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「Shinka」実現に向けて
新中期経営計画を始動

2012年春、「渋谷ヒカリエ」がついに竣工

取締役社長 飯塚恒生 ―当期の報告と今後の展開―
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【巻頭特集●渋谷新文化街区プロジェクト第２弾】
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街が変わる､
人の流れが変わる

美しい時代へ－東急グループ

渋谷ヒカリエ
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巻
頭
特
集

人・モノ・情報の新たな発信拠点
「渋谷ヒカリエ」ついに竣工

2012年春、「渋谷ヒカリエ」が竣工しました。駅と直結
し、宮益坂や青山方面などの周辺地区とも多層的に
接続する建物は、街とのつながり、人・モノ・情報の
活発なコミュニケーションの発信拠点として、渋谷の
街の活性化を牽引します。

渋
谷
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第
２
弾

街が変わる､
人の流れが変わる

シアターオーブの
エントランス

　「渋谷ヒカリエ」は、オフィス、劇場や展示場などの文化
施設、物販や飲食の商業施設と、多彩な機能を併せ持つ
高層複合施設です。旧東急文化会館のDNAを受け継ぐ
渋谷の新たなランドマークは、高さ182.5m、地下4階、
地上34階、延床面積約15万m2と、渋谷屈指のボリュー
ムです。

オフィス、文化施設、商業施設を集約した
渋谷の新しいランドマーク

　「渋谷駅周辺大規模再開発事業」の先駆けとなった
「渋谷ヒカリエ」。今後、渋谷は駅周辺を中心に大きく変貌
し、文化・商業面だけでなく、利便性・安全性・環境面に
おいても優れた機能を有する“エンタテイメントシティ” 
へと生まれ変わります。これからも東急建設は渋谷の街の
さらなる発展に貢献してまいります。

さらに進化していく駅周辺エリア
エンタテイメントシティ渋谷へ
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スーパートラスのリフトアップ

　11〜16階の中層階に位置する約2,000席の劇場「東急
シアターオーブ」。客席とステージからなる劇場の内部に
は柱が設置できません。この大空間を構築するとともに、
さらに上に建つ高層階（オフィス棟）を支えるため、劇場
の天井部は巨大な鉄骨の梁からなる「スーパートラス」
構造となっています。このスーパートラスの施工は、まず
躯体工事が完了した11階でトラスを地組し、次にベアロッ
クジャッキで17階まで約7時間かけてリフトアップ。さらに
エレクションガーターで定位置までスライドさせ、ジャッキ
ダウンして固定します。リフトアップ開始から固定まで最大
約12時間かかるこの「リフトアップ工法」により、高さ
29m、幅35m、奥行27mの大空間に1台約300tのスー
パートラスを計4台設置しています。この工法は、橋梁

工事や空港の格納施設などで用いられますが、都市部の
建築工事で採用されることはほとんどありません。当社
では過去に空港の航空機格納施設の施工に採用して
おり、こうした当社の技術と実績が今回の工事にも活か
されています。

宙空の劇場大空間
スーパートラス・リフトアップ工法

　限られた工期で効率的に作業を
進めるために、地下と地上、中層階
と高層階を同時に施工する「多段
施工」を採用。スーパートラスの
設置後、劇場内部の躯体工事と並行 
して高層階の鉄骨建方・躯体工事
を同時に進めることで大幅な工期
短縮を実現しました。高所作業を 
少なくして作業の安全性を高め 
ながら、スーパートラスに仮受け 
支柱を設置する必要がないため、
コストも削減できる「多段施工」は、
品質・工期・安全性・コストの面で
トータル 的にバランスの 取れた
優れた工法です。

当社の技術とノウハウを集約
「多段施工」で工程短縮

◆ 多段施工による躯体構築手順
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国内経済が依然、厳しい状況で推移するなか、2012年 
3月期は建設業界にとって、社会的使命として震災復旧と
いう大きな課題を背負ってのスタートとなりました。

建設投資の状況については、震災復旧・復興に向けた 
公共投資、民間建設投資ともに増加しましたが、全体としては
低水準にとどまり、また震災を契機に顕在化した労働 
需給の逼迫に伴い労務費が高騰し、工事採算性が低下する 
など、経営環境は厳しい状況が続きました。

受注面では、東京都などの地方自治体発注土木工事の
受注増（前期比203.2％増）、民間では医療・福祉施設工事の 
受注増（前期比360.9％増）、マンション工事の受注増 

（前期比11.4％増）等の好材料があった一方で、鉄道関連 
工事の受注減が響き、目標としてきた受注高には一歩 

取締役社長

真価ある社員による真価ある組織へ。
本業の強化と新たな事業領域への
挑戦と風土改革の実現により
企業ビジョンの達成を目指す。
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、
皆様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、
国内外で様々な取組みに
果敢にチャレンジしています。

地方自治体発注の土木工事や民間発注の医療・ 
福祉施設工事の受注が拡大、優良顧客との関係 
深化も進展し、来期につながる1年となりました。

当期の事業環境と業績についてQ
A

トップインタビュー
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昨年4月、東急建設として2020年に達成すべき企業 

届きませんでした。
施工面では、今後、長期にわたり計画が進められる渋谷

再開発事業の先駆け的存在である「渋谷ヒカリエ」のほか、
新千歳空港国内線ターミナル改修工事が完成しました。 
また、継続的にお取り引きいただいているお客様の国内大型 
工場の工事では短工期施工を実現し、非常に高い評価を
得て、お客様からの信頼獲得につなげることができた点は
明るい材料だと認識しております。

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

※個別受注高の予想

国内建設事業の強化、海外建設市場への展開、
不動産事業等の拡大により収益力を強化すると
ともに、コスト削減、組織風土改革などにより、 
将来の成長に向けた経営基盤を構築します。

新中期経営計画についてQ
A

ビジョンを策定し、社会の発展に貢献し続ける「真価（真の
価値）あるゼネコン」に成長することを宣言しました。社会に
高い価値と安心・安全を提供する企業に「Shinka（深化×
進化＝真価）」し続けていけるよう、多様なお客様のニーズ
の探究と技術・サービスの追求に努めていきます。

この企業ビジョンの達成に向け、取組みの第1弾となる
新 中 期 経 営 計 画を2012年2月に発 表しました。国 内 
建設事業の強化、海外建設市場への展開、不動産事業等の 
拡大により収益力を強化するとともに、総合的なコスト 
削減による企業競争力の向上、組織風土改革、人材の 
強化を進めることで、将来の成長に向けた経営基盤を構築し、 
一層の企業価値向上に努めていく考えです。

計画の最終年度となる2014年度には、連結営業利益
48億円以上という数値目標を掲げ、その達成に向け、 
一致団結して努力します。
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まず、国内建設事業の強化として、東急グループ各社や
鉄道各社をはじめ多くの事業者が参画し、今後15年以上に
わたり事業が継続する、渋谷再開発事業に最大注力して 
いきます。

現在、東急グループでは、「東急沿線が選ばれる沿線で 
あり続ける」「東急グループが東急電鉄を中心とした自立的で、 
強い企業集団になる」ことを中長期ビジョンに掲げ、 
その実現に向け「渋谷」を新しい情報を発信する拠点として、 
洋の東西を問わず多くのお客様が「訪れたい街」にする 
ことを目指しています。東急グループの一員である当社も、
このビジョンの達成に貢献するため、東急グループ各社との 
連携を強化し、当社の持つ技術・ノウハウを渋谷再開発 
事業で発揮していきたいと考えています。

また、当社の営業基盤として強みのある首都圏地域に 
経営資源を効果的に投下していきます。当社は首都圏のなか 
でも東急沿線では業界随一の施工実績があり、特に、東京都 
城南地区、町田市をはじめとする西東京地区、神奈川県内の 

トップインタビュー

東急沿線地域は、東急グループの基盤が強く、昔からの 
「東急ファン」も多いエリアです。こうしたグループの強みを
活かせる点（ブランド力）は、他社にはない独自のもので 
あり、これを再度認識し地域との結びつきをさらに強める 
ことで、首都圏地域におけるシェア拡大につなげていきたいと 
思っています。

注力分野としては、土木では、これまでも得意分野として
きた鉄道改良工事（鉄道高架化、立体交差、近接・狭隘部 
施工、短工期施工等）のほか、今後の有望市場である防災・ 
減災工事（橋脚補強、迅速復旧等）や環境関連工事（土壌 
汚染対策、廃棄物処分場、除染、緑化等）に取り組みます。

建築では、成長分野であるリニューアル（耐震、防災、 
省エネ、環境等）や医療・福祉関連（病院・高齢者施設等）に 
引き続き力を入れていきます。特に、温暖化対策や電力 
供給の制約により、今後、より一層省エネニーズは高まると
思われます。当社では、様々な環境配慮技術を組み合せた
事務所ビルの改修により、CO2排出量の50％を削減する

「RECOffice（リコフィス）」の実証実験を4月より開始して 
おり、お客様に当社の技術研究所で実際に見ていただき、
受注につなげていきたいと考えています。もう一つ、生産・
物流施設、物販、倉庫等（ローコスト設計、短工期・効率化 
施工等）についても、自社開発技術の「複合構造梁」を用いた 
受注活動を通じ、より多くのお客様の信頼を勝ち得ながら、 

着実な成長基盤の構築
（深化×進化＝真価）実現に向けた

① 渋谷再開発事業への最大注力 
② 首都圏におけるシェアの拡大 
③ 海外事業の拡大 
④ 不動産事業への投資拡大 

新中期経営計画 （2013年3月期―2015年3月期）

●基本方針 ●事業の強化 ●経営基盤の強化

●重点事業強化方針

国内事業では渋谷再開発事業への注力、首都圏
シェア拡大を目指すとともに、海外事業の拡大に
向けた体制の整備、人材の育成・確保に集中投資
します。

各重点事業強化方針における取組みQ
A

海外市場

海外事業の拡大

渋谷再開発事業
への最大注力
首都圏における
シェアの拡大

不動産事業への
投資拡大

サービス・ノウハウ ▶不知

国内建設事業 建設周辺事業

重点基盤
強化方針1
重点基盤
強化方針2

継続課題

新規事業

知◀

市
場
・
顧
客

不
知
▲

▼
知

新規事業の強化
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●経営基盤の強化

確保、競争力の強化に向けたコスト低減の推進です。コスト
低減は、あきらめたら終わりです。「まだ頑張れる領域は 
ある、削減するんだ」という強い思いを持ち、これまで 
以上に注力し、価格競争力を高めていきたいと考えています。

二つ目は、「Shinka（深化×進化＝真価）」し続けるための、
真価ある組織の実現に向けた人材戦略・風土改革の実践 
です。高い自立心を持ち、絶えず自ら課題を見つけ、自ら 
キャリアを形成する真価ある社員へと全役職員が向かう 
こと、そして、そうした社員たちが結集した真価ある組織を
構築することが何よりも重要であり、それなくして企業 
ビジョンの達成はないと考えています。

2011年度を振り返りますと、国内だけでなく、世界 
各地で大規模な自然災害が発生した1年となり、当社の存在 
理念である「安心で快適な生活環境づくり」への関心はより
大きくなっています。この社会の要請にしっかりと応えて 
いくことが当社の使命であると捉え、この使命を果たし続けて 
いくためにも、私をはじめ全社員が一丸となって、不断の 
努力を続け、企業ビジョンの実現を通じて企業価値を向上
させながら、社会に貢献できる企業づくりを進めていきます。

株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご支援を 
賜りますとともに、当社の新しい成長にご期待いただき 
ますようお願い申しあげます。重点事業強化方針を実践するために、さらに二つの重点

基盤強化方針を定めました。一つ目は、安定的な収益の 

実績を積み重ねていけるよう取組みを強化していきます。
海外事業については、顧客企業の海外進出や新興国 

経済の発展が進むなか、当社の事業成長に向けて海外事業の
拡大に挑戦すべきことは明白です。現在はタイ、インドネシア、
シンガポールに拠点事務所を開設していますが、すでに 
東急グループ企業がベトナムやインドネシアで大型開発に
着手しており、これらへの迅速な対応も必要となっています。 
こうした顧客企業の海外展開を強力に支援しながら、国内での 
関係強化につなげていくことも重要であると考えています。

また、東南アジア地域ではインフラ整備の需要が旺盛に
なっており、これらへの参画を通じて各国の発展に貢献 
しながら、着実に海外事業を拡大させるために、現地パートナー 
との協力体制の整備、人材の育成・確保に集中投資し、

「2020年度の手持工事海外比率20%以上」の目標達成を
目指していきます。

営業利益 ４８億円以上 
安定的な収益力確保、
競争力の強化に向けた
コスト低減の推進

真価ある組織の実現に向けた
人材戦略・風土改革の実践

安全への取組み
環境への取組み
品質への取組み
財務基盤の強化

●2015年3月期 連結業績目標

減少に歯止め、成長への反転を目指す

「安心で快適な生活環境づくり」がより一層望まれる 
時代。様々な角度からその要請に応えることで、 
企業価値の向上を果たしてまいります。

株主の皆様へのメッセージQ
A

6
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売上原価
225,815

販売費及び
一般管理費
11,574

売上総利益
19,159

営業利益
7,584

当期純利益
4,087

営業外費用 408
営業外収益 635

経常利益
7,811

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

売上原価
215,572

販売費及び
一般管理費
10,698

売上高
227,843

売上総利益
12,271

営業利益
1,572

経常利益
1,884

当期純利益
1,799

特別利益 464
法人税等 543
少数株主利益 5

営業外費用 357
営業外収益 669

決算データ 【連結】

【補足解説】
主に大型工事の完成などによる
受取手形・完成工事未収入金等
の増加により、総資産は前期に
比 べ76億 円 増 の1,544億 円 と 
なりました。
純資産は、当期純利益を17億円
計上した一方、配当を10億円実施
したことや株式相場の変動による
その他有価証券評価差額金の増加
により、前期に比べ11億円増の
313億円となりました。

【補足解説】
売上高は、前期比7％減の2,278億円、
営業利益は、貸倒引当金の戻入や 
経費節減により、販売費及び一般 
管理費が減少しましたが、工事採算性
の悪化により、前期に比べ79％減の
15億円となりました。当期純利益は、
関係会社株式の持分変動に伴う特別
利益4億円の計上がありましたが、
税制改正に係る繰延税金資産の 
取崩しなどにより、前期に比べ56％
減の17億円となりました。

単位：百万円

単位：百万円

資産合計
146,781

負債純資産合計
146,781

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
その他
13,395

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

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
154,442

負債純資産合計
154,442

固定資産
31,397

流動負債
107,585

固定負債
8,907純資産

30,287

流動資産
120,738

支払手形・工事未払金等
83,067
短期借入金
8,095
未成工事受入金
11,776
その他
13,401

投資その他の資産
19,196

無形固定資産
327

有形固定資産
14,180

未成工事支出金
12,113
その他
11,699

受取手形・完成工事未収入金等
79,044

現金預金
17,881

固定資産
33,704

流動負債
116,340

固定負債
6,711純資産

31,390

その他
12,980

2011年3月期

2011年3月期

2012年3月期

2012年3月期

●連結損益計算書の概要

●連結貸借対照表の概要

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期

229.77 261.35 283.29 293.46

※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、
売上債権の増加や未成工事受入金
の減少などにより114億円の資金
減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、
有形および無形固定資産や投資
有価証券の取得などがありましたが、
関係会社株式の売却により2千万円
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、
配当金の支払いによる減少があり
ましたが、短期借入金の増加などに
より47億円の資金増加となりました。
この結果、現金及び現金同等物の
期末残高は178億円となり、期首
残高から67億円減少となりました。

●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

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
17,881

24,663

△11,486

営業活動による
キャッシュ・フロー

20

4,704

△21

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

2012年3月期 

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

2011年4月1日残高 16,354 3,893 10,650 △38 30,860 △582 △36 △618 46 30,287

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △1,067 △1,067 △1,067

当期純利益 1,799 1,799 1,799

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） 412 △60 352 17 369

連結会計年度中の変動額合計 ー ー 732 0 732 412 △60 352 17 1,102

2012年3月31日残高 16,354 3,893 11,382 △38 31,592 △169 △96 △266 64 31,390
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■ 土木　■建築 ■ 土木　■建築　■不動産

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 ２０１2年3月期

受注高 276,902 214,282 201,674 208,632

売上高 250,574 231,420 238,991 222,682

営業利益 4,891 5,161 7,454 1,435

経常利益 4,495 4,875 7,525 1,521

当期純利益 △5,476 1,946 3,841 1,092

1株当たり当期純利益（円） △51.30 18.23 35.98 10.23

総資産 164,177 157,782 141,556 149,605

純資産 24,589 27,931 30,051 30,503

1株当たり純資産（円） 230.34 261.65 281.51 285.75

●個別主要経営指標 単位：百万円

3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
2009年 2010年 2012年 2009年

19

△ 54

10

2010年 2011年
3月期

2011年
3月期

2011年
3月期3月期 3月期 3月期

2009年 2010年 2012年2011年
3月期

2012年 2009年 2010年 2012年

44
48

75

38

15

1,790

475

47 37

1,908

2,389

444

2,769

2,142
2,016

546

2,222

622

1,519
1,6861,686

2,086 2,226

416

1,600
1,744

56

1,898

2,505
2,314

580

26
400

425

1,744

決算データ 【個別】

受注高 売上高 経常利益 当期純利益
単位：億円 単位：億円 単位：億円

3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
2009年 2010年 2012年 2009年

19

△ 54

10

2010年 2011年
3月期

2011年
3月期

2011年
3月期3月期 3月期 3月期

2009年 2010年 2012年2011年
3月期

2012年 2009年 2010年 2012年

44
48

75

38

15

1,790

475

47 37

1,908

2,389

444

2,769

2,142
2,016

546

2,222

622

1,519
1,6861,686

2,086 2,226

416

1,600
1,744

56

1,898

2,505
2,314

580

26
400

425

1,744

3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
2009年 2010年 2012年 2009年

19

△ 54

10

2010年 2011年
3月期

2011年
3月期

2011年
3月期3月期 3月期 3月期

2009年 2010年 2012年2011年
3月期

2012年 2009年 2010年 2012年

44
48

75

38

15

1,790

475

47 37

1,908

2,389

444

2,769

2,142
2,016

546

2,222

622

1,519
1,6861,686

2,086 2,226

416

1,600
1,744

56

1,898

2,505
2,314

580

26
400

425

1,744

3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
2009年 2010年 2012年 2009年

19

△ 54

10

2010年 2011年
3月期

2011年
3月期

2011年
3月期3月期 3月期 3月期

2009年 2010年 2012年2011年
3月期

2012年 2009年 2010年 2012年

44
48

75

38

15

1,790

475

47 37

1,908

2,389

444

2,769

2,142
2,016

546

2,222

622

1,519
1,6861,686

2,086 2,226

416

1,600
1,744

56

1,898

2,505
2,314

580

26
400

425

1,744

単位：億円
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築建

木土

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 ２０１2年3月期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

■官公庁 8,185 3.0 4,713 2.2 25,294 12.5 11,076 5.3

■民間 167,238 60.4 116,196 54.2 89,009 44.1 127,779 61.2

■東急グループ 45,878 16.6 30,191 14.1 41,896 20.8 27,301 13.1

■海外 925 0.3 891 0.4 3,816 1.9 2,471 1.2

合計 222,227 80.3 151,992 70.9 160,017 79.3 168,628 80.8

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 ２０１2年3月期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

■官公庁 14,947 5.4 22,918 10.7 19,041 9.5 25,394 12.2

■民間 13,318 4.8 8,412 4.0 9,299 4.6 7,849 3.8

■東急グループ 18,205 6.5 15,663 7.3 14,780 7.3 7,077 3.4

■海外 8,204 3.0 15,296 7.1 △1,465 △0.7 △318 △0.2

合計 54,674 19.7 62,289 29.1 41,656 20.7 40,003 19.2

●  官公庁は、中央官庁からの受注が増加したものの、地方自治体 
からの大型案件の受注があった前期に比べ減少しました。

●  民間は、マンション市況の回復基調および医療・福祉施設の受注が 
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、地方自治体からの受注が増加したことから、前期に
比べ増加しました。

●  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 
65.0%

建設事業計
2012年3月期

海外
1.0%

東急グループ
16.5%

官公庁
17.5%

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。
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北陸新幹線白山横江高架橋新設工事

北陸と近畿地方に夢を運ぶ新幹線

日本政府によるＯＤＡ事業

2014年度末の完成を目指して現在工事が進められている北陸
新幹線は地元が待ち望む交通網です。当社ではJR北陸本線に隣接し、
金沢駅から大阪方面へおよそ9ｋｍ地点に位置する、野々市駅から
松任駅間の約1,400ｍにわたる橋梁工事や高架橋工事などを担当
しました。

首都ジャカルタの東約１００ｋｍ
に位置するチカンペック市から
チレボン市までの１５０ｋｍ間を
複線化する事業の最終工区。
複線化に対応するための２駅
の改良工事と、駅間および延長
区域の複線化工事の全線で、
土木・軌道・通信・信号・機械
一式工事を行いました。

当
期
の
主
な
完
成
工
事
物
件

ジャワ北幹線鉄道複線化事業チレボン駅改修工事 全国の先駆けとなる事業手法
昭和20年代に施行された「公営住宅法」に基づいて
建てられた市営住宅を、PFI手法のBT(建設・譲渡)
方式による事業で新たに建て替えました。民間のノウ
ハウを活用することで、従来の公営住宅に比べて安価
で高品質な建物を創造・提案しています。

市営甲子園九番町団地第１期建替事業

発 注 者：インドネシア共和国運輸省
鉄道総局

工事場所：インドネシア共和国
（西ジャワ州チレボン市）

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：石川県野々市市～白山市

発 注 者：西宮市
工事場所：兵庫県西宮市

機能を集約した新社屋
昭和２５年の創業以来、化粧品や薬品など
のパッケージ印刷製造で業界トップメー
カーとして躍進する上六印刷。生産効率
を向上させるため、開発拠点や事業所を
集約し、奈良県生駒市にある高山サイ
エンスパーク内に、本社機能を兼ね備えた
新工場を建設しました。

上六印刷高山サイエンスパーク事業所新築工事

発 注 者：上六印刷株式会社
工事場所：奈良県生駒市
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建築土木

街の風景と文化をつなぐオフィスビル

地域を結び豊かな暮しをサポート

自然保護地域に調和した
世界一のラグビー専用施設

江戸時代から屋敷町として栄え
た番町地区は、明治時代には
華族や高級官僚、海外の大使館
などが集まり、また現在は住宅、
学校、オフィスなどとともに、
緑も多く落ち着いた趣のある街
です。その街の歴史と環境に
ふさわしい存在感と機能を併せ
持つ建物です。

美濃東部整備事業の一環として 
岐阜県恵那市から郡上市にわたっ
て整備される農業用道路24kmの
うち、関市と郡上市を山間部で 
つなぐ延長626mのトンネル工事
です。物流の円滑化を図ることで
地方の過疎化に歯止めをかけると
ともに、地域活性のための動脈と
して早期の開通が望まれます。

今年からトップリーグでの活躍が期待される
キヤノンイーグルスの本拠地となる、キヤノン
株式会社のラグビー専用施設です。敷地面積
約64,000m2に天然芝のメイングラウンド１面、
人工芝のサブグラウンド１面、クラブハウス１棟、
観覧席(約1,000席)、付帯施設を建設しました。

キヤノンスポーツパーク建設工事

多様な楽しみ方を提供する空間
空港を利用するお客様が目的の場所へスムーズに移動
できる動線を確保するための改修工事を行うとともに、
店舗レイアウトを変えることで気軽に休憩ができる
空間を創設しました。空港内にいながらにして北海道
各地の味覚と豊富な品数のお土産を堪能できる施設
です。

新千歳空港国内線ターミナル改修工事

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：キヤノン株式会社
工事場所：東京都町田市

発 注 者：独立行政法人森林総合研究所
森林農地整備センター

工事場所：岐阜県関市～郡上市

発 注 者：東京急行電鉄株式会社
内外エステート株式会社

工事場所：東京都千代田区

上之保小那比トンネル建設工事

東急番町ビル新築工事

12
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東京都の東部、江東内部河川は隅田川や荒川と水門などで
区切られ、閉鎖性が強く水質悪化が起きやすい河川です。
本工事はこの対策として、
内部河川への下水道放流
を荒川へ変更するための
ポンプ 施 設(ポンプ 能 力
68m3/S)を建設するもの
で、2002年 から1期 工 事
が始まり、当社は最終と
な る4期 工 事（2015年 度 
完成）を施工します。

小松川第二ポンプ所建設その１１工事
ゼロメートル地帯の水質改善を目指して

大型公共工事の最終工程を受注

誇りある医療施設へ
地域医療を支える中核病院として、より
高度な医療を提供するために整備拡張
するもので、ベッド数の増床をはじめ、
手術室やICUの充実、がん診療室の増設
などを行い、2013年度のオープンを
目指します。福山市人口約46万人の命を
守る病院として、さらなる進化を遂げる
こととなります。

福山市民病院増築工事
地域医療を支え、市民の命を守る

発 注 者：福山市
工事場所：広島県福山市

当
期
の
主
な
受
注
工
事
物
件

発 注 者：東京都下水道局
工事場所：東京都江戸川区

荒
川

隅
田
川

総武線

13

010_0448601302406.indd   13 2012/06/11   16:23:07



帝京安積高等学校校舎建替工事

亜細亜大学新５号館新築工事

高砂香料新工場プロジェクト新築工事

開放感あふれる新校舎

自然を呼び込む環境設計

最先端技術の香料研究所と工場

東日本大震災で被害を受けた校舎の建て替えの
ほか、サブアリーナ棟、部室棟を新たに建設する
ものです。校舎には各階に開放感のあるスクール
モールを設けており、既存棟を含めて全体の移動
がスムーズになるように計画されています。仮設
校舎の解体とグラウンド整備までを今年度中に
行います。

入試・広報センターをはじめ、大小さまざまな講義
教室を備えた約10,000m2の教室棟です。教育環境
の充実とともに環境にやさしい建物を目指し、吹抜け
を利用した自然換気システムや建物内部に太陽光を
バランス良く取り入れるなど、自然エネルギーを積極
的に利用する環境に配慮した計画となっています。

香料業界のリーディングカンパニーである高砂香料
工業株式会社は、世界24か国に拠点を設けるグロ
ーバルな会社です。本施設は、同社グループの東南
アジア事業の中心拠点における生産および研究組織
の強化を目的として建設されるもので、今後も世界
の香料市場でのさらなる発展が期待されます。

アジア地域での事業基盤を強化

震災を乗り越え、今年度中の完成を目指す

閑静な武蔵野の地に新たな学び舎

地域医療を支え、市民の命を守る

建築土木

発 注 者：学校法人帝京安積学園
工事場所：福島県郡山市

発 注 者：学校法人亜細亜学園
工事場所：東京都武蔵野市

→��震災対応についてはトピックス（P16）でお読みいただけます。

発 注 者：タカサゴ�インターナショナル�（シンガポール）�プライベート�
リミテッド

工事場所：シンガポール共和国
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当社では企業活動として、新たなビジネスを創出する技術開発と、
社員が誇りを持って働ける場を提供する、さまざまな取組みを行っています。
ここでは、その活動の一部をご紹介いたします。ト

ピ
ッ
ク
ス

ＣＳＲ活動
ポリオワクチンを世界の子供たちに

【エコキャップ収集運動】
ペットボトル・キャップの回収ボックスを設置
当社では、本社ビル
内にペットボトル・
キャップの回収ボッ
クスを設置し、NPO
法人「エコキャップ
推 進 協 会 」による 
エコキャップ 収 集 
運動に協力してい
ます。
回収されたキャップを再資源化事業者に売却した資金で購入され
たポリオワクチンが、世界の子供たちに送られるものです。2011年
5月には、ポリオワクチン55人分にあたる約44,000個（110kg）を
回収しました。

02

ペットボトルのキャップで作った「WE�DO�ECO」の文字

当社は、「リレーフォーライフ（以下、RFL）」に協賛・参加してい
ます。RFLとは、がん患者と家族、支援者が交代でグラウンドを
歩き、がん撲滅を願い交流する地域密着型チャリティーイベント 
です。２０１１年は、８月の「いしかり」、９月の「さいたま」「ちば」、 
１０月の「東京駒沢」の４
大会に「東急建設チーム」
として参加。述べ３００名
を超える社員と家族が24
時間のリレーウォークと
寄付を集めるとともに、
大会の会場設営もボラン
ティアで協力しました。

01
がん患者支援チャリティー活動

がんとの闘いをささえ合う
【リレーフォーライフ】

ＣＳＲ活動

さいたま大会

低コスト・短期施工を実現
高架下の空間を店舗や倉庫として
利用している高架橋の柱は、作業 
空間が狭いため耐震補強が困難で 
した。そこで当社は、作業に制約 
を受ける狭い場所の鉄筋コンク 
リート柱も容易に耐震補強できる 

「CBフープ工法」を開発しました。四分割した帯鉄筋を固定アン 
グル、連結ピンおよび結束金具を用いて既設柱の隅角部で連結し、 
モルタルを吹き付けて既設柱と一体化するRC巻立て耐震補強 
技術です。特殊な材料や重機を必要とせず、すべて人力による 
施工が可能で、しかも比較的安価な工法であるため、高架橋の 
耐震補強において急速に普及しつつあり、すでに首都圏の鉄道 
高架橋の柱約100本で本工法による耐震補強が完了しています。

01テクノロジー

CBフープ工法　補強概略図

結束金具

分割帯鉄筋
連結ピン

固定
アングル

高架橋を耐震補強する【ＣＢフープ工法】の
開発と実用化

建物空間の使い勝手を重視した
【移動可能な制震型耐震補強工法】
用途に合わせた耐震補強が可能

「移動可能な制震型耐震補強工法」の特長
は、耐震補強材を柱にかしめる*方法で 
取り付けるため脱着が可能で、耐震改修 
した後にさらなる補強位置の変更が容易
にできることです。例えば、商業施設や 
事務所などのレイアウト変更や、工場な 
どの生産ラインの変更の際、耐震補強の
設置個所も容易に変更できるため、建物 
の使い勝手が大きく向上します。工場 
製作の部材を用いるため短期間に施工で
き、さらに取付け時の騒音や振動も小さ 
いことから、建物を使用しながらの耐震 
補強が可能です。

02

補強位置の変更が可能

テクノロジー

＊かしめる：器具などの接合部分を工具で固く密着させること
15
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T O P I C S

土 木

建 築

応急仮設住宅建設工事

帝京安積高等学校校舎建替工事

　約22,000戸の応急仮設住宅が整備された宮城県内において、当社は
県発注工事のうち、プレハブ協会員である大手ハウスメーカーより10か所
の団地の外構整備工事を受注しました。4月上旬から9月までに野球場や
グラウンドなどで土工事・排水設備工事・舗装を行い、11月からは被災者が
居住する団地内で玄関前や駐車場のアスファルト舗装の追加工事を行い
ました。

　郡山市にある帝京安積高等学校では、大震災で校舎の一部に被害が発生
しました。「生徒が安心して学べる環境づくり」を第一とする学校側は、被災直後
の3月中には校舎建て替えの方針をかためました。これを受けて当社では、
まず5月の連休明けから使用できるよう校庭に仮設プレハブ校舎を新築しま
した。その後、被害のあった校舎の解体と体育館の補修を行い、現在は、
2013年1月の使用開始を目指して新校舎を建設中です。

今後も当社は、被災地の一日も早い復興を祈念し、
引き続き現地での活動に注力してまいります。

当社は東日本大震災の発生直後より、被災地での復旧・復興に協力しています。
ここでは、当社における「東日本大震災復旧支援活動」の一部についてご紹介いたします。

三陸鉄道北リアス線　小本・田野畑間災害復旧工事
　津波によって駅舎や線路が流出し、駅付近の高架橋も崩落するなど、
甚大な被害を受けた岩手県の「三陸鉄道北リアス線」。当社では、小本・田野畑
間の災害復旧工事を担当します。この復旧工事は、盛り土、橋台、橋脚、橋梁
などの補修と、流出した島越駅、その他構造物の新築を延長約１０ｋｍに
わたって行うものです。開通予定は２０１４年４月とされていますが、被災地域
では早期の復旧が望まれていますので、当社としても一日も早い工事
完了を目指します。

震災前

三陸鉄道北リアス線（島越架道橋付近）

震災後

校庭の仮設校舎

新校舎を建設中
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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
技術研究所

会社の状況/株式の状況

会社概要 役　員 （2012年6月26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 2,446 名

主要な事業所

（2012年3月31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
常務執行役員 清　水　　昌　博
代表取締役
常務執行役員 浅　野　　和　茂
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
取締役
常務執行役員 寺　田　　光　宏

取締役相談役 八　方　　隆　邦

社外取締役 大　塚　　　　弘

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 中　村　　俊　治

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

執行役員 臼　田　　總一郎

執行役員 鈴　木　　高　志

執行役員 中　村　　俊　昭

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 占　部　　光　夫

執行役員 根　本　　誠　之

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

執行役員 橋　本　　　　聰

執行役員 清　水　　正　敏

執行役員 内　田　　俊　介
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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 42,898 名

株式の状況

株式分布

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 15,362 14.39
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

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
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 3,120 2.92

清水建設株式会社 3,000 2.81
中央三井信託銀行株式会社 2,995 2.81
三井住友海上火災保険株式会社 2,500 2.34
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（14,220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。

4．中央三井信託銀行株式会社は、平成24年4月1日付けをもって、住友信託
銀行株式会社および中央三井アセット信託銀行株式会社と合併し、三井
住友信託銀行株式会社となっております。

株主インフォメーション

個人・その他 19.3％

金融機関 47.6％ その他国内法人 26.4％

証券会社 0.7％

外国法人等 6.0％

2012年

2013年

7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月

2013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

2013年3月期
第2四半期決算発表

2013年3月期
第3四半期決算発表

2013年3月期
決算発表

定時株主総会

10株以上 39.2％ 100株以上 40.5％

10,000株以上 1.0％10株未満 8.1％

1,000株以上 11.2％

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

東急建設 検索

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

同事務取扱所
〒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

同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社　全国各支店
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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

株主様

（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。

単元未満株式※の買増制度および買取制度のご案内

そうか、住所変更や配当金受け取り関連の手続きも同様だね、
ありがとう。

なるほど、これはどこに申し出ればいいの？

今持っている単元未満株式を処分できないかな？

こちらの制度をぜひご利用ください！

※10株未満の株式

証券会社等でご所有の場合はその証券会社等で承ります。

■ 単元未満株式の買増制度および買取制度

※特別口座とは、株券の電子化に伴って、証券保管振替機構（ほふり）に預託され
なかったご所有の株式の権利を守るために、当社が開設した口座です。

株主名簿管理人　事務取扱所
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
　　0120-782-031
ホームページ（株式に関するお手続き）
http://www.smtb.jp/personal/agency/

特別口座※で単元未満株式
をご所有の場合は
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