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会社概要
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■ 事業内容 建設機械を中心とした総合レンタル業

■ 資 本 金 81億円（発行済株式数28,391,464株）

■ 売 上 高 連結 1,617億56百万円

■ 従 業 員 連結 4,463名 ■ 店 舗 数 482ヶ所

■ 東京証券取引所 市場第一部（証券コード9699）

■ グループ会社 41社 【国内会社】ｻｺｽ(ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ) ・ﾆｼｵﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾑ ・ｼｮｰｼﾞ・三央、他
【海外拠点】ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ﾏﾚｰｼｱ・ﾀｲ・ﾍﾞﾄﾅﾑ・上海、他

■ 主な取扱い品目

道路土木工事向け機械 建築工事向け機械 イベント展示会向け商品



経歴
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1959年（S.34） ➢ 会社設立（大手電機メーカーの下請工場）

1965年（S.40）

～1970年代

➢ 道路機械のレンタル開始

➢ 万博、新幹線、高速道の工事に伴い営業所を全国に拡張

1978年（S.53）

～1985年頃

➢ レンタルの総合化をめざし、対象領域・取扱商品を拡大

－ 総合レンタル業のパイオニアとして 経済社会に貢献する －

＝イベント関連・民生品のレンタルを開始（78年）レントオール事業スタート

＝高所作業機を全国展開・タワークレーンのレンタル開始（79年）

＝フランチャイズ事業開始、1号店にレントオール京都（81年）

1990年（H.2）

1992年（H.4）

1993年（H.5）

1999年（H.11）

➢ 株式店頭公開 （現ジャスダック） （公開会社となる）

➢ 「ニシオレントオールマレーシア」を設立（海外への進出）

その後、タイ（95年）・シンガポール（02年）・ベトナム（12年）等、海外に進出

➢ 大証2部上場

➢ 都市土木に強い建機レンタルの「サコス（ジャスダック）」をグループ化

2002年（H.14）

2013年（H.25）

2022年（R.04）

➢ 大証1部指定

➢ 東証1部上場（東証と大証の市場統合に伴う）

➢ 東証プライム移行（市場区分見直しに伴う）

労働集約型から資本集約型へ

70年代、不足分のレンタルから、企業の合理化の手法として定着

80年代、工事量の拡大と共に取扱い商品も拡充し、レンタル需要拡大

90年代、積極的なM&Aや海外進出によりレンタル事業を拡大



Vision2023
－2023年９月期数値目標－

Beyond
2020

Vision
2023

1,900
億円

売上高

570
億円

EBITDA

億円
190
営業利益

❶投資・財務戦略

❷株主還元

❶ソリューションの進化

❷仮設のチカラ

❸大阪・関西万博に向けてイノベーション創出

❶収益基盤拡大に向けた投資を継続

❷新たな物流網の構築

❸新たな営業チャネルへの挑戦

❹グローバルネットワークの活用

Beyond2020

Vision2023

高水準の投資と
株主還元の拡充を両立

基本方針

2020年

2023年

1
成長戦略

規模拡大と「質」の向上を加速

2
SDGsへの貢献

レンタルビジネスの進化で
SDGsに貢献し、持続的成長を図る

3

2025年

仮設のチカラ
大阪・関西万博

MIDORIオフィス
実証実験

シェアリング事業
咲洲R&D国際交流センター
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中期経営計画「Vision2023」より
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経営
リソース

機 能

中期経営計画

ソリューションの進化 仮設のチカラ

当社は「仮設のチカラ」を基に、2020年10月には、う
めきた再開発エリアに本社部門の一部を移転し、BCP対
策を兼ねた実証実験「MIDORIオフィス」を行いました。
また、2021年２月には、大阪・咲洲エリアにて、

大型テントを活用した「ワクチン接種大規模会場デ
モンストレーション」を行いました。
いずれも地方自治体の関係者を含め、大きな反響

を頂き、当社の取り組みが社会課題の解決、SDGｓ
への貢献につながるということを改めて実感する機
会となりました。

SDGｓへの貢献 1

社会課題解決に貢献し、持続的成長につなげる
サイクルを構築

当社では、機械センターでの集中管理により機械
の長寿命化に努める他、IT技術を駆使し、旧式建機の
ICT化や自社開発の機材管理システムのユーザーへの
提供等に取り組み、資源を有効に活用してまいりま
した。
今まで培ってまいりました建機・通信測機・イベ

ントの技術力・ノウハウを基に、今後は更にソ
リューションを統合・進化させ、社会課題解決へ貢
献してまいります。併せて、研究開発を加速し、ス
タートアップ企業を始めとする外部パートナーとの
共創も進め、社会とともに持続的成長につながるサ
イクルを構築してまいります。

「仮設のチカラ」～MIDORIオフィス～

最近、公共施設や公園、アリーナ等の施設は、一
つの目的に使用するのではなく、多様で、フレキシ
ブルな使い方へ変化しています。
当社は、建設現場で仮設の通信環境・Wi-Fi環境を

整備することを得意としている他、イベント現場で
はテントや仮設観覧席等を提供し、「仮設のチカ
ラ」を構築してまいりました。
今後の公共空間への提案としては、施設建築の際

に、必要最低限の設備だけを整備いただき、観覧席
や備品等の必要なモノは当社がレンタル、あるいは
シェアリングで提供することで、フレキシブルに、
かつコストを抑えて運用できるのではないかと考え
ております。

SDGｓへの貢献 2

保 有 保 守 管 理 運 搬 運 用

財務基盤 ﾚﾝﾀﾙ資産 人的資産 物流拠点 店舗網

コーポレート・ガバナンス

再投資

社会課題
を解決

建築現場の

人手不足

自然災害の

激甚化

省資源化

への要請

ポスト・

コロナ

各部門の取り組みを統合

基盤整備、技術開発を加速

シェアリングの
「質」を転換

Vision2023 外
部
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
共
創

幅
広
い
社
会
課
題
解
決
に
貢
献

長期活用

転用 即時運用

現在までの取り組み事例

再生

資源の
有効活用

中期経営計画「Vision2023」より
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“Vision2023”では、引き続き高水準の設備投資を行
い、将来への基盤づくりを加速させてまいります。
レンタル資産は“Beyond2020”と同水準の投資を予

定している他、ロジスティックス・イノベーション
推進のための機械センター拡充、研究開発投資、ス
タートアップ企業への投資・出資を含めたM&A投資
を積極的に行ってまいります。機械センター拡充へ
の投資が増えるため “Vision2023”では有利子負債が
一時的に増える想定です。

株主還元は、 前中期経営計画“Beyond2020”で公表
のとおり、2022年9月期以降は配当性向30％で進めた
いと考えております。また、株主還元は主に配当で
行いますが、株価等の状況に応じて自己株式の取
得・消却等も検討してまいります。

「木造＝燃えやすい・大規模建造物は不可能」との既成概念を覆すレンタル資材

350億円×3年
レンタル資産

投資額

120億円×3年
社用資産
投資額

120億円
M&A
投資額

SDGｓへの貢献 3 SDGｓへの貢献 4
大阪・関西万博に向けて

「仮設のチカラ」を世界に発信

2025年に開催される大阪・関西万博では、関西発
祥の企業として、「仮設のチカラ」を提案し、万博
がテーマとする持続性の面でも貢献したいと考えて
おります。
長期間使用できる仮設の大規模建造物「木造モ

ジュール」を活用することで、コストがかからない、
環境に負荷をかけない会場づくりを提案しておりま
す。移設や増設、撤去も容易で、万博終了後は、老
朽化が進む自治体の総合体育館や倉庫、工場建屋等
ヘの転用が可能で、自治体の人口動態や環境変化に
応じてフレキシブルに対応することができます。

イノベーション創出

「咲洲R&D国際交流センター」において
レンタルビジネスを進化

レンタルビジネスを進化させる施設として、大
阪・咲洲地区に、咲洲R&D国際交流センターの開設
を予定しております。
ここでは、木造モジュールの実証実験やAI・IoT・

自動運転等の研究開発により、シェアリング・ソ
リューションを進化させて、レンタルサービスの
「質」を向上させてまいります。また、産官学やス
タートアップ企業との連携により、オープンイノ
ベーションを進め、様々な社会課題を解決すること
で、持続的成長を図ります。

活用イメージ 既存のテントとともに

「仮設のチカラ」の主力商品として注力

終
了
後
、
解
体
し
て
転
用

万博の
パビリオンとして

レンタル 体育館

倉庫

工場建屋

投資・財務戦略

株主還元

中期経営計画「Vision2023」より
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開設予定の咲洲R&D国際交流センターは、研究
開発や産学交流の拠点だけでなく、防災機能も備
えた施設にしたいと考えております。
平時から災害用の物資を備蓄するとともに、災

害発生時には仮設トイレ・トレーラー等の提供や
展示スペースを中心に帰宅困難者の受入れ等を行
うことを想定しております。
従来より、全国の自治体や自衛隊、企業と災害

協定を締結し、災害発生時には避難所では発電機
や給水車等、災害復旧現場では土木機械や高所作
業車等の提供に尽力してまいりましたが、今後は
当社の拠点もご活用いただき、地域社会に貢献で
きるよう努めてまいります。

環境アセスメントの推進をより効果的に

当社では、常に「安全・環境・効率化」をテーマ
にレンタル商品の充実を図っています。CO2削減や
騒音・振動の軽減、工事排水処理等に関連する機械
を積極的に導入し、現場に提案営業を行うことで、
建設現場全体の環境対策に役立っています。

咲洲R&D国際交流センターにおいて

防災機能の整備を推進

環境への取組み

TOPICS

安全に対する継続的な啓蒙活動

全国で様々な安全講習会を実施する他、協力企業
（修理業、運送業）を対象とした安全大会を定期的
に実施することで、安全に対する意識の啓蒙活動を
実施しています。
また、当社が発行する「安全くん」は1993年から

顧客や教育機関へ無償で配布し、建設業界全体の安
全に対する意識の向上に貢献しています。

安全への取組み

社会への取組み

全国の自治体や企業と災害協定を締結し、有事
の際にも即時対応出来る体制を整えております。
また、東日本大震災の際には屋外でのイベント

が中止となるなか、当社が郡山市において無償で
テントを提供。1年を超える提供期間中、イベン
トが開催される等、数多くの方にご活用いただき
ました。

テントを活用したコミュニケーション空間の提供

現場の安全と環境を考えるNISHIOの広報誌「安全くん」

中期経営計画「Vision2023」より
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コラボを希望する内容・分野

①技術開発分野

1) COCO-R(ココアール)

2) LIP LITERACY(リップリテラシー)

3) モビシステム

②配管機器分野

1) 水道管路埋設位置特定技術

③通信ネットワーク分野

1) VPN接続次世代モバイルルーター

2) 無人化施工

④イベント・展示会分野

1) トレーラーボックス・コンテナ

2) スポーツ×リモート

3) eスポーツなどスタジオでの展開

既存の技術×5G×AI/IoT/XRで

多様な働き方の改善へ！

7

新サービス創出

進化

進化

進化

開発

進化・機動力向上

用途開発・DX

進化

進化

４分野９項目



①技術開発分野
1) COCO-R(ココアール)を活用した新サービス

8

在庫状況を確認し、貸出予約登録が可能に！

予約された商品を登録者以外が貸出しようとすると、
画面上で貸出処理ができないことをお知らせします！

お近くの拠点を選択し商品の在庫状況が確認できます

COCO-Rは西尾レントオールが提供する無人貸し出しサービスです

一緒に実現する
パートナーを
求めています

COCO-Rの活用シーンが増えるよう一緒に考えてくださるパートナーも募集しています（公共施設等）



①技術開発分野
2) LIP LITERACYのさらなる進化

■原理＝トヨタ自動車株式会社から提供される全国を走るトヨタコネクテッ
ドカー（車載通信機）からの大量な車両データ（車速・位置情報）を収
集し弊社クラウドサービスにて旅行時間を計算してLED情報板の表示内容
が動的に変更します。例：一般道＝６０分 高速＝４０分

■工事等の影響による交通状況に応じて、ドライバーを最適ルートへ誘導
します

一般道？ OR 高速道路？、 右ルート？ OR 左ルート？ など

■従来のようなセンサー等を道路に設置する必要がありません

■今後の展開として

・急ブレーキ多発エリア（ABS情報）の可視化

・雨雲レーダーでは把握しきれない（2千メートル以下）天候状況（ワイ
パーの動作情報）

・路面の凹凸や大きなひび割れ路面荒れを分析（タイヤの回転数）

■今後コネクテッドカーの普及は2035年には1億台を超えるとの予想

２０２０年現在、約４千万台普及してます

9



①技術開発分野
3) モビシステムのさらなる進化

10

＜現状＞
光回線

＜これから＞

セキュリティ面、
ユーザインターフェース等、
ステーションの機能向上に
一緒に取り組んでくださる
方を求めています

モビステーション



②配管機器分野
1) 水道管路埋設位置特定技術

11

【現在】
・GNSSにより配管接合部の座標を取得
・地図上に接続位置を表示する事で埋設
状況を確認する事ができる
・リアルタイムで接続箇所が更新され、
工事の進捗状況が確認できる

【今後】
・接続部の座標を利用し、３Dによ
る視覚化をする事で、現場でリア
ルな管路を確認し、他の配管やマ
ンホールとの離隔距離なども表示
できれば、工事計画や作業時間の
効率化へと繋げて行く

Mixed Reality

X Reality



③通信ネットワーク分野
1) 屋外・屋内でのモバイルルーター・VPN

12

５G用モバイルルーター/VPN通信ネットワーク

PC

【4K　映像】

５G基地局

【ファイル共有】

変換器

【重機　操作機】

【ファイル共有】

【4K　カメラ】

変換器
【重機制御】

VPN通信５Gモバイルルーター

5GSIM

５Gモバイルルーター

5GSIM

５Gモバイルルーター

5GSIM

５Gモバイルルーター

5GSIM

５Gモバイルルーター

5GSIM

５Gモバイルルーター

5GSIM

建設をはじめ様々な業務に利用できるVPN通信が可能な5Gモバイルルーターが
求められています



③通信ネットワーク分野
2) 無人化施工の進化・機動力向上の技術

14



④イベント・展示会分野
1) トレーラーボックス・コンテナの用途開発やDX

14

現行ラインナップの一部（トレーラーボックス）

（コンテナ）

西尾レントオールで提供しているトレーラーボックスは約２００台と日本一の在庫数を誇ります。これまでは店舗・
物販ブース・託児スペース・パウダールーム・チケット販売・事務所・控え室などにご利用いただいてきましたが、
さらに付加価値を高めるため独自の用途開発を進めてきました。拡張型、シャワールーム、医療用、オフグリッド…
今後はスマートグリーンハウスなど日本のイノベーションに貢献するような方向性も含めて、皆さまとの協業を通じ
て新たなトレーラーボックスの形を追求してまいります。
また、利活用シーンが増えているコンテナについても当社では２階建てのものを共同開発するなど、レンタル商品の
価値を上げていく取り組みを進めていきたいと考えています。



④イベント・展示会分野
2) スポーツ×リモートの進化【リモートプロダクション】

15

ローカル５G×リモートプロダクション
撮影（中継）～映像配信～演出（魅せる）まで、大容量・低遅延のローカル５G活用で
コンテンツの価値向上・作業効率化・運用の省力化をサポートしていく技術を求めています

スポーツ会場（スタジアム/アリーナ他） 配信先（パブリックビューイング会場・放送局・
携帯端末・施設他）



④イベント・展示会分野
2) スポーツ×リモートの進化【リモートコーチング】

16

スポーツ習い事に関する障壁…

父母が共働きで習い事をさせる時間がない / 経済的に余裕がない

習わせたいものが平日に通うものばかり / 感染症が不安で通うのが怖い

これらを解消し参加しやすくするために

「５Gを活用した遠隔コーチング」が必要不可欠

現状は「通信環境やデバイス」がネックとなっており、リモートコーチングによるレッスンを行う「場所」に制約が生じています。

5G活用でこれらが可能に…？

・リアルタイムな双方向の映像通信「場所の制限を受けない」レッスンに

・高精細な映像や多角視点カメラを用いた「大容量通信」でより細部までの指導に

・映像やウェアラブルデバイスを通じて「保護者による子供の身体・メンタルの状態確認が可能に、安心を提供できる

・動画内での音楽、コーチやスタッフなどが来ている服・キャップ等を「即時購入」できるライブコマース的な活用も

・VR・ARやメタバース、リアルタイム翻訳機能等の組合せで世界・宇宙飛行士の人々と繋がり異文化・異世界の交流を促進できる

・モーションキャプチャからさらに進化、「痛みや爽快感」を体感可能に。保護具などの商品開発が容易になり、収益拡大の機会も



④イベント・展示会分野
3) eスポーツをはじめとした新たなスタジオの展開
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eスポーツ競技人口の増加に伴い、関連イベントも多数開催されるようになりました。大規模なeスポーツ
イベントを行う際には高速・低遅延のネットワークが必要となるため、LANケーブルを敷設した有線通信
を行うことが一般的となっており、eスポーツの会場設営に時間がかかることや断線による通信リスクと
いった課題とイベントで使用したLANケーブル等は使いまわすことが難しく都度廃棄されるといったケー
スが散見され、環境負荷という点においても課題があります。今回高速大容量・低遅延を実現可能な無線
通信であるローカル5Gを有線ネットワークの代替として活用することで、これらの課題解決しeスポーツ
の次の時代を創っていきましょう。

大阪配信スタジオ 東京配信スタジオ

イベント現場

（仮設可能）

★他拠点展開により、動きのある中継配信の構成を創出

WEBセミナー、株主総

会、企業イベント、学

会等

MICE案件可能

Eスポーツ、スポーツ中

継先、（パブリック

ビューイング）記者発

表会等 スポーツ案件

可能



当社のオープンイノベーション実績
2021年からSORABITO社とSaaS型オンラインレンタルアプリのローンチパートナーとして
実装、他社への展開の先駆けとなっています。
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ご一緒に
“5Gで働き方改革に貢献”

しましょう

2022年9月

西尾レントオール株式会社


