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本社地鎮祭
５月 28 日 10 時より、新本社建設の地
鎮祭が、中川区の現地で行われました。
解体が終わり、整地された土地は、大変
広々としており、当社から６名が参加し、設
計監理を行う中日設計様、建設を請け負
う日本建設様とで、総勢 12 名で執り行わ
れました。

キックオフミーティングを開催
４月、５月に各事業部でキックオフミー
ティングを開催しています。各事業部とも
若い社員の発表が多くあり、施工事例など
の発表は、写真も多くあり技術的にもかな
り高く、大型化もしてきたと実感できます。
設備事業部は、事業部１年目のキックオ
フで、東京と名古屋にわたる部なのですが、
今回は名古屋で開催し、設備事業を行う
社員が初めて全員集まる会となりました。
同じ仕事内容なので、より突っ込んで技術
も営業も討論でき、新しい良いスタートに
なったのではないでしょうか。昨年は、ガス
の自由化があり、いろいろとシステムも変
わり、業績的には厳しかった設備事業です
が、今年は、エネファームの販売が今のと
ころ順調に進んでおり期待がもてます。

決算発表
決算発表が５月８日に実施されました。
45 期の結果については、発表の通りで厳
しい環境ではありましたが、前期より成長
することができました。46 期の予想数字に
ついて、利益を減少予想で発表したところ、
その後当社の株価は下げ始めました。減
少予想の理由は、本社転居に伴い、現在
の本社、駐車場等の評価損が発生するた
めです。社屋等の固定資産を利用しなく
なると、現在の時価に評価の見直しをする
という作業を会計処理上行うわけですが、
現在の本社はバブル期に購入しており、
帳簿価格が結構高いため、評価損が発
生するのです。本業の業績は、今年度も
増収増益を計画しており、今年１年間で評
価損を出すわけですが、実際にキャッシュ
が出ていくわけではなく、30 年近く利用し
ており、十分投資金額に対するリターンは
得ており、何ら問題はありません。当社とし
ては、本業で業績を伸ばし、しっかりと利益
を上げていくことに邁進するだけです。

三河転居
三河営業所の建設工事も予定通り進
み、６月 20 日に法人事業部三河営業所
が、新居に転居し、22 日より新事務所に
て営業開始予定です。その後、元の三河
営業所の１階をデアール岡崎店のショー
ルームに改装します。ショールームのオー
プンは７月末予定です。

東京西営業所看板設置
東京西営業所に新しく看板を設置し、
道路沿いの立て看板も少し色あせていた
ので、貼り替えました。東京西営業所では、
東京地区でのインターンや会社説明を行
うことも多く、また写真で東京拠点として紹
介される場面も多いので、見映えが少し良
くなればいいのですが。

診断事業が増える
建物診断の引き合いが、リニューアル
工事部で増えています。現在、岐阜市に
ある会社の本社ビルを診断しており、ゴンド
ラ作業を当社で、ブランコ作業は、ビルワ
ークにお願いしています。その後も、病院、
マンションなど計画が控えており、忙しくな
りそうです。

コラム 「自主性」
日大アメフト部の問題が、世間を騒がし
ていますが、今回のことで多くのことを考え
させてくれます。改めて自主性を重んじた
指導の大切さを感じるわけですが、指導
者により、組織は歪められていくのだという
こともわかります。大学間の親善のための
定期戦なのですが、スポーツの世界で、
ルールを犯してまで勝とうとして、またそれ
が許されると思ってしまうことに、よくここま
で放置されてきたなという感じです。相手
を負傷までさせるのですから、犯罪行為で
す。当社の社是に毎年の成長を誇りとする
というのがありますが、指導者自身が、常
に謙虚に広い視野をもち、人間的成長を
目指して努力していれば、このようなことに
はならなかったと思います。見ている方も
多いと思いますが、ＮＨＫに、「奇跡のレッ
スン」という番組があります。海外のトップア
スリートや指導者が日本に来て子供たちに
指導をしてくれる番組ですが、日本のスポ

平成 30 年６月１日
株式会社ＮＩＴＴＯＨ

ーツ界との違いに大変学ぶところが多いで
す。子供たちの本来もっている力、可能性
を最大限に伸ばし、それを発揮するために
は、どうすれば良いかということを、その子
の立場で考えるのです。自分たちに考えさ
せることに重きを置いて、前向きな気持ち
にさせよう、楽しませよう、挑戦させようとし
ます。そのための、言葉のかけ方、練習方
法、ゲーム中で意識させる点など、いろい
ろなノウハウ、知識が豊富です。子供たち
の生活や家庭などにも関心をもち、その子
を知ろうとして、その子の立場で指導者が
一生懸命に考えています。一方的な伝達
では、頭に残るのは 10％という話もあり、コ
ミュニケーションの中で指導をします。課
題やゲームの中で考えさせます。子供た
ちは、ちょっと混乱したり悩んだりしますが、
それは、自分たちで考えだした証拠と、前
向きにとらえ一生懸命にサポートします。
そして、質問をさせて、それに応えていくの
です。日本の子供たちは、まず質問ができ
ません。日本の練習は、決まった形をただ
ひたすらに本数をこなすのですが、それが
試合でどのように生きてくるのか、それを何
のためにやっているのかと、質問されると
答えられないのです。海外の観光地にいく
と、ガイドさんが説明をしてくれて、質問を
受ける形で案内をしてくれます。海外の方
は、とても熱心に質問をして、ガイドさんは
質問に対し、「とてもいい質問だ。」と必ず
誉めて、いろいろと会話が深まっていき、
お互いに質問をしたりして、楽しみながら
学んでいくのがとても上手だと感じます。質
問をするということは、考えている証拠で、
それに対しちゃんとまず感謝する文化が根
付いているのです。日本人は、その会話を
外から聞いている感じです。日大は、質問
ができる文化だったのでしょうか？日本人
は、まじめな国民性で、言われたことを熱
心にやろうとしますが、考えること、意見を
ぶつけあうことはあまりしない国民とも言え
ます。戦後 70 年以上が経過しているのに、
最高学府である大学の部活で、まだこん
なことがあるのかと、少し驚きもありますが、
強くしよう、成果を出そうと思うと、強い指
導者を求めて、また、そうした指導者にと
にかくついていこうとする面が、我々の近く
にもあるのではないでしょうか。良い指導
者は大切ですが、自主的に学ぼう、自分
の頭でよく考えて、納得して成長していこう
という考えをもつこともまた大切です。上に
立つ人は、とても重要です。その組織が誰
を上にするのかということで、その組織が
決まるとも言えます。その組織が、何のた
めに存在し、何を目的としているか？まず、
それをしっかり考えないと方向性を間違え
ます。学生さんたちは、まっすぐで素直だと
思います。まだ、20 歳ぐらいですから、彼
らの成長のためには、良い指導者が必要
でしょう。思い切り、楽しくプレーして、自分
たちの能力をいかんなく発揮できるような
クラブに再生されれば、いいなと思います。
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施工事例紹介

ちょっと一言

●施 工 場 所 愛知県豊田市
●工 事 名 床下防湿木炭敷込工事

「食事」
施工前
総務部
髙木 有美

施工中
施工後

■担

当 住宅メンテナンス事業部
三河営業所 佐世

博

「健康防湿木炭工事」施工例の紹介をします
をします。
シロアリ調査時、床下に入るのですが、
、昔ながらの土の床
下は、立地条件にもよりますが、非常に湿気
湿気があることが多
く、カビだらけの床下もあります。
お客様も、押入れがカビ臭かったり、湿っぽい
っぽい部屋があるな
ど、ある程度気にしていることもあります。
。そんな床下に、「健
康防湿木炭」の施工をお勧めしています。
。
今回の事例は、木炭 72 坪、枚数にして
にして 1,152 袋、重さ
2,304 キロ分の木炭を床下に敷き詰めるのですが
めるのですが、木炭工事
にしては、大きな物件になりました。施工後
施工後の床下は、カビの
臭いも無くなり、お客様には大変喜んでいただけました
んでいただけました。

★Happy News★
お誕生おめでとうございます
おめでとうございます
★法人建設課 村上さん
男児誕生

みなさんこんにちは。総務部
総務部の髙木です。
先日、小学３年生の娘の
の家庭訪問がありました。家庭
や学校での様子を話す中
中、先生からの話の中心は給食
についてでした。牛乳・おかず・ご
・おかず・ご飯に限らず、みんなが
喜んで食べるデザート類も
も残す姿に、先生はそれも!?と
驚いたそうで、学校でどのように
でどのように給食に関してサポートし
ていったらいいか、という内容
内容でした。
娘の偏食・少食は幼い頃
頃からずっと続いていて、当時
から様々な育児の悩みの
みの中でも食事についての悩みが
大部分を占めていました。
。食事だけが原因ではないと思
いますが、幼い頃はしょっちゅう
はしょっちゅう体調を崩し、そんな時は
ますます食べ物を受けつけず
けつけず体力も落ち、治るまでに時
間がかかりました。いろいろ
いろいろ試行錯誤しても娘が嬉しそう
にご飯を食べてくれることは
べてくれることは少なく、そのうち少量しか食べ
ないことに私自身慣れてしまい
れてしまい、いつの間にか食事の大
切さを伝える努力をしなくなっていました
をしなくなっていました。
今回担任の先生からの心配
心配もあり、食事について改め
て見つめ直すきっかけとなりました
けとなりました。「食べること」＝「体と
心の健康」です。これから迎
迎える成長期に向けて、まずは
娘にとって食べることが、そして
そして今は苦痛であろう給食の
時間が少しでも楽しく感じられるように
じられるように少しずつ食育に取り
組んでいきたいと思います
います。その一歩として、料理するこ
とは好きなようなので、最近
最近は時々一緒にキッチンに立っ
て私も娘との貴重な時間を
を楽しんでいます。
これから暑くなってくると
くなってくると体力の消耗も激しくなりバテや
すくなります。バランスのいい
バランスのいい食事で心身共に健康を維
持していきたいですね。

入社社員紹介
★杉本 佑貴 設備事業部 東海統括課 38 歳
資格：第二種電気工事士
第二種電気工事士
趣味：ネットサーフィン
ネットサーフィン、ダイエット
「いつも笑顔を大切に
に、健康・安全第一で頑張りま
す！」
★山田 真一 大阪事業部 阪神営業所 38 歳
趣味：犬と遊ぶ、雑貨屋巡
雑貨屋巡り
「安心感を持って貰えるように
えるように明るく取り組んで行き
ます。よろしくお願いします
いします。」

