
証券コード：5290

2020年４月１日～2021年３月31日
第３回定時株主総会決議ご通知

株 主 通信

株主の 皆 様 へ

　平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

　ここに当社第３期の連結業績等につきましてご報告申し上げます。

　当期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による社会・経済活動の停滞に伴って個人消費が弱含みとなる厳し

い面も見受けられましたが、通期としては緩やかに持ち直しつつある傾向となりました。

　当社グループが属する業界におきましては、 自然災害のリスクに備えるため、災害対策及び国土強靭化に取り組む必要性が

叫ばれ続けており、公共投資は底堅く推移しております。このような環境の中、当社グループの中核事業会社であるゼニス羽

田株式会社と株式会社ホクコンの合併により本年４月１日に設立したベルテクス株式会社において、製品の開発・供給体制を

更に強化し、社会的要請に応えられるよう、より一層の努力をする所存です。

　株主の皆様におかれましては、引続きのご支援、並びに倍旧のご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長　 土屋  明秀

当社第３回定時株主総会が下記のとおり開催されました。

１．日　　　時 2021年６月29日（火曜日）午前10時
２．場　　　所 東京都千代田区麹町六丁目６番地
 スクワール麹町　３階会議室
３．内　　　容
　　報 告 事 項  1．  第３期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会

の連結計算書類監査結果報告の件
 2．第３期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件
　　決 議 事 項
　　　決議内容につきましては、当社ホームページ（https://www.vertex-grp.co.jp）にてご確認いただきますようお願い申し上げます。

以上

第３回定時株主総会につきまして



【神奈川】新東名高速道路全線開通に向け、高土被り対応分割大型ボックスカルバートを設置

コ ン ク リ ー ト 事 業

　神奈川秦野IC付近の深い谷を跨ぐ新東名高速道路建設工事において、当初は現場打ちにて水路を設ける計画でしたが、短
工期、高土被り（最大11.2ｍ）への対応、高速道路仕様の高耐震性が条件とされ、多くの実績とノウハウがあるスパンザ
ウォール工法（改良型）が２路線（内幅5.80m×内高5.48m×延長105ｍと内幅5.30m×内高4.98m×延長116ｍ）で採
用されました。深い谷底での難工事を成功させるため、頂版のプレキャスト化と躯体部材を４パーツに分け軽量化を図り、
急傾斜での施工と搬入を考慮した設計を行い、側壁・頂版で788個の部材を工場で製造し、現地で組み立てる工事を行いま
した。完成後の地上部には新東名高速道路が新設され2023年度に開通予定です。

連結貸借対照表� （単位：百万円）

科　目 前　期
（2020年３月31日現在）

当　期
（2021年３月31日現在）

　資産の部

　流動資産 26,711 30,376

　固定資産 15,335 15,888

　　有形固定資産 11,604 11,881

　　無形固定資産 152 280

　　投資その他の資産 3,578 3,726

　資産合計 42,046 46,265

　負債の部

　流動負債 13,256 14,190

　固定負債 5,775 5,826

　負債合計 19,031 20,016

　純資産の部

　株主資本 21,753 24,794

　　資本金 3,000 3,000

　　資本剰余金 4,457 4,448

　　利益剰余金 18,506 21,708

　　自己株式 △4,210 △4,362

　その他の包括利益累計額 1,224 1,379

　新株予約権 36 74

　純資産合計 23,014 26,248

　負債及び純資産合計 42,046 46,265

連結損益計算書� （単位：百万円）

科　目
前　期

2019年４月 １ 日から（2020年３月31日まで）
当　期

2020年４月 １ 日から（2021年３月31日まで）
　売上高 39,014 37,763
　　売上原価 28,867 26,514
　　売上総利益 10,146 11,248
　　販売費及び一般管理費 6,357 5,958
　営業利益 3,788 5,290
　　営業外収益 298 460
　　営業外費用 128 115
　経常利益 3,959 5,635
　　特別利益 201 171
　　特別損失 541 290
　税金等調整前当期純利益 3,619 5,516
　　法人税等 1,283 1,757
　当期純利益 2,336 3,759

側壁施工中 頂版施工中 施工完了

28,539
75%

28,372
73%

2,892
8%

4,520
12%

4,170
11%

4,083
10%

（単位：百万円）
コンクリート事業

パイル事業

防災事業

その他事業

2,161
6%
2,039
5%

外側：当期
内側：前期

連結財務諸表（要旨）

NEWS & TOPICS

事業分野別売上高



【高知】道の駅・香南市指定避難所に災害用貯留式トイレ『セラピット』を施工
　南海トラフ巨大地震が発生した場合に被害が想定されるエリアでは、津波による浸水被害や、地震によるインフラの被害
想定から災害用トイレの整備が求められており、その使用想定期間は２週間とされ 『確実で安心・安全』な製品が望まれて
います。当社は防火水槽で培った技術を応用し、防臭機能や内面処理を施すことで洗浄による再利用が可能となる機能を付
加した災害用トイレシステム『セラピット』を開発し、そのコンセプトを評価して頂き採用されました。2020年度は山間
部に位置する道の駅に２か所、香南市指定避難所に５か所を設置しました。各地で地震・風水害の自然災害により、下水道
などが使用できない事象が確認されていることから災害用トイレには、より確実な貯留能力が求められています。

セラピット施工中 据付完了 道の駅
(５穴・295人想定)

据付完了 指定避難所
(２槽・８穴・400人想定)

【富山】日本最大級のため池用柔構造耐震性プレキャスト底樋125ｍ施工完了
　近年、ため池の老朽化や地震被害により、ため池の耐震性の向上が求められており、2016～2018年度に当社も参加して
産学官連携にて研究・開発されました「柔構造耐震性プレキャスト底樋」は、安全性・耐震性・施工性の全てに優れた製品
であると評価されています。現在、日本各地においてため池全体の改修・維持補修事業計画が進められており、2020年度
には富山県営農村地域防災減災事業 野地地区 野地溜池堤体盛立工事においてこのプレキャスト底樋が採用されました。た
め池底樋管の延長は125ｍ、最大土被り13.82ｍと改修工事の規模が大きいことから工期に問題を抱えていましたが、プレ
キャスト化により従来の現場打ち工法よりも現場作業の軽減と省人化が可能となり、大幅な工期の短縮を実現する事ができました。

製品設置中 施工中 施工完了（埋戻し前）

【大阪】府営住宅エレベーター棟増築工事においてラクシス22基を設置

施工前　基礎部分 施工中 施工完了

　大阪府においては高齢者をはじめとする入居者の階段昇降にかかる負担軽減を図るため、「大阪府営住宅ストック総合活用
計画」に基づき、エレベーターのない中層住宅に後付けエレベーターを設置する事業が行われており、計画では2016～
2025年度の10年間に2,650基の後付けエレベーターが設置される予定です。後付けエレベーター昇降路の構造は、鉄骨構
造とPC構造があり、現場条件により適した構造が採用され、PC構造は2020年度までに約650基が採用されました。当社が
開発したラクシスは、そのPC構造の一端を担っております。写真は、2020年度大阪府営貴望ヶ丘住宅（河内長野市）第１
期エレベーター棟増築工事（１、２工区）で、４人乗りワイド型ラクシス22基をご採用頂きました。



社　　　　名 株式会社ベルテクスコーポレーション
 Vertex Corporation
本　　　　社 〒102-0083　東京都千代田区麹町五丁目７番地２
 電話　03-3556-2801（代表）
設　　　　立 2018年10月１日
資　 本　 金 30億円
主なグループ会社 ベルテクス株式会社 ベルテクス建設株式会社
 株式会社ホクコンプロダクト 北関コンクリート工業株式会社
 ユニバーサルビジネス企画株式会社 東北羽田コンクリート株式会社
 九州ベルテクス株式会社 ホクコンマテリアル株式会社
 株式会社ウイセラ 株式会社Ｍ・Ｔ技研
 アイビーソリューション株式会社 株式会社ハネックス・ロード

会社概要
（2021年６月29日現在）

代 表 取 締 役 会 長
代 表 取 締 役 社 長
取 締 役
取 締 役
取締役（常勤監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

田　中　義　人
土　屋　明　秀
髙　根　　　総
仙　波　　　昌
花　村　進　治
高　山　丈　二
小　池　邦　吉
曽小川　久　貴

役員

発行可能株式総数 46,000,000株　     　　　　　　　  
発行済株式の総数 8,762,952株（自己株式を除く）
当事業年度末の株主数 7,057名　     　　　　　　　

株式の状況（2021年３月31日現在）

株主名 所有株式数（株） 持株比率（%）
太平洋セメント株式会社 812,586 9.27 
株式会社岩崎清七商店 245,735 2.80 
株式会社りそな銀行 232,207 2.64 
岩崎　泰次 232,000 2.64 
株式会社日本カストディ銀行（信託口４） 192,640 2.19 

大株主（上位５名）

所有者 株主数（名） 割合（%）
個人・その他 6,793 96.26 
その他法人 140 1.98 
外国法人等 74 1.05 
証券会社、銀行・信託銀行、その他金融 50 0.71 

所有者別割合（議決権なし株主を含む。自己株式を除く）

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年６月下旬開催
基 準 日 定時株主総会・期末配当金 毎年３月31日
公 告 方 法 電子公告により行います。

但し、事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告を行うことができない場合は、
日本経済新聞に掲載いたします。

ホームページアドレス https://www.vertex-grp.co.jp

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
同 連 絡 先 〒168-0063　

東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行 証券代行部
電話 0120-782-031（フリーダイヤル）

◦未受領の配当金支払請求につきまして
　��上記、株主名簿管理人（三井住友信託銀行�証券代行部）あてにお
願いいたします。
◦住所変更などの各種お手続につきまして
　お取引口座のある証券会社あてにお願いいたします。
　��｛株主名簿管理人（三井住友信託銀行）ではお取扱いできませんの
で、ご注意下さい｝

株主メモ

所有株数別割合（自己株式を除く）

百株以上～
5百株未満
40％

百株未満
42％

5百株以上～
1千株未満
7％

5千株以上～
1万株未満
1％
1千株以上～
5千株未満
8％

1万株以上
2％

株式情報

会社概要

【福島】御斎所街道（主要地方道いわき石川線）に落石防護柵を設置し災害対策に貢献

防 災 事 業

　東日本大震災から10年が経過した現在も余震が多発している東北地方、福島県の主要地方道いわき石川線において、５㌧
クラスの大きな落石から緊急輸送路の機能と維持、通行する方たちの安全を確保するために、当社の超高エネルギー吸収型
落石防護柵「MJネット」が採用されました。全計画区間長が592mと事業規模が大きく、６か年という長期間にわたる施
工となりましたが、2020年度に全計画区間が完工いたしました。山間道路を使用する方たちの安心と安全を守るために、
これからも当社の防護柵は全力で貢献してまいります。

施工中（足場設置状況） 設置状況（近景） 設置状況（空撮）


