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【巻頭特集●二子玉川再開発】

【トップインタビュー】 

人気の東急沿線タウン
新しい二子玉川との
出会い

美しい時代へ－東急グループ

東京・渋谷
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人気の東急沿線タウン

「二子玉川ライズ」開発プロジェクトをレポート
2011年3月19日に大型ショッピングセンターをオープンした「二子玉川ライズ」は、二子
玉川東地区市街地再開発プロジェクトの総称。長年にわたり進められてきた都内
最大級の再開発（第1期事業）がいよいよ結実し、豊かな自然環境と調和した街づくりに
よる新しい二子玉川が動き出しました。

　本件のうち当社が担当した工事は、既存建物解体から
インフラ・道路整備を含む土木工事と、第1期工事のⅠb
街区およびⅡb街区、そして鉄道街区の建築工事です。
　再開発のシンボルとして各方面の注目を集めているⅠb
街区は、二子玉川駅に隣接し、地下2階・地上8階建の商
業棟と、地下2階・地上16階建の業務棟による延床面積
106,900m2の大型施設。国内最大規模と言われた地下
掘削工事など、さまざまな難所を乗り越えて2010年11月
についに竣工し、12月には「二子玉川ライズ・オフィス」

が、2011年3月には
「 二 子 玉 川ライズ・
ショッピングセンター」
が、それぞれオープン
しました。

　東急田園都市線・大井町線が乗り入れる二子玉川は、
1日の平均乗降客数が10万人を超え、休日には多数の
人々が訪れる人気スポット。かつては遊園地として賑わ
い、現在では恵まれた自然と好アクセス、高級感イメージ
から、「住みたい街」「憧れの街」の代表となっています。
　しかし、そうしたイメージは二子玉川の西側地区を
中心とするもので、東側地区は遊園地の閉園もあって、
次第に活気が失われていきまし
た。これを憂慮した地域住民に 
より、1982年に「再開発を考える
会」が発足したものの、その後、
経済状況の変化や計画見直しに
よ り 実 に20数 年 間 が 経 過。
2007年にようやく工事着工を
迎えました。

人気スポット「二子玉川」の東側を活性化！
20数年来の夢だった工事着工

ハードな地下掘削工事を乗り越え
再開発のシンボルとなる商業街区が完成

ガレリア（Ⅰ b街区） 再開発エリアを望む（2009年5月撮影）

新しい二子玉川との
出会い
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東急建設の二子玉川開発物語
　当社は、東急グループの一員として、東急沿線のさまざま 
な開発事業に携わるとともに、長きにわたり沿線地域との 
係わりを深めています。 
　新たな発展を遂げ、さらに注目を集める街・二子玉川は、 
当社にとっても重要なエリアとして、常に意識し続ける存在 
であるとともに、開発当初より「街づくり」のお手伝いを 
してまいりました。
　今回の再開発以外で2000年以降の大型施工実績としては、 
二子玉川駅改良工事や玉川髙島屋ショッピングセンター 
新南館の建設工事などが挙げられます。もちろん、左記に 
ご紹介した二子玉川ライズも、21世紀を代表する施工実績
として、当社と二子玉川の歴史に名を残すでしょう。

　「二子玉川ライズ」という名称は、豊かな自然を育む
太陽が、ここに集う人々の毎日を輝かせ、新しい上質な
暮らしを運んでくれる、そんな街の誕生をイメージして
名付けられました。
　事業コンセプトは、「水と緑と光」の豊かな自然環境と
調和した街づくり。そこには、多摩川が培う自然との近さ
に利便性と洗練を備えた贅沢を、多くの人々が分かち

合える喜びがあります。
　東急建設はこれからも、
そうした街づくりをお手伝
いしていきたいと考えてい
ます。

自然との近さ、利便性と洗練
その贅沢を多くの人々が分かち合える喜び

上：ショッピングセンターとオフィス（Ⅰb街区）
下：バーズモール＆レジデンス（Ⅱb街区）

左側：オークモール（Ⅰ b街区）
右側：ショッピングセンター・ステーションマーケット
 （鉄道街区）

● 二子玉川駅改良工事

●   玉川髙島屋ショッピングセンター
新南館

2000

2003
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取締役社長

トップインタビュー

価値創造のベストパートナーに選ばれる
「真価あるゼネコン」を目指して

当期の報告と今後の展開
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
生活者一人ひとりにとって価値ある商品・サービスを提供し、

「安心感のある快適な生活環境づくり」を事業領域と定める
東急建設では、価値創造のベストパートナーに選ばれる

「真価（真の価値）あるゼネコン」を目指し、
さまざまな取り組みに果敢にチャレンジしています。

　公共工事の予算縮小により官庁土木は前年以上に厳しく、民間設備
投資についても建設投資への姿勢には、なお慎重さが見られます。住宅
投資は、若干回復が進み、当社も受注件数は増加しましたが、依然、
低水準であることに変わりません。しかしながら、民間設備投資に
ついては、企業の海外進出が活発化しており、国内外で生産拠点の
整理・統合に伴うビジネスの機会が拡大し、住宅についても少しずつ
回復基調に向かってきていると期待しています。
　一方で、3月11日に発生した東日本大震災の影響により、日本経済
全体の見通しが流動的になっています。当社では、地震発生後、ただちに
緊急対策本部を設置し、14日より救援物資の搬送、被災地域への人員
派遣などを行いました。復旧工事としてはJR仙石線の災害応急工事、
仮設住宅敷地整備工事や私立高校の仮設校舎新築工事等を実施しました。
　現地に入り、被災状況を確認しましたが、そこにあった街をただ
単に元に戻すだけでなく、地域産業など地域の特性に配慮しつつ、地元の
方たちが安全に暮らせる新たな街づくりを、官民一体となって進めて
いく必要があると実感しました。被災された皆様に心よりお見舞い申し

震災の影響もあり流動的ですが、安心・安全な社会資本の
構築というゼネコンの使命を果たすとともに、変化に対応する
革新的な舵取りが必要な時代に突入したと認識しています。

業界を取り巻く事業環境に対する認識はQ
A
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価値創造のベストパートナーに選ばれる
「真価あるゼネコン」を目指して

あげるとともに、ブランドメッセージ「T
タ ウ ン
own V

バリューアップ
alue-up 

M
マ ネ ジ メ ン ト

anagement」を掲げる当社としては、東急沿線地域
で進めてきた街づくりの経験を活かした復興支援活動
を行っていきたいと考えています。
　また、安心・安全な社会資本の構築はゼネコンと
しての使命であり、被災地域はもとより、今後とも
全国各地域でその使命を果たしていきたいと思って
います。

　連結業績は、売上高は2,449億円（前期比3.5％増）、

営業利益は75億円（同43.6％増）と増収増益を達成し、
利益面では大きく計画値も上回る結果となりました。
2008年4月より進 めてきた 中 期 経 営 計 画 および
2010年3月に本計画を見直すとともに計画期間を
1年 間 延 長したローリングプランによる諸 施 策 が
成果として現れてきたと認識しています。
　営業面では、東急グループへの営業を強化する
一方で、グループの一員である強みを活かした新規
顧客開拓に取り組みました。今後も情報共有など
一層の連携強化を図り、東急沿線地域を中心とした
民間優良顧客へ積極的にアプローチしていきます。
また、当期に地方自治体より受注した2件の清掃工場

（東京都大田区・練馬区）の受注実績を活かし、清掃 
工場への営業も積極的に進めていきます。
　提案力強化として、土木部門では防災分野における
技術開発に注力しており、当期は狭隘な場所でも

受注高 売上高 営業利益/経常利益

経
常
利
益

営
業
利
益

1
株
当
た
り
当
期
純
利
益（
単
位
：
円
）

当
期
純
利
益（
単
位
：
億
円
）

当期純利益/1株当たり当期純利益

単位：億円 単位：億円 単位：億円

●連結業績の推移

▶Ｐ１６にて東日本大震災の対応等の詳細はご覧いただけます。

安定受注の確保を目指し、東急グループ
各社との連携を密とした営業を展開すると
ともに、価値提案を意図した新技術の開発
に力を入れました。

当期の業績と取り組みについてQ
A

※個別受注高の予想
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耐震補強工事ができ、移設不可能な管路などの障害
物を移設することなく施工できるため、工期短縮や
コスト低減も可能とする「TWJS工法」を開発し、都内
共 同 溝 工 事で適 用しました。建 築 部 門では、外 壁 
タイルの劣化診断を自動で高速、安全かつ低コストで
実 現 する「 タ イ ルドクタ ー」の 開 発 など も 進 ん で 
います。引き続き、工期短縮やコスト低減を含め、新たな
価値提案を意図した技術開発に力を入れ、提案力の 
強化を図っていきます。
　海外事業の強化として、日本企業の進出に伴い、
建設工事の発注が増加しているインドネシア共和国の
ジャカルタに、子会社となる現地法人を設立しました。
これまでも鉄道工事や道路工事などを通じ、交通イン
フラ整備に貢献してきましたが、今後は官民を問わず、
製造・物流拠点などの建設需要の高まりにも応え、
現地に密着した体制で長期的な受注拡大を図って
いきます。

　基本戦略のひとつ「真の競争力強化と強固な収益
基盤の確立」については、受注状況を省みると、注力
顧客へのアプローチや新規顧客の開拓において、一層の
強化が必要だと考えています。
　収益力強化の面では、本社部門からの原価情報の
提供や社員教育を通じ、作業所における原価管理力
を向上させるなど、建設コストの低減を進めたほか、
集中購買などの実施により、全社的な間接費削減でも
成果が上がりました。次期は、事業環境の厳しさも
あり、現時点では中期経営計画の目標値を下回る利益
予想となっています。しかしながら、厳しい環境下でも
確実に利益を創出できる強固な収益基盤の確立を

指向し、継続的にコストの低減、業務改善を進めることで
目標数値を目指していきます。
　また、「成長分野への積極的投資と将来に向けた 
礎づくり」については、新たな成長分野への事業領域の
拡大に向け、環境や防災を軸とした新たな収益源の
創出を具体化していきたいと考えています。
　次期も基本方針「価値創造のベストパートナーへ」
のもと、スピード感ある取り組みとコスト競争力の
一層の強化、技術の差別化等について全社組織総力
の全体最適化をもって、戦略・施策を着実に遂行し、
計画達成に邁進していきます。

　少子高齢化や人口の減少といった日本社会全体に
おける大きな変化のもと、建設業界は今までとは
異なった形への変貌を迫られると予見されます。そう
した環境変化によるピンチを絶好のチャンスとして
活かし、引き続き社会に貢献していくために、当社の

真の競争力強化に向けた体質転換を図り、
中期経営計画の最終年度目標である連結
営業利益40億円を目指します。

中期経営計画の進捗状況と目標達成の見通しはQ
A

変化に対応し、社会に貢献するために、次の
10年を担う若い世代が中心となり、次代に
つながる企業ビジョンを策定しました。

2011年度からスタートした新企業ビジョンについてQ
A

東急建設の新企業ビジョン

東急建設のビジョン「Sh!nka2020」

東急建設

し続けるゼネコン
（ 深 化 × 進 化 ＝ 真 価 ）
Shinka

010_0448601302306.indd   5 2011/06/06   13:21:16



6

将来あるべき姿を描いた「Shinka（深化×進化＝真価）し
続けるゼネコン―東急建設」という新しい企業ビジョンを
策定しました。
　「Shinka」という言葉には、「深化・進化・真価」の3つの 
意味が込められています。「深化」はこれまで培って 
きた技術・ノウハウをさらに発展させ、お客様や社会に 
貢献し続けること、「進化」は既成概念に捉われず、 
新しい 事 業 領 域や 地 域 展 開に挑 戦し続けること、 
そして、この2つ の「Shinka」を 両 立 さ せ ることで 

「真の価値ある新しいゼネコン」へと成長し、社会に
必要とされる企業となることを意図しています。また、

「本業である請負業の力を高める一方で、請負以外の 
新たな事業領域にも挑戦し、成果を上げることで、 
新たなゼネコン像を確立し、業界をリードしていき 
たい 」という想 いを込め、ビジョンの 中に、あえて 

「ゼネコン」という言葉を組み込みました。
　当社は、企業として利益を追求することはもちろんです 
が、それだけでなく、社員が仕事に誇りを持ち、家族から 

「素晴らしい会社に勤めているね」と言われるような会社 
へと「Shinka」させ、社会にとって「真価（真の価値） 
あるゼネコン」として存在していきたいという考えです。

トップインタビュー

「価値創造のベストパートナー」としての
存在感を高めていくことで、さらなる企業
価値の向上を果たしてまいります。

株主の皆様へメッセージを

　当社が目指す価値創造は、お客様にとっての事業
の価値はもちろん、完成後の施設を使用・利用する方
にとっての価値（安心・快適）の向上を目指すもので
あり、それが最終的には社会全体の価値向上につな
がると考えています。これまで培った建 設 事 業 の
技 術・ノウハウの さらなる深 化×進 化 を 基 軸に、 
東急グループネットワークや情報技術、不動産開発
ノウハウ等を活かした当社独自の価値創造提案を
行い、「価値創造のベストパートナー」として選ばれる 
企業へと成長していきたいと考えています。
　利益還元については、業績に応じ配当性向（個別
業績ベース）30％を目安とし、当期は１株当たり10円
配当とさせていただきました。
　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あげます。

Q
A私たちは深化します。

私たちは進化します。

“真価（真の価値）あるゼネコン”

多様化するお客様のニーズを探究し、最適なソリューションを
提供します。

技術・サービスのあくなき追求により、新たな事業領域に
挑戦します。

として、社会に貢献し続けていきます。

そして、私たち東急建設は
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売上高
236,655

売上原価
219,355

売上原価
225,815

販売費及び
一般管理費
12,016

販売費及び
一般管理費
11,574売上総利益

17,299

営業利益
5,282

経常利益
4,912

当期純利益
1,901

営業外費用 774
営業外収益 404

特別利益    619
特別損失    373
法人税等 3,247
少数株主利益  8

特別利益 1,123
特別損失 3,651
法人税等 1,186
少数株主利益  9

売上高
244,974

売上総利益
19,159

営業利益
7,584

経常利益
7,811

当期純利益
4,087

営業外費用 408
営業外収益 635

決算データ 【連結】

【補足解説】
大型工事の完成や進行基準工事の
進捗に伴う手持工事の減少により、
受取手形・完成工事未収入金等
などが減少し、総資産は前期に
比べ１６１億円減少の１，４６７億円と
なりました。
純資産は、配当の実施や株式相場
の影響によるその他有価証券評価
差額金の減少があったものの、
当期純利益４０億円の計上により、
前期に比べ２３億円増加の３０２億円
となりました。

【補足解説】
売上高は、大型工事の売上計上が
寄与し、前期比３．５％増の２，４４９億
円となりました。
当期純利益は、退職給付制度の
改定に伴う移行時損失を特別損失
に計上したものの、工事採算性の
向上に加え、前期以前に損失処理
しました債権の回収等による貸倒
引当金戻入額を特別利益に計上し
たことなどにより、前期比１１４．９％
増の４０億円となりました。

単位：百万円

単位：百万円

流動資産
129,312

資産合計
162,893

負債純資産合計
162,893

固定資産
33,580

流動負債
128,747

固定負債
6,209純資産

27,936

流動資産
115,384

支払手形・工事未払金等
75,948
短期借入金
93
未成工事受入金
18,148

投資その他の資産
17,108

無形固定資産
341

有形固定資産
13,947

投資その他の資産
19,097

無形固定資産
351

有形固定資産
14,131

未成工事支出金
14,586

受取手形・完成工事未収入金等
86,455

現金預金
13,526

未成工事支出金
11,621

受取手形・完成工事未収入金等
66,118

現金預金
24,663

資産合計
146,781

負債純資産合計
146,781

固定資産
31,397

流動負債
107,585

固定負債
8,907純資産

30,287

支払手形・工事未払金等
84,296
短期借入金
9,092
未成工事受入金
23,748

2010年3月期

2010年3月期

2011年3月期

2011年3月期

●連結損益計算書の概要

●連結貸借対照表の概要

2008年3月期

2008年3月期

290.36

229.78

261.35

2009年3月期

2009年3月期

2010年3月期

2010年3月期

2011年3月期

2011年3月期

2008年
3月期

29.62
△38.60

17.82

000

0,000

2008年3月期

2009年3月期

2010年3月期

2011年3月期

2012年3月期 0,000

000

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

290.36
229.77 261.35 283.29

※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。

1株当たり純資産 単位：円
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より詳細な財務情報についてはこちらにアクセスしてください。 → http://www.tokyu-cnst.co.jp/ir 東急建設 IR 検索

【補足解説】
営業活動によるキャッシュ・フローは、
税金等調整前当期純利益５２億円の
計上や売上債権の回収などにより、
２０５億円の資金増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、
借入金の返済や配当金の支払い
などにより、９８億円の資金減少と
なりました。
この結果、現金及び現金同等物の期
末残高は２４６億円となり、期首残高
から１１１億円増加となりました。

●連結キャッシュ・フロー計算書の概要

●連結株主資本等変動計算書

単位：百万円

単位：百万円

株　　主　　資　　本 その他の包括利益累計額
少　　数
株主持分 純資産合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合　　計
そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額
合　　　　計

2010年3月31日残高 16,354 3,893 7,203 △37 27,413 509 △24 485 37 27,936

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △640 △640 △640

当期純利益 4,087 4,087 4,087

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 △0 0 0 0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） △1,092 △12 △1,104 9 △1,095

連結会計年度中の変動額合計 ー ー 3,447 △0 3,446 △1,092 △12 △1,104 9 2,351

2011年3月31日残高 16,354 3,893 10,650 △38 30,860 △582 △36 △618 46 30,287

現金及び
現金同等物の
期首残高

現金及び
現金同等物の
期末残高

24,66313,526

20,540

営業活動による
キャッシュ・フロー

481

△ 9,813
△ 70

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物に係る
換算差額

2011年3月期

010_0448601302306.indd   8 2011/06/06   13:21:17
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2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 ２０１１年3月期

売上高 293,838 250,574 231,420 238,991

営業利益 5,543 4,891 5,161 7,454

経常利益 5,218 4,495 4,875 7,525

当期純利益 3,104 △ 5,476 1,946 3,841

1株当たり当期純利益（円） 29.07 △ 51.30 18.23 35.98

総資産 172,185 164,177 157,782 141,556

純資産 32,108 24,589 27,931 30,051

1株当たり純資産（円） 300.77 230.34 261.65 281.51

●個別主要経営指標 単位：百万円

2008年
3月期

2,336
2,222

1,519
1,600

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

502 546
622

416

2008年
3月期

2,278

1,898
1,790

1,908

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

578 580
475 444

2008年
3月期

6.1

7.0
7.2

7.6

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

土木受注高■ / 建築受注高■ 土木完成工事高■ / 建築完成工事高■ 完成工事総利益率

単位：億円 単位：億円 単位：％

決算データ 【個別】
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築建

木土

当期の主な完成工事物件・受注工事物件については次ページ以降でご紹介します。

2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 ２０１１年3月期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

■官公庁 7,462 2.6 8,185 3.0 4,713 2.2 25,294 12.5

■民間 164,629 58.1 167,238 60.4 116,196 54.2 89,009 44.1

■東急グループ 59,445 20.9 45,878 16.6 30,191 14.1 41,896 20.8
■海外 2,085 0.7 925 0.3 891 0.4 3,816 1.9
合計 233,622 82.3 222,２２７ 80.3 151,992 70.9 160,017 79.3

2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 ２０１１年3月期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

■官公庁 14,075 5.0 14,947 5.4 22,918 10.7 19,041 9.5
■民間 19,244 6.7 13,318 4.8 8,412 4.0 9,299 4.6
■東急グループ 16,631 5.9 18,205 6.5 15,663 7.3 14,780 7.3
■海外 292 0.1 8,204 3.0 15,296 7.1 △1,465 △0.7
合計 50,244 17.7 54,674 19.7 62,289 29.1 41,656 20.7

●  官公庁は、清掃工場などの大型工事の受注が寄与し、前期に
比べ大幅に増加しました。

●  東急グループは、マンション工事の受注が伸びたことなどにより、
前期に比べ増加しました。

●  官公庁は、公共投資の減少により、受注競争が激化したことから、
前期に比べ減少しました。

●  海外は、前期以前に外貨建てで受注した工事の請負金額に為替
相場の変動に応じた修正があったことにより、マイナスとなりました。

●受注高の発注者別内訳

民間 
48.7%

建設事業計
（2011年3月期）

東急グループ
28.1% 海外

1.2%

官公庁
22.0%
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尾道・松江自動車道　川尻トンネル工事

全面開通を担う
重要なトンネル工事

文化発信地、
渋谷の地下空間を拡大

旧社宅跡地に大型独身寮が完成

国土交通省中国地方整備局が進める新直轄事業
で、延長約137kmの中国横断自動車道尾道松江
線は、文字通り山陰地方と山陽地方を結ぶ幹線
道路として地域活性化の一翼を担うと期待されて
います。一部区間は部分開通しており、早期全線
開通が望まれています。

地下鉄副都心線開業から２年余を経て渋谷工区
全体が竣工。開削トンネル工法により、渋谷の
明治通り直下に3層3径間の駅部構造物を築造。
歩道の拡張、街路樹整備などを含め、足掛け9年の
歳月を経て完成しました。2012年度からは東急
東横線との相互直通運転が始まります。

“グループ御三家”と呼ばれる三菱グループの
中核企業、三菱重工業株式会社。なかでも、神奈川
県相模原市に拠点を構える汎用機・特車事業
本部は、最新の生産設備や充実した研究設備に
より、低コストで信頼性の高い製品造りに取り
組んでいます。このほど、同社関連企業の発注
による新寮が完成しました。

当
期
の
主
な
完
成
工
事
物
件

発 注 者：東京地下鉄株式会社
工事場所：東京都渋谷区

発 注 者：学校法人桑沢学園
工事場所：東京都町田市

発 注 者：菱重エステート株式会社
工事場所：神奈川県相模原市

発 注 者：国土交通省
工事場所：島根県雲南市 ディアレンス下九沢新築工事

東京メトロ副都心線渋谷一工区土木工事

11

開放感の中で学生同士が交流する空間
新校舎(CS PLAZA)は、学生生活の
充実をテーマに、学生同士が語らい刺
激し合う自由な交流の場として構想さ
れました。Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｓｐｉｒａｌを象徴 
する中央吹抜廻りを上昇しながら囲む
回廊は、全てスロープで繋がる独特の
空間になっています。

東京造形大学 CS PLAZA新築工事
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建築土木

大人の女性をターゲットとする商業ビル

成長戦略の要となる生産体制を構築

軽量なアルミ合金材を使った
耐震構造

銀座を象徴する企業、資生堂の 
創 業 家・株 式 会 社 福 原コーポ
レーションのビル。銀座七丁目
交差点に面する旧ザ・ギンザを
建替えたビルは、大正5年の初代
から数えて４代目。花椿通りを
挟み隣接する資生堂パーラーと
対を成 す、大 人 の 街 の 新 たな
シンボル的存在です。

１９１７年の創業以来、信号システムの
トップメーカーとして歩み続ける
同社。鶴見本社・工場の再構築の
一環として新工場を建設。屋上に
ソーラーパネルと同社開発の風力
発電装置が設置されるなど、環境に
配慮した事業活動を推進しています。

昨年１０月に耐震補強工事が竣工。当社保有技術
の「ＴＳＫアルミブレース耐震補強工法」が採用
され、東日本大震災の際にも建物への被災がなく、
発災直後から安全が確保され、震災対応・復旧の
拠点となっています。
→  「TSKアルミブレース耐震補強工法」の詳細はＰ１５のトピックス

でお読みいただけます。

京三製作所　24号棟新築工事

岩沼市庁舎耐震補強工事

FUKUHARA GINZA新築工事

空の玄関口をより快適にするために
国内線中心のセンタービルと国際線ターミナルを結ぶ
長さ240ｍ、4階建ての複合施設。1階は駐車場、2階が
連絡通路になり、3階には商業施設スペースが用意
されています。海外路線の増加と利用度向上に伴い、
空港の重要な施設となっています。

新千歳空港連絡施設新築工事

発 注 者：北海道空港株式会社
工事場所：北海道千歳市

発 注 者：株式会社京三製作所
工事場所：神奈川県横浜市

発 注 者：株式会社福原コーポレーション
工事場所：東京都中央区

発 注 者：岩沼市
工事場所：宮城県岩沼市
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北海道新幹線
大野新道高架橋他新設工事

北の大地に新たな未来を切り拓く

青森と札幌を結ぶ北海道新幹線整備計画。
現在、工事が進められている区間は新青森駅 
と道南の新函館駅（仮称）の間で、2005年5月 
に着工され、2015年に先行開業の予定です。 
当社はこの内、新函館駅に程近い北斗市大野
新道において、高架橋を含む延長2,119mの
区間を受注しました。北の大地を新幹線が疾走
する日は、もうすぐです。

新青森～新函館間、2015年開業予定

コーズウェイポイントショッピングセンター
増改築工事

終日買物客で賑わうショッピングスポット
ジョホール・シンガポール・コーズウェイは、隣国マレーシアの
ジョホールバルから国境を越えてシンガポールのウッドランズを
結ぶ海峡横断道路。そのルートから程近い、地下鉄ウッドランズ
駅前にある大型ショッピングセンターの増改築工事を受注
しました。経済成長著しいシンガポールの豊かさを象徴する
商業施設です。

成長するシンガポール経済を象徴

13

久根別川

函館駅

新函館駅
（仮称）

茂辺地川 大野川発 注 者：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
工事場所：北海道北斗市

発 注 者：HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシズ（シンガポール）・リミテッド
工事場所：シンガポール共和国

当
期
の
主
な
受
注
工
事
物
件
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近畿大学薬学部新棟新築工事

東京都市大学新１号館新築工事

大田清掃工場建設工事

優れた人材の育成を目指す

環境配慮型の新たな複合施設

技術と価格の両面で高い評価

半世紀以上の歴史を持つ近畿大学薬学部。大学
の本部キャンパス中心部に建設されるこの校舎
には、講義室、実習室、研究室が旧校舎から全て
移転。医学部や附属病院と連携できるという私学
では数少ないメリットを生かして、優れた「薬の 
エキスパート」が育成されていきます。

学生支援センターをはじめ、総合教室、研究室、 
大学の本部機能を有する延床面積約15,000m2の
複合施設。自然換気窓を取り入れた通風システムや
氷蓄熱の利用により空調エネルギーの負荷を軽減
するとともに、太陽光発電、屋上・壁面緑化などを
積極的に活用した、環境配慮型の建物です。

公共工事の入札には、技術面と価格面の双方
から検討され、落札業者が決定される「総合
評価方式」が導入されています。当社はプラント
メーカーとの共同企業体で入札に臨み、周辺
環境との調和や地球温暖化防止策などの課題
にも取り組み、最も高い評価を獲得しました。

総合評価方式のハードルをクリアし、落札

国内トップレベルの教育環境づくり

世田谷キャンパス再整備事業の一環

建築土木

発 注 者：東京二十三区清掃一部事務組合
工事場所：東京都大田区

発 注 者：学校法人近畿大学
工事場所：大阪府東大阪市

発 注 者：学校法人五島育英会
工事場所：東京都世田谷区
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当社の企業活動の中で受注・施工実績と同様にご注目いただきたいのが、
新たなビジネスを創出する技術開発、そして社会との関係構築に係わるCSRの取り組みです。
ここでは、それらに関連したニュースを紹介いたします。

テクノロジー ＣＳＲ活動

震災から建物を守るTSKアルミブレース
耐震補強工法

20年目を迎えた恒例の支援活動
「マザーランド」
西アフリカへの衣料品支援

　当社は、㈱住軽日軽エンジ
ニ アリン グ お よ び ㈱ 建 研 と 
共 同 で「TSKア ルミブレー ス 
耐震補強工法」を開発しました。
　 こ れ は、ア ル ミ 合 金 製 の 
ブレース（筋交い）を既存RC架構へ外付けする補強工法
です。軽量なアルミ合金材を用い、従来工法と同様の
強度・性能を確保しつつ、既存建物への負荷軽減・狭
スペース施工・取付けコスト縮減を実現。シンプルな
構造で建物の美観も損ねません。

　当社は、1990年に制服を一新した際、旧制服に加えて
全社員に呼び掛けて衣類を集め、西アフリカで救援活動を
行うNGO「マザーランド・アカデミー・インターナショナル」
を通じて、現地に届けていただきました。以来、毎年恒例
の活動となり、20年目を迎えた昨年12月は、4,000点を
超える支援衣料を拠出しました。
　この社会支援活動は、2009年度

「東急グループブランド賞」を受賞。
その副賞賞金も合わせて現地に寄
付しました。

がんとの闘いを支え合う
「リレー・フォー・ライフ」に参加

技術研究所で「とうきゅうキッズ
プログラム」を開催

がん撲滅支援チャリティ活動 親子で参加する体験型イベント
　当社は、がん撲滅支援チャリティ活動「リレー・フォー・
ライフ（RFL）」に賛同し、チーム参加も行っています。RFLは、
がん患者や家族、支援者が交代で24時間グランドを歩き
続け、がん撲滅を願い、交流する場です。
　昨年は、9 月に開催された 
さいたま大会と千葉大会に協賛
企業として参加。延べ180名の
社員が24時間を歩きつなぐと
ともに、会場設営などの大会
運営もお手伝いしました。

　当社は本年１月、東急グルー
プが2007年から実施している

「とうきゅうキッズプログラム」
を技術研究所で開催しました。
　この催しは、小学生を対象に親子で職業体験や施設見学
などに参加する体験型イベントで、当社のテーマは「世界に
ひとつだけのＣＤをつくろう」です。無響室で楽器演奏や 
歌を本格的に録音し、さまざまな音響効果を施したＣＤを
プレゼント。また、人工気象室や風洞実験室などを見学し、
参加した子どもたちは好奇心いっぱいの様子でした。

ト
ピ
ッ
ク
ス
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15

TSKアルミブレース耐震補強工法
（圧着タイプ）

現地の子どもたちから届いた感謝のメッセージ

さいたま大会にて、飯塚社長を中心に

無響室で演奏を録音

ＣＳＲ活動 ＣＳＲ活動

東日本大震災でも効果を実証
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T O P I C S

緊急対応、そして被災地の復興支援へ。

災害対応状況

支援活動の実施

被災地の視察

緊急対策本部を設置、全従業員の安否を確認

東北支店と依頼先に救援物資を継続的に運搬

新技術を導入した岩沼市庁舎の耐震補強が寄与

　当社は3月11日の震災発生後、直ちに本社内に緊急対策本部を、15日には
現地対策本部を立ち上げ、従業員の安否と事業所の被害状況、施工物件の
被害状況について確認を指示し、今後の対応を協議しました。通信インフラが
途絶する中で情報収集を徹底し、15日には全従業員および入社予定者の無事
と、拠点に大きな損壊がないことを確認しました。

　3月14日には、食糧・飲料水・毛布等の救援物資第1陣の搬送とともに、土木・
営業部隊10名が、東北支店に向けて出発。その後、3月中に第8陣までの継続
的な物資搬送と人員・車両等の提供を実施しました。
　その中で、相馬市への飲料水や東北大学病院・国立福島病院への医薬品類
など、各方面からの要請による物資搬送にも対応しました。

　飯塚社長は4月5日に現地入りし、被災状況を視察して回りました。翌6日、国土
交通省をはじめとする官公庁や民間のお客様へのお見舞いに伺う中、昨年
10月に当社による耐震補強工事が竣工した宮城県岩沼市の市庁舎において、
建物の無事を確認。お客様には、補強工事によって被災を免れ、その後も日常
業務を続けられたことを喜んでいただけました。
　この耐震補強は、新技術として開発した「TSKアルミブレース耐震補強工法」

（P15にて紹介）の採用によるもので、お客様に自信を持ってお勧めできる技術
であることを再認識しました。

　以上のように震災発生後の対応をしてまいりましたが、今後とも当社は、
被災地の一日も早い復興を祈念し、引き続き支援に尽力してまいります。

東日本大震災発生直後からの当社の動きを振り返ります。

本社内に設置された緊急対策本部

被災地を視察する飯塚社長

TSKアルミブレースによる岩沼市庁舎の
耐震補強（震災発生後撮影）

救援物資第1陣の搬送
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札幌支店

東北支店

北陸支店

千葉支店

名古屋支店
大阪支店

四国支店

広島支店

九州支店

本店
東京支店
東日本支店
横浜支店
新文化街区建設事務所
二子開発建設事務所
技術研究所

会社の状況/株式の状況

会社概要 役　員

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 2,460名

主要な事業所

（2011年3月31日現在）

（2011年6月24日現在）

バンコク

シンガポール
ジャカルタ

海外事務所

代表取締役
取締役社長 飯　塚　　恒　生
代表取締役
副社長執行役員 飯　名　　隆　夫
代表取締役
常務執行役員 清　水　　昌　博
取締役
常務執行役員 水　谷　　景　洋
取締役
常務執行役員 猪　股　　宣　夫
取締役
常務執行役員 仁　田　　英　夫

社外取締役 八　方　　隆　邦

社外取締役 大　塚　　　　弘

常勤監査役 富　田　　　　勉

常勤監査役 下　澤　　賢　治

社外監査役 齋　藤　　晴太郎

社外監査役 岩　田　　哲　夫

社外監査役 野々村　　美　和

常務執行役員 中　村　　俊　治

常務執行役員 林　　　　孝　夫

常務執行役員 森　藤　　眞　治

常務執行役員 古　内　　秀　昌

常務執行役員 藤　野　　立　夫

常務執行役員 大　塚　　喜　康

常務執行役員 浅　野　　和　茂

執行役員 臼　田　　總一郎

執行役員 草　野　　晴　記

執行役員 鈴　木　　高　志

執行役員 中　村　　俊　昭

執行役員 高根沢　　展　夫

執行役員 石　橋　　栄　蔵

執行役員 内　海　　秀　樹

執行役員 住　田　　　　洋

執行役員 伊　東　　俊　紀

執行役員 岩　石　　哲　郎

執行役員 白　坂　　雄　二

執行役員 占　部　　光　夫

執行役員 根　本　　誠　之

執行役員 寺　田　　光　宏

執行役員 酒　井　　邦　登

執行役員 鷲　見　　博　由

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
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発行可能株式総数 400,000,000 株
発行済株式の総数 106,761,205 株
株主数 43,023 名

株式の状況 IRカレンダー（予定）

株主メモ

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。

所有者別分布（株式数ベース）

所有株式数別分布（株主数ベース）

株　主　名 持株数（千株） 持株比率（％）

東京急行電鉄株式会社 15,161 14.20
三井住友海上火災保険株式会社 4,000 3.75
みずほ信託退職給付信託大成建設口
再信託受託者資産管理サービス信託 4,000 3.75

中央三井信託銀行株式会社 3,900 3.65
日本興亜損害保険株式会社 3,826 3.58
株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 3,821 3.58
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 3,413 3.20
清水建設株式会社 3,000 2.81
フェニックス・キャピタル株式会社 2,854 2.67
株式会社 三井住友銀行 2,310 2.16

大株主

（注） １．持株比率は、自己株式（14,034株）を控除して計算しております。
 ２． 東京急行電鉄株式会社は上記のほか、当社株式7,500千株を退職給付

信託に拠出しており、議決権行使については同社が指図権を留保して
おります。

    ３． みずほ信託退職給付信託大成建設口再信託受託者資産管理サービス信託
の持株数4,000千株の議決権行使については、大成建設株式会社が指図
権を留保しております。

株主インフォメーション

0 100

個人・その他 17.6％

金融機関 48.1％ その他国内法人 29.1％

証券会社 0.7％

外国法人等 4.5％

2011年 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月

2012年3月期
第1四半期決算発表

機関投資家説明会

機関投資家説明会

2012年3月期
第2四半期決算発表

2012年3月期
第3四半期決算発表 2012年3月期

決算発表 定時株主総会

0 100

10株以上 39.3％ 100株以上 41.2％

10,000株以上 0.8％10株未満 8.1％

1,000株以上 10.6％

http://www.tokyu-cnst.co.jp/

東急建設 検索
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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 単元未満株式の買増し・買取り　無料

単元株式数 10株

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

同取次窓口
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店および全国各支店
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〒150-8340 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
TEL 03–5466–5020

当社は、単元未満株式をご所有される
株主様が、そのご所有の単元未満株式
と併せて単元株式数（１０株の倍数）と
なる数の単元未満株式を買い増す旨
の請求ができる「単元未満株式の買増
制度」と、単元未満株式をご所有の
株主様が、当該単元未満株式の売却を
希望される場合に、当社に対して買取り
を請求できる「単元未満株式の買取
制度」がございます。

（例）
当社株式を
15株ご所有
の場合

15株 20株
5株

5株

買増
制度

お持ちの株式

例

例

お持ちの株式

単元株式
（市場で売買可能）

10株10株 単元株式
（市場で売買可能）

市場価格でお売りします

市場価格で買い取ります

買取
制度

単元未満株式の５株は、
市場では売買できません。

特別口座に株式を
記録されている株主様

証券会社等の一般口座に
株式をお預けの株主様

住所変更、配当金受け取り方法
の指定等の請求

下記株主名簿管理人中央三井信託
銀行株式会社にお申し出下さい。

お取引のある証券会社等にお申し出
下さい。

未払配当金の支払請求

株主名簿管理人　事務取扱所
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
　　0120-78-2031
ホームページ（株式に関するお手続き）
http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

特別口座で単元未満株式を
ご所有の株主様 下記株主名簿管理人中央三井信託銀行株式会社にお申し出下さい。

証券会社等で単元未満株式を
ご所有の株主様 お取引のある証券会社等にお申し出下さい。

●その他の株式に関する各手続きのお申し出先

《お手続き方法》

単元未満株式の買増制度および買取制度のご案内

見やすく読みまちがえにく
いユニバ ー サ ルデ ザイン
フォントを使用しています。

環境に配慮した植物油
インキを使用して印刷
しています。

※  単元未満株式の買増し・買取り手数料は無料となっておりますが、証券会社等を通じてお取引された場合、別途手数料が徴収されることがございます。詳細につきましては、お取引
のある証券会社等にご確認願います。
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