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渋谷駅周辺地区における都市計画３事業の完成イメージ

1 3

2

駅街区

渋谷ヒカリエ 駅南街区

道玄坂街区

ハチ公広場

巻
頭
特
集

駅周辺が変わる！
３エリア５棟の大型再開発プロジェクト
東急東横線と東京メトロ副都心線をつなぐ相互直通運転化※により、
ターミナル駅としての機能をさらに高めた渋谷駅。その周辺エリアを
飛躍的に進化させていく大規模再開発事業がいよいよ本格始動します。
※ 相互直通運転化の関連工事についてはP16に掲載しています。
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「日本一訪れたい街」へ
進化し続ける渋谷

当社が施工した「渋谷ヒカリエ」に続く新たな再開発
計画として、東急グループとJR東日本、東京メトロを中心
とする事業主体者は、①「渋谷駅地区 駅街区開発計画」、
②「渋谷駅地区 道玄坂街区開発計画」、③「渋谷駅南街区
プロジェクト」の3事業を発表しました。

その目的は、渋谷が抱えてきた積年の課題を抜本的に
解決すること。「交通結節点機能の強化による快適でわかり
やすい歩行者ネットワークの形成」「生活文化の発信拠点
としての魅力を増し、街の国際競争力を高める都市機能の
導入」「防災機能の強化と環境改善への取り組み」等を連携
させ、一体的に進められていきます。

また、本計画では“エンタテイメントシティ しぶや”を
キーワードに掲げています。新しい価値や文化が生まれ
育つ環境を整え、世界中の高感度な人や企業が注目する

「最も訪れたい街」の実現を目指すものです。

駅の直上に東・中央・西の3棟から成る駅ビルを建設し、
新しい渋谷のシンボルとするもので、再開発の中核に位置
付けられる計画です。地上46階・230mとなる東棟は、これ
までの渋谷にない高さ。高層部にハイグレード・オフィス、
中低層部には大規模商業
施設を擁し、世界中から
の集客を街の賑わいに
つなげていく構想です。
そ の ため、駅街区から
周辺地域へ自由に人が
行き来できるように、さま
ざまな階層・方 向 で の
動線が確保されます。

渋谷駅に隣接し、駅街区との一体的な開発を目指す計画
です。西口交通広場における混雑などの課題を解決する
ため、道玄坂街区内にバスターミナルを導入し、駅前広場
空間を拡充します。計画
建物の1階には、国際空港
へのダイレクトアクセスを
可能にする空港リムジン
の発着場を確保。観 光
支援施設なども設置し、
産業および都市型観光
の拠点としての機能を
高めて、街の国際競争力
を強化していきます。

キーワードは“エンタテイメントシティ しぶや”
最も訪れたい街を目指す3つの再開発

当社は、昨年4月に新設した「渋谷開発推進室」を中心に、
再開発事業に関連する業務を集約し、情報共有による受注
対応力の最大化を図っています。

現在は、「渋谷駅街区土地区画整理事業」のⅠ工区を
担当し、渋谷川の移設・地下貯留槽・東京メトロ銀座線
渋谷駅の移設準備工事などを進めている他、「渋谷ヒカリエ」
に隣接する銀座線の軌道仮受土木工事も担当しています。
さらに今年3月には「東急百貨店東横店東・中央館解体
工事」を、また４月には「東横線渋谷駅高架橋撤去工事」も
受注するなど、着実に実績を上げています。

渋谷において数々の実績を持つ当社は、再開発事業
への参画を経営基盤強化の強力な追い風と捉えています。
東急グループはもちろん、各事業主体者との連携を強化し、
当社の持つ技術・ノウハウをフルに発揮していくことで、
皆様からのご期待に応えてまいります。

渋谷における数々の実績を活かし、
東急建設の技術・ノウハウを再開発事業で発揮駅直上に高層ビル！再開発プロジェクトの中核

❶「渋谷駅地区 駅街区開発計画」
地上46階・地下7階・高さ約230m、他2棟
予定工期 ： 2013～2027年度

産業や都市型観光の拠点として機能を発揮
❷「渋谷駅地区 道玄坂街区開発計画」
地上17階・地下5階・高さ約120m　
予定工期 ： 2015～2018年度

東急東横線の旧渋谷駅ホームおよび線路跡地を利用する
プロジェクト。現在は国道246号線で渋谷駅の賑わいから
分断されていますが、駅出入口との連携や歩行者専用
通路の整備などにより、人の流れが変わることが期待され
ます。計画建物は、主用途
であるオフィステナントを
高層部に、それを支援する
クリエイティブ・コンテンツ
産業の育成施設やホテル
などを中低層部に配置し、

“エンタテイメントシ ティ 
しぶや”の実現に貢献する
ものです。

“エンタテイメントシティ しぶや”の実現に寄与
❸「渋谷駅南街区プロジェクト」
地上33階・地下5階・高さ約180m
予定工期 ： 2013～2017年度

完成イメージ 完成イメージ

完成イメージ
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いかなる経営環境下においても
安定した利益を確保できる企業として
企業価値の最大化を目指す。

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、
国内外で様々な取り組みに果敢にチャレンジしています。

当期の建設業界は、震災復興関連予算の執行等により
公共投資は増えましたが、民間建設投資は本格的な回復
とはならず、激しい受注競争が続いたことに加え、労務費
が高騰するなど、経営環境は厳しい状況が続きました。

こうしたなか、当社は、社会・生活基盤の整備・維持を
使命とする建設業の一員として、震災復興事業に注力
したほか、中期経営計画に掲げる渋谷を中心とした首都圏
でのシェア拡大を目指し、組織横断的な営業活動を展開
してまいりました。また、採算重視の受注方針を徹底する
とともに、全社をあげたコスト低減策を推し進めるなど、
利益の確保に努めてまいりました。

受注面では、土木工事において、震災復興工事や鉄道
工事が増加し、官公庁（前期比 9.9％増）・民間（前期比
22.7％増）ともに前年度を上回った一方で、建築工事は、
官公庁の受注減（前期比 41.0％減）に加え、マンション
工事等の減少により、民間も受注減（前期比 3.1％減）と
なり、目標としていた受注高には及びませんでした。

施工面では、土木工事において、東急東横線渋谷〜
代官山間地下化工事を独自工法で行ったほか、建築工事
では、継続的にお取り引きいただいているお客様の国内
工場を短工期で竣工、PFI 事業による複数の市立小学校
耐震工事の竣工など、お客様から評価をいただいた工事も
ありましたが、労務費などの建設コスト高騰の影響を強く
受け、工事利益が減少し、経費削減等を徹底したものの、
営業利益は減少いたしました。

また、経常利益は、持分法適用関連会社の好調な業績

当期の報告と今後の展開

激しい受注競争や労務費高騰などで経営環境は
厳しく、また、特別損失を計上したことから、
当期純損失となりました。

当期の営業状況についてQ
A

重点事業強化方針における
取り組みの成果が現れてきている一方、
経営基盤の強化がより一層必要と考えています。

中期経営計画の進捗状況についてお聞かせください。Q
A

トップインタビュー

●連結業績の推移

2010年

2,183
2,057

2,124
2,100

次期予想※

2011年 2014年2012年
3月期 3月期 3月期3月期

2,109

2013年
3月期

2,366
2,449

2,278 2,2852,210

次期予想

3月期 3月期 3月期
2010年2011年

3月期
2012年2013年2014年

3月期

次期予想

3月期 3月期
2010年

52

7578

49

1518
11

23
1718

2011年2012年
3月期

2014年
3月期

2013年
3月期 3月期 3月期 3月期

2014年
3月期

2012年
3月期

2010年2011年 2013年

14.0514.05

次期予想

19

△5

40

17.8117.81

△5.31

17 16.86

38.29

15

受注高 売上高 営業利益/経常利益
単位：億円 単位：億円 単位：億円

経
常
利
益

営
業
利
益

※個別受注高の予想

当期純利益/1株当たり当期純利益

1
株
当
た
り
当
期
純
利
益（
単
位
：
円
）

当
期
純
利
益（
単
位
：
億
円
）

企業ビジョンに掲げた「 Shinka（深化×進化＝真価） 
し続けるゼネコン」への到達に向けた実質的な取り組みの
第 1弾となる現中期経営計画のもと、渋谷再開発事業に
最大の力を注いでおり、専門部署である「渋谷開発推進

室」に情報を一元化し、営業、施工、技術開発部門が一体
となり取り組みを進めております。成果の一つとして、
都市部や鉄道・道路が近接する場所での粉じんの飛散や
部材落下を防止する解体工法である「セーフティスライド
工法」を開発し、実績をあげております。

渋谷駅関連の工事では、東京急行電鉄㈱と共同で開発
した「STRUM（直下地下・直上高架切替工法）」を用いて、
東急東横線と東京メトロ副都心線の相互直通運転に伴う

「東急東横線渋谷〜代官山間地下化工事」を成功させました。
周辺に道路や建物が近接するなか、3月15日終電後から
16日初電前までという限られた時間内に、協力会社を含め
約1,400名を動員して切替工事を無事に完了させました。
この技術はマスコミ等でも取り上げられ、当社の鉄道工事
技術の高さをアピールすることができたと認識しております。

首都圏においては、お客様に対する東急グループの 
総合力を活かしたアプローチや、情報共有などによる 

取締役社長

などにより増加しましたが、開発案件での事業性悪化に 
よる損失や投資有価証券評価損などで多額の特別損失
を計上したことから、当期は誠に遺憾ではありますが、 
当期純損失を計上いたしました。

以上のような業績から、当期の期末配当につきましては、
株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、無配とさせて
いただきました。
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2013年度も経営環境は、厳しい状況が続くと予想され
ますが、強固な収益基盤を確立し、業績向上に努めると
ともに、早期の復配を目指してまいります。

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あげます。

被災地の早期復興に向け、引き続き尽力し、
建設業の社会的責任を果たしてまいります。

震災復興における取り組みについて　Q
A

厳しい経営環境ではありますが、強固な収益
基盤を確立し、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様へお伝えしたいことQ
A

厳しい経営環境が続くと予想されることから、
中期経営計画の一部を見直しました。

今後の見通しと対応策についてQ
A

建設投資は復興・防災対策を中心とした公共投資の 
増勢が期待されるなど、引き続き回復傾向をたどると 
見込まれますが、労務ひっ迫の長期化に加え、為替の影響
等による資機材価格の上昇も懸念されることから、今後
も厳しい経営環境は続くものと予想しています。

こうした経営環境は、現中期経営計画の期間中に急速
に改善するとは考えにくいことから、2015年 3月期の
連結業績目標を営業利益 48億円以上から25億円以上
に修正し、さらに計画達成に向けた追加施策を策定いたし
ました。

見直し後の計画に基づき、国内建設事業では、調達手法
等の見直しなどにより原価低減を徹底し、コスト競争力を 
一層強化するとともに、建設技術の提案力・施工力の 
向上を図ります。そして、東急沿線での地域的優位性や 
鉄道建設事業での高い技術力等の強みを活かした営業 
活動を強力に推し進め、本格化する渋谷再開発事業を 

中心に、首都圏での建設事業に今後も積極的に取り組んで
いきます。

海外事業においては、東南アジアでの収益拡大に向けて
現地体制の強化を図るとともに、グローバル人材の育成や
事業推進体制の充実に努めます。

こうした事業強化に向けた取り組みを通して、強固な収益
基盤を確立するとともに、組織改革やさらなる業務効率化
を行い、いかなる経営環境下においても安定した利益を
確保できる企業として、継続的な成長による企業価値の
最大化を目指してまいります。

（深化×進化＝真価）実現に向けた
着実な成長基盤の構築

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 

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

●重点事業強化方針

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

新規事業

知◀

市
場
・
顧
客

不
知
▲

▼
知

新規事業の強化

重点基盤
強化方針 1

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

重点基盤
強化方針 2 真価ある組織の実現に向けた

人材戦略・風土改革の実践

継続課題 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
営業利益 25億円以上

●経営基盤の強化 ●追加施策の概要
（１）�注力分野（渋谷・首都圏・海外・不動産）の強化を含む経営資源配分の

推進
（２）�業務効率化（重複・重層解消、現場コア業務強化）による生産性の向上

と経費削減の推進
（３）厳しい受注競争に勝つコスト競争力の強化（見積力強化と原価低減）
（４）�適正な判断基準に基づく選別受注の徹底と受注後における利益改善の

徹底（事業管理機能強化）
（５）東急沿線及び鉄道関連施設を軸とした強みを活かす営業活動の推進
（６）�厳格な投資基準のもとでの投資実行推進による不動産事業収益の拡大
（収益不動産、戸建分譲事業等）

震災復興事業については、震災がれき処理や除染工事、
三陸鉄道北リアス線の復旧工事などを進めたほか、国道
45号釜石トンネル工事等の新たな案件も受注しています。

被災地の早期復興に向け、引き続き尽力するとともに、
防災・減災技術の進化に取り組み、「安心で快適な生活
環境づくり」の実現に努め、建設業の社会的責任を果たして
まいります。

受注が増えました。東急グループでは、各社がこれまで
蓄積したノウハウを結集し、「ひとつの東急として、強い 
企業集団を形成する」ことを目指しており、当社もこれに
よる優位性を活かした営業活動を継続してまいります。

海外事業については、インドネシア、タイの現地法人で、
日系企業からの引き合いが多く、今後も日系企業をターゲット
とした営業を展開してまいります。また、ミャンマーに
おいては、今後インフラ整備をはじめとする建設市場の
拡大が見込まれ、当社は、2013年度中に現地有力企業
との合弁で現地法人を開設すべく準備を進めており、 
着実に事業の拡大を図っていきたいと考えております。

新規事業への取り組みとして、2012年８月に㈱リッチ
フィールド美浦を子会社とし、植物工場ビジネスへ参入 
しました。2013年７月より茨城県内でパプリカの生産を
開始し、11月に収穫の予定です。

また、経営基盤の強化に向け、部門間での協働体制や
協力会社との連携を一層強化することでコスト競争力の
向上に努めたほか、損益管理や経費削減の徹底など、 
全社をあげた利益改善努力により、建設コスト上昇の影響

を最小化すべく、取り組んでまいりました。
しかしながら、経営環境の厳しさから、さらなる取り組み

の強化に努め、経営基盤をより一層強化することが必要と
考えています。
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決算データ 【連結】 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

●連結キャッシュ・フロー計算書の概要単位：百万円 単位：百万円

資産合計
154,442

負債純資産合計
154,442

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

その他
13,401

未成工事受入金
11,776

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

受取手形・完成工事未収入金等
79,044

その他
11,699

現金預金
17,881

資産合計
154,195

負債純資産合計
154,195

固定資産
33,704

流動負債
116,340

固定負債
6,711純資産

31,390

流動資産
118,854

支払手形・
工事未払金等
82,679
短期借入金
96
未成工事受入金
16,676
その他
14,647

投資その他の資産
20,849

無形固定資産
316

有形固定資産
14,174

未成工事支出金
13,745
その他
8,691

受取手形・完成工事未収入金等
73,319

現金預金
23,097

固定資産
35,340

流動負債
114,100

固定負債
7,607純資産

32,487

現金及び
現金同等物の

期首残高
17,881

現金及び
現金同等物の

期末残高
23,097

14,264

営業活動
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

△ 8,569

現金及び
現金同等物

に係る
換算差額

141

投資活動による
キャッシュ・フロー

△ 619

2013年3月期
2013年3月期

●連結貸借対照表の概要

売上原価
216,568

販売費及び
一般管理費

10,848

売上高
228,570

売上総利益
12,002

営業利益
1,154

経常利益
2,301

当期純損失
△566

特別利益 56
特別損失 2,617
法人税等 291
少数株主利益 15

営業外費用  386
営業外収益 1,533

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

単位：百万円

2012年3月期 2013年3月期

●連結損益計算書の概要

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期

261.35

283.29
293.46 303.61

※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

2012年3月期

●連結株主資本等変動計算書 単位：百万円【補足解説】
売上高は、前期比0.3％増の2,285
億円、営業利益は、工事採算性が
悪化したほか、販売費及び一般管理
費が増加したことにより前期比
26％減の11億円となりました。
経常利益は、持分法による投資利益
の寄与により前期比22％増の23
億円となりました。
当期純利益は、不動産事業等損失
引当金繰入額などの特別損失26
億円の計上により、5億円の当期
純損失となりました。

【補足解説】
総資産は、現金預金および投資有価証券
がそれぞれ増加した一方、工事代金の
回収に伴い受取手形・完成工事未収入
金等などが減少したため、前期に比べ
2億円減の1,541億円となりました。
純資産は、当期純損失を5億円計上した
ほか、配当を3億円実施しましたが、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10億
円増の324億円となりました。

【補足解説】
営業活動によるキャッシュ・フローは、
売上債権の減少や未成工事受入金
の増加などにより142億円の資金
増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フロー
は、有形及び無形固定資産の取得
などにより6億円の資金減少となり
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に加え、
借入金の返済による減少などにより
85億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230億円となり、期首
残高から52億円の増加となりました。

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

2012年4月1日残高 16,354 3,893 11,382 △38 31,592 △169 △96 △266 64 31,390

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △320 △320 △320

当期純損失 △566 △566 △566

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） 1,899 72 1,971 13 1,985

連結会計年度中の変動額合計 ー ー △887 0 △887 1,899 72 1,971 13 1,097

2013年3月31日残高 16,354 3,893 10,495 △38 30,705 1,729 △24 1,704 77 32,487
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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。

3月期 3月期 3月期

19

△13
2012年
3月期

2010年 2011年 2013年

10

38

当期純利益
単位：億円

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 ２０１3年3月期

受注高 214,282 201,674 208,632 204,973

売上高 231,420 238,991 222,682 221,015

営業利益 5,161 7,454 1,435 880

経常利益 4,875 7,525 1,521 1,358

当期純利益 1,946 3,841 1,092 △1,378

1株当たり当期純利益（円） 18.23 35.98 10.23 △12.91

総資産 157,782 141,556 149,605 146,768

純資産 27,931 30,051 30,503 30,495

1株当たり純資産（円） 261.65 281.51 285.75 285.67

●個別主要経営指標
単位：百万円

決算データ 【個別】

3月期 3月期 3月期
2010年 2011年 2012年

3月期
2013年

48

15

75

13

経常利益
単位：億円

築建

木土

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 ２０１3年3月期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

■官公庁 4,713 2.2 25,294 12.5 11,076 5.3 6,541 3.2

■民間 116,196 54.2 89,009 44.1 127,779 61.2 127,387 62.1

■東急グループ 30,191 14.1 41,896 20.8 27,301 13.1 24,772 12.1

■海外 891 0.4 3,816 1.9 2,471 1.2 414 0.2

合計 151,992 70.9 160,017 79.3 168,628 80.8 159,117 77.6

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 ２０１3年3月期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

■官公庁 22,918 10.7 19,041 9.5 25,394 12.2 26,525 12.9

■民間 8,412 4.0 9,299 4.6 7,849 3.8 9,187 4.5

■東急グループ 15,663 7.3 14,780 7.3 7,077 3.4 9,123 4.5

■海外 15,296 7.1 △1,465 △0.7 △318 △0.2 1,020 0.5

合計 62,289 29.1 41,656 20.7 40,003 19.2 45,856 22.4

●  官公庁は、中央官庁および地方自治体ともに受注環境が厳しく、
前期に比べて減少しました。

●  民間は、マンション工事が減少したものの、工場などの大型
工事の受注が寄与し、ほぼ前期並みとなりました。

●  官公庁は、震災復興工事を含む公共工事の受注が伸び、前期
に比べて増加しました。

●  民間および東急グループは、鉄道関連工事の受注が伸び、
前期に比べて増加しました。

●受注高の発注者別内訳

建設事業計
2013年3月期

官公庁
16.1%

海外
0.7%

3月期 3月期 3月期
2010年 2011年 2013年2012年

3月期

2,142
2,016

622

2,049

1,591

416

2,086

1,519
1,600 1,686

400 458

受注高
単位：億円

■ 土木　■建築

3月期 3月期 3月期
2010年 2011年 2013年2012年

3月期

2,3142,389

475

2,210

1,795

444

2,226

1,790 1,908

1,744

425 397
37 56 1747

売上高
単位：億円

■ 土木　■建築　■不動産

民間 
66.6%

東急グループ
16.6%
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当
期
の
主
な
完
成
工
事
物
件

建築土木札幌駅北口から徒歩3分の場所に、展望ルームを備えた28階
建てのタワーマンションが建設されました。北は北海道大学の
キャンパス、西は円山方面のジャンプ場、南はすすきの方面が
一望でき、JRや地下鉄の駅から近くデパート等の大型店も
徒歩圏にある立地条件の良い建物です。

ブランズタワー札幌新築工事
道内最初のタワーマンションが札幌駅北口に完成

郡山市総合体育館大規模改修工事
東日本大震災での被災と老朽化による劣化を修復する大規模な
リニューアル工事で、アルミブレースの設置など耐震化が施され、さらに
長期の避難施設として機能するように空調設備の整備や内外装の更新
を行い、各種スポーツ大会や個人での利用が再開されました。

災害時避難拠点の役割を兼ね備え、期待膨らむ再オープン

発 注 者：東急不動産株式会社
工事場所：北海道札幌市

発 注 者：東京急行電鉄株式会社
工事場所：東京都渋谷区

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

発 注 者：郡山市
工事場所：福島県郡山市

発 注 者：国土交通省中国地方整備局
工事場所：広島県庄原市

発 注 者：西宮市
工事場所：兵庫県西宮市

尾道・松江自動車道下本谷トンネル工事
延長137㎞の中国横断自動車道尾道松江線の中間に位置
する中国山地での394ｍのトンネル工事です。中国・四国地方
の高速道路を接続することで、山陰と山陽さらには四国を
含めた広域的な産業・経済・文化の発展に寄与することが
期待されています。

瀬戸内と日本海の未来を繋ぐ高速道路

西宮市立学校施設耐震補強PFI事業
当社グループの提案に基づくPFI事業にて西宮市立小学
校4校の耐震補強工事を担当。校舎外壁の外側や内側に
鉄骨ブレースを取付ける等により、耐震性能を向上させ
るとともに改修工事も行いました。これらの技術が評価
され、今年度も小中高4校の耐震補強工事を担当します。

子どもたちの安全・安心を担う耐震補強工事

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

隣国マレーシアとの国境にほど近いジョホール・シンガポール・
コーズウェイ。地下鉄ウッドランズ駅前にある地下2階・地上7階
建て（改修工事面積58,000㎡）の大型ショッピングセンターで、
エスカレーターと階段の大規模レイアウト変更に伴う構造補強
工事と全階テナントレイアウト変更工事を行いました。

買物客で終日賑わうショッピングスポット

発 注 者：東京急行電鉄株式会社
工事場所：神奈川県川崎市

東急東横線・目黒線、JR南武線・横須賀線が接続
する武 蔵 小 杉 再 開 発 エリア「KOSUGI CORE 
TOWN」の中心的施設として「武蔵小杉東急スク
エア」が開業しました。東急武蔵小杉駅構内、ホーム
上部の駅ビル、西街区再開発ビルの一部フロアが
一体運営されています。

駅前再開発の中心的施設

東急東横線渋谷～代官山間地下化工事
東急東横線渋谷駅〜代官山駅間約1.4kmを地下化し、
東京メトロ副都心線との相互直通運転を行う事業の
切替口にあたる工区です。代官山駅ホームを含む273ｍ
の区間で、STRUM工法にて終初電間の約4時間で
地下化切り替えを無事に完了しました。

首都圏の新たな広域鉄道ネットワークが完成

東急武蔵小杉駅ビル新築工事、
武蔵小杉駅南口西街区
商業店舗BC工事

発 注 者：学校法人帝京安積学園
工事場所：福島県郡山市

帝京安積高等学校校舎
建替工事

東日本大震災によって大きな被害を受けた校舎
を解体して、新たに新校舎を建設しました。
震災被害のイメージを払拭する、今後の福島の
学校復興において先駆けとなった建物です。

東日本大震災からの復興
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東武伊勢崎線竹ノ塚駅を中心とした約1.7kmの区間において
鉄道を連続的に高架化するもので、当社は4つある工区のうち
南側のⅠ工区(延長526m)
を担当します。完成までに
は約10年を要する難工事
ですが、鉄道で隔てられて
いた東西の地域が一体化
され、安全で快適なまち
づくりが実現されるその日
のために、1日も早い完成
を目指して工事を進めて
いきます。

竹ノ塚駅付近高架化工事の内
土木関係Ⅰ工区建設工事

釜石消防署庁舎建設工事

東急百貨店東横店
東・中央館解体工事

山都町役場新庁舎建設工事

東日本大震災で被災した釜石消防署の新庁舎建設
工事です。本工事は浸水域から外れた約4,000㎡の
市有地に鉄筋コンクリート造5階建ての新庁舎と
訓練施設を備えた多目的倉庫2棟を建設するもので、
耐震力を建築基準法の1.5倍に設定するなど、災害時
の活動拠点として機能するよう計画されています。

昭和9年に開店した｢東横百貨店｣のシンボル的
建物である東館と、昭和29年にJR線を跨いで増築
された中央館を解体するもので、渋谷駅街区再開発
のスタートとなる要の工事です。東京メトロやJRの
営業線に近接し、多数の周辺工事との調整を含む
難工事ですが､ 当社の技術と経験を結集し､ 駅利用者
の安全確保を最優先に工事を進めていきます。

九州の中央に位置する熊本県山都町は、阿蘇の
外輪山から九州山地まで変化に富んだ自然を持つ
文楽と石橋の郷。新庁舎は段差のある地形を生か
し地元産木材を活用するなど「山間にある山都町
の趣」を意識して設計されており、ユニバーサル
デザインやランニングコストの低減策を盛り込ん
だ、人と環境に優しい施設となっています。

地元住民悲願の鉄道高架化事業に参加 地元にふさわしい新庁舎を建設

災害を教訓により強固な活動拠点を建設

営業線直上の難工事に総力を結集して挑む

早稲田大学高等学院
増築工事（Ⅱ期）

緑豊かな上石神井の地で「記憶の継承」

建築土木

発 注 者：学校法人早稲田大学
工事場所：東京都練馬区

発 注 者：山都町
工事場所：熊本県山都町

発 注 者：東武鉄道株式会社
工事場所：東京都足立区

東
武
伊
勢
崎
線

事
業
区
間 当

社
施
工
区
間

日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー

日
光
街
道

東京都

大師前駅
西新井駅環状第7号線

梅島駅

埼玉県

竹ノ塚駅

発 注 者：釜石大槌地区行政事務組合
工事場所：岩手県釜石市

発 注 者：東京急行電鉄株式会社
工事場所：東京都渋谷区

早稲田大学の附属校である早稲田大学高等
学院の増築Ⅱ期工事として、敷地中央部に
普通教室・講堂・体育館の３棟を建設する
ものです。１９５６年の移転以来、緑豊かな
環境の中で引き継がれ、積み重ねられてきた
風景を、「“歴史・緑・人”をつなぐ」をテーマに
新たな形で引き継ぎ、具象化していきます。
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国内・海外を舞台とする新たなビジネスへの挑戦、今までにない価値を創出する技術開発、
地域社会の一員として推進するCSR（企業の社会的責任）活動など、当社が展開しているさまざまな
取り組みの一部をご紹介します。

「2012年東急グループブランド賞奨励賞」を受賞
海外におけるCSR活動の一環として、当社はタイ・バンコクの

日本人学校「泰日協会学校」において、中学1年生を対象とする
社会科授業への協力を行っています。

この活動は、同校の依頼を受けて2003年から開始し、昨年10回目
を迎えました。内容は、当社の国際協力案件であるバンコク地下鉄
プロジェクトを生徒に紹介すべく、
講演会・現場見学会を開催し、
日本の政府開発援助（ODA）
活動や、日タイ交流への理解を
深めてもらうものです。

本活動による東急ブランド
の価値向上が評価され、当社は

「東急グループブランド賞奨励賞」
を受賞しました。

CSR活動

バンコク日本人学校で社会科授業に協力

車両基地修理工場内にて説明

拡大が見込まれる現地建設需要に対応
海外事業の強化を目指す当社は、建設需要の拡大が見込まれる

ミャンマーにおいて、パートナー企業となるSHWE TAUNG 
DEVELOPMENT CO., LTD.（以下、シュエ・タン社）と現地法人

「GOLDEN TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.」設立に向けた
覚書を締結しました。

この現地法人は、資本金200万米ドルのうち当社が60％、
シュエ・タン社が40％を出資し、今年
9月30日までに設立予定。民主化以降、
高成長が続くミャンマー市場で、日系
企業の工業団地および関連施設の
工事や、同国の代表的工事を手掛ける
シュエ・タン社とともに、現地に密着
した積極的な事業展開を行い、一層
の顧客サービスに努めます。

海外事業

ミャンマー現地法人設立の覚書を締結

2月23日に行われた
シュエ・タン社との覚書締結

たまプラーザ駅北側地区をモデル地域として推進
当社は、横浜市と東京急行電鉄㈱による官民共同プロジェクト

「次世代郊外まちづくり」において、その主要な取り組みを担う
「スマートコミュニティ推進部会」に参画しています。本部会は、
快適かつ省エネルギーな街づくりを目指すもので、たまプラーザ駅
北側をモデル地区として、住民と地域が一体となり、家庭内の
エネルギー管理システム
等の導入やエネルギーの
見える化を推進します。

多摩田園都市の開発当初
からともに成長してきた
当社は、東急線沿線地域に
おける街づくりの経験と
実績を活かし、本プロジェクト
に貢献してまいります。

国内事業

次世代郊外まちづくりプロジェクトに参画

モデル地区位置図

粉じんの飛散や部材落下事故を防止
従来、RC造・SRC造建物の解体では、圧砕重機を用い、建物の外周

に仮設足場とパネルを設置するだけで工事が行われており、解体
したコンクリート塊等が飛来落下する危険性や粉じんの飛散が懸念
されていました。

このたび当社が開発した「セーフティスライド工法」は、解体する
建物のうち近接する躯体部分（注意エリア）を予め切断し、解体済み
の安全なフロア部（通常エリア）まで移動して階上解体するもの
で、近隣への粉じん飛散や解 体 
部 材 の 飛 来 落 下を防ぐことが
可能になります。「敷地が狭い」

「都市部にある」「鉄道や道路に
近接する」といった条件下での
解体作業を安全に進めることが
できます。

テクノロジー

建物を安全に解体する「セーフティスライド工法」

注意エリアから通常エリアへ移動して解体

通
常
エ
リ
ア

注
意
エ
リ
ア

近
接
物

近
接
物

注
意
エ
リ
ア

移動して解体

 深夜の大工事
「東急」の技術

切り替え作業の様子

東横線渋谷駅〜代官山駅間（約1.4km）の地下化工事は
2005年1月に着工し、地下に造られた新・渋谷駅から代官山
駅直前までのトンネルが完成。当社が担当するのは、トンネル
端部から代官山駅まで約270mの区間で、既存の地上線路
から新たな地下線路への切り替えです。沿線には建物が近接
し、仮線を設置できないため、当社は、東京急行電鉄㈱と共同
で開発した工法「STRUM」を採用しました。
「STRUM」では、代官山駅までの切り替え区間にU型の擁壁

を構築。これを覆うように架設した工事桁で地上の営業線を
仮受けし、その直下に新しい地下線路を敷設します。仮線を
設ける必要がなく、用地確保に伴う事業遅延リスクを低減し、早期
立体化による便益効果が期待できる工法で、当社では、これまで
に首都圏の鉄道工事において5件の施工実績があります。

STRUM※による地下線路への切り替え
3月15日の切り替え当夜は、工区の中央部に架設された

10基の門構（鉄骨）にセットされたジャッキで不要になる
工事桁をリフトアップし、その両サイドに配置した計7台の
クレーンが桁を撤去、また終点側ホーム部分では、工事桁
76mを36台のジャッキで下ろし、あわせて仮ホームの撤去も
行いました。終電後からの工事は、翌16日の初電までの4時間
足らずで全作業を完了させなければならず、約1,400名
の関係者と作業員を動員。どんな小さなトラブルも決して
許されないため、約1年前から各担当部署ごとに習熟練習
を繰り返し、万全を期しました。

そして午前5時過ぎ、初電が切り替え区間を無事通過。
新しい時代の幕開けを告げるとともに、一夜を鉄道史に刻み
ました。

3時間半で切り替え完了

3月16日、東急東横線と東京メトロ副都心線の相互直通運転が開始されました。
埼玉西南部と横浜方面を結ぶ首都圏の広域鉄道ネットワークは、
一夜にして線路の切り替えが行われた渋谷駅～代官山駅間の地下化工事によって誕生しました。

切り替え後の現場

《クローズアップ》 東急東横線渋谷～代官山間地下化工事

都市計画区間 約1.4km

新宿方
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※STRUM＝直下地下・直上高架切替工法

1615



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
首都圏土木支店
首都圏建築支店
東日本支店
技術研究所

会社概要 役　員 （2013年6月25日現在）

会社の状況/株式の状況

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 2,403 名

主要な事業所（2013 年 6 月 25 日現在）

http://www.tokyu-cnst.co.jp/
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。

東急建設 検索

（2013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 浅　野　　和　茂
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�
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

取締役相談役 八　方　　隆　邦

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 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

株式の状況

株式分布

IRカレンダー（予定）

株主メモ

大株主

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 44,855 名

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
三井住友信託銀行株式会社 5,044 4.73
みずほ信託銀行株式会社 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銀行株式会社 4,000 3.75

株式会社 三菱東京UFJ銀行 3,821 3.58
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（三井住友信託銀行再信託分・東京急行電鉄
株式会社退職給付信託口）

3,520 3.30

清水建設株式会社 3,000 2.81
日本興亜損害保険株式会社 2,826 2.65
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2,730 2.56
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

（注） １. 持株比率は、自己株式（14,380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、上記の日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（三井住友信託銀行再信託分・東京急行電鉄株式会社退職給付信託
口）の持株数3,520千株を含め、当社株式7,500千株を退職給付信託に
拠出しており、当該株式の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. みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 大成建設口 再信託受託者 資産
管理サービス信託銀行株式会社の持株数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

個人・その他 25.4％

金融機関 44.1％ その他国内法人 24.5％

証券会社 2.3％

外国法人等 3.7％

機関投資家説明会

2014年3月期
第2四半期決算発表

定時株主総会

2013年

2014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

2014年3月期
第1四半期決算発表

機関投資家説明会

2014年3月期
第3四半期決算発表

2014年3月期
決算発表

10株以上 37.4％ 100株以上 39.7％

10,000株以上 1.2％10株未満 7.8％

1,000株以上 13.9％

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 10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。
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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

（例）2013年10月1日以降
当社株式を150株
ご所有の場合

150株

100株

200株

100株

50株

50株

買増
制度

お持ちの
株式

お持ちの
株式

例

例
単元株式
（市場で売買可能）

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５0株は、
市場では売買できません。

当社株式の単元株式数が変更となります。株主の皆様へのお知らせ

1．変更の理由
全国証券取引所の有価証券上場規程が改正され、単元株式数が100株または1,000株以外の上場会社は、単元株式数を100

株とすることが義務付けられましたため、変更するものです。

2．変更の内容
単元株式数を10株から100株に変更いたします。この変更により、株主総会の議決権は、これまで10株ごとに1個でしたが、

変更後は、100株ごとに1個となります。また、証券取引所市場における売買単位も10株単位から100株単位となり、単元未満
株式となる100株未満の株式は、証券取引所市場において売買できなくなりますのでご注意ください。なお、当社には、単元未満
株式をご所有の株主様向けに、単元未満株式の買増制度および買取制度がございます。詳しくは下記のご案内をご参照ください。

3．変更予定日　2013年10月1日

4．単元未満株式の買増制度および買取制度のご案内
（1） 単元未満株式の買増制度 

株主様がご所有する単元未満
株式とあわせて1単元（100株）
となるよう、必要な当社株式数
を買い増すことを当社に請求
できる制度です。

（2） 単元未満株式の買取制度 
株主様がご所有する単元未満
株式を買い取ることを当社に 
請求できる制度です。

（3） お問い合わせ先

※ 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。

証券会社等で単元未満株式をご所有の場合 その証券会社等で承ります。

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


