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第12期 中間報告書

美しい時代へ－東急グループ

クローズアップ
駅街区東棟に続き南街区工事の施工が決定
渋谷駅周辺大規模再開発事業

REPORT
Tokyu Construction

渋谷駅東口

詳細は中面「クローズアップ」へ
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上半期の国内建設市場は、震災復興、防災・減災などの公共
投資の増勢が続き、民間建設投資も堅調に推移いたしましたが、
需給ひっ迫に伴う建設コストの上昇が工事収支に影響を与える 
など、注視が必要な状況が続きました。

このような状況に対応するため、当社グループでは、当年度の
経営方針に「現場力の強化による信頼の構築」と「選別受注の
実践による利益へのこだわり」を掲げ、お客様の期待に応える
べく、技術力の向上や技術員・技能労働者の安定的な供給に 
取り組むとともに、工事採算や生産性を重視した受注判断を 
徹底するなど、適正利益の確保を図ってまいりました。

こうした取り組みにより、受注の増加や工事収支が改善する
など成果があらわれております。

当社グループの連結業績につきましては、順調な工事の進捗
に伴う完成工事高の増加により、売上高は１，０６０億円（前年同期比
２９．９％増）となりました。また、工事採算の向上などによる売上
総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費の減少や営業外収支
が改善したことなどにより、四半期純利益は当初予想から大幅に
増加し１５億円（前年同期比３９８．５％増）となりました。

当社個別の受注状況につきましては、渋谷再開発事業の大型
工事２件（駅街区東棟、南街区工事）を受注したほか、堅調な公共
投資を受け、道路や上下水道などの複数の大型工事を受注した
ことにより、受注高は２，２５２億円（前年同期比７５．８％増）となり
ました。

国内建設市場は、今後も堅調な推移が見込まれますが、人手
不足と建設コストの上昇の長期化が懸念されるため、安定的な
供給力の確保と物価変動や建設市場の動向を見据えた採算性
重視の受注判断が、なお一層重要な課題となります。

当社グループでは、引き続き年度経営方針に沿った施策を
推し進め、確かな施工を通してお客様との信頼関係を深めると
ともに、利益の最大化に努め、中期経営計画に掲げた「Ｓｈｉｎｋａ

（深化×進化＝真価）実現に向けた着実な成長基盤の構築」の
総仕上げに取り組み、企業価値の最大化を図ってまいります。

２０１４年度（２０１５年３月期）の連結業績見通しにつきましては、
売上高２，６２０億円、営業利益３９億円、経常利益４７億円、当期
純利益３９億円と予想しております。

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上げます。

決算データ
※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。

●連結業績の推移
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「現場力の強化による信頼の構築」と
「選別受注の実践による利益へのこだわり」を
2014年度の経営方針とし、真価ある企業を目指してまいります。

トップメッセージ

代表取締役社長

（カッコ内は第2四半期累計期間における数値）

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

株主の皆様へ

上半期までの事業環境と営業状況について
年度経営方針に掲げた「現場力の強化による信頼の 
構築」と「選別受注の実践による利益へのこだわり」に
取り組み、受注と利益が大幅に増加しました。

通期の見通しについて
中期経営計画の総仕上げに取り組み、企業価値の最大化
を図ってまいります。
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渋谷ヒカリエ

ハチ公広場

駅街区東棟1
南街区2

クローズアップ

●個別受注の概況 ●主な受注工事

土
　
木

● 新東名高速道路厚木南インターチェンジ工事
 発注者：中日本高速道路株式会社
● 大船渡駅周辺地区基盤整備工事
 発注者：独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部
● 隅田川幹線その3工事
 発注者：東京都下水道局
● 一級河川神崎川防潮堤補強工事（神崎大橋上流左岸）
 発注者：大阪府

受注高
単位：億円

当第2四半期累計期間
百万円 ％

官公庁 6,710 2.9
民間 75,063 33.3
東急グループ 84,622 37.6
海外 1,299 0.6
合計 167,696 74.4

当第2四半期累計期間
百万円 ％

官公庁 48,518 21.6
民間 4,453 2.0
東急グループ 3,245 1.4
海外 1,352 0.6
合計 57,569 25.6

■ 土木　■建築

「現場力の強化による信頼の構築」と
「選別受注の実践による利益へのこだわり」を
2014年度の経営方針とし、真価ある企業を目指してまいります。

建
　
築

● GLP座間プロジェクト
 発注者：座間ロジスティック特定目的会社
● 富士電機株式会社東京工場新東1号館建設工事
 発注者：富士電機株式会社
● 東洋ゴム工業株式会社本社新築工事
 発注者：東洋ゴム工業株式会社
● 東京都医師会館建設事業
 発注者：公益社団法人 東京都医師会

完成イメージ

東急東横線の旧渋谷駅ホームおよび線路跡地を利用 
するプロジェクトで、今年８月に着工しました。

計画建物は、主用途であるオフィステナントを高層部に、
中層部にホテル、低層部にはクリエイティブ・コンテンツ 
産業の育成施設を配し、“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。

現在は国道246号線で分断されている駅出入口との
連携や地下駐車場の整備のほか、歩行者専用通路などに
より遊歩道と店舗を配した賑わいの空間が創出される
予定で、新たな人の流れが生まれることが期待されます。

“エンタテイメントシティ しぶや”の実現に貢献
❷「渋谷駅南街区プロジェクト」
地下4階・地上34階・高さ約180m
予定工期 ： 2014～2018年度

渋谷駅の直上に建設する駅ビルとして、 
今年6月に着工しました。

ビルの高さは渋谷エリア最高となる地上 
４６階建・約230ｍ、名実ともに“新しい渋谷” 
のシンボルタワーとなるもので、再開発事業 
の中核に位置付けられる建物です。

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。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・方向への動線が確保され、 
駅の利便性と街の回遊性が格段に向上します。

駅直上の高層ビル
再開発事業の中核施設
❶「渋谷駅街区東棟」
地下7階・地上46階・高さ約230m
予定工期 ： 2014～2019年度

完成イメージ

新しい渋谷のシンボルタワー着工
現実味を増す渋谷の“未来予想図”

渋谷駅周辺地区における都市計画の完成イメージ

国道246号線
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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

株主情報スクエア 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。 http://www.tokyu-cnst.co.jp/ 東急建設 検 索

株主メモ
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 100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/

会社概要
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 2,357 名

支店
札幌支店・東北支店・
北陸支店・千葉支店・
渋谷開発支店※・
首都圏土木支店・
首都圏建築支店・
東日本支店・名古屋支店・
大阪支店・広島支店・
四国支店・九州支店
海外事務所
タイ・インドネシア・
シンガポール

役　員
取締役会長 八　方　　隆　邦

代表取締役社長 飯　塚　　恒　生
代表取締役
専務執行役員 浅　野　　和　茂
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

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 仁　田　　英　夫

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

執行役員 池　戸　　正　明

執行役員 佐々木　　雅　幸

執行役員 吉　田　　良　弘

単元未満株式の買増制度および買取制度のご案内

単元未満株式（100株未満の株式）は、 
証券取引所市場において売買できませんが、 
当社には、株主様がご所有の単元未満株式を
１単元（100株）となるよう必要な株式を当社
から買い増せる「買増制度」、または株主様が
ご所有の単元未満株式を当社が買い取らせ
ていただく「買取制度」がございます。

お手続きの詳細につきましては、下記まで
お問い合わせください。

（例）当社株式を150株
ご所有の場合

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）

当社より市場価格
でお売りします

100株 100株

50株
当社が市場価格で
買い取ります

買増
制度

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。

150株 200株

50株

●株式に関する各種手続きのお問い合わせ先

※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株主様の株式は、三井住友信託銀行に開設された特別口座に記録されています。

証券会社等に口座をお持ちの場合 特別口座※の場合

単元未満株式の買い増し・買い取り、住所変更、
配当金受け取り方法の指定等の請求 口座を開設されている証券会社等 三井住友信託銀行株式会社

未払配当金の支払い請求
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/

2014年9月30日現在

※ 2014年6月1日新設
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