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IR説明会 １－１．個別受注高（１） 

発注者分類別受注高 
（単位：億円） 

受注高の推移 

・土   建   別：  土木20.7％ 建築79.3％ 
・国内官民別：  官庁22.2％ 民間77.8％ 
・国 内 外 別：  国内98.8％ 海外1.2％     

546 622 416 

2,222 
1,519 

1,600 

2,769 

2,142 2,016 

2008年度 2009年度 2010年度 

土木 建築 
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◆受注高合計は2,016億円、主に土木工事の受注不振と前年度海外大型工事受
注による反動減 （対前年▲126億円） 
 
◆土木受注高は416億円（対前年▲206億円） 
 ・国内官公庁は大幅減少（対前年▲38億円） 
 ・国内民間は東急ｸﾞﾙｰﾌﾟの減少分を一般民間で補い前年と同水準 
 ・海外は前年度に大型工事の受注があった反動と、為替の影響で減少 
  （対前年▲167億円 前年－バンコク地下鉄受注） 
 
◆建築受注高は1,600億円（対前年同期＋80億円） 
 ・国内官公庁は地方自治体からの受注増加に伴い増加 
  （対前年同期205億円の増加  地方自治体－清掃工場2件受注152億円） 
 ・国内民間は、東急ｸﾞﾙｰﾌﾟは増加、一般民間は減少 
 ・海外は増加（対前年＋29億円 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｺｰｽﾞｳｪｲﾎﾟｲﾝﾄSC受注）  
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主な受注工事 

１－１．個別受注高（２） 

５ 

発注者 工事名 場所 

独立行政法人鉄道建設・運輸 
施設支援機構 

北海道新幹線、大野新道橋りょう他 北海道 

東京地下鉄株式会社 銀座線渋谷駅東口広場工区土木工事 東京都 

農林水産省 九頭竜川下流(二期)農業水利事業春江北部用水路その９工事 福井県 

東京都下水道局 みやぎ水再生センター雨水ポンプ棟建設その３－１工事 東京都 

名古屋市上下水道局 玉船第２雨水調整池築造工事(その２) 愛知県 

発注者 工事名 場所 

防衛省 勝田(22)庁舎新設等建築その他工事 茨城県 

西宮市 市営甲子園九番町団地第２期建替事業 兵庫県 

町田市 (仮称)鶴川駅前公共施設新築工事 東京都 

福岡県 福岡県共同公文書館(仮称)新築工事 福岡県 

学校法人帝京大学 (仮称)帝京大学可児小学校新築工事 岐阜県 

京浜急行電鉄株式会社 (仮称)もとまちユニオン本店建替計画本体工事 神奈川県 

学校法人五島育英会 東京都市大学新１号館新築工事 東京都 

（建築工事） 

（土木工事） 

東京都市大学新１号館新築工事 市営甲子園九番町団地第２期建替事業 福岡県共同公文書（仮称）館新築工事 
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IR説明会 １－２．個別経営成績（１） 

損益計算書 売上高の推移  

売上総利益の推移  
（単位：億円） 

（単位：億円） 

580 475 444 

1,898 1,790 1,908 

26 47 37 

2,505 2,314 2,389 

2008年度 2009年度 2010年度 

土木完工高 建築完工高 不動産事業 

54 43 43 

119 120 136 

7 
6 

9 
181 170 

188 

7.3% 7.3% 
7.6% 

2008年度 2009年度 2010年度 
土木総利益 建築総利益 不動産事業 売上総利益率 
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◆完成工事高は、官庁工事等の受注減もあり土木が減少したものの、建築で大型工事が 
 進捗したことにより増加し、2,352億円（対前年＋86億円） 
 不動産事業売上高は、売上計上方法の変更等により減少し、37億円（対前年▲10億円） 
 売上高合計は、2,389億円（対前年＋75億円） 
◆完成工事総利益は、資機材価格の安定のほか、土木、建築とも原価低減の努力が結実し、  
 179億円（対前年＋15億円）  
◆不動産事業総利益は、賃貸事業利益の他、債権回収のために取得した案件の自社 
 事業化・売却等により利益増となり、9億円（対前年＋3億円） 
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主な完成工事 

1-2. 個別経営成績 (2) 

７ 

主な完成工事 

（土木工事） 

（建築工事） 

発注者 工事名 場所 

首都高速道路㈱ 
(関)ＳＪ43工区(２－１)－ＳＪ47工区街路   
築造工事 

東京都 

独立行政法人鉄道
建設・運輸施設 
整備支援機構 

北陸新幹線、滑川有金高架橋 富山県 

国土交通省 尾道・松江自動車道 川尻トンネル工事 島根県 

京王電鉄㈱ 
調布駅付近連続立体交差工事(土木)第５工区  
その５ 

東京都 

東京急行電鉄㈱ 
（１３号相直）東横線渋谷―代官山間地下化  
工事(土木工事第３工区その３) 

東京都 

発注者 工事名 場所 

防衛省 
三沢(20)格納庫(Ａ・Ｂ・Ｃ)等新設建築    
その他工事 

青森県 

岩沼市 岩沼市庁舎耐震補強工事 宮城県 

二子玉川東地区  
市街地再開発組合 

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係
る施設建築物新築工事(Ⅰb街区) 

東京都 

㈱島忠 (仮称)島忠さいたま本店新築工事 埼玉県 

㈱福原コーポ
レーション 

(仮称)ＧＴビル新築工事 東京都 

菱重エステート
㈱ 

三菱重工業㈱汎用機・特車事業本部      
(仮称)下九沢寮新築工事 

神奈川県 

静岡鉄道㈱ 
(仮称)静鉄分譲マンション沼津浅間町計画   
新築工事 

静岡県 （仮称）ＧＴビル 三菱重工業（仮称）下九沢寮 

（仮称）島忠さいたま本店 

岩沼市庁舎 

北陸新幹線、滑川有金高架橋 尾道・松江自動車道 川尻トンネル 

二子玉川東地区再開発（Ⅰb街区） 
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販売費及び一般管理費の推移 

営業利益・経常利益・当期純利益の推移 

（単位：億円） 

（単位：億円） 

損益計算書 

◆販売費及び一般管理費は、人件費の費用増があったものの、各部門の経費節減努力や 
 全社的な間接経費削減効果等もあり、114億円（対前年▲4億円） 
◆営業利益は、売上総利益の増加と販管費減少により、74億円（対前年＋22億円） 
◆経常利益は、資金状況の改善による支払利息減少や受取配当金の増加等により 
 営業外収支が改善し、75億円（対前年＋26億円）。 
◆当期純利益は、特別利益に貸倒引当金戻入や海外子会社に係る受取遅延損害金と 
 して11億円を計上、特別損失に退職金制度変更に伴う移行時の損失31億円のほか、 
 訴訟引当金3億円等を計上した結果、38億円 （対前年＋18億円）。 

１－２．個別経営成績（３） 

132 118 114 

5.3% 5.1% 4.8% 

2008年度 2009年度 2010年度 

販管費 販管費率 

48 51 

74 

44 48 

75 

-54 

19 
38 

2008年度 2009年度 2010年度 

営業利益 経常利益 当期純利益 
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IR説明会 1-3. 連結財政状態、連結キャッシュフロー 

比較連結貸借対照表 連結有利子負債・純資産の推移 

（単位：億円） 

＜比較連結貸借対照表・・・2010年3月末との比較＞ 
◆資産合計は161億円減少。順調な工事代回収による現金預金増加、完成工事未収入金減少等。 
◆負債合計は184億円減少。短期借入金返済や支払手形・工事未払金等減少、繰越工事減少に伴う未成工事受入金の減少等。 
◆純資産合計は23億円増加。当期純利益計上、配当による利益剰余金増減、株式市況低迷によるその他有価証券評価差額金 
 の減少（その他の包括利益累計額）。 
 
＜連結キャッシュフロー計算書＞ 
◆営業活動によるキャッシュフローは、仕入債務の減少や未成工事受入金の減少等があったものの、売上債権の減少等により 
  ２０５億円の資金増加。 
◆投資活動によるキャッシュフローは、長期貸付金の回収や関係会社株式の売却による収入等により４億円の資金増加。 
◆財務活動によるキャッシュフローは、短期借入金の減少（返済）や配当金支払い等により９８億円の資金減少。 

連結キャッシュフロー計算書 
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387 

136 

45 

270 279 302 

16.4% 
17.1% 

20.6% 

2009年 

3月末 

2010年 

3月末 

2011年 

3月末 
有利子負債残高 純資産 自己資本比率 
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2. ２０１１年度の通期見通し 
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IR説明会 2. ２０１１年度の通期見通し 

個別業績予想 

個別受注高予想 

＜連結業績予想＞ 
 ◆売上高は2,400億円（対前年▲49億円） 、営業利益は33億円（対前年▲42億円）、経常利益は32億円 
  （対前年▲46億円）となる見通し。 
 ◆当期純利益は、持分法による関連会社の利益積上げもあり、23億円（対前年▲17億円）となる。 
 
＜単体業績予想＞ 
 ◆売上高は、完成工事高が2,270億円（対前年▲82億円）、不動産事業売上高が40億円（対前年＋2億円）となり、 
  合計で2,310億円 
 ◆売上総利益は、完成工事総利益が141億円（対前年▲38億円）、不動産事業総利益9億円（対前年±0）と 
  なり、合計で150億円。 
 ◆経常利益は、大型工事の進捗等に伴う資金需要増加により利息費用が増加し、26億円（対前年▲49億円）。 
 ◆当期純利益は、18億円（対前年▲20億円）となる予想。 
 
＜個別受注高予想＞ 
 ◆受注高は、通期合計で2,100億円と予想 
 ◆国内土木は、官公庁が増加、民間は一般・東急Ｇとも減少 
 ◆国内建築は、官公庁が減少する一方、民間は東急Ｇの減少を一般民間の増加で補い増加 
 ◆海外は、経常的に受注する規模のみを予想に算入、建築の35億円のみ 
 
＜期末配当＞ 
 ◆期末配当は、1株当たり5円（中間無配、期末5円）を予定している。 
 ◆利益配分については、安定的且つ継続的な配当の実施という基本方針のもと、今後の経営環境を見据え 
  健全な経営基盤の維持と将来の事業展開に向けた内部留保の充実のため、業績に応じ配当性向３０％ 
  を目安に行うこととしている（個別業績ベース）。 

連結業績予想 

＜売上高内訳＞ 
 土木完成工事高    510億円  （＋65億円） 
 建築完成工事高   1,760億円 （▲147億円） 
 不動産事業売上高     40億円    （＋2億円） 
 
＜売上総利益内訳＞ 
 土木完成工事総利益  41億円  （▲2億円） 
 建築完成工事総利益 100億円   （▲36億円） 
 不動産事業総利益    9億円      （±0）  

11 
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ハチ公広場 

駅ビル 

銀座線ホーム 

埼京線ホーム 

山手線ホーム 

西口駅前広場 

※ 現時点での概略のイメージであり、今後、設計内容を詳細に検討していきます。 

副都心線 
東横線(地下) 

東口駅前広場 

鳥 瞰 図 

 イラストは、(平成21年6月)「渋谷駅街区基盤整備都市計画変更のあらまし(渋谷区)」

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/machi/pdf/gaiku_a.pdf 

他に「渋谷駅街区土地区画整理事業について(2010.10.13)」 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/machi/pdf/gaiku_a.pdf 参照 

事業名称 敷地面積 着工 竣工 

➊渋谷駅街区土地区画整理事業（Ⅰ工区） ※  2010年事業認可  2026年度予定 

➋渋谷駅街区土地区画整理事業（Ⅱ工区） ※  2010年事業認可  2026年度予定 

➌渋谷新文化街区（渋谷ヒカリエ） 約9,640㎡  2009年7月  2012年3月予定 

➍渋谷駅桜丘口地区 約１万6,000㎡  2014年度予定  2017年度予定 

➎渋谷駅南街区 約5000㎡  2014年度予定  2016年度予定 

➏道玄坂一丁目駅前地区 約6000㎡  2014年度予定  2016年度予定 

➐渋谷駅街区 約1万5000㎡  2015年度予定  2016年度予定 

※渋谷駅街区土地区画整理事業の敷地面積は全て併せて約５．５ha 
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IR説明会 3-２. 参考資料 (二子玉川再開発) 

イラストは二子玉川東地区市街地再開発組合/二子玉川東第二地区市街地再開発組合のHPより (http://www.futakotamagawa-rise.com/) 
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街区 建築面積 主な用途 備考 

Ⅰ- a 約  2,500 ㎡ 
店舗 
地上８階地下１階 

Ⅰ- b 約 11,000 ㎡ 
店舗・事務所 
地上１６階地下２階 

当社施工 

Ⅱ- a 約 22,500 ㎡ 店舗・事務所・ホテル 計画中 

Ⅱ- b 約  2,500 ㎡ 
店舗・事務所・住宅 
地上３階地下１階 

当社施工 

Ⅲ 約 18,400 ㎡ 
店舗・住宅 
地上４２階地下２階 

Ⅰ- b 街区 
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項目 駅前棟 線路上空棟 鶴屋町地区 

延床面積 

約 136,000 ㎡ 
オフィス 約65,500㎡ 
商業施設 約62,000㎡ 

その他 約8,500㎡ 

約 18,000 ㎡ 
 

商業施設 約13,500㎡ 

その他 約4,500㎡ 

約 30,000 ㎡ 
 

駐車場 約800台 
駐輪場 約1,000台 

 

最高高さ 約 195m 約 50m 約 40m 

階 数 
地上33階 
地下4階 

地上8階 
地上9階 
地下1階 

着工年 平成２３年度（予定） 

工 期 約８年（予定） 
横浜シャル（現駅ビル）と横浜エクセルホテル東急 

横浜駅周辺地区 横浜駅周辺の再開発事業 

横浜駅 

国道１号 

高島屋 

西口駅前広場 

注）本計画は環境影響評価を行うにあたり取りまとめた時点での計画であり、今後の協議・検討により変更される可能性があります。 

  当該資料は、2010年8月26日に東日本旅客鉄道㈱および東京急行電鉄㈱よりリリースされた資料を参照しております。 

線路上空棟 

駅前棟 
鶴屋町地区 

http://www.hamakei.com/photoflash/archives/
http://news.kanaloco.jp/common/user/news/photo/1/100826/7_233601.jpeg
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海外で施工中の大型プロジェクト 
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ジャワ北鉄道複線化 

インドネシア公共事業省発注(ODA) 

2010.3-2011.7 / 約20億円 

コーズウェイ・ポイント・ショッピングセンター改修 

HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 発注 

2010.6-2012.8 / 約30億円 

ニャッタン橋建設工事第３工区 

ベトナム運輸省発注(ODA) 

2009.4-2013.5 / 約70億円 

バンコク地下鉄パープル線その１ 

タイ国首都大量輸送公団発注(ODA) 

2009.11-2013.7 / 約120億円 



© TOKYU CONSTRUCTION 
IR説明会 3-５. 参考資料 (海外事業に関するトピックス) 

海外トレーニー制度を新設 

１．制度の目的  本制度は、将来の海外建設事業の成長を見据え、海外で活躍できる人材を育成することを目的とし、意欲と能力
のある社員に、海外勤務に必要不可欠な知識・スキルを習得させる機会を提供する。 

２．対象者 27～３５歳前後の若手・中堅総合職社員（Ｇ３職からＬ職まで） 

３．募集人員  毎年度３名程度（事務、土木、建築各１名を想定） 

４．選抜方法 論文、面接、ＴＯＥＩＣテスト（参考）  

５．研修内容  国内導入研修１カ月＋海外OJT１１カ月（出張扱い）、研修中は人事部所属  

６．現況 2010年度は４名を選抜、うち３名はトレーニー研修実施中 

インドネシアに当社子会社「株式会社トウキュウ・コンストラクション・インドネシア」を設立 

１．会 社 名  PT. TOKYU CONSTRUCTION INDONESIA （㈱トウキュウ・コンストラクション・インドネシア） 

２．所 在 地  Wisma Haka Building, 2nd Floor, Jalan K.H. Wahid Hasyim No.71, Jakarta 10350, INDONESIA 

３．資 本 金  USD2,000,000（約2 億円）、当社出資比率67％ 

４．事業内容  建設業 

５．社 長  長島秀夫 

６．設 立 日  2011 年３月８日 
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当社展開地域における運輸セクター等ODA一覧     

No 国名 事業実施者名  案件名 内容 特借/STEP区分 借款契約日 借款契約額 
（百万円） 

1 タイ タイ高速度交通公社 バンコク大量輸送網整備事業 鉄道 未定 未定 未定 
2 インドネシア 運輸省陸運総局 ジャワ幹線鉄道電化・複々線化事業 (第1期) 鉄道 特別円借款 2001年12月 41,034 
3  同上 ジャカルタ特別州政

府 ジャカルタ都市高速鉄道事業（I） 鉄道 本邦技術活用条件
（STEP） 2009年3月 48,150 

4  同上 国家教育省高等教
育総局 インドネシア大学整備事業 教育 一般アンタイド 2008年3月 14,641 

5 マレーシア 
マレーシア日本国際
工科大学準備セン
ター 

マレーシア日本国際工科大学 教育 未定 未定 未定 

6 ベトナム ハノイ市都市鉄道事
業局 

ハノイ市都市鉄道建設事業（ナムタンロン－
チャンフンダオ間（2号線））（I） 鉄道 本邦技術活用条件

（STEP） 2009年3月 14,688 

独立行政法人 国際協力機構 ＨＰより引用 



© TOKYU CONSTRUCTION 
IR説明会 ３－６．参考資料（東日本大震災支援活動および復旧工事） 
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宮城県亘理市に支援物資搬送 

宮城県南三陸町に支援物資搬送 

JR仙石線復旧工事 

帝京安積高校仮設教室新築工事 

仮設住宅敷地整備工事 



© TOKYU CONSTRUCTION 
IR説明会 ３－７．参考資料（耐震補強工法 TSKアルミブレース） 
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特徴 
①アルミを使用しているため軽量 
②シンプルな構造で美観を損なわない 
③海浜地域や塩害地域でも優れた高耐食性 
④大規模な基礎改修が不要なため短工期を実現 
⑤従来工法と変わらない安全性 
⑥リサイクル、リユースに適した材料の為環境負荷を軽減 

東京都市大学等々力２号館 

宮城県岩沼市庁舎 



© TOKYU CONSTRUCTION 
IR説明会 ３－８．参考資料（高架橋柱の耐震補強工法 CBフープ工法） 

◆ CBフープ工法（Combination Hoop）は、高架橋等の柱部材の耐震補強工法です。本工法は、既設柱部材に分割した帯鉄筋を配置し、これらを固定用鋼材と吹付
けモルタルにより一体化させる鉄筋コンクリート巻立て工法です。帯鉄筋を分割施工することにより、従来の鋼板巻立て工法では困難であった狭隘部の施工を可能に
し、さらに型枠作業を省略することで、低コスト、短期施工を実現しました。【特許出願済】 

◆ 鉄筋コンクリート柱をCBフープ工法により補強する
ことで、耐力および変形性能といった耐震性能が向上す
ることを実験により確認しています（公益財団法人鉄道
総合技術研究所委託）。 

＊特許出願済 
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②分割帯鉄筋の配置 ③固定アングルの設置 

④連結ピンの挿入 
 組立治具の撤去 

⑤結束金具の設置 ⑥定規の設置 

①組立治具の設置 

吹付けモルタルの施工 

◆首都圏民間鉄道 高架橋耐震補強工事 



© TOKYU CONSTRUCTION 
IR説明会 ３－９．参考資料（ハーフプレキャスト工法） 

仮線方式 直上方式 

◆当社は川田建設と鉄道総合研究所と共同開発した「ハーフプレキャスト工法を用いた鉄道ラーメン高架橋の構築方法」について平成２２年度土木学会技術開発賞を受賞い
たしました。 

◆線路上空の支保工を不要として安全性リスクを 小限とすることで、営業線直上にラーメン形式の鉄道高架橋を構築する直上方式を可能にした技術です。 
柱・梁・スラブを品質管理に優れる工場で製作し、営業線の安全性確保や夜間の周辺環境維持に配慮した要素技術を用いて、現地で組み立て現場打ちコンクリートで順次一
体化させて高架橋を急速施工いたします。 

線路切替・地中梁構築 高架橋築造後 施工前 ２線目築造後線路切替 １線目築造後線路切替 施工前：用地取得 

京急蒲田連続立体交差事業 

 
 
 
 
 
 
臨海鉄道金城ふ頭線（汐止～空見）高架橋築造工事（その２） 
東横線複々線工事に伴う武蔵小杉～日吉間線増工事（元住吉第１工区） 
東横線複々線工事に伴う武蔵小杉～日吉間線増工事（元住吉第２工区） 
京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第１工区本線土木工事 
京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第２工区本線土木工事 
京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第５工区本線土木工事 
京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第６工区本線土木工事 
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• この資料には業績予測や将来の見通しに関する記述がございます
が、これらの情報は、公開時点で入手可能な情報に基づき当社の
判断した予想や見通しであり、不確実性が含まれておりますの
で、予めご了承ください。 

22 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	１－１．個別受注高（１）
	１－１．個別受注高（２）
	１－２．個別経営成績（１）
	1-2. 個別経営成績 (2)
	１－２．個別経営成績（３）
	1-3. 連結財政状態、連結キャッシュフロー
	スライド番号 10
	2. ２０１１年度の通期見通し
	スライド番号 12
	3-1. 参考資料 (渋谷駅周辺整備)
	3-２. 参考資料 (二子玉川再開発)
	3-３. 参考資料 (横浜駅周辺再開発)
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	３－９．参考資料（ハーフプレキャスト工法）
	　

