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第11期 報告書

美しい時代へ－東急グループ

クローズアップ
「創る」ために「壊す」
渋谷駅周辺大規模再開発事業

REPORT
Tokyu Construction

渋谷駅東口では｢渋谷駅周辺大規模再開発事業｣に伴う複数の工事が地上と地下で同時進行中です。
渋谷駅周辺で、現在当社が担当している主な工事は5つ。日本有数の巨大ターミナルで、駅の機能を損なわず、周辺を行き交う

膨大な人と車への影響を最小限にとどめながら工事を進めています。特に、渋谷駅と一体化した｢東急百貨店東横店｣の東・中央館
解体工事では、施工の難度もさることながら、“生きている駅”に合わせて工事を進めるため、日々、調整と工夫の連続です。 
さらに、2014年度は複数の大型建築工事が予定されており、中でも今回の再開発で最大規模の｢渋谷駅街区東棟新築工事｣

（地下7階、地上46階、高さ約230m）の施工者が当社JVに決定し、再開発事業がいよいよ本格化します。
複雑な条件を数多く抱える渋谷駅および駅周辺の工事では、渋谷に生まれ、渋谷の街を熟知している当社ならではの技術

とノウハウを余すところなく活かし、ゼネコンとしての“真価”を発揮してまいります。

裏表紙に
第11回定時株主
総会決議ご通知
を掲載しております。

渋谷駅東口
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国内建設市場は公共投資が増加し、民間建設投資も堅調に
推移するなど回復が鮮明となり、受注環境は大きく改善しま
したが、建設需要の高まりに供給が追いつかず、建設コストが
上昇し、工事収支の面では引き続き厳しい状況でした。

こうした状況に対応するため当社グループは、物価変動
リスクを踏まえた受注判断を徹底するほか、省力化工法や 
構造変更等の技術的な提案などにより、コスト・工期・品質の
あらゆる面でお客様の期待に応える取り組みを進め、利益 
最大化に努めました。

また、海外建設事業では、東南アジアにおける交通インフラ
工事や民間工事への取り組み強化により、鉄道工事や工場
建設の受注が増加するなど成果が現れました。

あり35億円（同54.7％増）となり、税引き後の当期純利益は 
26億円（前期は5億円の当期純損失）となりました。

当社グループの連結業績につきましては、受注高は、官公庁・
民間工事とも大幅に増加し2,906億円（前期比37.8％増）と
なりました。売上高は、前期までの低調な受注の影響により完成
工事高が減少したため2,261億円（同1.1％減）となりました。営業
利益は、前期以前に受注した低採算工事の影響が残りましたが、
土木・建築工事とも全般的に利益率が改善したことや、販売費 
及び一般管理費の削減などが奏功して26億円（同127.9％増）と
なりました。また、経常利益は、持分法適用関連会社の業績好調も

国内建設市場は今後も底堅い需要が見込まれますが、建設
コストの上昇が懸念されます。

こうしたなか、当社グループでは、引き続き震災復興事業や
渋谷再開発事業を中心とした首都圏での建設事業に注力する
ほか、東南アジアにおける海外建設事業のさらなる拡充に
努めてまいります。また、2014年度経営方針では、「現場力の
強化による信頼の構築」と「選別受注の実践による利益への
こだわり」を基本方針に掲げ、従業員の技量・技能向上や労務
の安定確保に取り組むことでお客様との信頼構築に努める
とともに、工事採算や生産性を重視した選別受注の実践により
適正利益を確保し、真価ある企業を目指してまいります。

2014年度（2015年3月期）の連結業績見通しにつきまして
は、売上高2,368億円、営業利益27億円、経常利益33億円、
当期純利益26億円を予想しており、期末配当は1株当たり
5円を予定しております。

株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

決算データ
※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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「現場力の強化による信頼の構築」と
「選別受注の実践による利益へのこだわり」を基本方針に
真価ある企業を目指してまいります。

株主の皆様へ

今後の見通しと配当について

当期の事業環境と取り組み状況について

当期の業績について

トップインタビュー

代表取締役社長
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当期の主な完成工事物件

●個別受注の概況 ●当期の主な受注工事物件

受注高
単位：億円

3月期 3月期
2011年 2013年2012年

3月期

2,016 2,049

1,5911,591

416

2,086

1,600 1,686

400 458

3月期
2014年

2,844

1,985

858

土
　
木

● 九州新幹線（西九州）久山トンネル（東）他工事
 発注者：独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支援機構
● 東急東横線･目黒線日吉駅と相鉄･東急直通線
 との接続に関する工事（土木工事1工区）
 発注者：東京急行電鉄株式会社
● ジャカルタ大量高速輸送システム建設工事
 CP101･102工区
 発注者：ジャカルタ都市高速輸送公団

２０１4年3月期
百万円 ％

官公庁 25,387 8.9
民間 153,423 53.9
東急グループ 17,823 6.3
海外 1,926 0.7
合計 198,562 69.8

２０１4年3月期
百万円 ％

官公庁 43,058 15.1
民間 14,160 5.0
東急グループ 14,460 5.1
海外 14,201 5.0
合計 85,881 30.2

建築土木

■ 土木　■建築

発 注 者：防衛省
工事場所：宮城県東松島市

松島（23震災関連）格納庫
改修建築その他工事

発 注 者：空港施設株式会社
工事場所：東京都大田区

羽田機内食工場新築工事
発 注 者：国土交通省
工事場所：三重県紀北町

平成23年度 
紀勢線出垣内地区
道路建設工事

発 注 者：学校法人五島育英会
工事場所：東京都世田谷区

東京都市大学新1号館新築工事

建
　
築

● 川西市立小学校施設耐震化･大規模改造PFI事業
 発注者：川西市
● 江東区豊洲六丁目計画新築工事
 発注者：三井不動産株式会社
● 株式会社岡山和気ヤクルト工場建設工事
 発注者：株式会社岡山和気ヤクルト工場
● 世田谷区成城1丁目計画新築工事
 発注者：三菱地所レジデンス株式会社･東京急行電鉄株式会社

東日本大震災の津波被害により不通となっていた「三陸
鉄道北リアス線」が2014年4月6日に全線で運行を再開
しました。

当社が復旧工事を担当した「小本・田野畑間」の開通
により、3年ぶりに全線での運行再開が実現したもので、
当社の施工区間である島越駅付近を記念列車が通る際
には、三陸鉄道の運行再開を“復興の象徴”として待ち望ん
でいた地元の皆さんから盛大な歓迎を受けました。

三陸鉄道北リアス線
小本・田野畑間災害復旧工事

TOPICS

発 注 者：学校法人帝京大学
工事場所：福岡県大牟田市

帝京大学福岡キャンパス増設工事
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環境保全のため、FSCR認証紙と植物油インキを
使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

〒150-8340 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
TEL 03–5466–5020

株主情報スクエア この報告書よりさらに詳細な情報や最新
情報は当社ホームページをご覧ください。 http://www.tokyu-cnst.co.jp/ 東急建設 検 索

株主メモ
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月中

基準日 定時株主総会および期末配当：毎年3月31日
中間配当：毎年9月30日

公告方法 
電子公告とします。ただし、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することができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL（http://www.tokyu-cnst.co.jp/）

手数料 単元未満株式の買い増し・買い取り　無料
単元株式数 100株※

株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先）
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および
全国各支店で行っております。

（ホームページ） http://www.smtb.jp/personal/agency/

株式に関するお手続き

■ 住所変更、単元未満株式の買い増し・買い取り等の 
お申し出先について
株主様が口座を開設されている証券会社等にお申し出
ください。なお、証券会社等に口座がないため特別口座
が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関
である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

■未払配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に
お申し出ください。

※ 2013年10月1日をもって単元株式数を100株に変更しております。

会社概要 （2014年3月31日現在）

商号 東急建設株式会社

英文社名 TOKYU CONSTRUCTION CO.,  LTD.

創業 1946 年 3 月 12 日

設立 2003 年 4 月 10 日

事業内容 総合建設業

資本金 163 億 5,444 万 7,000 円

従業員数 2,313 名

支店
札幌支店・東北支店・
北陸支店・千葉支店・
渋谷開発支店※・
首都圏土木支店・
首都圏建築支店・
東日本支店・名古屋支店・
大阪支店・広島支店・
四国支店・九州支店
海外事務所
タイ・インドネシア・
シンガポール
※ 2014年6月1日新設

役　員 （2014年6月25日現在）

取締役会長 八　方　　隆　邦
代表取締役社長 飯　塚　　恒　生
代表取締役
専務執行役員 浅　野　　和　茂
取締役
常務執行役員 寺　田　　光　宏
取締役
常務執行役員 中　村　　俊　昭
取締役
常務執行役員 臼　井　　二　郎
取締役
常務執行役員 小　林　　昭　人
社外取締役 大　塚　　　　弘
社外取締役 髙　橋　　和　夫
常勤監査役 金　井　　健　至
常勤監査役 前　野　　淳　禎
社外監査役 齋　藤　　晴太郎
社外監査役 岩　田　　哲　夫
社外監査役 恩　田　　　　勲
常務執行役員 水　谷　　景　洋
常務執行役員 仁　田　　英　夫
常務執行役員 森　藤　　眞　治
常務執行役員 大　塚　　喜　康
常務執行役員 岡　部　　安　水
常務執行役員 河　田　　直　美
常務執行役員 住　田　　　　洋

執行役員 内　海　　秀　樹
執行役員 伊　東　　俊　紀
執行役員 占　部　　光　夫
執行役員 根　本　　誠　之
執行役員 酒　井　　邦　登
執行役員 高　木　　基　行
執行役員 福　本　　定　男
執行役員 諏　訪　　嘉　彦
執行役員 園　田　　　　有
執行役員 小　林　　聖　宣
執行役員 沼　上　　　　清
執行役員 宮　下　　真　一
執行役員 橋　本　　　　聰
執行役員 清　水　　正　敏
執行役員 内　田　　俊　介
執行役員 池　戸　　正　明
執行役員 佐々木　　雅　幸
執行役員 吉　田　　良　弘

平成26年6月25日開催の当社第11回定時株主総会に
おきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、
ご通知申しあげます。

報告事項
1. 第11期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
  事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人

および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第11期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
 計算書類の内容報告の件
　　上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第 1 号議案　剰余金の処分の件
原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきましては、1株当たり5円と決定いたしました｡
第 2 号議案　取締役 9 名選任の件
原案どおり承認可決されました。
取締役に八方隆邦、飯塚恒生、浅野和茂、寺田光宏、中村俊昭、
臼井二郎、小林昭人、大塚弘、髙橋和夫の各氏が再選され、
それぞれ就任いたしました。
なお、大塚弘、髙橋和夫の両氏は、社外取締役であります。

以上

第11回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

第11期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡
期間（平成26年6月26日～平成26年7月31日） 内に、最寄りの
ゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。また、口座
振込をご指定の方には、配当金計算書等を同封いたしましたので、
ご確認ください。

上場株式の配当金に関する「源泉徴収税率」変更のご案内
平成26年以降に、個人の株主様がお支払いを受ける配当金には、復興特別
所得税を含め、原則として20.315％（※）の源泉徴収税率が適用になります。

（※） 所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％。なお、株主様によって
は異なる税率が適用される場合もございます。詳細につきましては、
最寄りの税務署等にお問い合わせください。

期末配当金のお支払いについて

記
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