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日本都市技術株式会社 中期経営計画２０２１  

はじめに 

 日本都市技術株式会社（以下、「日本都市」）は 1949 年に福岡県土地区画整理協会として創立

し財団法人として全国の土地区画整理事業を長年、支援してきました。そして 2006 年に株式へ

移行するとともに CTI グループに加わりました。

2016 年 6 月、当社は株式移行 10 年の節目の年を迎え CTI グループ中長期ビジョン

「CLAVIS2025」に連動した日本都市技術中長期ビジョン 2025「IGNITION2025」及び中期経

営計画 2018（第Ⅰ期）を策定し、受注と利益の安定化、事業展開の基盤強化を掲げ努力してまい

りました。

そして 2019 年を迎えるにあたり、過去の取組みや経営課題を振り返り更なる発展を目指すた

め中期経営計画 2021（第Ⅱ期）を策定しました。

注）CTI グループ ：株式会社建設技術研究所グループ 

1. 現状の評価

当社の 2016 年から 2018 年の 3 年間の事業活動に対する IGNITION2025 及び中期経営計画

2018（第Ⅰ期）の達成状況評価結果（概要）は以下の通りです。

表１  2016 年から 2018 年の経営・業績等の評価結果（概要） 

①受注 
∙ 年次ごとの増減変化が大きく安定的とは言えない、現中期経営計画の最終年

2018 年は対計画 85％に留まった 

②利益 ∙ 効率化や業務マネジメントが奏功し収益性は大幅に改善、税引前利益は未達 

③経営の自律化 ∙ 自己資本率は 40％から続伸し 50％台後半へ 

④職員数 ∙ 2016 年 99 人から 2018 年 107 人へ 

⑤ハタカク ∙ 時短キャンペーンや代休導入により労働時間は改善傾向 

2. 中期経営計画 2021 
2.1 基本方針

2.2 営業目標

＜基本事項＞ 

中長期ビジョン IGNITION2025 ：、計画期間 2016 年から 2025 年 

中期経営計画 2018(第Ⅰ期)：2016 年から 2018 年、受注と利益の安定化・事業展開の基盤強化

中期経営計画 2021(第Ⅱ期)：2019 年から 2021 年、本格的な事業展開、社内システムの改革 

中期経営計画 2025(第Ⅲ期)：2022 年から 2025 年、事業拡大と利益増進 

■中期経営計画 2021 の基本的方針 

１．受注と利益の確保 

２．開発事業全般を見据えた事業展開の推進 

３．「会社システムのリフレッシュ改革」の継続、ハタカクの本格化 

４．グループ経営の強化、運営の自律化 

2021 年の受注及び利益の目標

■受注目標 

目標  ：2018 年 14.6 億円 ⇒ 2021 年 17 億円

＜マーケット別の受注目標＞

区画整理等（既存事業）  ：2018 年 14.5 億円 ⇒ 2021 年 16 億円

再開発・土地活用（新事業） ：2018 年  0.1 億円 ⇒ 2021 年 1 億円

■利益目標（税引前利益率：売上高比） 

目標  ：2018 年 4.0％ ⇒ 2021 年 5.1％
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2.3 事業展開方針（開発事業全般を見据えた事業展開の推進）

∙ 「グループにおける開発部門を担う」位置づけのもと、CTIE 及び CTI 都市建築グループと連携し

積極的に開発事業全般への展開を図る。

∙ 区画整理事業【既存事業】は今後も主力業務とし、上流側業務を通した開発情報の早期確保、新

規顧客の開拓、エリア展開によりシェアを拡大する。 

∙ 再開発コーディネートビジネスを通した市街地再開発事業等（新事業）への参画に向け、建築計

画や PFI 等の主要技術や人材を内在化し、関連企業連携等により業務経験や実績を獲得する。 

∙ 不動産保有者の利益増進を目的とする土地活用・不動産ビジネス（新事業）は、長期的視野のも

とビジネスモデルの構築、事業性評価、パートナー企業の開拓など検討する。 

2.4 運営方針（施策）

2.4.1 組織・体制

∙ 4 大都市圏への事業展開を見据えるも事業所規模や事業効率を勘案し、将来は 1 本社 3 支社体制

を目指す。受注可能性を勘案しつつ当面は関西支店、沖縄支店の体制強化を優先する。

図 1  本社及び支社、支店の構成（構想） 

2.4.2 人材採用

∙ 営業及び生産体制の強化を図るため、職員数を 2018 年 107 名から 2021 年 126 名まで増員する。

採用計画は下表のとおり。

表 2  人材採用計画（人数／年間） 

2.4.3 営業システムの改革

∙ 営業管理部及び新事業推進室、営業統括責任者を軸とし民間営業戦略を立案する。

∙ グループ内の営業戦略会議や地域営業会議を通して情報共有や営業連携を更に強化する。

2.4.4 生産システムの改革

∙ 業務マネジメントやＰＭ活動を通して効率化と生産力強化の同時達成を目指す。

区分 2019年から 2021年 2022年以降

技術系
新卒 3人 2人
中途 2人 2人

営業系
新卒 適宜、採用（数年に 1人程度）
中途 適宜、採用（開発経験者や業界通、年に 1人程度）

管理系 適宜、採用（数年で 1人程度）

本 社

東日本支社 

東北支店 

北関東支店 

神奈川支店 

(中部管内含む) 

西日本支社 

関西支店 

沖縄支店（名目支店）

本 社 

東日本支社 

東北支店 

神奈川支店 

九州支社（将来）

沖縄支店 

関西支社（将来）

【現在：1本社 2支社体制】 【将来：1本社 3 支社体制】

北関東支店 

中部支店（将来）

管理本部 管理本部 

事業本部 事業本部 
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∙ 事業開発及び生産性向上を推進するため、計画的に研究開発投資を行い換地業務や測量設計業務

の支援ツールや CIM 等を整備する。

2.4.5 人材育成・技術力強化

∙ OJT 及び講習会活用等を基本としつつ、未蓄積技術はグループ内出向により技術を内部化する。

∙ 技術士・区画整理士・補償業務管理士等の必須資格は講習会費用補助等を通して取得支援する。

∙ 営業系の新卒採用者は一定期間技術系部署に配置し、技術営業が可能な人材として育成する。

2.4.6 品質システム

∙ 地域密着型の丁寧なビジネススタイルを堅持し、プロセス品質と顧客信頼を高める。

∙ 各種照査要領、業務マネジメント及びプライバシーマーク規定等を遵守し品質向上を図る。

2.4.7 会社システムのリフレッシュ改革及び社員満足度の改革

∙ 今日社会に相応しい会社運営とするため、既存規程等をチェックし必要に応じて改定する。

∙ 従業員代表者協議会、意見交換会等を継続し経営層と従業員のコミュニケーションを活性化する。

2.4.8 ハタカクの確実な推進

∙ 職員利益の向上と会社運営の健全化のため、時短と効率化の両立を目指す。

①長時間労働問題を 2021 年までに大幅改善、2025 年までに解決 

②徹底的なムダの排除（本社経費・販管費）約 3％ 

③職員の能力育成、マネジメントの徹底：外注費と作業コストの削減（2025 年で原価率 1.5％分） 

④受注計画の必達、より付加価値の高い業務の確保 


