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株主の皆様へ

　上半期の国内建設市場は、引き続き企業収益の改善等を背
景とした設備投資による民間建設投資や公共投資が底堅く推
移し、市場環境は好調を維持いたしました。
　このような情勢下におきまして当社グループは、２年目となる

「中期経営計画２０１８－２０２０『Shinka２０２０』」の基本方針に
則り、国内建設事業におけるリニューアル事業や戦略事業であ
る不動産事業・国際事業を推進するほか、他社との共同で建設
現場用搬送ロボットの実証実験を開始するなどＩＣＴの積極的
な活用を行い、新たな価値の提供に取り組んでまいりました。
　当社グループの連結業績につきましては、売上高は１，８３４
億円（前年同期比１８．６％増）となりました。利益面では、営業利
益は１６３億円（前年同期比４９．８％増）、経常利益は１６９億円（前
年同期比４９．３％増）となりました。親会社株主に帰属する四半
期純利益は１１５億円（前年同期比５０．４％増）となりました。　

株主の皆様におかれましては、
平素より格別のご高配を賜り
厚く御礼申しあげます。
２０１9年９月３０日をもちまして
第１7期上半期を終了いたしましたので、
事業の概況についてご報告申しあげます。

代表取締役社長

■ 上半期までの事業環境と営業状況について
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売上高 営業利益

1,834億円 163億円
（単位：億円） （単位：億円）

（前年同期比18.6%増） （前年同期比49.8%増）

連結業績の推移
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株主の皆様へ

　２０１９年度（２０２０年３月期）の連結業績見通しにつきまして
は、売上高３，２００億円、営業利益１７５億円、経常利益１８８億
円、親会社株主に帰属する当期純利益１２７億円を予想してお
ります。配当につきましては、株主の皆様に対する安定的、継
続的な利益還元を重視し、1株につき中間配当１０円と決定い
たしました。また、期末配当につきましては２０円とし、年間で
３０円を予定しております。
　おかげさまで当社は、本年11月11日に創立60周年を迎え
ました。これもひとえに、株主の皆様のご支援の賜物と深く感謝
申しあげます。これを機に一層の努力を行い、皆様のご期待に
お応えしていく所存でございますので、今後とも、何卒倍旧の
ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

　今後の国内建設市場につきましては、旺盛な建設需要によ
り引き続き好調に推移すると予想される一方で、大都市圏を中
心とした複数の大型再開発工事による需給のひっ迫により、建
設コストの高騰が懸念されます。また、従来の新設等を主体と
した「フロー」型から維持・修繕等の「ストック」型への需要の質
的変化や、高齢の建設就労者の大量退職により人材不足の深
刻化が予想され、長時間労働の解消や働き方改革の実現等へ
の対応も引き続き求められております。
　こうしたなか中期経営計画の２年目の当期は、引き続き施
策の着実な実行により、環境変化に負けない企業集団への成
長を目指すとともに、収益力の強化を図るため、東急グループ
の総合力の活用や積極的な人材獲得、提携・Ｍ＆Ａ等により、

「アーバンソリューション事業※」の具現化の取り組みを加速
させてまいります。

■ 通期の見通しおよび配当について■ 今後の事業環境と取り組みについて
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親会社株主に帰属する
当期（四半期）純利益

1株当たり
当期純利益 総資産経常利益 純資産

115億円 119.12円 2,538億円169億円 1,010億円
（単位：円）（単位：億円） （単位：億円）（単位：億円） （単位：億円）

（前年同期比50.4%増） （前期比26.25円減） （前期比111億円減）（前年同期比49.3%増）

通期予想

（前期比80億円増）

※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。また、グラフのカッコ内は第2四半期累計期間における数値を表示しております。

※案件の企画提案から施工、テナントリーシング、リニューアルまでの一気通貫したバリューチェーンを
構築すること。

●
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クローズアップ

「100年に一度」といわれる規模で変貌を
続ける渋谷駅周辺の再開発。
東急建設は、2018年9月に開業した
渋谷ストリームに続き、またひとつ、
渋谷に新たなランドマークを建てる ―

渋谷駅街区
東棟新築工事

完成 ！
（渋谷スクランブルスクエア第Ⅰ期（東棟）開業）

［建物概要］
● 開業日： 2019年11月1日
● 事業主体： 東急株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、
　　　　　  東京地下鉄株式会社
● 工事場所： 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
● 延床面積： 約181,000㎡
● 階数： 地上47階・地下7階  ● 高さ： 約230m

東急建設は、SHIBUYA109など、渋谷を代表する施設を施工するとともに、“渋谷のゼネコン”として、
100年に一度といわれるビッグプロジェクトの原動力となり、渋谷の未来を拓く価値創造に貢献しています。

渋谷再開発事業の全体ロードマップ

1999
QFRONT

1979
SHIBUYA109

1960年代～
渋谷再開発 ▶

1989
Bunkamura

2000
渋谷マークシティ

2019
渋谷駅街区東棟

（渋谷スクランブルスクエア）

2020
銀座線渋谷駅新ホーム
供用開始

2008～
渋谷駅周辺
大規模プロジェクト ▶

2027
完成（予定）

2020
東京五輪・パラリンピック

2012
渋谷ヒカリエ

2001
セルリアンタワー

2018
渋谷駅南街区 （渋谷ストリーム）

2008 2020 2027
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本プロジェクトを通して得た経験が
当社の強みになる

渋谷駅街区東棟
作業所長
竹内 建人

渋谷を知り尽くした東急建設だからこそできたこと

東急建設の力が未来を築く

　渋谷駅街区東棟新築工事（以下、本PJ）は単に規模が大
きいというだけでなく、複雑に絡み合う渋谷駅周辺のさま
ざまな再開発事業との調整が重要であることから、一人ひ
とりの実行力に加え「チームワーク」が肝要でした。所長とし
て最も心掛けたことは、所員のモチベーション維持でした。
本社・支店の支援も受けながら、日頃から声掛けを行うなど
コミュニケーションしやすい環境づくりを行いました。施工
に携わった当社技術員は90名近くおり、多くの所員がチー
ムワークの重要性を体感でき、工事が大規模化している
昨今、この経験は今後の当社の強みに繋がると思います。
当社建築技術員の大半は、「まちづくりに貢献できるような
大規模な建築に携わりたい」という夢を持って入社します。
若手技術員にとって本PJでの経験は大きなプラスとなり、
今後当社を担う人材に成長するものと期待しています。

— 作業所長に聞く —

　国内有数の来街者を誇る渋谷の駅直上で行われ、周囲は
JR線や東京メトロ銀座線、国道246号に囲まれ、地下では
東京メトロ副都心線や東急東横線、そして敷地内に渋谷川
が流れているという制約の多い環境でした。施工を円滑に
進めるため「工事中の渋谷駅利用者の動線確保」が最重要
ポイントと考え、建物内に歩行者動線を確保するという施工
計画を提案。これにより歩行者の安全確保という要素が加
わり難易度が格段に上がりますが、渋谷ヒカリエなどの経験
から培ってきた“歩行者動線の確保”や“営業線を止めない
工事施工”のノウハウがあったからこそ成せた提案でした。

1989年　東急建設入社　　
2012年に竣工した渋谷ヒカリエでは、工務長として
入札段階から、発注者との協議・調整、調達業務、予算
管理等を担当。本PJでは、その経験をもとに計画段階
から参画し、作業所長として現場全体を統率する。東急
グループのお膝元である渋谷駅の直上における超高層
建築物となる難工事であるが、自身とチームを鼓舞し、
プロジェクトの成功に並々ならぬ思いで臨んできた。

　多くの人やICTなどのさまざまな力の集結により、渋谷に
約230mの高さを誇るランドマークが建つことになります。
本PJで得た経験は、今後多くの現場で活きる力となり、当社
の未来も築いていきます。　

渋谷駅周辺完成イメージ
© 渋谷駅前エリアマネジメント

2027
完成（予定）
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主な完成工事・受注工事 ■土木　■建築

渋谷区役所建替プロジェクト
新庁舎棟（公会堂）新築工事
発 注 者： 三井不動産レジデンシャル株式会社
工事場所： 東京都渋谷区

昭和女子大学
西キャンパス整備計画
発 注 者： 学校法人昭和女子大学
工事場所： 東京都世田谷区

渋谷駅街区東棟新築工事
発 注 者： 東急（株）・東日本旅客鉄道（株）・

東京地下鉄（株）

工事場所： 東京都渋谷区

新Ｐ３駐車場建設工事
発 注 者： 中部国際空港株式会社
工事場所： 愛知県常滑市

アラマンダビーチフロントホテル
新築工事
発 注 者： 株式会社ユニマットプレシャス
工事場所： 沖縄県宮古島市
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主な完成工事・受注工事

ジャカルタ大量高速輸送システム
建設工事ＣＰ101・ＣＰ102工区
発 注 者： ジャカルタ都市高速輸送公団
工事場所： インドネシア共和国 ジャカルタ首都特別州

建　築 当第2四半期累計期間
億円 ％

官公庁 42 5.8
民間 316 44.2
東急グループ 73 10.2
海外 △0 △0.0
合計 431 60.2
土　木 当第2四半期累計期間

億円 ％
官公庁 55 7.7
民間 163 22.8
東急グループ 51 7.1
海外 15 2.2
合計 285 39.8

土  木
285億円

（39.8%） 建  築
431億円

（60.2%）

受注高
717億円

土
　
　
木

平成31年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その２)
発注者：環境省　工事場所：福島県相馬郡
[大鳥居駅浸水対策工事]2019年度土木工事
発注者：京浜急行電鉄株式会社　工事場所：東京都大田区
目黒線輸送力増強に伴う奥沢駅・奥沢車庫改修工事ならびに奥沢駅通過線整備工事(土木工事その２)
発注者：東急株式会社　工事場所：東京都世田谷区
新濃尾(二期)地区　新木津用水路春日井大手工区その４工事
発注者：農林水産省　工事場所：愛知県春日井市
和歌山平野農地防災事業　六箇井水路（畑毛工区）改修工事
発注者：農林水産省　工事場所：和歌山県岩出市

建
　
　
築

帝京安積学園運動場造成計画　１期工事
発注者：学校法人帝京安積学園　工事場所：福島県郡山市
江戸川区立瑞江第三中学校改築工事
発注者：江戸川区　工事場所：東京都江戸川区
鴨川市立国保病院建設事業１期工事
発注者：鴨川市　工事場所：千葉県鴨川市
京三製作所 本社工場生産拠点再構築第Ⅳ期工事 Ｒ/Ｄセンター建設工事
発注者：株式会社京三製作所　工事場所：神奈川県横浜市
(仮称)大橋１丁目商業複合型賃貸マンション新築
発注者：九州旅客鉄道株式会社　工事場所：福岡県福岡市

受注高の発注者別内訳

(注)東急株式会社は、会社分割により2019年10月１日付けで鉄軌道事業を東急電鉄株式会社へ承継しております。
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会社概要・株式情報 この報告書よりさらに詳細な情報や最新情報は当社ウェブサイトをご覧ください。

株式に関する『マイナンバー制度』のご案内

中間配当金領収証による配当金のお受け取りについて

マイナンバーの利用開始に伴い、株式の税務関係のお手続きに株主様の
マイナンバーが必要となっております。
2015 年 12 月以 前より証 券 会 社 等とお 取 引をされて いる株 主 様 は、
2019 年 1 月以降の最初に売却代金や配当金の支払を受ける時までにマイ
ナンバーのお届出が必要です。

第１7 期中間配当金は、同封の「中間配当金領収証」により、払渡期間
（2019 年 12 月 3 日～ 2020 年 1 月 10 日）内に、最寄りのゆうちょ銀行
または郵便局にてお受け取りください。なお、配当金は口座振込でもお受
け取りいただけます。確実に手間なくお受け取りいただける口座振込をぜひ
ご利用ください。口座振込のお手続きの詳細につきましては、下記「株式に
関する各種手続きのお問い合わせ先」までお願いいたします。

マイナンバーのお届出等のお手続きの詳細につきましては、下記「株式 
に関する各種手続きのお問い合わせ先」までお願いいたします。

株式関係業務におけるマイナンバーの利用
法令に定められたとおり、「配当金に関する支払調書」および「単元
未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払調書」等には
株主様のマイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。

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

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。

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 2,619名 （2019年9月30日現在）

支店
札幌支店・東北支店・
北陸支店・千葉支店・
東日本土木支店・都市開発支店・
首都圏建築支店・東日本建築支店・
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
シンガポール・タイ・インドネシア・
ミャンマー・バングラデシュ・ベトナム

会社概要

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（https://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。

（ウェブサイト） https://www.smtb.jp/personal/agency/

株主メモ

https://www.tokyu-cnst.co.jp/ 東急建設 検 索

※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。

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、マイナンバーのお届出

〈証券会社等に口座をお持ちの場合〉
口座を開設されている証券会社等

〈特別口座※の場合〉
三井住友信託銀行株式会社

未払配当金の支払い請求、特別口座※から証券会社等の口座への振替請求

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
ウェブサイト（株式に関するお手続き） https://www.smtb.jp/personal/agency/

株式に関する各種手続きの お問い合わせ先
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