
らの問合せにタイムリーに応えるためには、予め休憩時間の
周知が必要でした。このような問題点をクリアし、新しい勤務
形態として今後活用できるかどうか、引き続き検討を進めてい
きます。   　    （システム開発部　榎本　聡）

　4月より東京第一支店・東京第二支店以外の原価設定会議
をZoomで実施しています。2ヵ月で15件の会議を実施しまし
たが、事前に資料を提出してもらい、指摘・確認項目をやり取
りしてからの開催としたので会議時間が短縮されました。現場
代理人の方は移動時間も合わせると相当な時短と経費削減
になったはずです。
　対面での会議では、雑談のなかで思わぬアイデアや見落し
に気付いたケースもありましたが、いろいろと工夫しながらより
効果が上がるよう、今後もZoomでの会議を継続していきま
す。        （購買部　上野　哲也）

　Hafa Adai！美しい海とサンゴ礁が自慢の小さな島・グアム
にもコロナはやってきました。3月15日に初の陽性者が確認さ
れ、数日後には公衆衛生上の非常事態宣言を発動し、島を
ロックダウン。日常生活に不可欠な業種や公共サービス以外
は営業を禁じられ、島民の外出は原則禁止となりました。また、
渡航者への警戒と隔離処置も厳しく、各航空会社のフライト
は欠航・減便となり、観光が主な収入源のグアムの経済活動
は完全に止まってしまいました。
　グアム支店で施工中の海軍基地内の現場は、米軍の国防
戦略上、この工事を止めることができない旨の書面が渡され、
外出禁止中に検問等された際はその書面を提示するよう指
示がありました。日本と違い、今までマスクをする習慣などな
かった人々がマスクをし、握手やハグといったスキンシップも
控え、現場では体温測定と健康状態の確認・報告の徹底、打
合せもテレビ会議になるなど、今までの生活や習慣が大きく変
化しました。
   　　　　　　　　　　　　 （グアム支店　木村　宏太郎）

ハイパーフレックス勤務

Zoomで原価設定会議

思い立ったら即行動

　朝、愛犬の散歩後に我が家の小さな庭が気になって見てみ
ると、無数の雑草を発見！ここで、普通なら「草むしり」と思うの
でしょうが、芝生から出ている雑草は抜きにくいので、「そうだ！
芝生をやめよう‼」気づいたら庭の寸法を測定し、図面を作成
していました。
　図面を作成し終え、材料の拾い出し、当社施工のホームセ
ンターへ行き、使用資材・値段を確認、概算金額を算出し、資
料作成。家族を集合させ、プレゼンスタート！ DIY好きな家族の
ためすんなりOK、そこからは即行動！資材調達→芝生剥ぎ→

整地→雑草防止シート敷き→モ
ルタルで土台作り→プレストーン
板設置→プレストーン板周りを砕
石敷きの流れで完成させ、家族
団らん激闘の4日間でした。

（東北支店　阿部　隆洋）

自家製ヨーグルト！

　森永のパルテノなどの“ギリシャヨーグルト”に最近ハマって
いて、毎日のように食べていたある日、「自分で作った方が安
いのでは…StayHomeで時間もあるし…」と思いヨーグルト
メーカーを検索。ギリシャヨーグルトが作れる機種が4～5千
円であり即購入しました。
　作り方は、1Ｌの牛乳に種となる100ml程度のヨーグルトを
入れて9時間待つだけで完成といたって簡単です。元の種とな
るヨーグルトを変えると酸っぱさや甘さなどの味も変わり、また
アロエやフルーツの缶詰を混ぜたりして“自家製の味”を楽し
んでいます。機器は5千円程度で、健康効果の高い自家製ヨー

グルトが安く美味しくできるので
ぜひお勧めです。
　納豆やクリームチーズ、甘酒な
ども作れるので挑戦したいと思
います。

（千葉支店　清水　光茂）

ユニットバスで全国温泉の旅

　外出自粛期間中の断捨離で入浴剤の箱を発見。早速湯船
に投入。娘の湯上りの一言「いい香りで温まった」すかさず「今
日は別府温泉」「明日はどこがいい」始まりました我が家のな
んちゃって全国温泉巡り、有馬・道後・草津・箱根・登別・湯沢
など全国各地を駆け巡りました。
　お湯に色がついて楽しい気持ちに。しかし、どこの入浴剤を
入れても香りはハーブ系。女尊男卑の我が家はいつもお風呂
は最後なので（追い有馬）をして香りを倍増し楽しみました。
　各入浴剤には現地の温泉成分は配合されず、すべて厳選し

た温泉ミネラル成分が配合さ
れ、身体を温めてくれるそうで
す。ぜひ家に埋もれている入浴
剤を活用し、リフレッシュしてみて
ください。

（北関東支店　水野　満）

　ジムでのトレーニングを再開し、今年の冬ま
でに7キロ増量することが目標です。そのために
最も重要なことは食事管理です。栄養バランス
を考えて食事をとり、来年の夏には胸をはって
海に行けるよう準備します（笑）。

（大阪支店　勝木　大輔）

　去年から始めたダイビング。ハマってしまい、
ライセンスを取得！
　「沖縄の綺麗な海、これからたくさん潜るぞ！」
と思ってたら…落ち着いたら離島にも行って、お
魚や珊瑚を見たいなぁと思っています！

（東京第三支店　藤嶋　陽樹）

　現在使用しているタオル用家具が別部屋に
あり不便なため、洗面所に置けるものを自分で
作りたいです。洗濯パン横の隙間に置きたいの
で、寸法の測定や湿気の対策などを勉強して、
家族で長い間使用できるものにしたいです。

（東京第一支店　佐々木　義和）
【WEB会議ツール】

　全社で実施をした検温
の管理方法は、各部署で
使い勝手の良いものを自
由に選択する方針のもと、
さまざまなツールを活用し
ました。

　コロナを機に開催頻度
を高めたWEB会議です
が、主にZoomを利用して
おり、その他のツールは相
手に合わせて活用してい
ます。

👑 私のStay Home ランキング 👑

１　 断捨離・掃除

２　 映画・ドラマ・動画鑑賞

５　 料理・お菓子作り

４　 ゲーム

３　 読書

その他にも…
　「バラの剪定」、「自分で散髪」、
　「プログラミングの勉強」、「マスク作り」、
　「庭でBBQ」、「断食」など
　その人ならではの過ごし方をされていました！

その他にも…
　「食器の金継ぎ」、「船舶免許の取得」、
　「お遍路さん」、「マラソン大会出場」、
　「米国の公的エンジニア資格の取得」など
　コロナ終息後、多くのチャレンジが計画されています！

＃私のStay Home

　5月から6月にかけて自宅待機中の東京第二支店の新入社
員にZoomを使ったWEB研修を4回実施しました。第一種電気
工事士筆記試験問題は新入社員研修用として優れた素材で
あるため、過去問題から50問を出題し、1週間後にWEBにより
解答を発表してもらい、正答を解説していくという形式です。
　WEB研修は1対1の対面研修的な効果が期待でき受講者
の集中力も高まるので、今後も活用していきたいと思います。

（東京第二支店　矢野　尚志）

【検温管理方法】

WEB研修の思わぬ効果

コロナを機に気づけたこと

　神戸支店では室内の換気、スイッチや複合機の消毒作業、
車での出勤、在宅勤務、オクレンジャーでの体温集計等の対
応に加え、ＷＥＢ会議の推進を行いました。
　4月度より工事部会、営業会議、勉強会等をＷＥＢ会議にて
開催し、当初はハウリングが起こったりと問題もありましたが、
出向者も会議に参加できる、支店への移動時間がなくなり欠
席者が減る、画面で資料の共有ができるなどＷＥＢ会議なら
ではの良さがありましたので、今後も続けていきます。
　他にも現場のコロナ対策状況をExcelで作成し、Proselfに
保存して日々更新してもらうことで、社内では現場状況の確
認・把握をし、他現場ではそれを参考にすることができました。

（神戸支店　吉野　加寿子）

自由にアレンジできます！

宣伝ではございません！

タイルはテトリスをイメージしています

筋トレの強い味方

いつか行きたい…

設置予定場所

※複数回答可

コロナ対策アンケート結果

Before After

★アンケートにご協力いただいた皆様ありがとうございました★



　フィリピン人新入社員の２人と第二種電
気工事士技能試験の講習会を行いまし
た。試験で使用する資材や工具の使い方
を勉強して、公表された候補問題を使って

後輩社員への
電気工事士資格取得サポート実施

「カオナビ」を導入しました

　この度、人材管理システム「カオナビ」を
導入し、社員名簿を従来のものからカオナ
ビに移行しました。
　カオナビ最大の特徴は、情報の主軸を
「氏名」ではなく「顔写真」に置いている点
にあります。ページを開いたときに顔写真
が並んで表示され、一番に目に入るため、
顔の情報に氏名や役職名が結びつくよう
になっています。各部署にどんな人がいる
のか直感的に分かりやすくなっており、見
ているだけでも楽しい気持ちになると思い
ます。顔写真も最新のものに更新されてお
りますので、ぜひ一度ご覧ください。
　さらに、カオナビには社員名簿としてだ
けでなく、アンケートや評価機能が備わっ
ています。今後これらの機能を活用し、カオ
ナビの役割を拡大していく予定ですので、
引き続きよろしくお願いいたします。

（人事部　稲富　光平）

初導入！WEB採用活動！

　新型コロナウイルスの影響で、学内説明
会や合同説明会が中止となり、学生と直
接会う機会もなくなっていきました。とは
言っても、「やっぱり学生とつながりたい！」

　新型コロナウイルスの影響を受け、今年度の安全大会は残
念ながら中止となりました。しかし、私たちと「安全」は切り離せ
ないもの。安全に対する意識をより高め、期末までの残りの期
間を無災害で乗り切りましょう！

安全意識 を高めよう

　今期は災害が10件発生していますが、この数字が大きいの
か、小さいのか判断は難しいところです。ただ今期で言えば、そ
のなかに休業災害が3件含まれていることは、見逃してはなら
ないポイントです。私たちは日常生活のなかでも、擦り傷程度
は避けて通れません。しかし重大な事故、ケガは人によって経
験はそれぞれです。これは決して運が悪いなどで済まされませ
ん。リスク管理を意識して行うかどうかの違いです。事故のリス
クゼロはあり得ません。まして現場では、なおさらです。
　だからこそ、それぞれがリスクに対する対策をしっかり考え
行動すること、またそれを周囲がフォローすることが災害ゼロ
達成の「カギ」だと改めて認識し、重大リスク回避の行動を実
践しましょう。

（工事本部　釆野　邦彦）

災害ゼロを達成するために

　今期は4月までで10件の労働災害が発生しております。これ
までに起きた労働災害の状況を分析すると、「日常的に行って
いる反復・継続作業ではなく、たまに行った非定常作業」、「急
遽行った予定外作業」、「専門業者による任せきり作業」で発
生する傾向にあります。対策として事前計画でリスクアセスメ
ントを行い、作業手順等を周知することは言うまでもありませ
んが、これを当たり前のこととして実行するには、一人ひとりの
「安全を気にかける」安全意識が重要です。
　安全は「知っている」だけでは意味がなく、実際に安全な
「行動」をしなければなりません。この行動に移すことが、一人
ひとりの安全意識だと思っています。日々のコミュニケーション
で信頼関係を築き、お互いの安全意識を高めましょう。

（工事安全管理部　山田　章広）

今期の労働災害の傾向と安全意識について

夏場のマスク着用に伴う熱中症リスク

　梅雨明けから熱中症発生のリスクが高くなります。さらなる
熱中症予防に努めてください。
　さて、今年に入り新型コロナウィルス感染症予防に伴い、マ
スクを着用しての作業が実施されている現場も多くあると思
います。夏場でのマスク着用は体内に熱がこもりやすく、マス
ク内の湿度が上がり、喉の渇きが感じ辛くなるため、自覚症状
のないまま脱水症状が進み、熱中症のリスクが高まると言わ
れています。
　対策として例年以上の水分補給を摂ることが重要です。より
一層の注意喚起をお願いします。

（工事本部　三田村　洋一）

　東北支店では1日3回の支店内除菌清掃と、1回最低10分
間の換気をみんなで行っています。なるべく公共交通機関の
利用をしないよう、社有車で乗り合い通勤も行っています。
　東北支店は現場が各県に渡っているため、支店会議や勉
強会もテレビ会議となり、なかなか工事部の方と会うことも難
しくなっています。マスクも思うように手に入らず、管理室の女
性社員が在宅勤務中に布マスクを手作りし、社員や家族に配
れるようにしました。布マスクを作るためのガーゼやゴムも入
手困難で、支店の未使用のROKKO!シャツを回収しマスクへ
と再利用し、ゴムはインターネットで調べ白いタイツを代用し
ました。現場作業員の方へも、冷感マスクの配布準備を進め
ています。　　　　　　　　　　   （東北支店　角石　エリ）

支店の安全対策～東北支店の取り組みをご紹介～

今一度確認しよう！HEXELの安全

ROKKO!シャツを再利用した
手作り布マスク！
手作りとは思えない、
素晴らしい出来栄えですね！

自分の身を守るために

注意喚起シート

動画でも確認
できます！

安全ポスター

　「虎穴に入らず
んば虎子を得ず」。
日本の諺と言いな
が ら 、 比 律 賓 に も
意味的に同一表現
が 御 座 い ま す。 確
かに、試験は虎穴に入ったような感じでし
た。日本語力から始め、専門的な問題を回
答するのに不安でした。
　だが、現場有用者になりたかったため、
電気資格に諦めるのは選択肢ではなかっ
た。試験中に難しいと言いながら、頑張って
終えた。合格証明書を貰った時、本当に
ほっとして、安心しました。
　振り返ってみると、大変難しかったと思
う。難しかったからこそ、もっと頑張らない
と、ダメだろう？では、次、第一種の虎穴に
入ろうか？

1．経営成績に関する分析
　第79期中間決算について、手持の出来高
進捗率の影響により、売上高20,639百万円
（対前年同期比1,303百万円増）、繰越工事
高61,700百万円（同1,494百万円減）となり
ました。
 利益は、売上総利益率が17.4％（同0.91pt
減）と低下したため、営業利益1,854百万円
(同47百万円減）、経常利益1,929百万円(同
47百万円減)、当期純利益1,289百万円(同
22百万円増)となりました。
 期末業績は、売上高41,677百万円、営業利
益2,021百万円、経常利益2,167百万円、当
期純利益1,408百万円を見込んでいます。

2．財務状態に関する分析　
　資産および負債について、総資産の残高
は32,614百万円（前期末比212百万円増）に
なりました。これは現金預金が増加したため
です。また、純資産19,553百万円(同908百万
円増)、自己資本比率59.9％(同2.4pt増)とな
り、会社の信用力向上に繋がっています。              

（経理部　松﨑　正博）

より盤石な組織を目指して…

と い う 思 い か
ら 、 採 用 活 動
（ 説 明 会 ・ 筆
記 試 験 ・ 面
接 ） に お い て
WEBシステム

を導入しました。
　導入してみて、移動時間や交通費の削
減、スケジュール調整が容易になるなど、
大きなメリットを感じました。ただ、表情や
雰囲気の伝わり方、意思の疎通などはまだ
まだ対面に分があると感じるため、今後の
課題点として考えていきたいです。
　今後の社会活動は“Afterコロナ・With
コロナ”などいろいろ考える必要があります
が、採用活動においては対面とWEBの長
所を活かしながら、それぞれの環境や状
況に対応できる仕組みを構築していけたら
と思っています。　（人事部　吉田　季生）

和やかなWEB採用活動の様子

練習しました。試験時の注意事項の説明も
行い、複線図の書き方の練習もしました。
技能試験で必要な「輪作り」には2人とも
苦労していましたが、練習を重ねれば問題
ないと思います。
　また、5月から毎週日曜日に2,3時間程
度の筆記試験対策をSkypeで行っており
ます。1人で勉強するよりもやる気が出ると
思い、提案させていただきました。私の場
合、資格習得に時間がかかり苦労したの
で、後輩には早く試験に合格し次のステッ
プに進んでほしいです。資格取得のために
得た知識は仕事を円滑に進めるためにも
必ず役に立つので、できる限りのサポート
を行いたいと思っております。2人とも非常
に積極的に勉強に取り組んでおり、私自身
もより頑張ろうという気持ちになりました。

（GM部　Yambot Rafael Marte Perez）

合格目指して、勉強中！！

2020年3月31日現在 　  　 　　　　　　　          　      （単位：千円）

賃借対照表
自 2019年10月1日　至 2020年3月31日     　         （単位：千円）

損益計算書

科目 金額 科目 金額 科目 金額

（資産の部）

流動資産

　現金預金

　受取手形

　電子記録債権

　完成工事未収入金

　有価証券

　未成工事支出金

　その他

　貸倒引当金

固定資産

　有形固定資産

　無形固定資産

　投資その他資産

　  有価証券等

　  子会社出資金

　  繰延税金資産

　  長期差入保証金

　  その他

　  貸倒引当金

資産合計

（負債の部）

流動負債

　支払手形

　電子記録債務

　未払金等

　未成工事受入金

　賞与引当金

　工事損失引当金

　その他

固定負債

　退職給付引当金

　その他

（純資産の部）

株主資本

　資本金

　資本準備金

　利益剰余金

　自己株式

　評価・換算差額等

負債・純資産合計

完成工事高

完成工事原価

完成工事総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

　営業外収益

　  受取利息及び配当金

　  その他収益

　営業外費用

　  支払利息

　  その他費用

経常利益

　特別利益

　特別損益

税引前当期純利益

　法人税、住民税及び事業税

　法人税等調整額

　法人税等合計

当期純利益

（32,614,033）

25,508,990

10,538,348

401,402

5,974,677

6,709,135

1,000,000

567,677

320,430

▲2,684

7,105,043

1,782,642

96,777

5,225,619

3,769,849

160,641

929,182

305,869

74,573

▲14,495

32,614,033

（13,060,894）

11,679,339

122,100

2,228,923

5,278,773

2,615,993

315,694

59,064

58,778

1,381,554

1,158,870

223,676

（19,553,139）

19,376,021

500,000

160,680

18,715,349

▲8

177,117

32,614,033

31,761

44,131

508

914

551,668

106,631

20,639,361

17,046,974

3,592,386

1,737,726

1,854,660

75,892

1,422

1,929,129

19,870

1,198

1,947,802

658,299

1,289,503



information

新しい仲間をご紹介します
“HEXEL | Works”が選ぶ優秀安全標語 

各支店の安全朝礼などで採用された安全標
語の中から最優秀作品を選びました。
「何事も区切りをつけて再確認　

リスクを減らして安全職場」
（大阪支店　東出　博美）

　４月は新入社員が入
社し、半期が経過して
区切りの月になります。
特に今はコロナウイル
スの関係で日本中が大
きな影響を受けていま

すので、標語には現場での災害だけでなく
感染症への予防・健康管理の強化も含め
て安全で快適な職場作りの思いを込めて
います。
　またコロナ終息後の大きな変化にも変
わり続けて乗り越えていきましょう。

  このコーナーでは、安全ポスター「こどもの絵」に応募いただいた作品を毎 号３作品ずつご紹介します！

ぼくの妹たち

4月

佐田　春馬さん

みんなとハッピーバースデー

5月

渋谷　璃音さん

仕事中のニコニコまま

6月

出口　眞由さん
東京第一支店　高取　千穂 購買部　渋谷　卓 GM部　関口　香織

工事改善事例発表会の中止

　7月に開催を予定しておりました工事改
善事例発表会は、新型コロナウイルスの
影響を考慮し、中止といたしました。その他
社内行事につきましても、状況により変更
することがありますのでご留意ください。

　4月8日付でHPにてお知らせしたとおり、
社員1名が新型コロナウイルスに感染して
いたことが判明いたしました。
　当該社員はすでに退院しており、健康状
態は回復しております。また濃厚接触の可
能性がある社員につきましては、観察期間
が経過し体調に異常もなく、自宅待機解
除後は通常勤務に復帰しております。
　当社では今後も引き続き感染予防対策
に努めてまいります。関係者の皆様におか
れましては、何卒ご理解を賜りますよう、お
願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染者発生について

安全ポスター「こどもの絵」～ぼく・わたしの家族～

   　盛田　成人（ひでと）と
申します。
　当社を選んだのは、前

職の現場でHEXELの皆さ
んと一緒に仕事をしたとき、

社員の皆さんが明るく、大変な業務もみん
なで取り組む雰囲気があり、風通しのいい
会社と感じたからです。また、原子力発電
所をはじめ、幅広い工事に取り組み、社員
一人ひとりの技術が高く、自分も技術力・
施工力を向上させたいと思ったからです。

神戸支店　営業係　國本　嵩将

4～6月の採用

受注！

・海老名市泉2丁目A（設備工事）
（東京第二支店）

・横須賀米軍PIER5新設工事
（中国支店・東京第三支店）

EP支店　工事係　盛田　成人

GM部 事務担当  中村　仁美
千葉支店 工事係  木川　健徳
大阪支店 工事係  樋渡　勇騎
神戸支店 工事主任  室谷　基文
神戸支店 営業係 國本　嵩将
沖縄営業所 工事担当  島袋　永治
EP支店 工事係  盛田　成人

NOODLE  GARAGEがやってきました！

　本社8階フロアをリ
ニューアルし、自販機
コーナーを眺めてい
た 社 長 か ら 、 こ れ を
置こう！と提案があっ
た の が、 N O O D L E 
GARAGEと冷蔵庫で
す。 冷 蔵 庫 は 、 野 菜

ジュースや缶ジュースに加えて、長江社長
から差し入れのシャンパンやワインも入っ
ています！（正直補充が追いつきません…）
　NOODLE GARAGEは、非常食としてカッ
プラーメンをローリングストックするもの
で、社員に向けて100円で販売しています。
昼食に、時にワインのおつまみとして、残業
の時の夜食に、大活躍しています。本社に
来られた際はぜひ、お立ち寄りください。

（E2本部　岡田　珠代）

HEXEL Worksに経験者として入社された方を紹介するこのコーナーです
が、今回は「HEXEL  Worksを選んだポイント」をお答えいただきました！

　 國本　嵩将（たかまさ）
と申します。前職では輸
入車と工場野菜の営業

をしておりました。
　   HEXELに入社を決めた

ポイントは、選考のなかで非常に親切にし
ていただき、ぜひ一緒に働きたいと思った
からです。
　新しい業界で勉強の毎日ですが、1日で
も早くお役に立てるよう頑張ります。よろし
くお願いいたします。

　「虎穴に入らず
んば虎子を得ず」。
日本の諺と言いな
が ら 、 比 律 賓 に も
意味的に同一表現
が 御 座 い ま す。 確
かに、試験は虎穴に入ったような感じでし
た。日本語力から始め、専門的な問題を回
答するのに不安でした。
　だが、現場有用者になりたかったため、
電気資格に諦めるのは選択肢ではなかっ
た。試験中に難しいと言いながら、頑張って
終えた。合格証明書を貰った時、本当に
ほっとして、安心しました。
　振り返ってみると、大変難しかったと思
う。難しかったからこそ、もっと頑張らない
と、ダメだろう？では、次、第一種の虎穴に
入ろうか？

第二種電気工事士に合格！

　試験を準備する
ことに最も大変だっ
たのは、やる気を出
して勉強し始めない
とならなかったこと
で す。 試 験 が 私 に

とって快適な言語で行われることはないた
め私は簡単に怖気づいてしまいました。最
初にどうしても進めることがなく、特に仕事
にほとんどの時間を費やしているからです。
　しかし、何かをやるべきで、まず1日あた
り2,3問を勉強することにしました。しばらく
して10問になり、そして過去の試験問題集
全体的になってきました。いつの間にか試
験に挑戦するための考え方及び自信を築
くことができました。
　私は最初に小さな一歩を踏み出した
が、どれほど取るに足らないものだと思っ
ていても、試験に合格するという目標を達
成するために導いてくれました。

　横浜支店のPitiquenさん、東京第三支
店のErwinさんが、第二種電気工事士に
合格しました！コメントをいただきましたの
で、紹介します。

一度に一歩ずつ目標を達成する
東京第三支店　San Pedro Erwin Jan L.

第二種虎穴の大冒険
横浜支店　
Pitiquen Abednego Brenn Carlo Solon

　今回は、特別賞を受賞された2名の方のお写真をご紹介します！

「ママだって自由に旅行したい」
経理部　興津　智美

「オアフ島観光=日立のこの木なんの木」
東京第三支店　石川　誠

　「第６回 私の休暇自慢」にご応募いただいた皆様、ありがとうございました！
これまで６回開催してきましたが、ここで一旦見直しをさせていただきます。
　人事部では「私の休暇自慢」に代わる新しい企画を計画してご案内しますので、
ぜひご期待ください！　　　　　　　　　　　　　　（人事部　小久保　幸子）

　6月初旬、支店より「当社のHPを開くと
鍋や包丁の通販サイトが表示される」との
一報が入りました。
　調査をしたところ、HPで使用している
WordPressというシステムに本来あるは
ずのないファイルが仕込まれていることを
発見しました。当社がレンタルしている
サーバーに脆弱性があり、そこを狙われた
と思われます。
　今回は特に大きな被害には至りません
でしたが、簡単に被害に遭う恐ろしさを再
認識しました。今後、再発を起こさぬよう
HP改ざん防止策を講じていきます。

（システム開発部　榎本　聡）

当社HPが改ざん被害に

 今号より災害の注意喚起を目
的とし、直近で起きた事故の概

要を掲載いたします。今回は工事本部よ
り配信されているビデオをご紹介します。
　最近の災害傾向と対策や、長江社長
からのメッセージが収録されています。ぜ
ひご覧ください。

URL:

https://youtu.be/4SMTpZdrqAE

SAFTY

FIRST



コロナに負けず無事竣工

　当物件は、JR中央線の武蔵小金井駅

から徒歩2分、第1地区(2011年完成済)に

続く今回の第2地区完成で、JR中央線沿

線では最大規模の駅前再開発の街となり

ます。地下1階から4階までは住宅共用部

と商業施設が併設されており、3階から上

に住宅がある26階と24階のツインタワーマンションです。

　竣工2ヵ月前にコロナのため現場が閉所となり、竣工書類が引渡しに間に合うか不

安でしたが、仲間と在宅でZoom会議などを使って書類をまとめ上げるという初めての

経験をしました。また、引渡し前のことですが、小金井市からの要請で医療関係や物流

など感染リスクにさらされながら働いている人々への応援と感謝を示す取り組みとし

て、屋上にあるRGBのライトアップ照明でブルーライトアップを実施しました。

　私たちが従事している建設業も、在宅ワークだけでは成り立たない業種です。夜間、

ブルーライトを点灯させたときは、これからも家族を守り、仲間を守り、仕事をしていかな

ければと心を揺さぶられました。    （東京第一支店　江畑　剛雄）

inside story
　最近はタブレットを利用して現場管理を
する物件が増えてきていると思います。初め
は操作に戸惑うこともありますが、慣れてく
ると非常に便利なものです。少し前までは、
現場内の薄暗い場所で紙の図面に懐中電
灯を当てて見ていましたが、タブレットなら
図面や資料を拡大して見ることができます。
　最近は老眼気味なので特にありがたみ
を感じています。

契 約 先：清水建設㈱
設計監理：㈱佐藤総合計画
工　　期：2017/10～2020/5
施工場所：東京都小金井市本町
建築概要：108,468㎡、RC造・S造、地下2階、
　　　　　地上26階 373戸（A棟）/地上24階 343戸（B棟）
施工部署：東京第一支店
協力会社：ホーエイ電設㈱、㈱Riche、㈱樹電設、
　　　　　一洸電工、清田デンキ、㈲SHINDEN

プラウドシティ日吉　レジデンスⅠ

次の工区へバトンタッチ

　東急電鉄東横線日吉駅が最寄り駅の

当物件、施工中のB・C工区が完成すると

最終的に1,320戸の大規模なマンション

となります。

　A工区はそのなかで最初に引き渡され

た工区で、B・C工区への電力供給はA工

区の高圧分岐キュービクルからとなり、そのため戸数の割には敷地が広く、外構工事の

物量も非常に多い工区でした。仕様として、住宅はWill TAPアプリによる家電制御やセ

キュリティと連動した電気錠制御を可能としたオール電化住宅で、㈱関電エネルギーソ

リューションによる一括受電となっています。共用部は住人以外にも使用ができるシェ

アオフィスや子育て支援スペース、集会所があるのも特徴です。

　施工は概ね順調に進めることができましたが、建築の工程遅延の余波を受け、諸官

庁検査や内覧会、引渡し直前まで工事せざるを得ませんでした。大型物件に携わること

ができたことを悦ばしく思う反面、2件の労働災害が発生したことを強く胸に刻んだ現

場でした。     　　 （横浜支店　北野　健二）

inside story
　A・B（住宅棟・商業棟）・C工区を合わせ
ると社員は11名で大所帯の事務所でした。
　その半数はゴルフをするのでよくコース
に行きました。全員ではなかなか行けませ
んでしたが、おかげで仕事同様に技術が向
上しました（ホントかな？）。
　全工区竣工したら箕輪CUPを開催する
ので参加希望者は是非一報を！
（2年後ですが…）

契 約 先：三井住友建設㈱
設計監理：三井住友建設㈱
工　　期：2018/5～2020/3
施工場所：神奈川県横浜市港北区箕輪町
建築概要：32,429㎡、RC造・SRC造、地上20階、362戸
施工部署：横浜支店
協力会社：㈱植田電気、㈱久貝電気、菅野電気㈱

ザ・パークハウス百道

こだわりのプライベートガーデン

　当物件は、福岡市地下鉄空港線の藤

崎駅から徒歩3分ほどの場所にあります。

バスセンターと地下鉄が直結している藤

崎駅は福岡市の繁華街である天神や博

多駅へのアクセスも便利です。近くには

福岡市早良区役所や市民センターなど

公共施設が集中しており、近隣には小学校から大学に至る数多くの教育機関が点在し

ています。

　建物は1号棟・2号棟の2棟建で、その中央に広大なプライベートガーデン（中庭）が

あり、東西2ヵ所にエントランス棟があります。エントランス棟の工事は1、2号棟を完成さ

せないと施工できない造りとなっていたため、工程に遅れがないよう、資材、人員の管

理に注意をしました。その結果、専有部と共用部の繁忙期がずれ、効率的に管理できま

した。また、プライベートガーデンのライトアップは皆様こだわっていたため、施主、設計、

建築、造園業者が集まり、夜間点灯確認でスポットライトの調整に時間をかけていまし

た。こうして無事、無事故で竣工できました。 　　　　　　（九州支店　田口　雄三）

inside story
　現場では節目毎に職長会主催のバーベ
キュー大会があり、参加者自ら肉や焼きそ
ばを焼きました。またビンゴゲーム等で盛り
上がり、より良いチームワークがとれるよう
になりました。
　ビンゴゲームの景品を買いに行く職長会
会長と設備、電気の若手担当で密談してい
るのが印象的でした。

契 約 先：西松建設㈱
設計監理：㈱雅禧建築設計事務所
工　　期：2018/4～2020/4
施工場所：福岡県福岡市早良区百道
建築概要：24,460㎡、RC造、地上12階、231戸
施工部署：九州支店
協力会社：古田電機㈱、マストテック㈱、親栄電業㈱、
　　　　　永野電興

塩竃復興のシンボルへ

　当物件は、JR仙石線の本塩釜駅から

徒歩3分の場所に位置し、ランドマークと

なるマンションです。1階は商業施設で、

敷地内には子育て支援施設や市営駐車

場もあり、塩竃市の玄関口にふさわしい

復興のシンボルです。

　長年の計画期間を経て、復興への強い思いと、行政との強固な連携によって実現さ

れた現場なので地域の方々からの注目度も大きかったように感じます。周辺には、塩釜

港や卸売市場があり、豊富な海産物や伝統的な藻塩が揃っており、日本三景松島への

船旅のスタートとなるような観光地の一角に建設された物件です。

　苦労した点は、JR高架と国道に挟まれた狭い敷地のため、住宅棟の引込が付属建

物の間を埋設配管で行う必要があったことです。そのため各関係者と調整をしたところ

先行で行わせてもらうことができました。また、近くが海のため照明器具も耐塩塗装を

かけているものを採用、ないものは2回塗装などの対策を行いました。無事故無災害で

工事を完了でき関係各位に感謝です。  　　 （東北支店　猪又　正伸）

inside story
　塩竃市は日本でも有数の漁港を持つ港
町です。また、まぐろの水揚げ基地としてさ
なざまな種類のまぐろが大量に水揚げされ
ています。
　市内には数多くの寿司店が存在してい
て、店独自の味と技で美味しさを競い合う
まさに「寿司の街」といっても過言ではあり
ません。立ち寄った際は、ぜひ味わって
みてください。

契 約 先：㈱福田組
設計監理：㈱久米設計
工　　期：2018/11～2020/4
施工場所：宮城県塩竃市海岸通
建築概要：5,376㎡、RC造、地上14階、63戸（住宅棟）
　　　　　882㎡、S造、地上3階（業務棟）
施工部署：東北支店
協力会社：大日電気工業㈱

デュオヒルズ塩竈海岸通

竣工現場レポート

プラウドタワー武蔵小金井クロス
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