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発注者分類別受注高 受注高 推移

１－１．個別受注高（１）

（単位：億円）

2010年度 2011年度 2012年度 前年

発注者分類別受注高
（単位：億円）

受注高の推移

735
847

2010年度
第2四半期

2011年度
第2四半期

2012年度
第2四半期

前年
同期比

土木 国内官公庁 30 64 120 55

国内民間 75 59 89 29 566 621
642

661
735

国内民間 75 59 89 29

　　内、東急グループ 35 23 48 25

海外 △ 10 △ 10 △ 4 5

95 114 204 90

95 114 204

2010年度2Q 2011年度2Q 2012年度2Q
　 95 114 204 90

建築 国内官公庁 126 60 23 △ 37

国内民間 405 562 620 57 受注高は、土木の国内官公庁、民間が増加、建築の国内民間が増加
し ８４７億円となり 対前年同期で１１１億円増加した

土木 建築

　　内、東急グループ 110 75 54 △ 21

海外 34 △ 1 △ 1 0

566 621 642 20

◆土木受注高は204億円となり、対前年同期で90億円の増加
・国内官公庁は120億円

→中央官庁 地方自治体とも増加 震災がれき処理 除染工事を受注

し、８４７億円となり、対前年同期で１１１億円増加した。

　　 566 621 642 20

合計 国内官公庁 156 124 143 18

国内民間 480 622 709 87

内 東急グ プ 146 98 103 4

→中央官庁、地方自治体とも増加、震災がれき処理、除染工事を受注
・国内民間は89億円

→一般民間、東急ｸﾞﾙｰﾌﾟとも増加、鉄道高架、耐震補強等の工事を受注
・海外は△4億円

→為替の影響で過年度の円貨換算の受注額が減少

　　内、東急グループ 146 98 103 4

海外 24 △ 11 △ 5 6

661 735 847 111

◆建築受注高は642億円となり、対前年で20億円の増加
・国内官公庁は23億円

→中央官庁、地方自治体とも減少
・国内民間は620億円

→東急ｸﾞﾙｰﾌﾟが減少、一般民間が増加、継続顧客の大型生産施設を受注東急ｸ ﾙ ﾌ が減少、 般民間が増加、継続顧客の大型生産施設を受注
・海外は△1億円

→為替の影響で過年度の円貨換算の受注額が減少

4
・土 建 別： 土木24.2％ 建築75.8％
・国内官民別： 官庁16.8％ 民間83.2％

※本表は第2四半期累計期間
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主な受注工事

１－１．個別受注高（２）

主な受注工事

発注者 工事名 場所

国土交通省 能越道 氷見第１５トンネル工事 富山県

（土木工事）

国土交通省 能越道 氷見第１５トンネル工事 富山県

環境省 平成２４年度飯舘村除染等工事（その１） 福島県

防衛省 座間(Ｈ２４)整備場(０００８)新設土木工事 神奈川県

大田区 補助 号整備そ 工事（弾正橋架替工事） 東京都大田区 補助３２８号整備その４工事（弾正橋架替工事） 東京都

東武鉄道㈱ 竹ノ塚駅付近高架化工事の内土木関係Ⅰ工区その1工事（下り急行線高架橋ほか） 東京都

（建築工事）

発注者 工事名 場所

郡山市 郡山総合体育館大規模改修工事 福島県

大阪狭山市 市立狭山中学校校舎耐震補強等工事 大阪府

学校法人日出学園 （仮称）日出学園改築工事 東京都

学校法人帝京大学 （仮称）帝京大学福岡キャンパス増設工事 福岡県

東日本ハウス㈱ ワザック函館五稜郭ナゴミ棟（A工区）・タクミ棟（B工区）新築工事 北海道

㈱京三製作所 京三製作所本社工場 第Ⅱ期建設工事（新工場第Ⅱ期） 神奈川県

東京急行電鉄㈱ （仮称）鶴間三丁目集合住宅計画 東京都

5郡山総合体育館大規模改修工事 （仮称）帝京大学福岡キャンパス増設工事 京三製作所本社工場 第Ⅱ期建設工事
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損益計算書売上高の推移

１―２．個別経営成績（1）

（単位：億円　％）

前年同期比科 目
2012年度

第 半期

損益計算書売上高の推移
（単位：億円）

17
34 7

1,060 910
840

不動産事業

完 成 工 事 高 833 (100) △ 43
土 木 138 16 7 △ 44

前年同期比科　　　　目 第２四半期

189 182 138

853
693 694

年度 年度 年度

不動産事業

建築完工高

土木完工高

土　　木 138 16.7 △ 44
建　　築 694 83.3 0

完成工事総利益 34 4.2 △ 13
売上総利益の推移

（単位：億円）

2010年度2Q 2011年度2Q 2012年度2Q

8 3%

土　　木 10 7.4 △ 6
建　　築 24 3.5 △ 7

（単位：億円）

61

5

6
2

88

55
36

8.3%

6.1%

4.4%
不動産事業

建築総利益

土木総利益

不動産事業売上高 7 (100) △ 26
不動産事業総利益 2 27.2 △ 4

売上高は完成工事高および不動産事業売上高の減少により840億円と対前

20 16 10

31
24
2

2010年度2Q 2011年度2Q 2012年度2Q

土木総利益

売上総利益率

売　　上　　高 840 (100) △ 70
売　上　総　利　益 36 4.4 △ 18

販売費及び 般管理費 52 6 2 4
◆完成工事高は833億円

受注 着工時期ずれ等があり 手持工事の進捗が想定を下回った

売上高は完成工事高および不動産事業売上高の減少により840億円と対前
年同期で70億円の減少、売上総利益は完成工事総利益、不動産事業総利
益とも減少し、36億円と対前年同期で18億円減少した。

販売費及び一般管理費 52 6.2 4
営　業　利　益 △ 15 △ 1.8 △ 22
経 常 利 益 △ 15 △ 1 8 △ 22

・受注、着工時期ずれ等があり、手持工事の進捗が想定を下回った。
◆不動産事業売上高は7億円

・前年同期に予定外の案件売却があり反動減、当期は主に小規模案件売却と賃貸収入。
◆完成工事総利益は34億円

・土木は、完成工事高減少に伴う利益額の減少に加え、一部工事の採算悪化により、
利益率が低下（前年同期9 1％→7 4％ △1 7P） 経　常　利　益 △ 15 △ 1.8 △ 22

四 半 期 純 利 益 △ 21 △ 2.6 △ 28

利益率が低下（前年同期9.1％→7.4％ △1.7P）
・建築は、労務費高騰の影響等により採算悪化案件が増加し、利益率が低下

（前年同期4.6％→3.5％ △1.1P）
◆不動産事業総利益は2億円

・主に賃貸事業での利益計上。 6
※本表は第2四半期累計期間
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主な完成工事

（土木工事） （建築工事）

発注者 工事名 場所

国土交通省 尾道・松江自動車道下本谷トンネル工事 広島県

発注者 工事名 場所

国土交通省 関東管区警察学校教場棟他建築その他工事 東京都

独立行政法人
水資源機構

大規模地震対策西部幹線水路御油サイホン改築工事 愛知県

国土交通省 国道２４６号大橋２丁目地区共同溝耐震補強工事 東京都

公益社団法人地域
医療振興協会

（仮称）伊豆今井浜病院新築工事 静岡県

東京建物㈱・三菱
地所レジデンス
㈱・㈱日立アーバ

（仮称）北大塚計画新築工事 東京都

京浜急行電鉄㈱
〔大師線連続立体交差事業･第1期〕第４工区土木(その
21)工事

神奈川県

東京急行電鉄㈱
(渋谷～横浜間改良)東横線中目黒駅改良工事(土木工事
第２工区その６)

東京都

ンインベストメン
ト・東京急行電鉄
㈱

（仮称）北大塚計画新築工事 東京都

野村不動産㈱ プラウドシーズン津田沼前原戸建分譲住宅 千葉県

東京急行電鉄㈱
渋谷～横浜間改良工事等に伴う元住吉車庫改良工
事（建築工事その３ 検査場新設）

神奈川県

㈱ニトリ （仮称）ニトリ京都四条店新築工事 京都府

㈱東急ストア 東扇島流通センター低温物流棟 水産ＰＣ新設工事 神奈川県㈱東急ストア 東扇島流通センター低温物流棟 水産ＰＣ新設工事 神奈川県

尾道・松江自動車道下本谷トンネル工事 関東管区警察学校教場棟他建築その他工事

プラウドシ ズン津田沼前原戸建分譲住宅プラウドシーズン津田沼前原戸建分譲住宅

7（仮称）北大塚計画新築工事

元住吉車庫改良工事検車場新設工事
（仮称）伊豆今井浜病院新築工事大規模地震対策西部幹線水路

御油サイホン改築工事



© TOKYU CONSTRUCTION

IR説明会

販売費及び一般管理費の推移 損益計算書

１－２．個別経営成績（３）

（単位：億円　％）

前年同期比科 目
2012年度

第 半期

販売費及び一般管理費の推移
（単位：億円）

損益計算書

5.1% 5.3%
6.2%

完 成 工 事 高 833 (100) △ 43
土 木 138 16 7 △ 44

前年同期比科　　　　目 第２四半期

54 48 52

販管費

販管費率

貸倒引当金戻入△６ 貸倒引当金戻入△0.26貸倒引当金戻入0

土　　木 138 16.7 △ 44
建　　築 694 83.3 0

完成工事総利益 34 4.2 △ 13
営業利益・経常利益・当期純利益の推移

2010年度2Q 2011年度2Q 2012年度2Q

土　　木 10 7.4 △ 6
建　　築 24 3.5 △ 7

（単位：億円）

33 6
34

7

44

7
営業利益

経常利益

不動産事業売上高 7 (100) △ 26
不動産事業総利益 2 27.2 △ 4

△ 15 △ 15
△ 21

2010年度2Q 2011年度2Q 2012年度2Q

当期純利益

売　　上　　高 840 (100) △ 70
売　上　総　利　益 36 4.4 △ 18

販売費及び 般管理費 52 6 2 4◆販売費及び 般管理費は52億円

販売費及び一般管理費が前年同期に貸倒引当金戻入があった反動で増加
したことに加え、売上総利益の大幅な減少と、投資有価証券評価損（特別損
失）の発生等により、四半期純損失は21億円となった。

販売費及び一般管理費 52 6.2 4
営　業　利　益 △ 15 △ 1.8 △ 22
経 常 利 益 △ 15 △ 1 8 △ 22

◆販売費及び一般管理費は52億円
・人件費等の削減は進んだものの、前年同期に貸倒引当金戻入があり反動増。

◆営業損失は15億円
・売上総利益の大幅減少と販管費の増加に伴い、営業利益は22億円の減少

◆経常損失は15億円
・営業外収支は前年同期と同水準 営業利益の減少により 経常利益は22億円の減少 経　常　利　益 △ 15 △ 1.8 △ 22

四 半 期 純 利 益 △ 21 △ 2.6 △ 28

・営業外収支は前年同期と同水準。営業利益の減少により、経常利益は22億円の減少
◆四半期純損失は21億円

・特別利益に訴訟引当金戻入等を計上したものの、投資有価証券評価損により6億円の
特別損失が発生し、四半期純利益は28億円の減少 8

※本表は第2四半期累計期間
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比較連結貸借対照表有利子負債・純資産の推移

１－３．連結財政状態、連結キャッシュフロー

（単位：億円）

科　　　　目
2012年
3月末

2012年
9月末

増減額 科　　　　目
2012年
3月末

2012年
9月末

増減額

流動資産 1,207 1,072 △ 135 流動負債 1,163 1,039 △ 123

比較連結貸借対照表有利子負債・純資産の推移

（単位：億円）

20.6% 20.3% 20.9%

　　現金預金 178 170 △ 8 　　支払手形・工事未払金等 830 655 △ 175
　　受取手形・完成工事未収入金等 790 558 △ 232 　　短期借入金 80 80 0
　　未成工事支出金 121 255 134 　　未成工事受入金 117 198 80
　　その他の流動資産 119 89 △ 29 　　工事損失引当金 41 49 8
　　　　貸倒引当金 △ 2 △ 2 0 　　その他 92 55 △ 37

資産 337 323 △ 13 負債 67 63 △ 3

302 313 291
固定資産 337 323 △ 13 固定負債 67 63 △ 3
　有形固定資産 141 142 0 　　長期借入金 24 23 △ 0
　無形固定資産 3 2 △ 0 　　退職給付引当金 36 34 △ 2
　投資その他の資産 191 177 △ 14 　　その他 5 5 △ 0
　　投資有価証券 135 129 △ 6 負債合計 1,230 1,103 △ 126

繰延税金資産 18 11 △ 7 資本金 163 163 0

45
105 104

2011年

3月末

2012年

3月末

2012年

9月末 　繰延税金資産 18 11 △ 7 　資本金 163 163 0
　　その他 39 38 △ 0 　　資本剰余金 38 38 0
　　　　貸倒引当金 △ 1 △ 1 0 　　利益剰余金 113 89 △ 23

　　自己株式 △ 0 △ 0 0
その他の包括利益累計額合計 △ 2 △ 1 1
少数株主持分 0 0 0

連結キャッシュフロー計算書

有利子負債残高 純資産 自己資本比率

純資産合計 313 291 △ 22
資産合計 1,544 1,395 △ 149 負債純資産合計 1,544 1,395 △ 149

（単位：億円）

2011年度
第2四半期

2012年度
第2四半期

営業活動によるキャッシュフロー 38 △ 1

＜比較貸連結借対照表・・・2012年3月末との比較＞
◆資産合計は1,395億円（2012年3月末比 △149億円）

受取手形・完成工事未収入金等が売上債権の回収により減少、手持工事の進捗に伴い未成工事支出金が増加

投資活動によるキャッシュフロー 4 △ 1

財務活動によるキャシュフロー △ 11 △ 4

受取手形 完成 事未収入金等が売上債権の回収により減少、手持 事の進捗に伴い未成 事支出金が増加
◆負債合計は1,103億円（2012年3月末比 △126億円）

支払手形・工事未払金等が減少、手持工事の進捗に伴い未成工事受入金が増加
◆純資産は291億円（ 2012年3月末比 △22億円）

主に配当金の支払および四半期純損失計上による利益剰余金の減少
◆自己資本比率は20.9％ （2012年3月末比＋0.6P）

純資産額の減少を 総資産の減少が上回 たことにより上昇
現金及び現金同等物の換算差額 △ 0 △ 0

現金及び現金同等物の増減額 30 △ 8

純資産額の減少を、総資産の減少が上回ったことにより上昇

＜連結キャッシュフロー計算書＞
◆営業キャッシュフローは△1億円

売上債権減少、未成工事受入金増加等による資金増加の一方、仕入債務減少や未成工事支出金増加等により資金減少
◆投資活動によるキャッシュフローは△1億円

現金及び現金同等物の期首残高 246 178

現金及び現金同等物の期末残高 277 170 9

◆投資活動によるキャッシ フ は 億円
関係会社株式売却による資金増があった一方、有形及び無形固定資産取得により資金減少

◆財務活動によるキャッシュフローは△4億円
主に配当金支払による支出により資金減少

◆現金及び現金同等物の期末残高は170億円（8億円の減少）
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2 ２０１３年３月期の通期見通し2. ２０１３年３月期の通期見通し
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個別業績予想連結業績予想
（単位：億円）

科　　　　目
2011年度

実績
2012年度

予想 前年比

（単位：億円）

科　　　　目
2011年度

実績
2012年度

予想
前年比

個別業績予想連結業績予想

＜売上高＞
完成工事高 2,230億円 （＋59億円）

木 億 億
売  　上 　 高 2,226 2,250 23

営　業　利　益 14 6 △ 8

経　常　利　益 15 5 △ 10

売  　上 　 高 2,278 2,320 42

営　業　利　益 15 8 △ 7

経　常　利　益 18 11 △ 7

内、土木 450億円 （＋24億円）
内、建築 1,780億円 （＋35億円）

不動産事業売上高 20億円 （▲36億円）
合 計 2,250億円

＜売上総利益＞

当 期 純 利 益 10 2 △ 8当 期 純 利 益 17 7 △ 10

個別受注高予想

完成工事総利益 108億円 （▲ 5億円）
内、土木 35億円 （▲ 6億円）
内、建築 73億円 （＋ 1億円）

不動産事業総利益 6億円 （ 0億円）
合 計 114億円

（単位：億円）

2011年度
実績

2012年度
予想

前年比

個別受注高予想
＜連結業績予想＞
◆売上高は2,320億円（対前年＋42億円）、営業利益は8億円（対前年△7億円）、

経常利益は11億円（対前年△7億円）、当期純利益は、7億円（対前年△10億円）と予想。
◆連結子会社は、東急ﾘﾆｭｰｱﾙ、東建産業、大阪消防ＰＦＩ、東急建設ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ美浦※の５社。

※ﾘｯﾁﾌｨｰﾙﾄﾞ美浦は2012年8月に株式を取得したため、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めている。
◆持分法適用関連会社は 世紀東急工業 東急ｸﾞﾘ ﾝｼｽﾃﾑ ﾁｮｳｶﾝﾁｬﾝ東急（ﾀｲ） あすか創建の４社

土木 国内官公庁 253 230 △ 23

国内民間 149 170 21

　　内、東急グループ 70 73 3

◆持分法適用関連会社は、世紀東急工業、東急ｸ ﾘｰﾝｼｽﾃﾑ、ﾁｮｳｶﾝﾁｬﾝ東急（ﾀｲ）、あすか創建の４社。

＜単体業績予想＞
◆売上高は、完成工事高が2,230億円（対前年＋59億円）、不動産事業売上高が20億円（対前年△36億円）となり、

合計では2,250億円と増加する。
◆売上総利益は、完成工事総利益が108億円（対前年△5億円）、不動産事業総利益6億円（対前年微増）となり、

海外 △ 3 ‐ 3

　 400 400 0

建築 国内官公庁 110 170 60

売 総利 、完成 事総利 億 （ 前年 億 ）、 動産事業総利 億 （ 前年微増） り、
合計で114億円（対前年△5億円）と減少する。

◆営業利益は、売上総利益の減少に加え、販売費及び一般管理費が前年度に貸倒引当金戻入があった反動で増加し、
6億円（対前年△8億円）、経常利益は営業利益の減少に伴い、5億円（対前年△10億円）となる。

◆当期純利益は、海外子会社の訴訟解決による特別利益を見込むものの、投資有価証券評価損を特別損失に計上し、
2億円（対前年△8億円）と予想。

国内民間 1,550 1,495 △ 55

　　内、東急グループ 273 257 △ 16

海外 24 35 11

＜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400億円、官公庁が減少、民間は一般・東急ｸﾞﾙｰﾌﾟとも増加し、前年比で微増と予想
◆国内建築は1,665億円、民間は一般民間・東急ｸﾞﾙｰﾌﾟとも減少する一方、官公庁が増加し、対前年で増加と予想
◆海外は、経常的な受注規模を予想に算入、シンガポール建築の35億円のみを予想。ODA大型工事は予想には織り込まず。

　　 1,686 1,700 14

合計 2,086 2,100 14 11
タイ・インドネシアの民間工事は現地法人での受注となる。

＜配当予想＞
◆配当については、未定。今後業績等を勘案した上で、開示が可能となった時点で速やかに公表する。
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3 中期経営計画の取組み状況3. 中期経営計画の取組み状況

12
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IR説明会3-1. 中期経営計画 (渋谷駅周辺大規模再開発事業)

「渋谷駅周辺大規模再開発事業」への 大注力渋谷駅周辺大規模再開発事業」 の 大注力

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） 東急・清水・鹿島ＪＶ ※ 2010年事業認可 2027年度予定➊渋谷駅街区土地区画整理事業（Ⅰ工区） 東急 清水 鹿島ＪＶ ※ 2010年事業認可 2027年度予定

➋渋谷駅街区土地区画整理事業（Ⅱ工区） 大成・鉄建ＪＶ ※ 2010年事業認可 2027年度予定

➌渋谷新文化街区（渋谷ヒカリエ） 東急・大成ＪＶ 約9,640㎡ 2009年7月 2012年3月竣工

➍渋谷駅桜丘口地区 約１万6,000㎡ 2017年度予定 2020年度予定

➎渋谷駅南街区 約5000㎡ 2015年度予定 2017年度予定

13

➎渋谷駅南街区 約 年度予定 年度予定

➏道玄坂一丁目駅前地区 約6000㎡ 2016年度予定 2019年度予定

➐渋谷駅街区 約1万5000㎡ 2016年度予定 2027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. 中期経営計画(首都圏におけるシェアの拡大-1)

■「次世代郊外まちづくり」

横浜市と東京急行電鉄㈱による「次世代郊外まちづくり」への取組みがスタート

居住者の高齢化や施設が老朽化した郊外住宅地の再生を目指し 第１号モデル地区として

■ 次世代郊外まちづくり」

【モデル地区位置図】

居住者の高齢化や施設が老朽化した郊外住宅地の再生を目指し、第１号モデル地区として、
たまプラーザ駅北側地区（青葉区美しが丘１～３丁目、面積:約１２０ｈａ）を選定。

【次世代郊外まちづくり】

合意締結で握手を交わす林市長と野本社長

「次世代郊外まちづくり」は「既存のまちの持続、
再生」を目的に、地域住民、行政、大学、民間事
業者の連携、協働によって「暮らしのインフラ」と
「住まい」を再構築し、少子社会、高齢社会の
様々な課題を一体的に解決していくことを目指様々な課題を 体的に解決していくことを目指
していく従来にない参加型、課題解決型のまち
づくり手法で進めるプロジェクトです。横浜市が
推進している「環境未来都市」計画において、超
高齢化対応の主要な取組である「持続可能な住
宅地プ ジ クト とし 位置づけ るも

14

宅地プロジェクト」として位置づけているもので
す。
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■「次世代郊外まちづくり」のデザインイメージ

3-2. 中期経営計画(首都圏におけるシェアの拡大-2)

代

「コミュニティ・リビング」を中心とした
「歩いて暮らせる生活圏」と 公共交

15

「歩いて暮らせる生活圏」と、公共交
通ネットワークの再構築
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IR説明会3-３. 中期経営計画 (海外事業の拡大-1)

海外で施工中の大型プロジェクト

ニャッタン橋建設工事第３工区

ベトナム運輸省発注(ODA)

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 2014 2 / 約120億円 ベトナム運輸省発注(ODA)

2009.4-2014.5 / 約70億円
2009.11-2014.2 / 約120億円

＜完成予想図＞

コーズウェイ・ポイント

ショッピングセンター改修

16
タカサゴ新工場プロジェクト

Takasago International (Singapore) Pte., Ltd..発注

2012.4-2013.4 / 約20億円

ッ グ タ 改修

HSBC Institutional Trust Services 

(Singapore) Limited 発注

2010.6-2012.11 / 約30億円
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IR説明会3-３. 中期経営計画 (海外事業の拡大-2)

海外におけるアドバイザー業務海外におけるアドバイザー業務海外におけるアドバイザ 業務海外におけるアドバイザ 業務

ミャンマーのヤンゴン市において、幹線道路立体交差化
事 「技術 ドバ ザ を務 ます工事の「技術アドバイザー」を務めています。

内 容：市内幹線道路における立体交差化工事
総延長 ： 1 000m（高架橋延長700m）総延長 ： 1,000m（高架橋延長700m）
幅 員 ： 13.6m（4車線）
基 礎 ： 場所打杭
橋 脚 ： 鉄筋コンクリート
上部工 ： 鋼桁
床 版 場所打鉄筋 ンクリ ト床 版 ： 場所打鉄筋コンクリート

17幹線道路立体交差化工事現場
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IR説明会3-３. 中期経営計画 (海外事業の拡大-3)

海外大型プロジェクトへの取組み

ビンズン新都市全体像（ベトナム）

18戸建住宅イメージ（ベトナム）

コンドミニアム完成予想図（インドネシア）
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IR説明会3-4. 中期経営計画（不動産事業の拡大）

「京急蒲田西口駅前地区市街地再開発事業」京急蒲 西 駅前地区市街地再開発事業」

【施設概要】
敷地面積 ：約4,010㎡
建築面積 ：約2,800㎡
建ぺい率 ：７０％建ぺい率 ：７０％
延床面積 ：約３５,１２０㎡
容積対象面積 ：約２８,０００㎡
容積率 ：約７００％
建物高さ ：約７４ｍ（ＧＬ+）
階数 ：地下１階、地上２０階
構造 ：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
住宅戸数 ：約3２０戸住宅戸数 ：約3２０戸
駐車台数 ：商業/約４０台 、住宅/約8０台
駐輪台数 ：商業/約195台、住宅/約４７５台
主要用途 ：商業施設（１～３Ｆ）

共同住宅（４～２０Ｆ）
駐車場・駐輪場

【公共施設概 】

19注）今後の検討により変更となる可能性があります。

【公共施設概要】
補助幹線路第３２８号線：幅員１５m、延長約７９ｍ
特別区道 ：幅員６～９ｍ、延長約１５０ｍ
交通広場 ：約４,４００㎡
（うち、デッキ部分 ：約１,０００㎡
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植物工場ビジネスへの参入について

3-5. 中期経営計画 (新規事業の強化)

植物工場ビジネスへの参入について

国内建設市場の縮小を背景に、新たな収益基盤の開拓のため、かねてより新規事業への参入を検討
してまいりましたが、このたび、茨城県稲敷郡美浦村において、パプリカの周年栽培を行うプロジェクトにり 、 、茨城県稲敷郡美浦村 お 、 リ 周年栽培を行う ジ ク
事業主体者として参画することを皮切りに、植物工場ビジネスへ参入いたします。

茨城県稲敷郡美浦村に、植物工場施設を設置し、パプリカの生産・販売を実施い
たします。

【株式会社リッチフィールド美浦の事業概要】
農場所在地 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦内

生産施設の運営は、当社が過半を出資する「（株）リッチフィールド美浦」が、当分
野において実績のあるリッチフィールドグループと共同で行ないます。

本プロジェクトでは、パプリカ生産の先進国であるオランダの栽培施設を導入する
ことで、気象状況や病害虫の影響を 小限にとどめ、年間8か月の収穫期間を確保
することで安定した生産を可能とし 初年度年間400 トンの収穫を予定しておりま

農場所在地 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦内
敷地面積 26,973㎡
施設面積 20,640㎡
施設構造 園芸用ガラス温室（フェンロー温室）
栽培品目 パプリカすることで安定した生産を可能とし、初年度年間400 トンの収穫を予定しておりま

す。生産物は、「リッチフィールドブランド」のパプリカとして、全国に流通させる予定
です。

栽培品目 プリカ
予定収量 初年度年間400トン

導入する同等施設（左：内観、右：外観） 20
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４ 参考資料４. 参考資料
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IR説明会４．参考資料（東日本大震災復旧支援）

主な震災関連工事

発注者 工事名 場所

㈱野村商店 陸中海岸グランドホテル震災復興工事 岩手県

学校法人帝京安積学園 （仮称）帝京安積高等学校校舎建替工事 福島県

郡山市 郡山総合体育館大規模改修工事 福島県

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 三陸鉄道北リアス線、小本・田野畑間災害復旧工事 岩手県

宮城県 災害廃棄物処理業務（気仙沼ブロック（気仙沼処理区）） 宮城県

環境省 平成２４年度飯舘村除染等工事（その１） 福島県

（仮称）帝京安積高等学校校舎建替工事 三陸鉄道北リアス、小本・田野畑間線災害復旧工事

22災害廃棄物処理業務（気仙沼ブロック）
陸中海岸グランドホテル震災復興工事

郡山総合体育館大規模改修工事
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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。

これらの情報は、公開時点で入手可能な情報に基づき、当社の判断したこれらの情報は、公開時点で入手可能な情報に基 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。

23
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IR説明会参考資料１. （当社の土木技術-１）

高架橋の耐震補強工法 『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

高架橋の耐震補強工法 『ＣＢフープ工法』

◆ CBフ プ 法（Combination Hoop）は、高架橋等の柱部材の耐震補強 法です。本 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。【特許取得済】

結束金具

固定アングル

鉄筋組立完了

分割帯鉄筋

連結ピン

鉄筋組立完了

連結ピン

（１）低コスト 吹付けモルタルを用いることで型枠を省略できることに加え、特殊な材料を使用しないこと、
重機が不要なことからコストを大幅に縮減しています。

（２）施工性向上 帯鉄筋を分割することで、狭隘部での施工を可能にしています。分割された個々の鋼材は軽

モルタル吹付け作業 完成全景

量であるため、人力で施工できます。固定用鋼材により組立てる帯鉄筋の施工には、特別な
技能を必要としません。

（３）短期施工 補強帯鉄筋を分割することで施工性が向上することに加え、吹付けモルタルを使用することで
型枠工が不要となり、短期施工が可能となりました。

首都圏民間鉄道 高架橋柱 約１５０本

参考1
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IR説明会参考資料２. （当社の土木技術-2）

自動追尾ＴＳ

*ICT：Information and Communications Technology
計測台車

＜適⽤実績＞国⼟交通省発注 尾道・松江⾃動⾞道川尻トンネル⼯事(H22）
下本⾕トンネル⼯事(H24)ほか

※取得したデータは設計断面からの差で色分けされる

☞情報の有効活⽤（設計の可視化）
☞設計の最適化（整合性の確保）
☞施⼯の効率化、⾼度化（情報化施⼯） CIM導⼊とともに 既に建築部⾨ではBIM*の導⼊を進めており☞構造物情報の⼀元化、統合化
☞環境性能評価、構造解析等
☞維持管理の効率化、⾼度化

CIM導⼊とともに、既に建築部⾨ではBIM の導⼊を進めており、
渋⾕再開発事業を中⼼とした「まちづくり」における情報化施⼯
技術に関する積極的な取り組みを始めています。
*BIM：Building Information Modeling 参考2
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IR説明会参考資料３. (当社の土木技術-３)

補強土併用一体橋梁
橋桁と橋台と背面盛土を 体化し 地震時 橋台背面

アーチサポート工法
Ｈ鋼と鋼板で構成されるア チ状のパネルにより

CBフープ工法
分割した補強鋼材と吹付けモルタルで施工する

橋桁と橋台と背面盛土を一体化し、地震時の橋台背面
の沈下を抑制できる新しい橋梁形式です。新設タイプは
当社の東日本大震災の災害復旧工事に適用されます。

Ｈ鋼と鋼板で構成されるアーチ状のパネルにより
鉄道高架橋などの鉄筋コンクリート梁を補強し、耐
久性と耐震性の向上を可能にした工法です。

分割した補強鋼材と吹付けモルタルで施工する
高架橋柱の耐震補強工法です。都市部における
狭隘部での施工も可能にした工法です。

直下地下・直上高架切替工法ＳＴＲＵＭ
鉄道 地 化 事や高架化 事 線路切替に

多機能盛土工法 放射能汚染土壌／廃棄物処理
放射線遮 降雨 蒸発浸透抑制 セシウム

ＳＴＲＥＸ（ストレックス）工法
廃棄物を掘り起 す となく 良好な作業環境 中 鉄道の地下化工事や高架化工事での線路切替に

おいて、仮線を設けずに営業線の直下又は直上に
短時間（終電～初電）で切り替える工法です。

放射線遮へい、降雨・蒸発浸透抑制、セシウム
移行抑制などの機能を有し、安価で急速施工、長
期維持が可能な封じ込め工法です。

廃棄物を掘り起こすことなく、良好な作業環境の中で
低コストの施工で 終処分場や不法投棄現場での環
境改善に貢献できる工法です。

参考3
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IR説明会参考資料４. （当社の建築技術-１）

乾式被覆改修システム『プラスリム工法』

既存外壁材の剥落防止や、より薄いパネルにすることを目的に開発した、
これまでにない全く新しい外壁リニューアル工法です。

乾式被覆改修システム『プラスリム工法』

乾式被覆改修システム『プラスリム工法』は、タイル等が張ってある劣化した
鉄筋コンクリート造の外壁面にアルミ製下地を取付け、特殊形状の溝付薄肉
GRCパネル（ガラス繊維補強セメント板）をはめ込むだけで固定できる急速施
工が可能な外壁のリニューアル工法です。

パネル取付状況
が可能な外壁のリ ュ アル 法です。

このシステムに採用した薄肉GRCパネルは、十分な強さと粘り強さを有する
丈夫な外装材で、たとえ既存タイルが剥がれても受け留めることができます。
外壁の表面から、最薄で50mmで仕上げることが可能で、他の乾式外装システ
ムに類をみないスリムな工法ですムに類をみないスリムな工法です。

表面仕上げは、「タイル」「塗装仕上げ」「石目仕上げ」などバリエーショ
ンがあり、建物のイメージに合わせ、選択することが可能です。新築同等への
復旧、さらには新築以上の外観に改修することができます。

※外断熱改修にも適応可能です。 

既存 RC 外壁面 
（タイル張り等）

「プラスリム工法」の実施例（外断熱改修）
（タイル張り等） 

20mm 
パネル 1 枚 
30kg~50kg

GRC 薄肉パネル 
タイル打込 745~995mm

0
(GRC 厚) 

30kg 50kg 

タイル打込み ソリッド塗装 石調塗装 骨材入り研ぎ出し

595~995mm 

745~995mm

薄肉GRCパネルのはめ込み状況
『プラスリム工法』概要

パネルバリエーション

石目仕上げ

参考4
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IR説明会

「渋谷ヒカリエ」を支える技術①

参考資料５. （当社の建築技術-２）

『東急シアターオーブ』の防振構造

商業施設の直上、オフィスの直下に配された劇場『東急シアターオーブ』では、「音を伝えない・音を漏らさ

「渋谷ヒカリエ」を支える技術①

ない」高度な遮音性能が求められました。
この難題に応えるために、床・壁・天井を防振材によって構造躯体から浮かせるボックス・イン・ボックス構

造（防振遮音構造）が採用されています。
施工に先立ち、防振遮音構造の耐震性検証実験を技術研究所、日本板硝子環境アメニティ㈱と共同で行い、

「防振材と併せて導入される変形防止ストッパーで、地震時にも防振材の機能を保持できる」ことを確認。

『東急シアターオーブ』は、確かな「遮音性」と「耐震性」を兼ね備えた劇場です。

東急シアターオーブの防振構造

参考5
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IR説明会参考資料６. （当社の建築技術-３）

「渋谷ヒカリエ」を支える技術②

『東急シアターオーブ』の音響技術

「渋谷ヒカリエ」を支える技術②

高い遮音性能に加え、上演されるミュージカルの歌声を美しく響かせる
「高い室内音響性能」も求められました。

基本設計段階から、コンピュータによる音響シミュレーションを実施し、
その結果を客席両側の音響拡散壁、客席天井の浮雲の形状など実施設計に
フィードバックすることで、質の高い音響空間を実現しましたフィ ドバックすることで、質の高い音響空間を実現しました。

浮雲は、音響反射性能を確保するため一般の天井より厚く重く、そ
の耐震性が重要となります。

施工段階では、東急建設式耐震天井の開発で培ったノウハウを生か
様

東急シアターオーブ

して、仕様検討を行いました。

音響シミュレーション東急建設式耐震天井のノウハウを活用

参考6
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IR説明会

生物多様性簡易評価システム「BSET」
建物の生物多様性を定量的に評価できるシステ

複合ビル内の劇場施工技術
渋谷ヒカリエの中間階に位置する東急シア

近接施工地下工事の計測管理システム
鉄道などの重要構造物に近接した地下工事を安全

参考資料 ７.(当社の建築技術-４)

建物の生物多様性を定量的に評価できるシステ
ムです。従来、曖昧だった建物の生物多様性を点
数で表示することができ、より生物多様性に優れ
た設計をご提案します。お試し版公開中です。

渋谷ヒカリエの中間階に位置する東急シア
ターオーブでは、音の響きに加え、音や振動を
外部に伝えないようにする高い遮音性能が求め
られました。高度の施工技術と品質管理で求め
られた性能を実現しました。

鉄道な 重要構造物 近接 地下 事を安
に施工管理するため、山留め架構などの施工管理
データだけでなく、近接構造物側の計測データなども
合わせて、複眼管理することができる計測管理システ
ムです。

鉄道近接地下工事

評価方法のイメージ

鉄道近接地下工事

東急シアターオーブ

BSET(Web版）画面例

移動可能な耐震補強工法の開発
一度設置した耐震補強部材を簡易に移設できる

計測ブロック図

鉄道近接建物用 クランクボックス
居室の自然給気口（内装壁内）に設置する、

セーフティスライド解体工法
線路等の重要施設に面する側の躯体を切断し、開 度設置した耐震補強部材を簡易に移設できる

工法です。これにより耐震補強工事後のレイアウト
変更にも対応が可能です。

騒音

<外部> <室内>

静けさ

居室の自然給気口（内装壁内）に設置する、
消音換気装置です。遮音性能を確保し、圧力損
失の低減を実現します。

<外部> <室内>

線路等の重要施設に面する側の躯体を切断し、開
発した装置を使用して建物内部側にスライドして圧砕
機による解体をする工法です。より安全な解体が可能
です。

吸音材：PET

(リサイクル素材)

<外部> <室内>

消音換気装置
『クランクボックス』

施施 工工 例例 消消 音音 シシ スス テテ ムム

鉄道騒音鉄道騒音

『『適した静けさを確保適した静けさを確保』』
空気は通して、空気は通して、
騒音は遮断します。騒音は遮断します。

耐震補強工事後に
補強材の移動が可
能に

参考7設設 置置 概概 要要

内部側に移動


