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1. ブロック環境事業について 



 
（受注高） 
新規受注が振るわず、受注は減少し、282億円 
（前年同四半期比20.9％減） 
 
（売上高） 
期初手持ち受注高が768億円と高水準な状況を 
維持するも、減収となり、309億円 
（前年同四半期比7.3％減） 
 
（営業利益） 
減収により減益となり、19.4億円 
（前年同四半期比16.9％減） 
 
（経常利益） 
営業外収支は均衡し、営業利益と同じく、 
19.4億円 
（前年同四半期比16.7％減） 
 
（親会社株主に帰属する四半期純利益） 
特別損益事項も特筆するものなく、12.5億円 
（前年同四半期比22.3％減） 

業績結果2Q 
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（単位：億円） 

2020.3月期 2021.3月期

第2四半期 第2四半期 前期比

 期初手持ち受注高 772 768 ▲4 

 受注高 357 282 ▲75 

 売上高 334 309 ▲25 

 売上総利益 57.2 52.5 ▲4.6 
（率） (17.1%) (17.0%) (▲0.1%)

 販売費及び一般管理費 33.9 33.2 ▲0.7 

 営業利益 23.3 19.4 ▲3.9 
（率） (7.0%) (6.3%) (▲0.7%)

 営業外収益 0.0 0.1 0.1 

 経常利益 23.3 19.4 ▲3.9 

 特別損益 0.0 ▲0.4 ▲0.5 

 法人税等 7.2 6.4 ▲0.8 

 親会社株主に帰属する
 四半期純利益 16.1 12.5 ▲3.6 

◆ 業績結果 


Sheet1

				2020.3月期 ガツキ		2021.3月期 ガツキ

				第2四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ		前期比 ゼンキヒ

		 期初手持ち受注高 キショ テモ ジュチュウ ダカ		772 		768 		▲4 

		 受注高 ジュチュウ ダカ		357 		282 		▲75 

		 売上高 ウリアゲ ダカ		334 		309 		▲25 

		 売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		57.2		52.5		▲4.6 

		（率） リツ		(17.1%) 		(17.0%) 		(▲0.1%)

		 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		33.9 		33.2 		▲0.7 

		 営業利益 エイギョウ リエキ		23.3		19.4		▲3.9 

		（率） リツ		(7.0%) 		(6.3%) 		(▲0.7%)

		 営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		0.0		0.1		0.1 

		 経常利益 ケイジョウ リエキ		23.3		19.4		▲3.9 

		 特別損益 トクベツ ソンエキ		0.0		▲0.4 		▲0.5 

		 法人税等 ホウジンゼイ ナド		7.2		6.4		▲0.8 

		 親会社株主に帰属する
 四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュン リエキ		16.1		12.5		▲3.6 







受注・売上の5ヶ年推移 
◆ 売上高（億円） ◆ 受注高（億円） 

3 

706  712  

866  

707  
(640) 

386  372  

481  

357  

282  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 

通期 

2Q

672  
628  

671  
712  (730) 

318  
281  

319  334  309  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 

通期 

2Q

385 

350 
(358) 

340 320 
378 

352 
347 

354 
(421) 

※見通しについては（ ）書きにしております 



全社業績（連結） 
◆ 親会社株主に帰属する当期純利益（億円） ◆ 営業利益（億円）営業利益率（%） 
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セグメント別全社業績２Q 
（単位：億円） 

（土木事業） 
受注高は、期初手持ち工事が豊富なことから施工人員が逼迫し新規受注
が振るわず102億円（前年同四半期比40.5％減）。 
売上高は161億円（前年同四半期比4.1％減）とわずかに減収となりま
した。 
営業利益は、減収となったものの手持工事の採算性改善が集中し、9億2
千万円（前年同四半期比25.6%増）と増益となりました。 
 
（地盤改良事業） 
受注高は、新型コロナウイルス感染症による海外での受注の遅れを国内工
事で補填し157億円（前年同四半期比3.8％減）と前年同四半期とほ
ぼ同水準を保った。 
売上高は国内外で工事進捗遅れにより135億円（前年同四半期比
8.6％減）と減収となりました。 
営業利益は、減収に加え工事の遅れによる保有船舶の稼働率悪化などに
より6億7千万円（前年同四半期比50.9%減）と減益となりました。 
 
（ブロック事業） 
受注高は、主力の型枠賃貸が前年までの災害需要により順調に推移し28
億円（前年同四半期比38.2％増）。 
売上高は、商品販売の減により14億円 
（前年同四半期比21.1％減）と減収となったものの、型枠賃貸は増収と
なったことで、 
営業利益は、3億1千万円（前年同四半期比49.1%増）の増益となり
ました。 
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2020年3月期 2021年3月期

第2四半期 第2四半期

 受注高 357 282 ▲75 

 土木事業 171 102 ▲69 

 地盤改良事業 163 157 ▲6 

 ブロック事業 20 28 8 

 売上高 334 309 ▲24 

 土木事業 168 161 ▲7 

 地盤改良事業 148 135 ▲13 

 ブロック事業 18 14 ▲4 

 売上総利益 57.2 52.5 ▲4.6 

（率） (17.1%) (17.0%) (▲0.2%)

 土木事業 17.5 19.2 1.7 

（率） (10.4%) (11.9%) (1.5%)

 地盤改良事業 31.3 23.9 ▲7.3 

（率） (21.1%) (17.7%) (▲3.4%)

 ブロック事業 7.7 8.6 0.9 

（率） (42.7%) (60.1%) (17.4%)

 販売費および一般管理費 33.9 33.2 ▲0.7 

 営業利益 23.3 19.4 ▲3.9 

 土木事業 7.4 9.2 1.9 

 地盤改良事業 13.7 6.7 ▲7.0 

 ブロック事業 2.1 3.1 1.0 

前期比

※全社計には３セグメント以外の数値及び連結調整額が含まれるため、３セグメントの合算値と全社計は一致しておりません。 


業績状況 (2)

						100		H30		R01		R01				H30		R01

																2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

																2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ

								2020年3月期		2021年3月期		前期比 ゼンキヒ				2020年3月期		2021年3月期		前期比 ゼンキヒ

								第2四半期		第2四半期 ダイ シハンキ						通期実績 ツウキ ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ

				 受注高 ジュチュウ				357 		282 		▲75 				707 		640 		▲67 

						 土木事業		171 		102 		▲69 				368 		290 		▲78 

						 地盤改良事業		163 		157 		▲6 				305 		310 		5 

						 ブロック事業		20 		28 		8 				36 		40 		4 

				 売上高				334 		309 		▲24 				712 		730 		18 

						 土木事業		168 		161 		▲7 				342 		370 		28 

						 地盤改良事業		148 		135 		▲13 				332 		320 		▲12 

						 ブロック事業		18 		14 		▲4 				37 		40 		3 

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				57.2 		52.5 		▲4.6 				119.6 

						（率） リツ		(17.1%)		(17.0%)		(▲0.2%)				(16.8%)

						 土木事業		17.5 		19.2 		1.7 				33.6 

						（率） リツ		(10.4%)		(11.9%)		(1.5%)				(9.8%)

						 地盤改良事業		31.3 		23.9 		▲7.3 				67.9 

						（率） リツ		(21.1%)		(17.7%)		(▲3.4%)				(20.4%)

						 ブロック事業		7.7 		8.6 		0.9 				16.6 

						（率） リツ		(42.7%)		(60.1%)		(17.4%)				(45.0%)

				 販売費および一般管理費				33.9 		33.2 		▲0.7 				74.6 

				 営業利益				23.3 		19.4 		▲3.9 				45.0 		34.0 		▲11.0 

						 土木事業		7.4 		9.2 		1.9 				13.0 		11.0 		▲2.0 

						 地盤改良事業		13.7 		6.7 		▲7.0 				32.0 		18.5 		▲13.5 

						 ブロック事業		2.1 		3.1 		1.0 				4.9 		7.5 		2.6 













業績推移

		業績推移（土木事業） ギョウセキ スイイ ドボク ジギョウ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		300		254		273		290		290		331		367		271		324



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		▲ 3.8		▲ 0.7		▲ 2.9		▲ 1.4		11.5		17.1		30.3		15.4		11.4



		業績推移（地盤事業） ギョウセキ スイイ ジバン ジギョウ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		216		216		261		363		365		264		260		326		314



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		3.5		8.9		11.1		31.8		47.4		15.6		19.3		32.4		26.8

		業績推移（ブロック環境事業） ギョウセキ スイイ カンキョウ ジギョウ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		44.7		41.4		50.5		74.4		50.7		47.0		44.7		31.4		32.1



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		0.5		1.5		7.1		15.8		0.4		▲ 0.3		▲ 1.5		▲ 1.7		1.2

		業績推移（全社）連結 ギョウセキ スイイ ゼンシャ レンケツ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		561		511		582		724		707		640		672		628		671		710



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		0.9		10.0		15.7		47.0		49.1		31.2		38.1		37.1		35.8		34.5

																		5.7%		5.9%		5.3%		4.9%



		●自己資本・自己資本比率 ジコ シホン ジコ シホン ヒリツ

																								（億円・％） オクエン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				自己資本		126		128		141		162		202		212		232		249		261		275

				自己資本比率		28.7%		29.5%		29.9%		32.4%		41.9%		46.1%		49.1%		46.8%		48.5%		50.4%

		●配当総額・配当性向 ハイトウ ソウガク ハイトウ セイコウ

																								（億円・％） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				配当総額

FUDOTETRA: 発行済株式総数－自己株式数＋役員報酬BIP信託株式数								4.9		9.9		6.6		9.9		8.2		8.1		8.0

				配当性向 セイコウ		0.0%		0.0%		0.0%		12.9%		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%		35.5%



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	300.33999999999997	253.98	273.04000000000002	290.41000000000003	289.83	331.38	366.67476473000005	270.89822	347	323.62482497999997	







2016	2017	2018	9.8687795999999999	8.2239409000000006	8.1190010000000008	

2016	2017	2018	0.3835231600107617	0.3353198609260854	0.33299436257389414	







2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	-3.83	-0.73	-2.94	-1.35	11.53	17.12	30.30428914556574	15.397518036968268	11.426513054902957	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	215.78	215.88	260.76	362.71	364.95	264.47000000000003	259.97883014399997	325.756345748	314.09306167	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	3.48	8.89	11.13	31.84	47.35	15.63	19.340868593217035	32.431299755928265	26.841107059147554	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	44.69	41.38	50.48	74.400000000000006	50.68	47.01	44.703723579999995	31.440021590000001	32.14692737	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0.5	1.53	7.1	15.8	0.39	-0.26	-1.4901373525860524	-1.7373667081965334	1.	1690928659494901	







2016	2017	2018	2019	671.57	628.04962885600003	670.80916612574993	710	







2016	2017	2018	2019	38.090000000000003	37.093090410000002	35.81799462	34.5	2016	2017	2018	2019	5.6717840284705986E-2	5.9060763203642862E-2	5.3395207502703615E-2	4.8591549295774646E-2	









2016	2017	2018	232.46895000000001	248.50695111000002	261.06652508999997	

2016	2017	2018	0.49084620583163902	0.46795888976320504	0.48501560732686866	









業績状況 (決算)

								H26		H27		H28		H29		H30

								69期 キ		70期 キ		71期 キ		72期 キ		73期 キ

								2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		前期比 ゼンキ ヒ														2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ

								通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ																通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ

				 期首手持ち受注高 キシュ テモ ジュチュウ				44,643 		41,563 		45,917 		49,419 		57,770 		8,351 										 期首手持ち受注高 キシュ テモ ジュチュウ				416		459		494		578

						 土木事業		33,630 		34,555 		33,203 		30,774 		41,272 		10,498 												 土木事業		346		332		308		413

						 地盤改良事業		10,598 		6,493 		12,104 		18,082 		16,305 		▲1,777 												 地盤改良事業		65		121		181		163

						 ブロック事業		412 		550 		683 		575 		223 		▲351 												 ブロック事業		6		7		6		2

				 受注高 ジュチュウ				67,637 		68,359 		70,612 		71,162 		86,556 		15,394 										 受注高 ジュチュウ				684		706		712		866

						 土木事業		29,908 		31,786 		34,238 		37,588 		51,051 		13,464 												 土木事業		318		342		376		511

						 地盤改良事業		32,387 		32,058 		31,976 		30,804 		32,113 		1,308 												 地盤改良事業		321		320		308		321

						 ブロック事業		5,207 		4,834 		4,362 		2,793 		3,456 		663 												 ブロック事業		48		44		28		35

				 売上高				70,718 		64,004 		67,157 		62,805 		67,081 		4,276 										 売上高				640		672		628		671

						 土木事業		28,983 		33,138 		36,667 		27,090 		32,362 		5,273 												 土木事業		331		367		271		324

						 地盤改良事業		36,495 		26,447 		25,998 		32,576 		31,409 		▲1,166 												 地盤改良事業		264		260		326		314

						 ブロック事業		5,068 		4,701 		4,470 		3,144 		3,215 		71 												 ブロック事業		47		45		31		32

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				12,075 		9,846 		11,675 		11,123 		10,808 		▲315 										 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				98		117		111		108

						（率） リツ		(17.1%)		(15.4%)		(17.4%)		(17.7%)		(16.1%)		(▲1.6%)												（率） リツ		15.4%		17.4%		17.7%		16.1%

						 土木事業		2,774 		3,322 		4,890 		3,481 		3,208 		▲274 												 土木事業		33		49		35		32

						（率） リツ		(9.6%)		(10.0%)		(13.3%)		(12.9%)		(9.9%)		(▲3.0%)												（率） リツ		10.0%		13.3%		12.9%		9.9%

						 地盤改良事業		7,630 		4,390 		5,098 		6,470 		6,199 		▲271 												 地盤改良事業		44		51		65		62

						（率） リツ		(20.9%)		(16.6%)		(19.6%)		(19.9%)		(19.8%)		(▲0.1%)												（率） リツ		16.6%		19.6%		19.9%		19.7%

						 ブロック事業		2,185 		1,996 		1,628 		1,298 		1,270 		▲27 												 ブロック事業		20		16		13		13

						（率） リツ		(43.1%)		(42.4%)		(36.4%)		(41.3%)		(39.5%)		(▲1.8%)												（率） リツ		42.5%		36.4%		41.3%		39.5%

				 販売費および一般管理費				7,167 		6,727 		7,866 		7,414 		7,226 		▲188 										 販売費および一般管理費				67		79		74		72

				 営業利益				4,908 		3,118 		3,809 		3,709 		3,582 		▲128 										 営業利益				31		38		37		36

						 土木事業		1,153 		1,712 		3,030 		1,540 		1,143 		▲397 												 土木事業		17		30		15		11

						 地盤改良事業		4,735 		1,563 		1,934 		3,243 		2,684 		▲559 												 地盤改良事業		16		19		32		27

						 ブロック事業		39 		▲ 26 		▲ 149 		▲ 174 		117 		291 												 ブロック事業		▲ 0.3 		▲ 1.5 		▲ 1.7 		1.2 

				 経常利益				5,091 		2,987 		3,848 		3,710 		3,643 		▲67 

				 親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				3,900 		2,008 		2,568 		2,445 		2,438 		▲7 



								2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		前期比 ゼンキ ヒ

								通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ

				総資産 ソウシサン				48,120		45,927		47,361		53,104		53,826		722 

						現預金 ゲンヨキン		8,374		7,912		9,868		20,376		12,369		▲8,007 

						売掛債権 ウリカケ サイケン				20,223		23,018		18,091		22,245		4,154 

						たな卸資産 オロシ シサン				453		399		475		515		41 

						固定資産 コテイ シサン				10,886		10,024		10,261		9,759		▲502 

						その他資産 タ シサン				6,454		4,052		3,902		8,939		5,036 

				負債 フサイ						24,536		23,846		27,950		27,388		▲562 

						買掛金 カイカケキン				14,548		14,021		16,465		18,000		1,535 

						前受金 マエウケキン				3,475		1,265		2,744		3,576		832 

						有利子負債（借入金+リース債務） ユウ リシ フサイ カリイレ キン サイム		2,221		1,579		1,516		1,427		1,327		▲100 

						その他負債 タ フサイ				4,934		7,044		7,314		4,485		▲2,829 

				純資産 ジュンシサン				20,371		21,392		23,514		25,154		26,439		1,285 

				自己資本 ジコ シホン				20,181		21,177		23,247		24,851		26,107		1,256 

						（率） リツ		41.9%		46.1%		49.1%		46.8%		48.5%		0 

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ				2,534		2,774		3,481		12,682		(4,230)		▲16,912 

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ				(1,723)		(1,395)		(573)		(920)		(2,323)		▲1,403 

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ				(1,434)		(1,841)		(946)		(1,252)		(1,451)		▲199 

				配当金（円/株） ハイトウキン エン カブ				6.00		4.00		6.00		5.00		50.00		45 

						配当性向 ハイトウ セイコウ		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%		▲0 

				株主還元総額 カブヌシ カンゲン ソウガク														0 

						総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ				-		-		50.0		49.7		▲0 

				期末発行済み株式総数（千株） キマツ ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ センカブ				182,025		182,025		182,025		182,025		164,895		▲17,130 

				期末自己株式数（千株） キマツ ジコ カブシキ スウ センカブ				17,543		17,544		18,042		18,042		2,978		▲15,064 

				期中平均株式総数（千株） キチュウ ヘイキン カブシキ ソウスウ センカブ				164,483		164,481		164,172		163,983		162,378		▲1,605 

				ROE（自己資本当期純利益率） ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ				21.4%		9.7%		11.6%		10.2%		9.6%		▲0 

				EPS（一株当たり純利益）（円/株） ヒトカブ ア ジュンリエキ エン カブ				23.71		12.21		15.64		14.91		150.15		135 

				BPS（一株当たり純資産）（円/株） ヒトカブ ア ジュンシサン エン カブ				122.70		128.75		141.76		151.54		1,612.34		1,461 

				設備投資 セツビ トウシ				1,900		1,644		648		1,119		1,110		▲9 

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1,801		1,765		1,448		1,175		1,181		6 

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				424		358		385		447		545		98 

				従業員数（人） ジュウギョウイン スウ ニン				866		872		862		851		864		13 





財務指標

				主要な財務指標(連結／合併以後） ガッペイ イゴ																						 

				イベント										羽田Ｄ滑走路 ハネダ カッソウロ		　				リストラ実施 ジッシ				　		日本再興戦略／国土強靭化基本法 ニホン サイコウ センリャク		担い手3法／国土ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ2050 ニナ テ ホウ コクド		CGｺｰﾄﾞ		i-Construction		働き方改革 ハタラ カタ カイカク

												合併 ガッペイ		日特投資 ニットク トウシ		退職金制度改 タイショクキン セイド アラタ		民主党政権 ミンシュトウ セイケン		東日本大震災 ヒガシ ニホン ダイシンサイ				自民党政権 ジミン トウ セイケン						　

				公共事業予算(億円） コウキョウ ジギョウ ヨサン オクエン								7.4		7.1		7.0		8.7		6.2		5.5		6.8		6.1		6.2		6.6		7.6		7.0		7.0		7.0

				回次 カイ ジ								61期 キ		62期 キ		63期 キ		64期 キ		65期 キ		66期 キ		67期 キ		68期 キ		69期 キ		70期 キ		71期 キ		72期 キ		73期 キ		74期 キ

												2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド

				期首手持ち受注高 キシュ テモ ジュチュウ ダカ						百万円 ヒャクマン エン		40,065		49,327		48,925		49,732		42,423		39,865		41,277		43,297		44,643		41,563		45,917		49,419		57,770		57,770

								土木（土木工事） ドボク ドボク コウジ		百万円 ヒャクマン エン																		33,630		34,555		33,203		30,774		41,272		41,272

								地盤改良（地盤改良工事） ジバン カイリョウ ジバン カイリョウ コウジ		百万円 ヒャクマン エン																		10,598		6,493		12,104		18,082		16,305		16,305

								ブロック（その他） タ		百万円 ヒャクマン エン																		412		550		683		575		223		223

				受注高 ジュチュウ ダカ						百万円 ヒャクマン エン		75,647		72,274		72,744		60,190		54,220		52,516		60,249		73,678		67,637		68,359		70,612		71,162		86,556		86,556

								土木（土木工事） ドボク ドボク コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(37,031)		(38,246)		(42,643)		31,007		26,319		21,191		30,509		35,996		29,908		31,786		34,238		37,588		51,051		51,051

								地盤改良（地盤改良工事） ジバン カイリョウ ジバン カイリョウ コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(31,680)		(27,440)		(24,028)		23,608		23,437		27,349		24,145		31,171		32,387		32,058		31,976		30,804		32,113		32,113

								ブロック（その他） タ		百万円 ヒャクマン エン		(6,956)		(6,589)		(6,074)		5,086		4,390		4,132		5,635		6,845		5,207		4,834		4,362		2,793		3,456		3,456

				売上高 ウリア ダカ						百万円 ヒャクマン エン		67,085		72,677		71,937		67,405		56,051		51,101		58,228		72,434		70,718		64,004		67,157		62,805		67,081		67,081

								土木（土木工事） ドボク ドボク コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(37,401)		(34,129)		(39,852)		37,289		30,034		25,398		27,304		29,041		28,983		33,138		36,667		27,090		32,362		32,362

								地盤改良（地盤改良工事） ジバン カイリョウ ジバン カイリョウ コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(22,615)		(32,123)		(25,913)		24,806		21,578		21,588		26,076		36,271		36,495		26,447		25,998		32,576		31,409		31,409

								ブロック（その他） タ		百万円 ヒャクマン エン		(7,059)		(6,424)		(6,172)		5,180		4,469		4,138		5,048		7,440		5,068		4,701		4,470		3,144		3,215		3,215

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		　		(15.9%)		(16.1%)		(14.4%)		12.3%		12.6%		13.9%		13.1%		15.3%		17.1%		15.4%		17.4%		17.7%		16.1%		16.1%

								土木 ドボク				(10.8%)		(8.8%)		(7.8%)		4.8%		5.5%		6.2%		4.3%		5.0%		9.6%		10.0%		13.3%		12.9%		9.9%		9.9%

								地盤改良 ジバン カイリョウ				(15.3%)		(14.4%)		(15.8%)		13.6%		14.1%		15.3%		13.9%		16.2%		20.9%		16.6%		19.6%		19.9%		19.8%		19.8%

								ブロック				(44.3%)		(55.2%)		(50.4%)		57.6%		49.1%		51.5%		54.1%		50.0%		43.1%		42.4%		36.4%		41.3%		39.5%		39.5%

				売上総利益 ウリア ソウリエキ						百万円 ヒャクマン エン		10,643		11,672		10,336		8,279		7,037		7,124		7,611		11,089		12,075		9,846		11,675		11,123		10,808		10,808

								土木 ドボク				(10.8%)		(8.8%)		(7.8%)		4.8%		5.5%		6.2%		4.3%		1,440		2,774		3,322		4,890		3,481		3,208		3,208

								地盤改良 ジバン カイリョウ				(15.3%)		(14.4%)		(15.8%)		13.6%		14.1%		15.3%		13.9%		5,838		7,630		4,390		5,098		6,470		6,199		6,199

								ブロック				(44.3%)		(55.2%)		(50.4%)		57.6%		49.1%		51.5%		54.1%		3,719		2,185		1,996		1,628		1,298		1,270		1,270

								売上高販管費率 ウリアゲ ダカ ハンカンヒ リツ		百万円 ヒャクマン エン		13.6%		12.7%		13.0%		11.5%		12.4%		12.0%		10.4%		8.8%		10.1%		10.5%		11.7%		11.8%		10.8%		10.8%

						（のれん+勤務債務戻入除く） キンム サイム レイニュウ ノゾ				百万円 ヒャクマン エン		(9,117)		(9,230)		(9,349)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				百万円 ヒャクマン エン		12,316		15,628		15,755		7,724		6,951		6,128		6,039		6,387		7,167		6,727		7,866		7,414		7,226		7,226

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		百万円 ヒャクマン エン		1.0%		2.2%		1.4%		0.8%		0.2%		2.0%		2.7%		6.5%		6.9%		4.9%		5.7%		5.9%		5.3%		5.3%

				＜のれん償却＋勤務債務戻入除外＞ ショウキャク キンム サイム レイニュウ ジョガイ						百万円 ヒャクマン エン		＜667＞		＜1,591＞		＜986＞		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				営業利益 エイギョウ リエキ						百万円 ヒャクマン エン		(1,673)		(3,956)		(5,420)		556		86		997		1,572		4,702		4,908		3,118		3,809		3,709		3,582		3,582

								土木 ドボク		百万円 ヒャクマン エン								(638)		(383)		(73)		(294)		(135)		1,153		1,712		3,030		1,540		1,143		1,143

								地盤改良 ジバン カイリョウ		百万円 ヒャクマン エン								346		348		889		1,113		3,184		4,735		1,563		1,934		3,243		2,684		2,684

								ブロック		百万円 ヒャクマン エン								746		50		153		710		1,580		39		(26)		(149)		(174)		117		117

						（内持分法投資損益） ウチ モチブンホウ トウシ ソンエキ						(112)		(2)		(312)		(309)		(519)		(199)		(678)		(-17)		-		-		-		-		-		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ						百万円 ヒャクマン エン		(1,902)		(4,287)		(5,346)		676		404		961		1,948		4,411		5,091		2,987		3,848		3,710		3,643		3,643

						＜のれん償却費除外＞ ショウキャクヒ ジョガイ						＜1,189＞		＜1,123＞		＜12＞		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ						百万円 ヒャクマン エン		(2,468)		(5,275)		(6,394)		286		(44)		176		1,281		3,821		3,900		2,008		2,568		2,445		2,438		2,438

				現金および現金同等物の期末残高						百万円		7,191		7,765		5,138		5,197		3,969		5,654		9,702		8,990		8,374		7,912		9,868		20,376		12,369		12,369

				有利子負債残 ユウリシ フサイ ザン				借入金残高 カリイレ キン ザン ダカ		百万円 ヒャクマン エン		8,400		8,517		10,166		9,563		9,481		6,316		4,343		746		720		720		900		900		900		900

								リース債務残高 サイム ザンダカ		百万円 ヒャクマン エン						608		1,108		1,362		2,354		2,735		2,246		1,501		859		616		527		427		427

				（内のれん） ウチ								(12,811)		(6,413)

				純資産 ジュンシサン						百万円 ヒャクマン エン		25,202		19,331		12,427		12,794		12,693		12,882		14,282		16,414		20,371		21,392		23,514		25,154		26,439		26,439

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						　		22.8%		26.5%		25.4%		27.8%		28.7%		29.5%		29.9%		32.4%		41.9%		46.1%		49.1%		46.8%		48.5%		48.5%

				自己資本 ジコ シホン						百万円 ヒャクマン エン		12,310		12,832		12,329		12,685		12,575		12,759		14,146		16,248		20,181		21,177		23,247		24,851		26,107		26,107

				総資産 ソウシサン						百万円 ヒャクマン エン		67,205		55,188		48,558		45,650		43,878		43,262		47,373		50,152		48,120		45,927		47,361		53,104		53,826		53,826

				発行済み株式総数 ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ						千株 センカブ		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		164,895		164,895

				自己株式数 ジコ カブシキ スウ						千株 センカブ		17,534		17,536		17,538		17,538		17,539		17,540		17,542		17,541		17,543		17,544		18,042		18,042		2,978		2,978

				発行済み株式数（自己株式除外） ハッコウ ズ カブシキスウ ジコ カブシキ ジョガイ						千株 センカブ		164,491		164,489		164,488		164,487		164,486		164,485		164,484		164,484		164,482		164,481		163,984		163,983		161,917		161,917

				期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ						千株 センカブ		164,493		164,489		164,488		164,487		164,487		164,485		164,485		164,484		164,483		164,481		164,172		163,983		162,378		162,378

				期末株価 キマツ カブカ						円/株 エン カブ		99		92		56		58		181		157		174		189		238		126		192		189		1,442		1,442

				配当金 ハイトウキン						円/株 エン カブ		2.00		2.00		2.00										3.00		6.00		4.00		6.00		5.00		50.00		50.00

				配当性向 ハイトウ セイコウ																						12.9		25.3		32.8		38.4		33.5		33.3		33.3

				自己株式取得額 ジコ カブシキ シュトク ガク						百万円 ヒャクマン エン																								400		400		400

				総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ																								-		-		-		50.0		49.7		49.7

				ＥＰＳ（一株当たり純利益） ヒトカブ ア ジュン リエキ						円 エン		4.44		6.83		0.08		1.74		-0.27 		1.07		7.79		23.23		23.71		12.208		15.644		14.911		150.15		150.15

				ＢＰＳ（一株当たり純資産） ヒトカブ ア ジュンシサン						円 エン		74.84		78.01		74.95		77.12		76.45		77.57		86.00		98.78		122.70		128.75		141.76		151.54		1,612.34		1,612.34

				ＲＯＥ（自己資本利益率） ジコ シホン リエキ リツ						　		-145.9%		17.5%		0.1%		2.3%		-0.4%		1.4%		9.5%		25.1%		21.4%		9.7%		11.6%		10.2%		9.6%		9.3%

				ＰＥＲ（株価収益率） カブカ シュウエキ リツ						倍 バイ		-		-		-		33.36		-		146.39		22.34		8.14		10.04		10.32		12.27		12.68		9.60		9.60

				ＰＢＲ（株価純資産倍率） カブカ ジュンシサン バイリツ						倍 バイ		1.32		1.18		0.75		0.75		2.37		2.02		2.02		1.91		1.94		0.98		1.35		1.25		0.89		0.89

				営業キャッシュ・フロー エイギョウ						百万円 ヒャクマン エン		2,893		3,395		(3,538)		1,031		(902)		5,528		7,090		955		2,534		2,774		3,481		12,682		(4,230)		(4,230)

				投資キャッシュ・フロー トウシ						百万円		(239)		(2,445)		(293)		(164)		47		(154)		(282)		2,965		(1,723)		(1,395)		(573)		(920)		(2,323)		(2,323)

				財務キャッシュ・フロー ザイム						百万円		(2,749)		(360)		1,207		(804)		(369)		(3,689)		(2,767)		(4,628)		(1,434)		(1,841)		(946)		(1,252)		(1,451)		(1,451)

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						百万円		542		569		1,229		1,114		755		1,650		1,432		1,850		1,900		1,644		648		1,119		1,110		1,110

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						百万円		512		490		701		817		808		891		1,099		1,442		1,801		1,765		1,448		1,175		1,181		1,181

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						百万円		406		446		428		332		302		235		268		347		424		358		385		447		545		545

				従業員数 ジュウギョウイン スウ						人 ニン		1,119		1,095		1,003		988		883		853		841		822		866		872		862		851		864		864

				平均給与 ヘイキン キュウヨ						千円 センエン		6,690		6,636		6,912		6,423		6,338		6,291		6,123		6,582		8,565		8,156		7,261		8,194		7,798		7,798





						営業キャッシュ・フロー						2,893		3,395		(3,538)		1,031		(902)		5,528		7,090		955		2,534		2,774		3,481

								休日補正 キュウジツ ホセイ				(298)		298								(577)		(2,408)		2,985

						補正後 ホセイ ゴ						2,595		3,693		(3,538)		1,031		(902)		4,951		4,682		3,940		2,534		2,774		3,481



						投資キャッシュ・フロー						(239)		(2,445)		(293)		(164)		47		(154)		(282)		2,965		(1,723)		(1,395)		(573)

								日特建設 ニットク ケンセツ						(2,000)												4,000

								設備投資 セツビ トウシ				(400)		(638)		(554)		(419)		(272)		(250)		(430)		(1,142)		(1,744)		(1,599)		(536)



						財務キャッシュ・フロー						(2,749)		(360)		1,207		(804)		(369)		(3,689)		(2,767)		(4,628)		(1,434)		(1,841)		(946)

								借入金の増減 カリイレ キン ゾウゲン				(2,400)		100		1,649		(600)		(82)		(3,166)		(1,973)		(3,597)						180

								リース債務の返済 サイム ヘンサイ								(96)		(199)		(271)		(482)		(711)		(861)		(859)		(749)		(375)

								配当金 ハイトウ キン				(202)		(325)		(326)												(488)		(979)		(652)



								補正現預金残高 ホセイ ゲンヨキン ザンダカ				6,893		7,765		5,138		5,197		3,969		5,077		7,294		8,990		8,374		7,912		9,868

								有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ				8,400		8,517		10,774		10,671		10,843		8,670		7,078		2,992		2,221		1,579		1,516

								ネットキャッシュ残高 ザンダカ				(1,507)		(752)		(5,636)		(5,474)		(6,874)		(3,593)		216		5,998		6,153		6,332		8,352



												2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度

								売上高（土木 ウリアゲ ダカ ドボク				374		341		399		373		300		254		273		290		290		331		367

								売上高（地盤 ウリアゲ ダカ ジバン				226		321		259		248		216		216		261		363		365		264		260

								営業利益（全社 エイギョウ リエキ ゼンシャ				67		159		99		56		9		100		157		470		491		312		381

								営業キャッシュ・フロー				260		369		(354)		103		(90)		495		468		394		253		277		348		　		　		　

								ネットキャッシュ残高				(151)		(75)		(564)		(547)		(687)		(359)		22		600		615		633		835







































営業キャッシュ・フロー	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	259.5	369.3	-353.8	103.1	-90.2	495.1	468.2	393.99533248035942	253.4	277.39999999999998	348.07326467257798	ネットキャッシュ残高	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	-150.69999999999999	-75.2	-563.56638100000021	-547.37380000000007	-687.37000000000012	-359.25130000000007	21.601800000000004	599.82814459999997	615.32389324761903	633.24534870000002	835.20531090000009	売上高（土木	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	374.01	341.29	398.52	372.89	300.33999999999997	253.98	273.04000000000002	290.41000000000003	289.83	331.38	366.67476473000005	売上高（地盤	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	226.15	321.23	259.13	248.06	215.78	215.88	260.76	362.71	364.95	264.47000000000003	259.97883014399997	営業利益（全社	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011	年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	66.684200000000004	159.14690000000004	98.634558399999975	55.58	8.6134000000000004	99.7	157.19999999999999	470.23523340000003	490.8	311.8	380.9	





業績状況

								H26		H26		H27		H27		H28		H28		H29		H29		H30		H30		R01		R01

										2014年度 ネンド				2015年度 ネンド				2016年度 ネンド				2017年度 ネンド				2018年度 ネンド				2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

										2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ				2017年3月期 ネン ガツキ				2018年3月期 ネン ガツキ				2019年3月期 ネン ガツキ				2020年3月期 ネン ガツキ														2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

								2015年3月期				2016年3月期				2017年3月期				2018年3月期				2019年3月期				2020年3月期

								第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期見通し ツウキ ミトオ

				 受注高 ジュチュウ				32,853 		67,637 		38,829 		68,359 		38,644 		70,612 		37,231 		71,162 		48,137 		86,556 		35,650 		66,000 		▲12,487 										売上高		707		640		672		628		671

						 土木事業		10,500 		29,908 		19,289 		31,786 		19,406 		34,238 		19,725 		37,588 		29,617 		51,051 		17,107 		29,500 		▲12,510 										営業利益		49		31		38		37		36

						 地盤改良事業		19,644 		32,387 		16,773 		32,058 		16,521 		31,976 		16,104 		30,804 		16,606 		32,113 		16,342 		32,500 		▲264 										売上高総利益率（％） ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		17.1%		15.4%		17.4%		17.7%		16.1%

						 ブロック事業		2,608 		5,207 		2,789 		4,834 		2,654 		4,362 		1,555 		2,793 		1,858 		3,456 		2,045 		3,300 		187 										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				 売上高				31,828 		70,718 		28,373 		64,004 		31,780 		67,157 		28,132 		62,805 		31,882 		67,081 		33,361 		71,000 		1,479 

						 土木事業		13,273 		28,983 		13,943 		33,138 		19,555 		36,667 		12,354 		27,090 		13,648 		32,362 		16,807 		33,800 		3,159 

						 地盤改良事業		16,812 		36,495 		12,626 		26,447 		10,485 		25,998 		14,471 		32,576 		17,067 		31,406 		14,803 		33,500 		▲2,265 

						 ブロック事業		1,627 		5,068 		1,802 		4,701 		1,692 		4,470 		1,211 		3,144 		1,119 		3,215 		1,813 		3,500 		694 

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				5,278 		12,075 		4,086 		9,846 		4,937 		11,675 		4,839 		11,123 		5,237 		10,808 		5,718 				480 

						（率） リツ		(16.6%)		(17.1%)		(14.4%)		(15.4%)		(15.5%)		(17.4%)		(17.2%)		(17.7%)		(16.4%)		(16.1%)		(17.1%)				(0.7%)

						 土木事業		987 		2,774 		1,273 		3,322 		2,564 		4,890 		1,377 		3,481 		1,129 		3,208 		1,745 				616 

						（率） リツ		(7.4%)		(9.6%)		(9.1%)		(10.0%)		(13.1%)		(13.3%)		(11.1%)		(12.9%)		(8.3%)		(9.9%)		(10.4%)				(2.1%)

						 地盤改良事業		3,553 		7,630 		1,891 		4,390 		1,750 		5,098 		2,873 		6,470 		3,611 		6,199 		3,126 				▲484 

						（率） リツ		(21.1%)		(20.9%)		(15.0%)		(16.6%)		(16.7%)		(19.6%)		(19.9%)		(19.9%)		(21.2%)		(19.7%)		(21.1%)				(▲0.0%)

						 ブロック事業		718 		2,185 		854 		1,996 		558 		1,628 		558 		1,298 		453 		1,270 		774 				321 

						（率） リツ		(44.1%)		(43.1%)		(47.4%)		(42.5%)		(33.0%)		(36.4%)		(46.1%)		(41.3%)		(40.5%)		(39.5%)		(42.7%)				(2.2%)

				 販売費および一般管理費				3,313 		7,167 		3,172 		6,727 		3,403 		7,866 		3,270 		7,414 		3,340 		7,226 		3,386 				46 

				 営業利益				1,964 		4,908 		914 		3,118 		1,534 		3,809 		1,569 		3,709 		1,898 		3,582 		2,332 		3,750 		434 

						 土木事業		177 		1,153 		485 		1,712 		1,683 		3,030 		464 		1,540 		125 		1,143 		735 		1,050 		610 

						 地盤改良事業		2,136 		4,735 		511 		1,563 		211 		1,934 		1,313 		3,243 		1,900 		2,684 		1,370 		2,350 		▲529 

						 ブロック事業		▲ 356 		39 		▲ 146 		▲ 26 		▲ 388 		▲ 149 		▲ 185 		▲ 174 		▲ 112 		117 		208 		400 		320 

				 経常利益				2,024 		5,091 		914 		2,987 		1,503 		3,848 		1,605 		3,710 		1,954 		3,643 		2,332 		3,750 		378 

				 親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,775 		3,900 		683 		2,008 		1,114 		2,568 		1,102 		2,445 		1,342 		2,438 		1,609 		2,500 		267 











売上高	

2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	707.18	640.04	671.57	628.04962885600003	670.80916612574993	営業利益	

2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	49.08	31.18	38.090000000000003	37.093090410000002	35.81799462	売上高総利益率（％）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0.17075270786786956	0.15383413536653959	0.1738463600220379	0.17710383843806546	0.16112063276389266	#REF!	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0	0	0	0	0	











財政状況

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 総資産				50,152 		48,120 		45,927 		47,361 		53,104 		5,743 				総資産		502		481		459		474		531

				 負債				33,738 		27,749 		24,536 		23,846 		27,951 		4,105 				自己資本		162		202		212		232		249

				 純資産				16,414 		20,371 		21,392 		23,514 		25,154 		1,640 				自己資本比率（％）		32.4		41.9		46.1		49.1		46.8

				 自己資本				16,248 		20,181 		21,177 		23,247 		24,851 		1,604 

				 有利子負債				746 		720 		720 		900 		900 		0 

				 自己資本比率（％）				32.4 		41.9 		46.1 		49.1 		46.8 		▲2.3P 

				 ＲＯＡ（％）				7.6 		8.1 		4.4 		5.4 		4.6 		▲0.8P 

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		3,821		3,900		2,008		2,568		2,445





総資産	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	501.52168943999999	481.2	459.27498719000005	473.61	531.04440698999997	自己資本	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	162.47876364000001	201.81368999999998	211.77021000000002	232.47	248.50695111000002	自己資本比率（％）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	32.4	41.9	46.109676317380547	49.08	46.795888976320505	

CF

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 営業活動によるキャッシュフロー				955 		2,534 		2,774 		3,481 		12,682 		9,201 				営業活動によるキャッシュフロー		955		2,534		2,774		3,481		12,682

				 投資活動によるキャッシュフロー				2,965 		▲ 1,723 		▲ 1,395 		▲ 573 		▲ 920 		▲347 				投資活動によるキャッシュフロー		2,965		(1,723)		(1,395)		(573)		(920)

				 財務活動によるキャッシュフロー				▲ 4,628 		▲ 1,434 		▲ 1,841 		▲ 946 		▲ 1,252 		▲306 				財務活動によるキャッシュフロー		(4,628)		(1,434)		(1,841)		(946)		(1,252)

				 フリーキャッシュフロー				3,920 		811 		1,379 		2,908 		11,762 		8,854 

				 現金および現金同等物の期末残高				8,990 		8,374 		7,912 		9,868 		20,376 		10,507 







営業活動によるキャッシュフロー	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	954.95332480359411	2534	2774	3480.7326467257799	12681.9643407442	投資活動によるキャッシュフロー	2013年度	20	14年度	2015年度	2016年度	2017年度	2965.0854337830233	-1723	-1395	-572.50288674074102	-919.740019407408	財務活動によるキャッシュフロー	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	-4628.2014390476188	-1434	-1841	-946.07455103703705	-1251.8858379629601	



財務状況・CF

								H26		H26		H27		H27		H28		H28		H29		H29		H30		H30		R01		R01

										2014年度 ネンド				2015年度 ネンド				2016年度 ネンド				2017年度 ネンド				2018年度 ネンド				2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

										2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ				2017年3月期 ネン ガツキ				2018年3月期 ネン ガツキ				2019年3月期 ネン ガツキ				2020年3月期 ネン ガツキ														2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

								2015年3月期				2016年3月期				2017年3月期				2018年3月期				2019年3月期				2020年3月期

								第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期見通し ツウキ ミトオ

				 総資産				45,458 		48,120 		41,928 		45,927 		42,323 		47,361 		43,921 		53,103 		48,887 		53,826 		48,655 				723 										総資産		481		459		474		531		538

				 負債				27,586 		27,749 		21,807 		24,536 		20,484 		23,846 		20,107 		27,950 		23,548 		27,388 		21,873 				▲562 										自己資本		202		212		232		249		261

				 純資産				17,872 		20,371 		20,121 		21,392 		21,839 		23,514 		23,815 		25,154 		25,339 		26,439 		26,782 				1,285 										自己資本比率（％）		42%		46%		49%		47%		49%

				 自己資本				17,700 		20,181 		19,917 		21,177 		21,609 		23,247 		23,523 		24,851 		25,026 		26,107 		26,440 				1,256 												2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 有利子負債				2,218 		2,221 		1,733 		1,579 		1,005 		1,516 		625 		1,427 		523 		1,327 		483 				▲100 										営業活動によるキャッシュフロー		25		28		35		127		(42)

				 自己資本比率				38.9%		41.9%		47.5%		46.1%		51.1%		49.1%		53.6%		46.8%		51.2%		48.5%		54.3%				1.7%										投資活動によるキャッシュフロー		(17)		(14)		(6)		(9)		(23)

				 営業活動によるキャッシュフロー				2,091 		2,534 		462 		2,774 		4,433 		3,481 		▲ 114 		12,682 		▲ 3,932 		▲ 4,230 		▲ 2,905 				▲16,912 										財務活動によるキャッシュフロー		(14)		(18)		(9)		(13)		(15)

				 投資活動によるキャッシュフロー				▲ 892 		▲ 1,723 		▲ 488 		▲ 1,395 		▲ 311 		▲ 573 		▲ 286 		▲ 920 		▲ 1,073 		▲ 2,323 		▲ 108 				▲1,403 

				 財務活動によるキャッシュフロー				▲ 1,246 		▲ 1,434 		▲ 1,599 		▲ 1,841 		▲ 1,453 		▲ 946 		▲ 2,030 		▲ 1,252 		▲ 2,227 		▲ 1,451 		▲ 2,246 				▲199 

				 現金および現金同等物の期末残高				8,942 		8,374 		6,750 		7,912 		10,564 		9,868 		7,434 		20,376 		13,140 		12,369 		7,108 				▲8,007 



								100





























営業活動によるキャッシュフロー	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	25.34	27.74	34.807326467257802	126.819643407442	-42.3	投資活動によるキャッシュフロー	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	-17.23	-13.95	-5.7250288674074099	-9.1974001940740795	-23.23	財務活動によるキャッシュフロー	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	-14.34	-18.41	-9.460745510370371	-12.5188583796296	-14.51	







総資産	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	481.2	459.27498719000005	473.60853000000003	531.03	538.26400000000001	自己資本	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	201.81368999999998	211.77021000000002	232.46895000000001	248.50695111000002	261.06650000000002	自己資本比率（％）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0.41899999999999998	0.46109676317380499	0.49084620583163902	0.46795888976320499	0.48501571719453651	











一株あたり指標

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 一株当たり当期純利益（EPS）				23.2 		23.7 		12.2 		15.6 		14.9 		▲0.7 				一株当たり当期純利益（EPS）		23		24		12		16		15

				 一株当たり純資産（BPS）				98.8 		122.7 		128.8 		141.8 		151.5 		9.8 				一株当たり純資産（BPS）		99		123		129		142		152

				 １株当たり配当金				3 		6 		4 		6 		5 		▲1 				１株当たり配当金		3		6		4		6		5

				 配当性向（％）				12.9 		25.3 		32.8 		38.4 		33.5 		▲4.8P 				配当性向（％）		12.9		25.3		32.8		38.4		33.5



一株当たり当期純利益（EPS）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	23.23	23.71	12.21	15.64	14.91	一株当たり純資産（BPS）	20	13年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	98.78	122.7	128.75	141.76	151.54	１株当たり配当金	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	3	6	4	6	5	配当性向（％）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	12.9	25.3	32.799999999999997	38.4	33.5345405767941	



株価収益性

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 株価（決算期末）				189 		238 		126 		192 		189 		▲3 				株価（決算期末）		189		238		126		192		189

				 株価収益率（PER）				8.1 		10.0 		10.3 		12.3 		12.7 		0.4P 				株価収益率（PER）		8.1		10.0		10.3		12.3		12.7

				 株価純資産倍率（PBR）				1.9 		1.9 		1.0 		1.4 		1.2 		▲0.1P 				株価純資産倍率（PBR）		1.9		1.9		1.0		1.4		1.2





株価（決算期末）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	189	238	126	192	189	株価収益率（PER）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	8.1350234060295161	10.037288604191607	10.321006123505976	12.272741120344374	12.68964949225211	株価純資産倍率（PBR）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	1.913322511788655	1.9397445382421781	0.97863529983749831	1.3543687818953885	1.2471650249445612	



その他

								H26		H26		H27		H27		H28		H28		H29		H29		H30		H30		R01		R01

										2014年度 ネンド				2015年度 ネンド				2016年度 ネンド				2017年度 ネンド				2018年度 ネンド				2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

										2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ				2017年3月期 ネン ガツキ				2018年3月期 ネン ガツキ				2019年3月期 ネン ガツキ				2020年3月期 ネン ガツキ														2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

								2015年3月期				2016年3月期				2017年3月期				2018年3月期				2019年3月期				2020年3月期

								第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期見通し ツウキ ミトオ

				 設備投資 セツビ トウシ				1,052 		1,900 		779 		1,644 		464 		648 		245 		1,119 		518 		1,110 		700 				▲9 										設備投資 セツビ トウシ		19		16		6		11		11

				 減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				800 		1,801 		826 		1,765 		709 		1,448 		530 		1,175 		570 		1,181 		495 				6 										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		18		18		14		12		12

				 研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				214 		424 		165 		358 		182 		385 		189 		447 		241 		545 						98 												2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 期末従業員数（人） ニン				862 		866 		871 		872 		879 		862 		862 		851 		870 		864 		892 				13 										研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		4		4		4		4		5





設備投資	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	19	16.440000000000001	6.48	11.18611293	11.10034916	減価償却費	2014年度	2015年度	20	16年度	2017年度	2018年度	18.010000000000002	17.649999999999999	14.48	11.745407929999999	11.809134160000001	

研究開発費	4.24	3.58	3.85	4.4661444843629798	5.4473786695473096	



一株当たり指標・株価収益性

								H26		H27		H28		H29		H29		H30

								2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

								第2四半期 ダイ シハンキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ								2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 株価（決算期末）						2,380 		1,260 		1,920 		1,890 		1,442 		▲448 				 一株当たり当期純利益（EPS）		237		122		156		149		150

				 一株当たり配当金 ヒトカブ						60.0 		40.0 		60.0 		50.0 		50.0 		0.0 				 一株当たり純資産（BPS）		1,227		1,288		1,418		1,515		1,612

				 配当性向（％）						25.3 		32.8 		38.4 		33.5 		33.3 		▲0.2 				 一株当たり配当金		60		40		60		50		50

				 自己株式取得 ジコ カブシキ シュトク						-		-		-		400		400		0 

				 総還元性向（％） ソウ カンゲン セイコウ						-		-		-		50.0 		49.7 		▲0.3 				 配当性向（％）		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%

				 一株当たり当期純利益（EPS）				10.8 		237.1 		122.1 		156.4 		149.1 		150.2 		1.0 				 総還元性向（％）		-		-		-		50.0%		49.7%

				 一株当たり純資産（BPS）						1,227.0 		1,287.5 		1,417.6 		1,515.4 		1,612.3 		96.9 						2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 株価収益率（PER）						10.0 		10.3 		12.3 		12.7 		9.6 		▲3.1 				 株価（決算期末）		2,380		1,260		1,920		1,890		1,442

				 株価純資産倍率（PBR）						1.9 		1.0 		1.4 		1.2 		0.9 		▲0.4 				 株価収益率（PER）		10		10		12		13		10

																								 株価純資産倍率（PBR）		2		1		1		1		1



 一株当たり当期純利益（EPS）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	237.11582817356708	122.08112125138305	156.44426792456653	149.11135851574716	150.15269211623541	 一株当たり純資産（BPS）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	1226.9656921713965	1287.5072054004409	1417.6345657591366	1515.4447621199413	1612.3449514872684	 一株当たり配当金	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	60	40	60	50	50	 配当性向（％）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0.25304088918130102	0.32765098804780879	0.3835231600107617	0.3353198609260854	0.33299436257389414	









 株価（決算期末）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2380	1260	1920	1890	1442	 株価収益率（PER）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	10.037288604191607	10.321006123505976	12.272741120344374	12.675090743006029	9.6035574166311086	 株価純資産倍率（PBR）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	1.9397445382421781	0.97863529983749831	1.3543687818953885	1.247158621180027	0.89434956128331111	
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セグメント別全社業績通期予想 
（単位：億円） 
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2020年3月期 2021年3月期

通期実績 通期予想

 受注高 707 640 ▲67 

 土木事業 368 290 ▲78 

 地盤改良事業 305 310 5 

 ブロック事業 36 40 4 

 売上高 712 730 18 

 土木事業 342 370 28 

 地盤改良事業 332 320 ▲12 

 ブロック事業 37 40 3 

 売上総利益 119.6 
（率） (16.8%)

 土木事業 33.6 
（率） (9.8%)

 地盤改良事業 67.9 
（率） (20.4%)

 ブロック事業 16.6 
（率） (45.0%)

 販売費および一般管理費 74.6 
 営業利益 45.0 34.0 ▲ 11.0

 土木事業 13.0 11.0 ▲ 2.0

 地盤改良事業 32.0 18.5 ▲ 13.5

 ブロック事業 4.9 7.5 2.6

前期比

※全社計には３セグメント以外の数値及び連結調整額が含まれるため、３セグメントの合算値と全社計は一致しておりません。 

通期の業績予想につきましては、 
 
2020年8月6日に公表しました、2021年3月期連結業
績予想に変更はありません。 
 
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、土木事
業及びブロック事業への影響は軽微なものの、地盤改良
事業での海外及び国内の民間工事の一部に影響が出る
見込みです。 
 
これらの影響を加味し、 
受注高は640億円、売上高は730億円 
営業利益は34億円、 
経常利益は33億5千万円、 
親会社株主に帰属する当期純利益は22.5億円 
を見込んでおります。 


業績状況 (2)

						100		H30		R01		R01				H30		R01

																2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

																2019年3月期 ネン ガツキ		2020年3月期 ネン ガツキ

								2020年3月期		2021年3月期		前期比 ゼンキヒ				2020年3月期		2021年3月期		前期比 ゼンキヒ

								第2四半期		第2四半期 ダイ シハンキ						通期実績 ツウキ ジッセキ		通期予想 ツウキ ヨソウ

				 受注高 ジュチュウ				357 		282 		▲75 				707 		640 		▲67 

						 土木事業		171 		102 		▲69 				368 		290 		▲78 

						 地盤改良事業		163 		157 		▲6 				305 		310 		5 

						 ブロック事業		20 		28 		8 				36 		40 		4 

				 売上高				334 		309 		▲24 				712 		730 		18 

						 土木事業		168 		161 		▲7 				342 		370 		28 

						 地盤改良事業		148 		135 		▲13 				332 		320 		▲12 

						 ブロック事業		18 		14 		▲4 				37 		40 		3 

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				57.2 		52.5 		▲4.6 				119.6 

						（率） リツ		(17.1%)		(17.0%)		(▲0.2%)				(16.8%)

						 土木事業		17.5 		19.2 		1.7 				33.6 

						（率） リツ		(10.4%)		(11.9%)		(1.5%)				(9.8%)

						 地盤改良事業		31.3 		23.9 		▲7.3 				67.9 

						（率） リツ		(21.1%)		(17.7%)		(▲3.4%)				(20.4%)

						 ブロック事業		7.7 		8.6 		0.9 				16.6 

						（率） リツ		(42.7%)		(60.1%)		(17.4%)				(45.0%)

				 販売費および一般管理費				33.9 		33.2 		▲0.7 				74.6 

				 営業利益				23.3 		19.4 		▲3.9 				45.0 		34.0 		▲ 11.0

						 土木事業		7.4 		9.2 		1.9 				13.0 		11.0 		▲ 2.0

						 地盤改良事業		13.7 		6.7 		▲7.0 				32.0 		18.5 		▲ 13.5

						 ブロック事業		2.1 		3.1 		1.0 				4.9 		7.5 		2.6













業績推移

		業績推移（土木事業） ギョウセキ スイイ ドボク ジギョウ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		300		254		273		290		290		331		367		271		324



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		▲ 3.8		▲ 0.7		▲ 2.9		▲ 1.4		11.5		17.1		30.3		15.4		11.4



		業績推移（地盤事業） ギョウセキ スイイ ジバン ジギョウ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		216		216		261		363		365		264		260		326		314



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		3.5		8.9		11.1		31.8		47.4		15.6		19.3		32.4		26.8

		業績推移（ブロック環境事業） ギョウセキ スイイ カンキョウ ジギョウ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		44.7		41.4		50.5		74.4		50.7		47.0		44.7		31.4		32.1



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		0.5		1.5		7.1		15.8		0.4		▲ 0.3		▲ 1.5		▲ 1.7		1.2

		業績推移（全社）連結 ギョウセキ スイイ ゼンシャ レンケツ

		●売上高 ウリアゲ ダカ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				売上高		561		511		582		724		707		640		672		628		671		710



		●営業損益 エイギョウ ソンエキ

																								（億円） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				営業損益		0.9		10.0		15.7		47.0		49.1		31.2		38.1		37.1		35.8		34.5

																		5.7%		5.9%		5.3%		4.9%



		●自己資本・自己資本比率 ジコ シホン ジコ シホン ヒリツ

																								（億円・％） オクエン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				自己資本		126		128		141		162		202		212		232		249		261		275

				自己資本比率		28.7%		29.5%		29.9%		32.4%		41.9%		46.1%		49.1%		46.8%		48.5%		50.4%

		●配当総額・配当性向 ハイトウ ソウガク ハイトウ セイコウ

																								（億円・％） オク エン

						2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

				配当総額

FUDOTETRA: 発行済株式総数－自己株式数＋役員報酬BIP信託株式数								4.9		9.9		6.6		9.9		8.2		8.1		8.0

				配当性向 セイコウ		0.0%		0.0%		0.0%		12.9%		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%		35.5%



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	300.33999999999997	253.98	273.04000000000002	290.41000000000003	289.83	331.38	366.67476473000005	270.89822	347	323.62482497999997	







2016	2017	2018	9.8687795999999999	8.2239409000000006	8.1190010000000008	

2016	2017	2018	0.3835231600107617	0.3353198609260854	0.33299436257389414	







2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	-3.83	-0.73	-2.94	-1.35	11.53	17.12	30.30428914556574	15.397518036968268	11.426513054902957	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	215.78	215.88	260.76	362.71	364.95	264.47000000000003	259.97883014399997	325.756345748	314.09306167	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	3.48	8.89	11.13	31.84	47.35	15.63	19.340868593217035	32.431299755928265	26.841107059147554	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	44.69	41.38	50.48	74.400000000000006	50.68	47.01	44.703723579999995	31.440021590000001	32.14692737	





2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0.5	1.53	7.1	15.8	0.39	-0.26	-1.4901373525860524	-1.7373667081965334	1.	1690928659494901	







2016	2017	2018	2019	671.57	628.04962885600003	670.80916612574993	710	







2016	2017	2018	2019	38.090000000000003	37.093090410000002	35.81799462	34.5	2016	2017	2018	2019	5.6717840284705986E-2	5.9060763203642862E-2	5.3395207502703615E-2	4.8591549295774646E-2	









2016	2017	2018	232.46895000000001	248.50695111000002	261.06652508999997	

2016	2017	2018	0.49084620583163902	0.46795888976320504	0.48501560732686866	









業績状況 (決算)

								H26		H27		H28		H29		H30

								69期 キ		70期 キ		71期 キ		72期 キ		73期 キ

								2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		前期比 ゼンキ ヒ														2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ

								通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ																通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ

				 期首手持ち受注高 キシュ テモ ジュチュウ				44,643 		41,563 		45,917 		49,419 		57,770 		8,351 										 期首手持ち受注高 キシュ テモ ジュチュウ				416		459		494		578

						 土木事業		33,630 		34,555 		33,203 		30,774 		41,272 		10,498 												 土木事業		346		332		308		413

						 地盤改良事業		10,598 		6,493 		12,104 		18,082 		16,305 		▲1,777 												 地盤改良事業		65		121		181		163

						 ブロック事業		412 		550 		683 		575 		223 		▲351 												 ブロック事業		6		7		6		2

				 受注高 ジュチュウ				67,637 		68,359 		70,612 		71,162 		86,556 		15,394 										 受注高 ジュチュウ				684		706		712		866

						 土木事業		29,908 		31,786 		34,238 		37,588 		51,051 		13,464 												 土木事業		318		342		376		511

						 地盤改良事業		32,387 		32,058 		31,976 		30,804 		32,113 		1,308 												 地盤改良事業		321		320		308		321

						 ブロック事業		5,207 		4,834 		4,362 		2,793 		3,456 		663 												 ブロック事業		48		44		28		35

				 売上高				70,718 		64,004 		67,157 		62,805 		67,081 		4,276 										 売上高				640		672		628		671

						 土木事業		28,983 		33,138 		36,667 		27,090 		32,362 		5,273 												 土木事業		331		367		271		324

						 地盤改良事業		36,495 		26,447 		25,998 		32,576 		31,409 		▲1,166 												 地盤改良事業		264		260		326		314

						 ブロック事業		5,068 		4,701 		4,470 		3,144 		3,215 		71 												 ブロック事業		47		45		31		32

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				12,075 		9,846 		11,675 		11,123 		10,808 		▲315 										 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				98		117		111		108

						（率） リツ		(17.1%)		(15.4%)		(17.4%)		(17.7%)		(16.1%)		(▲1.6%)												（率） リツ		15.4%		17.4%		17.7%		16.1%

						 土木事業		2,774 		3,322 		4,890 		3,481 		3,208 		▲274 												 土木事業		33		49		35		32

						（率） リツ		(9.6%)		(10.0%)		(13.3%)		(12.9%)		(9.9%)		(▲3.0%)												（率） リツ		10.0%		13.3%		12.9%		9.9%

						 地盤改良事業		7,630 		4,390 		5,098 		6,470 		6,199 		▲271 												 地盤改良事業		44		51		65		62

						（率） リツ		(20.9%)		(16.6%)		(19.6%)		(19.9%)		(19.8%)		(▲0.1%)												（率） リツ		16.6%		19.6%		19.9%		19.7%

						 ブロック事業		2,185 		1,996 		1,628 		1,298 		1,270 		▲27 												 ブロック事業		20		16		13		13

						（率） リツ		(43.1%)		(42.4%)		(36.4%)		(41.3%)		(39.5%)		(▲1.8%)												（率） リツ		42.5%		36.4%		41.3%		39.5%

				 販売費および一般管理費				7,167 		6,727 		7,866 		7,414 		7,226 		▲188 										 販売費および一般管理費				67		79		74		72

				 営業利益				4,908 		3,118 		3,809 		3,709 		3,582 		▲128 										 営業利益				31		38		37		36

						 土木事業		1,153 		1,712 		3,030 		1,540 		1,143 		▲397 												 土木事業		17		30		15		11

						 地盤改良事業		4,735 		1,563 		1,934 		3,243 		2,684 		▲559 												 地盤改良事業		16		19		32		27

						 ブロック事業		39 		▲ 26 		▲ 149 		▲ 174 		117 		291 												 ブロック事業		▲ 0.3 		▲ 1.5 		▲ 1.7 		1.2 

				 経常利益				5,091 		2,987 		3,848 		3,710 		3,643 		▲67 

				 親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				3,900 		2,008 		2,568 		2,445 		2,438 		▲7 



								2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ		前期比 ゼンキ ヒ

								通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		通期実績 ツウキ ジッセキ

				総資産 ソウシサン				48,120		45,927		47,361		53,104		53,826		722 

						現預金 ゲンヨキン		8,374		7,912		9,868		20,376		12,369		▲8,007 

						売掛債権 ウリカケ サイケン				20,223		23,018		18,091		22,245		4,154 

						たな卸資産 オロシ シサン				453		399		475		515		41 

						固定資産 コテイ シサン				10,886		10,024		10,261		9,759		▲502 

						その他資産 タ シサン				6,454		4,052		3,902		8,939		5,036 

				負債 フサイ						24,536		23,846		27,950		27,388		▲562 

						買掛金 カイカケキン				14,548		14,021		16,465		18,000		1,535 

						前受金 マエウケキン				3,475		1,265		2,744		3,576		832 

						有利子負債（借入金+リース債務） ユウ リシ フサイ カリイレ キン サイム		2,221		1,579		1,516		1,427		1,327		▲100 

						その他負債 タ フサイ				4,934		7,044		7,314		4,485		▲2,829 

				純資産 ジュンシサン				20,371		21,392		23,514		25,154		26,439		1,285 

				自己資本 ジコ シホン				20,181		21,177		23,247		24,851		26,107		1,256 

						（率） リツ		41.9%		46.1%		49.1%		46.8%		48.5%		0 

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ				2,534		2,774		3,481		12,682		(4,230)		▲16,912 

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ				(1,723)		(1,395)		(573)		(920)		(2,323)		▲1,403 

				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ				(1,434)		(1,841)		(946)		(1,252)		(1,451)		▲199 

				配当金（円/株） ハイトウキン エン カブ				6.00		4.00		6.00		5.00		50.00		45 

						配当性向 ハイトウ セイコウ		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%		▲0 

				株主還元総額 カブヌシ カンゲン ソウガク														0 

						総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ				-		-		50.0		49.7		▲0 

				期末発行済み株式総数（千株） キマツ ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ センカブ				182,025		182,025		182,025		182,025		164,895		▲17,130 

				期末自己株式数（千株） キマツ ジコ カブシキ スウ センカブ				17,543		17,544		18,042		18,042		2,978		▲15,064 

				期中平均株式総数（千株） キチュウ ヘイキン カブシキ ソウスウ センカブ				164,483		164,481		164,172		163,983		162,378		▲1,605 

				ROE（自己資本当期純利益率） ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ				21.4%		9.7%		11.6%		10.2%		9.6%		▲0 

				EPS（一株当たり純利益）（円/株） ヒトカブ ア ジュンリエキ エン カブ				23.71		12.21		15.64		14.91		150.15		135 

				BPS（一株当たり純資産）（円/株） ヒトカブ ア ジュンシサン エン カブ				122.70		128.75		141.76		151.54		1,612.34		1,461 

				設備投資 セツビ トウシ				1,900		1,644		648		1,119		1,110		▲9 

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				1,801		1,765		1,448		1,175		1,181		6 

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				424		358		385		447		545		98 

				従業員数（人） ジュウギョウイン スウ ニン				866		872		862		851		864		13 





財務指標

				主要な財務指標(連結／合併以後） ガッペイ イゴ																						 

				イベント										羽田Ｄ滑走路 ハネダ カッソウロ		　				リストラ実施 ジッシ				　		日本再興戦略／国土強靭化基本法 ニホン サイコウ センリャク		担い手3法／国土ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ2050 ニナ テ ホウ コクド		CGｺｰﾄﾞ		i-Construction		働き方改革 ハタラ カタ カイカク

												合併 ガッペイ		日特投資 ニットク トウシ		退職金制度改 タイショクキン セイド アラタ		民主党政権 ミンシュトウ セイケン		東日本大震災 ヒガシ ニホン ダイシンサイ				自民党政権 ジミン トウ セイケン						　

				公共事業予算(億円） コウキョウ ジギョウ ヨサン オクエン								7.4		7.1		7.0		8.7		6.2		5.5		6.8		6.1		6.2		6.6		7.6		7.0		7.0		7.0

				回次 カイ ジ								61期 キ		62期 キ		63期 キ		64期 キ		65期 キ		66期 キ		67期 キ		68期 キ		69期 キ		70期 キ		71期 キ		72期 キ		73期 キ		74期 キ

												2006年度 ネンド		2007年度 ネンド		2008年度 ネンド		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド

				期首手持ち受注高 キシュ テモ ジュチュウ ダカ						百万円 ヒャクマン エン		40,065		49,327		48,925		49,732		42,423		39,865		41,277		43,297		44,643		41,563		45,917		49,419		57,770		57,770

								土木（土木工事） ドボク ドボク コウジ		百万円 ヒャクマン エン																		33,630		34,555		33,203		30,774		41,272		41,272

								地盤改良（地盤改良工事） ジバン カイリョウ ジバン カイリョウ コウジ		百万円 ヒャクマン エン																		10,598		6,493		12,104		18,082		16,305		16,305

								ブロック（その他） タ		百万円 ヒャクマン エン																		412		550		683		575		223		223

				受注高 ジュチュウ ダカ						百万円 ヒャクマン エン		75,647		72,274		72,744		60,190		54,220		52,516		60,249		73,678		67,637		68,359		70,612		71,162		86,556		86,556

								土木（土木工事） ドボク ドボク コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(37,031)		(38,246)		(42,643)		31,007		26,319		21,191		30,509		35,996		29,908		31,786		34,238		37,588		51,051		51,051

								地盤改良（地盤改良工事） ジバン カイリョウ ジバン カイリョウ コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(31,680)		(27,440)		(24,028)		23,608		23,437		27,349		24,145		31,171		32,387		32,058		31,976		30,804		32,113		32,113

								ブロック（その他） タ		百万円 ヒャクマン エン		(6,956)		(6,589)		(6,074)		5,086		4,390		4,132		5,635		6,845		5,207		4,834		4,362		2,793		3,456		3,456

				売上高 ウリア ダカ						百万円 ヒャクマン エン		67,085		72,677		71,937		67,405		56,051		51,101		58,228		72,434		70,718		64,004		67,157		62,805		67,081		67,081

								土木（土木工事） ドボク ドボク コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(37,401)		(34,129)		(39,852)		37,289		30,034		25,398		27,304		29,041		28,983		33,138		36,667		27,090		32,362		32,362

								地盤改良（地盤改良工事） ジバン カイリョウ ジバン カイリョウ コウジ		百万円 ヒャクマン エン		(22,615)		(32,123)		(25,913)		24,806		21,578		21,588		26,076		36,271		36,495		26,447		25,998		32,576		31,409		31,409

								ブロック（その他） タ		百万円 ヒャクマン エン		(7,059)		(6,424)		(6,172)		5,180		4,469		4,138		5,048		7,440		5,068		4,701		4,470		3,144		3,215		3,215

								売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		　		(15.9%)		(16.1%)		(14.4%)		12.3%		12.6%		13.9%		13.1%		15.3%		17.1%		15.4%		17.4%		17.7%		16.1%		16.1%

								土木 ドボク				(10.8%)		(8.8%)		(7.8%)		4.8%		5.5%		6.2%		4.3%		5.0%		9.6%		10.0%		13.3%		12.9%		9.9%		9.9%

								地盤改良 ジバン カイリョウ				(15.3%)		(14.4%)		(15.8%)		13.6%		14.1%		15.3%		13.9%		16.2%		20.9%		16.6%		19.6%		19.9%		19.8%		19.8%

								ブロック				(44.3%)		(55.2%)		(50.4%)		57.6%		49.1%		51.5%		54.1%		50.0%		43.1%		42.4%		36.4%		41.3%		39.5%		39.5%

				売上総利益 ウリア ソウリエキ						百万円 ヒャクマン エン		10,643		11,672		10,336		8,279		7,037		7,124		7,611		11,089		12,075		9,846		11,675		11,123		10,808		10,808

								土木 ドボク				(10.8%)		(8.8%)		(7.8%)		4.8%		5.5%		6.2%		4.3%		1,440		2,774		3,322		4,890		3,481		3,208		3,208

								地盤改良 ジバン カイリョウ				(15.3%)		(14.4%)		(15.8%)		13.6%		14.1%		15.3%		13.9%		5,838		7,630		4,390		5,098		6,470		6,199		6,199

								ブロック				(44.3%)		(55.2%)		(50.4%)		57.6%		49.1%		51.5%		54.1%		3,719		2,185		1,996		1,628		1,298		1,270		1,270

								売上高販管費率 ウリアゲ ダカ ハンカンヒ リツ		百万円 ヒャクマン エン		13.6%		12.7%		13.0%		11.5%		12.4%		12.0%		10.4%		8.8%		10.1%		10.5%		11.7%		11.8%		10.8%		10.8%

						（のれん+勤務債務戻入除く） キンム サイム レイニュウ ノゾ				百万円 ヒャクマン エン		(9,117)		(9,230)		(9,349)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

						販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				百万円 ヒャクマン エン		12,316		15,628		15,755		7,724		6,951		6,128		6,039		6,387		7,167		6,727		7,866		7,414		7,226		7,226

								売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		百万円 ヒャクマン エン		1.0%		2.2%		1.4%		0.8%		0.2%		2.0%		2.7%		6.5%		6.9%		4.9%		5.7%		5.9%		5.3%		5.3%

				＜のれん償却＋勤務債務戻入除外＞ ショウキャク キンム サイム レイニュウ ジョガイ						百万円 ヒャクマン エン		＜667＞		＜1,591＞		＜986＞		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				営業利益 エイギョウ リエキ						百万円 ヒャクマン エン		(1,673)		(3,956)		(5,420)		556		86		997		1,572		4,702		4,908		3,118		3,809		3,709		3,582		3,582

								土木 ドボク		百万円 ヒャクマン エン								(638)		(383)		(73)		(294)		(135)		1,153		1,712		3,030		1,540		1,143		1,143

								地盤改良 ジバン カイリョウ		百万円 ヒャクマン エン								346		348		889		1,113		3,184		4,735		1,563		1,934		3,243		2,684		2,684

								ブロック		百万円 ヒャクマン エン								746		50		153		710		1,580		39		(26)		(149)		(174)		117		117

						（内持分法投資損益） ウチ モチブンホウ トウシ ソンエキ						(112)		(2)		(312)		(309)		(519)		(199)		(678)		(-17)		-		-		-		-		-		-

				経常利益 ケイジョウ リエキ						百万円 ヒャクマン エン		(1,902)		(4,287)		(5,346)		676		404		961		1,948		4,411		5,091		2,987		3,848		3,710		3,643		3,643

						＜のれん償却費除外＞ ショウキャクヒ ジョガイ						＜1,189＞		＜1,123＞		＜12＞		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				当期純利益 トウキ ジュン リエキ						百万円 ヒャクマン エン		(2,468)		(5,275)		(6,394)		286		(44)		176		1,281		3,821		3,900		2,008		2,568		2,445		2,438		2,438

				現金および現金同等物の期末残高						百万円		7,191		7,765		5,138		5,197		3,969		5,654		9,702		8,990		8,374		7,912		9,868		20,376		12,369		12,369

				有利子負債残 ユウリシ フサイ ザン				借入金残高 カリイレ キン ザン ダカ		百万円 ヒャクマン エン		8,400		8,517		10,166		9,563		9,481		6,316		4,343		746		720		720		900		900		900		900

								リース債務残高 サイム ザンダカ		百万円 ヒャクマン エン						608		1,108		1,362		2,354		2,735		2,246		1,501		859		616		527		427		427

				（内のれん） ウチ								(12,811)		(6,413)

				純資産 ジュンシサン						百万円 ヒャクマン エン		25,202		19,331		12,427		12,794		12,693		12,882		14,282		16,414		20,371		21,392		23,514		25,154		26,439		26,439

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						　		22.8%		26.5%		25.4%		27.8%		28.7%		29.5%		29.9%		32.4%		41.9%		46.1%		49.1%		46.8%		48.5%		48.5%

				自己資本 ジコ シホン						百万円 ヒャクマン エン		12,310		12,832		12,329		12,685		12,575		12,759		14,146		16,248		20,181		21,177		23,247		24,851		26,107		26,107

				総資産 ソウシサン						百万円 ヒャクマン エン		67,205		55,188		48,558		45,650		43,878		43,262		47,373		50,152		48,120		45,927		47,361		53,104		53,826		53,826

				発行済み株式総数 ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ						千株 センカブ		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		182,025		164,895		164,895

				自己株式数 ジコ カブシキ スウ						千株 センカブ		17,534		17,536		17,538		17,538		17,539		17,540		17,542		17,541		17,543		17,544		18,042		18,042		2,978		2,978

				発行済み株式数（自己株式除外） ハッコウ ズ カブシキスウ ジコ カブシキ ジョガイ						千株 センカブ		164,491		164,489		164,488		164,487		164,486		164,485		164,484		164,484		164,482		164,481		163,984		163,983		161,917		161,917

				期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ						千株 センカブ		164,493		164,489		164,488		164,487		164,487		164,485		164,485		164,484		164,483		164,481		164,172		163,983		162,378		162,378

				期末株価 キマツ カブカ						円/株 エン カブ		99		92		56		58		181		157		174		189		238		126		192		189		1,442		1,442

				配当金 ハイトウキン						円/株 エン カブ		2.00		2.00		2.00										3.00		6.00		4.00		6.00		5.00		50.00		50.00

				配当性向 ハイトウ セイコウ																						12.9		25.3		32.8		38.4		33.5		33.3		33.3

				自己株式取得額 ジコ カブシキ シュトク ガク						百万円 ヒャクマン エン																								400		400		400

				総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ																								-		-		-		50.0		49.7		49.7

				ＥＰＳ（一株当たり純利益） ヒトカブ ア ジュン リエキ						円 エン		4.44		6.83		0.08		1.74		-0.27 		1.07		7.79		23.23		23.71		12.208		15.644		14.911		150.15		150.15

				ＢＰＳ（一株当たり純資産） ヒトカブ ア ジュンシサン						円 エン		74.84		78.01		74.95		77.12		76.45		77.57		86.00		98.78		122.70		128.75		141.76		151.54		1,612.34		1,612.34

				ＲＯＥ（自己資本利益率） ジコ シホン リエキ リツ						　		-145.9%		17.5%		0.1%		2.3%		-0.4%		1.4%		9.5%		25.1%		21.4%		9.7%		11.6%		10.2%		9.6%		9.3%

				ＰＥＲ（株価収益率） カブカ シュウエキ リツ						倍 バイ		-		-		-		33.36		-		146.39		22.34		8.14		10.04		10.32		12.27		12.68		9.60		9.60

				ＰＢＲ（株価純資産倍率） カブカ ジュンシサン バイリツ						倍 バイ		1.32		1.18		0.75		0.75		2.37		2.02		2.02		1.91		1.94		0.98		1.35		1.25		0.89		0.89

				営業キャッシュ・フロー エイギョウ						百万円 ヒャクマン エン		2,893		3,395		(3,538)		1,031		(902)		5,528		7,090		955		2,534		2,774		3,481		12,682		(4,230)		(4,230)

				投資キャッシュ・フロー トウシ						百万円		(239)		(2,445)		(293)		(164)		47		(154)		(282)		2,965		(1,723)		(1,395)		(573)		(920)		(2,323)		(2,323)

				財務キャッシュ・フロー ザイム						百万円		(2,749)		(360)		1,207		(804)		(369)		(3,689)		(2,767)		(4,628)		(1,434)		(1,841)		(946)		(1,252)		(1,451)		(1,451)

				設備投資額 セツビ トウシ ガク						百万円		542		569		1,229		1,114		755		1,650		1,432		1,850		1,900		1,644		648		1,119		1,110		1,110

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ						百万円		512		490		701		817		808		891		1,099		1,442		1,801		1,765		1,448		1,175		1,181		1,181

				研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ						百万円		406		446		428		332		302		235		268		347		424		358		385		447		545		545

				従業員数 ジュウギョウイン スウ						人 ニン		1,119		1,095		1,003		988		883		853		841		822		866		872		862		851		864		864

				平均給与 ヘイキン キュウヨ						千円 センエン		6,690		6,636		6,912		6,423		6,338		6,291		6,123		6,582		8,565		8,156		7,261		8,194		7,798		7,798





						営業キャッシュ・フロー						2,893		3,395		(3,538)		1,031		(902)		5,528		7,090		955		2,534		2,774		3,481

								休日補正 キュウジツ ホセイ				(298)		298								(577)		(2,408)		2,985

						補正後 ホセイ ゴ						2,595		3,693		(3,538)		1,031		(902)		4,951		4,682		3,940		2,534		2,774		3,481



						投資キャッシュ・フロー						(239)		(2,445)		(293)		(164)		47		(154)		(282)		2,965		(1,723)		(1,395)		(573)

								日特建設 ニットク ケンセツ						(2,000)												4,000

								設備投資 セツビ トウシ				(400)		(638)		(554)		(419)		(272)		(250)		(430)		(1,142)		(1,744)		(1,599)		(536)



						財務キャッシュ・フロー						(2,749)		(360)		1,207		(804)		(369)		(3,689)		(2,767)		(4,628)		(1,434)		(1,841)		(946)

								借入金の増減 カリイレ キン ゾウゲン				(2,400)		100		1,649		(600)		(82)		(3,166)		(1,973)		(3,597)						180

								リース債務の返済 サイム ヘンサイ								(96)		(199)		(271)		(482)		(711)		(861)		(859)		(749)		(375)

								配当金 ハイトウ キン				(202)		(325)		(326)												(488)		(979)		(652)



								補正現預金残高 ホセイ ゲンヨキン ザンダカ				6,893		7,765		5,138		5,197		3,969		5,077		7,294		8,990		8,374		7,912		9,868

								有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ				8,400		8,517		10,774		10,671		10,843		8,670		7,078		2,992		2,221		1,579		1,516

								ネットキャッシュ残高 ザンダカ				(1,507)		(752)		(5,636)		(5,474)		(6,874)		(3,593)		216		5,998		6,153		6,332		8,352



												2006年度		2007年度		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度

								売上高（土木 ウリアゲ ダカ ドボク				374		341		399		373		300		254		273		290		290		331		367

								売上高（地盤 ウリアゲ ダカ ジバン				226		321		259		248		216		216		261		363		365		264		260

								営業利益（全社 エイギョウ リエキ ゼンシャ				67		159		99		56		9		100		157		470		491		312		381

								営業キャッシュ・フロー				260		369		(354)		103		(90)		495		468		394		253		277		348		　		　		　

								ネットキャッシュ残高				(151)		(75)		(564)		(547)		(687)		(359)		22		600		615		633		835







































営業キャッシュ・フロー	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	259.5	369.3	-353.8	103.1	-90.2	495.1	468.2	393.99533248035942	253.4	277.39999999999998	348.07326467257798	ネットキャッシュ残高	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	-150.69999999999999	-75.2	-563.56638100000021	-547.37380000000007	-687.37000000000012	-359.25130000000007	21.601800000000004	599.82814459999997	615.32389324761903	633.24534870000002	835.20531090000009	売上高（土木	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	374.01	341.29	398.52	372.89	300.33999999999997	253.98	273.04000000000002	290.41000000000003	289.83	331.38	366.67476473000005	売上高（地盤	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	226.15	321.23	259.13	248.06	215.78	215.88	260.76	362.71	364.95	264.47000000000003	259.97883014399997	営業利益（全社	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011	年度	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	66.684200000000004	159.14690000000004	98.634558399999975	55.58	8.6134000000000004	99.7	157.19999999999999	470.23523340000003	490.8	311.8	380.9	





業績状況

								H26		H26		H27		H27		H28		H28		H29		H29		H30		H30		R01		R01

										2014年度 ネンド				2015年度 ネンド				2016年度 ネンド				2017年度 ネンド				2018年度 ネンド				2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

										2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ				2017年3月期 ネン ガツキ				2018年3月期 ネン ガツキ				2019年3月期 ネン ガツキ				2020年3月期 ネン ガツキ														2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

								2015年3月期				2016年3月期				2017年3月期				2018年3月期				2019年3月期				2020年3月期

								第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期見通し ツウキ ミトオ

				 受注高 ジュチュウ				32,853 		67,637 		38,829 		68,359 		38,644 		70,612 		37,231 		71,162 		48,137 		86,556 		35,650 		66,000 		▲12,487 										売上高		707		640		672		628		671

						 土木事業		10,500 		29,908 		19,289 		31,786 		19,406 		34,238 		19,725 		37,588 		29,617 		51,051 		17,107 		29,500 		▲12,510 										営業利益		49		31		38		37		36

						 地盤改良事業		19,644 		32,387 		16,773 		32,058 		16,521 		31,976 		16,104 		30,804 		16,606 		32,113 		16,342 		32,500 		▲264 										売上高総利益率（％） ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		17.1%		15.4%		17.4%		17.7%		16.1%

						 ブロック事業		2,608 		5,207 		2,789 		4,834 		2,654 		4,362 		1,555 		2,793 		1,858 		3,456 		2,045 		3,300 		187 										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				 売上高				31,828 		70,718 		28,373 		64,004 		31,780 		67,157 		28,132 		62,805 		31,882 		67,081 		33,361 		71,000 		1,479 

						 土木事業		13,273 		28,983 		13,943 		33,138 		19,555 		36,667 		12,354 		27,090 		13,648 		32,362 		16,807 		33,800 		3,159 

						 地盤改良事業		16,812 		36,495 		12,626 		26,447 		10,485 		25,998 		14,471 		32,576 		17,067 		31,406 		14,803 		33,500 		▲2,265 

						 ブロック事業		1,627 		5,068 		1,802 		4,701 		1,692 		4,470 		1,211 		3,144 		1,119 		3,215 		1,813 		3,500 		694 

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				5,278 		12,075 		4,086 		9,846 		4,937 		11,675 		4,839 		11,123 		5,237 		10,808 		5,718 				480 

						（率） リツ		(16.6%)		(17.1%)		(14.4%)		(15.4%)		(15.5%)		(17.4%)		(17.2%)		(17.7%)		(16.4%)		(16.1%)		(17.1%)				(0.7%)

						 土木事業		987 		2,774 		1,273 		3,322 		2,564 		4,890 		1,377 		3,481 		1,129 		3,208 		1,745 				616 

						（率） リツ		(7.4%)		(9.6%)		(9.1%)		(10.0%)		(13.1%)		(13.3%)		(11.1%)		(12.9%)		(8.3%)		(9.9%)		(10.4%)				(2.1%)

						 地盤改良事業		3,553 		7,630 		1,891 		4,390 		1,750 		5,098 		2,873 		6,470 		3,611 		6,199 		3,126 				▲484 

						（率） リツ		(21.1%)		(20.9%)		(15.0%)		(16.6%)		(16.7%)		(19.6%)		(19.9%)		(19.9%)		(21.2%)		(19.7%)		(21.1%)				(▲0.0%)

						 ブロック事業		718 		2,185 		854 		1,996 		558 		1,628 		558 		1,298 		453 		1,270 		774 				321 

						（率） リツ		(44.1%)		(43.1%)		(47.4%)		(42.5%)		(33.0%)		(36.4%)		(46.1%)		(41.3%)		(40.5%)		(39.5%)		(42.7%)				(2.2%)

				 販売費および一般管理費				3,313 		7,167 		3,172 		6,727 		3,403 		7,866 		3,270 		7,414 		3,340 		7,226 		3,386 				46 

				 営業利益				1,964 		4,908 		914 		3,118 		1,534 		3,809 		1,569 		3,709 		1,898 		3,582 		2,332 		3,750 		434 

						 土木事業		177 		1,153 		485 		1,712 		1,683 		3,030 		464 		1,540 		125 		1,143 		735 		1,050 		610 

						 地盤改良事業		2,136 		4,735 		511 		1,563 		211 		1,934 		1,313 		3,243 		1,900 		2,684 		1,370 		2,350 		▲529 

						 ブロック事業		▲ 356 		39 		▲ 146 		▲ 26 		▲ 388 		▲ 149 		▲ 185 		▲ 174 		▲ 112 		117 		208 		400 		320 

				 経常利益				2,024 		5,091 		914 		2,987 		1,503 		3,848 		1,605 		3,710 		1,954 		3,643 		2,332 		3,750 		378 

				 親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,775 		3,900 		683 		2,008 		1,114 		2,568 		1,102 		2,445 		1,342 		2,438 		1,609 		2,500 		267 











売上高	

2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	707.18	640.04	671.57	628.04962885600003	670.80916612574993	営業利益	

2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	49.08	31.18	38.090000000000003	37.093090410000002	35.81799462	売上高総利益率（％）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0.17075270786786956	0.15383413536653959	0.1738463600220379	0.17710383843806546	0.16112063276389266	#REF!	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0	0	0	0	0	











財政状況

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 総資産				50,152 		48,120 		45,927 		47,361 		53,104 		5,743 				総資産		502		481		459		474		531

				 負債				33,738 		27,749 		24,536 		23,846 		27,951 		4,105 				自己資本		162		202		212		232		249

				 純資産				16,414 		20,371 		21,392 		23,514 		25,154 		1,640 				自己資本比率（％）		32.4		41.9		46.1		49.1		46.8

				 自己資本				16,248 		20,181 		21,177 		23,247 		24,851 		1,604 

				 有利子負債				746 		720 		720 		900 		900 		0 

				 自己資本比率（％）				32.4 		41.9 		46.1 		49.1 		46.8 		▲2.3P 

				 ＲＯＡ（％）				7.6 		8.1 		4.4 		5.4 		4.6 		▲0.8P 

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		3,821		3,900		2,008		2,568		2,445





総資産	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	501.52168943999999	481.2	459.27498719000005	473.61	531.04440698999997	自己資本	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	162.47876364000001	201.81368999999998	211.77021000000002	232.47	248.50695111000002	自己資本比率（％）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	32.4	41.9	46.109676317380547	49.08	46.795888976320505	

CF

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 営業活動によるキャッシュフロー				955 		2,534 		2,774 		3,481 		12,682 		9,201 				営業活動によるキャッシュフロー		955		2,534		2,774		3,481		12,682

				 投資活動によるキャッシュフロー				2,965 		▲ 1,723 		▲ 1,395 		▲ 573 		▲ 920 		▲347 				投資活動によるキャッシュフロー		2,965		(1,723)		(1,395)		(573)		(920)

				 財務活動によるキャッシュフロー				▲ 4,628 		▲ 1,434 		▲ 1,841 		▲ 946 		▲ 1,252 		▲306 				財務活動によるキャッシュフロー		(4,628)		(1,434)		(1,841)		(946)		(1,252)

				 フリーキャッシュフロー				3,920 		811 		1,379 		2,908 		11,762 		8,854 

				 現金および現金同等物の期末残高				8,990 		8,374 		7,912 		9,868 		20,376 		10,507 







営業活動によるキャッシュフロー	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	954.95332480359411	2534	2774	3480.7326467257799	12681.9643407442	投資活動によるキャッシュフロー	2013年度	20	14年度	2015年度	2016年度	2017年度	2965.0854337830233	-1723	-1395	-572.50288674074102	-919.740019407408	財務活動によるキャッシュフロー	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	-4628.2014390476188	-1434	-1841	-946.07455103703705	-1251.8858379629601	



財務状況・CF

								H26		H26		H27		H27		H28		H28		H29		H29		H30		H30		R01		R01

										2014年度 ネンド				2015年度 ネンド				2016年度 ネンド				2017年度 ネンド				2018年度 ネンド				2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

										2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ				2017年3月期 ネン ガツキ				2018年3月期 ネン ガツキ				2019年3月期 ネン ガツキ				2020年3月期 ネン ガツキ														2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

								2015年3月期				2016年3月期				2017年3月期				2018年3月期				2019年3月期				2020年3月期

								第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期見通し ツウキ ミトオ

				 総資産				45,458 		48,120 		41,928 		45,927 		42,323 		47,361 		43,921 		53,103 		48,887 		53,826 		48,655 				723 										総資産		481		459		474		531		538

				 負債				27,586 		27,749 		21,807 		24,536 		20,484 		23,846 		20,107 		27,950 		23,548 		27,388 		21,873 				▲562 										自己資本		202		212		232		249		261

				 純資産				17,872 		20,371 		20,121 		21,392 		21,839 		23,514 		23,815 		25,154 		25,339 		26,439 		26,782 				1,285 										自己資本比率（％）		42%		46%		49%		47%		49%

				 自己資本				17,700 		20,181 		19,917 		21,177 		21,609 		23,247 		23,523 		24,851 		25,026 		26,107 		26,440 				1,256 												2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 有利子負債				2,218 		2,221 		1,733 		1,579 		1,005 		1,516 		625 		1,427 		523 		1,327 		483 				▲100 										営業活動によるキャッシュフロー		25		28		35		127		(42)

				 自己資本比率				38.9%		41.9%		47.5%		46.1%		51.1%		49.1%		53.6%		46.8%		51.2%		48.5%		54.3%				1.7%										投資活動によるキャッシュフロー		(17)		(14)		(6)		(9)		(23)

				 営業活動によるキャッシュフロー				2,091 		2,534 		462 		2,774 		4,433 		3,481 		▲ 114 		12,682 		▲ 3,932 		▲ 4,230 		▲ 2,905 				▲16,912 										財務活動によるキャッシュフロー		(14)		(18)		(9)		(13)		(15)

				 投資活動によるキャッシュフロー				▲ 892 		▲ 1,723 		▲ 488 		▲ 1,395 		▲ 311 		▲ 573 		▲ 286 		▲ 920 		▲ 1,073 		▲ 2,323 		▲ 108 				▲1,403 

				 財務活動によるキャッシュフロー				▲ 1,246 		▲ 1,434 		▲ 1,599 		▲ 1,841 		▲ 1,453 		▲ 946 		▲ 2,030 		▲ 1,252 		▲ 2,227 		▲ 1,451 		▲ 2,246 				▲199 

				 現金および現金同等物の期末残高				8,942 		8,374 		6,750 		7,912 		10,564 		9,868 		7,434 		20,376 		13,140 		12,369 		7,108 				▲8,007 



								100





























営業活動によるキャッシュフロー	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	25.34	27.74	34.807326467257802	126.819643407442	-42.3	投資活動によるキャッシュフロー	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	-17.23	-13.95	-5.7250288674074099	-9.1974001940740795	-23.23	財務活動によるキャッシュフロー	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	-14.34	-18.41	-9.460745510370371	-12.5188583796296	-14.51	







総資産	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	481.2	459.27498719000005	473.60853000000003	531.03	538.26400000000001	自己資本	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	201.81368999999998	211.77021000000002	232.46895000000001	248.50695111000002	261.06650000000002	自己資本比率（％）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0.41899999999999998	0.46109676317380499	0.49084620583163902	0.46795888976320499	0.48501571719453651	











一株あたり指標

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 一株当たり当期純利益（EPS）				23.2 		23.7 		12.2 		15.6 		14.9 		▲0.7 				一株当たり当期純利益（EPS）		23		24		12		16		15

				 一株当たり純資産（BPS）				98.8 		122.7 		128.8 		141.8 		151.5 		9.8 				一株当たり純資産（BPS）		99		123		129		142		152

				 １株当たり配当金				3 		6 		4 		6 		5 		▲1 				１株当たり配当金		3		6		4		6		5

				 配当性向（％）				12.9 		25.3 		32.8 		38.4 		33.5 		▲4.8P 				配当性向（％）		12.9		25.3		32.8		38.4		33.5



一株当たり当期純利益（EPS）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	23.23	23.71	12.21	15.64	14.91	一株当たり純資産（BPS）	20	13年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	98.78	122.7	128.75	141.76	151.54	１株当たり配当金	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	3	6	4	6	5	配当性向（％）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	12.9	25.3	32.799999999999997	38.4	33.5345405767941	



株価収益性

								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		対2016
増減 タイ ゾウゲン

								H26.3月期		H27.3月期		H28.3月期		H29.3月期		H30.3月期								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド

				 株価（決算期末）				189 		238 		126 		192 		189 		▲3 				株価（決算期末）		189		238		126		192		189

				 株価収益率（PER）				8.1 		10.0 		10.3 		12.3 		12.7 		0.4P 				株価収益率（PER）		8.1		10.0		10.3		12.3		12.7

				 株価純資産倍率（PBR）				1.9 		1.9 		1.0 		1.4 		1.2 		▲0.1P 				株価純資産倍率（PBR）		1.9		1.9		1.0		1.4		1.2





株価（決算期末）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	189	238	126	192	189	株価収益率（PER）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	8.1350234060295161	10.037288604191607	10.321006123505976	12.272741120344374	12.68964949225211	株価純資産倍率（PBR）	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	1.913322511788655	1.9397445382421781	0.97863529983749831	1.3543687818953885	1.2471650249445612	



その他

								H26		H26		H27		H27		H28		H28		H29		H29		H30		H30		R01		R01

										2014年度 ネンド				2015年度 ネンド				2016年度 ネンド				2017年度 ネンド				2018年度 ネンド				2019年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

										2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ				2017年3月期 ネン ガツキ				2018年3月期 ネン ガツキ				2019年3月期 ネン ガツキ				2020年3月期 ネン ガツキ														2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

								2015年3月期				2016年3月期				2017年3月期				2018年3月期				2019年3月期				2020年3月期

								第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期実績 ツウキ ジッセキ		第2四半期 ダイ シハンキ		通期見通し ツウキ ミトオ

				 設備投資 セツビ トウシ				1,052 		1,900 		779 		1,644 		464 		648 		245 		1,119 		518 		1,110 		700 				▲9 										設備投資 セツビ トウシ		19		16		6		11		11

				 減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				800 		1,801 		826 		1,765 		709 		1,448 		530 		1,175 		570 		1,181 		495 				6 										減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		18		18		14		12		12

				 研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ				214 		424 		165 		358 		182 		385 		189 		447 		241 		545 						98 												2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 期末従業員数（人） ニン				862 		866 		871 		872 		879 		862 		862 		851 		870 		864 		892 				13 										研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		4		4		4		4		5





設備投資	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	19	16.440000000000001	6.48	11.18611293	11.10034916	減価償却費	2014年度	2015年度	20	16年度	2017年度	2018年度	18.010000000000002	17.649999999999999	14.48	11.745407929999999	11.809134160000001	

研究開発費	4.24	3.58	3.85	4.4661444843629798	5.4473786695473096	



一株当たり指標・株価収益性

								H26		H27		H28		H29		H29		H30

								2014年度 ネンド		2014年度 ネンド		2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		前年度比 ゼンネンド ヒ

								第2四半期 ダイ シハンキ		2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		2017年3月期 ネン ガツキ		2018年3月期 ネン ガツキ		2019年3月期 ネン ガツキ								2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 株価（決算期末）						2,380 		1,260 		1,920 		1,890 		1,442 		▲448 				 一株当たり当期純利益（EPS）		237		122		156		149		150

				 一株当たり配当金 ヒトカブ						60.0 		40.0 		60.0 		50.0 		50.0 		0.0 				 一株当たり純資産（BPS）		1,227		1,288		1,418		1,515		1,612

				 配当性向（％）						25.3 		32.8 		38.4 		33.5 		33.3 		▲0.2 				 一株当たり配当金		60		40		60		50		50

				 自己株式取得 ジコ カブシキ シュトク						-		-		-		400		400		0 

				 総還元性向（％） ソウ カンゲン セイコウ						-		-		-		50.0 		49.7 		▲0.3 				 配当性向（％）		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%

				 一株当たり当期純利益（EPS）				10.8 		237.1 		122.1 		156.4 		149.1 		150.2 		1.0 				 総還元性向（％）		-		-		-		50.0%		49.7%

				 一株当たり純資産（BPS）						1,227.0 		1,287.5 		1,417.6 		1,515.4 		1,612.3 		96.9 						2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度

				 株価収益率（PER）						10.0 		10.3 		12.3 		12.7 		9.6 		▲3.1 				 株価（決算期末）		2,380		1,260		1,920		1,890		1,442

				 株価純資産倍率（PBR）						1.9 		1.0 		1.4 		1.2 		0.9 		▲0.4 				 株価収益率（PER）		10		10		12		13		10

																								 株価純資産倍率（PBR）		2		1		1		1		1



 一株当たり当期純利益（EPS）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	237.11582817356708	122.08112125138305	156.44426792456653	149.11135851574716	150.15269211623541	 一株当たり純資産（BPS）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	1226.9656921713965	1287.5072054004409	1417.6345657591366	1515.4447621199413	1612.3449514872684	 一株当たり配当金	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	60	40	60	50	50	 配当性向（％）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	0.25304088918130102	0.32765098804780879	0.3835231600107617	0.3353198609260854	0.33299436257389414	









 株価（決算期末）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2380	1260	1920	1890	1442	 株価収益率（PER）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	10.037288604191607	10.321006123505976	12.272741120344374	12.675090743006029	9.6035574166311086	 株価純資産倍率（PBR）	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	1.9397445382421781	0.97863529983749831	1.3543687818953885	1.247158621180027	0.89434956128331111	
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工事名称 事業主体 施工場所
国道４５号　千徳地区道路工事 国土交通省東北地方整備局 岩手県宮古市

(仮称)ハロウインターナショナルスクール安比新築工事 株式会社岩手ホテルアンドリゾート
(発注者:鹿島建設株式会社)

岩手県八幡平市

第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備） 東京都品川区 東京都品川区

姉崎火力発電所発電設備建設土建工事 株式会社JERA　(発注者:鹿島建設株式会社) 千葉県市原市

広域河川堀川改修工事（Ｒ１五条橋その３） 名古屋市緑政土木局 愛知県名古屋市

宇治系送水管路更新・耐震化工事（宇治市街地第３工区） 京都府 京都府宇治市

平成３１年度名瀬港（立神地区）防波堤（沖）災害復旧築造工事（第２次） 国土交通省九州地方整備局 鹿児島県奄美市

主な完成工事と受注工事 
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◆ 主な完成工事 

◆ 主な受注工事 
工事名称 事業主体 施工場所
道央圏連絡道路江別市南6線改良工事 北海道開発局(発注者:岩倉建設株式会社) 北海道江別市

仙台空港B滑走路地盤改良外工事 国土交通省東北地方整備局 宮城県名取市

双葉駅西側第一地区基盤整備(その1)工事 独立行政法人都市再生機構
(発注者:田中・青木あすなろ復旧・復興建設工事共同企業体)

福島県双葉郡双葉町

新本牧ふ頭建設工事（その１５・外周護岸Ｂ－２地盤改良工） 横浜市港湾局 神奈川県横浜市

広域河川扇川・大高川改修工事（Ｒ２大高） 名古屋市緑政土木局 愛知県名古屋市

あま市新市庁舎整備工事 あま市(発注者:株式会社奥村組) 愛知県あま市

松浦・松浦発電所前間36k330m付近西九州道松浦４号橋下部工新設他 松浦鉄道株式会社 長崎県松浦市

令和２年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（大山崎）築造外１件工事 国土交通省九州地方整備局 鹿児島県指宿市


Sheet1

		工事名称 コウジ メイショウ		事業主体 ジギョウ シュタイ		施工場所 セコウ バショ

		国道４５号　千徳地区道路工事		国土交通省東北地方整備局 コクド コウツウショウ トウホク チホウ セイビ キョク		岩手県宮古市

		(仮称)ハロウインターナショナルスクール安比新築工事		株式会社岩手ホテルアンドリゾート
(発注者:鹿島建設株式会社) カブシキガイシャ イワテ ハッチュウシャ		岩手県八幡平市

		第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備） ダイニ トゴシ カンセン セイビ コウジ ゲスイドウ ホンカン タテコウ セイビ		東京都品川区 トウキョウト シナガワ ク		東京都品川区

		姉崎火力発電所発電設備建設土建工事		株式会社JERA　(発注者:鹿島建設株式会社) カブシキガイシャ ハッチュウシャ		千葉県市原市

		広域河川堀川改修工事（Ｒ１五条橋その３） コウイキ カセン ホリ ガワ カイシュウ コウジ ゴジョウ バシ		名古屋市緑政土木局 ナゴヤシ リョクセイ ドボク キョク		愛知県名古屋市 アイチケン ナゴヤシ

		宇治系送水管路更新・耐震化工事（宇治市街地第３工区） ウジ ケイ ソウスイカン ロ コウシン タイシンカ コウジ ウジ シガイチ ダイ コウク		京都府 キョウトフ		京都府宇治市 キョウトフ ウジ シ

		平成３１年度名瀬港（立神地区）防波堤（沖）災害復旧築造工事（第２次） ヘイセイ ネンド ナゼ コウ タテ ジン チク ボウハテイ オキ サイガイ フッキュウ チクゾウ コウジ ダイ ジ		国土交通省九州地方整備局		鹿児島県奄美市 カゴシマケン アマミ シ






Sheet1

		工事名称 コウジ メイショウ		事業主体 ジギョウ シュタイ		施工場所 セコウ バショ

		道央圏連絡道路江別市南6線改良工事 ドウオウ ケン レンラク ドウロ エベツシ ミナミ セン カイリョウ コウジ		北海道開発局(発注者:岩倉建設株式会社) ホッカイドウ カイハツキョク ハッチュウシャ		北海道江別市 ホッカイドウ エベツ シ

		仙台空港B滑走路地盤改良外工事 センダイ クウコウ カッソウロ ジバン カイリョウ ソト コウジ		国土交通省東北地方整備局 コクド コウツウショウ トウホク チホウ セイビ キョク		宮城県名取市 ミヤギケン ナトリシ

		双葉駅西側第一地区基盤整備(その1)工事 フタバ エキ ニシガワ ダイイチ チク キバン セイビ コウジ		独立行政法人都市再生機構
(発注者:田中・青木あすなろ復旧・復興建設工事共同企業体) ドクリツ ギョウセイ ホウジン トシ サイセイ キコウ ハッチュウシャ		福島県双葉郡双葉町 フクシマケン フタバグン フタバ マチ

		新本牧ふ頭建設工事（その１５・外周護岸Ｂ－２地盤改良工） シン ホンモク トウ ケンセツ コウジ ガイシュウ ゴガン ジバン カイリョウ コウ		横浜市港湾局 ヨコハマシ コウワン キョク		神奈川県横浜市 カナガワケン ヨコハマ シ

		広域河川扇川・大高川改修工事（Ｒ２大高） コウイキ カセン オウギ ガワ オオタカ ガワ カイシュウ コウジ オオタカ		名古屋市緑政土木局 ナゴヤシ リョクセイ ドボク キョク		愛知県名古屋市 アイチケン ナゴヤ シ

		あま市新市庁舎整備工事 シ シンシチョウシャ セイビ コウジ		あま市(発注者:株式会社奥村組) シ ハッチュウシャ		愛知県あま市 アイチケン シ

		松浦・松浦発電所前間36k330m付近西九州道松浦４号橋下部工新設他 マツウラ マツウラハツデンショマエ カン フキン ニシ キュウシュウ ドウ マツウラ ゴウ ハシ カブコウ シンセツ ホカ		松浦鉄道株式会社 マツウラ テツドウ カブシキガイシャ		長崎県松浦市

		令和２年度指宿港海岸（湯の浜地区）突堤（大山崎）築造外１件工事 レイワ ネンド イブスキ コウ カイガン ユ ハマ チク トッテイ ダイ ヤマサキ チクゾウ ガイ ケン コウジ		国土交通省九州地方整備局		鹿児島県指宿市 カゴシマケン イブスキ シ
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技術開発 ICT施工の取組み  
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大型地盤改良機で初めての自動打設システム「GeoPilotⓇ-AutoPile」 
大型地盤改良機で初めてとなる自動打設システム「GeoPilotⓇ-AutoPile」（ジオパイロット・オートパイル）を開発し、
2020年6月にプレスリリースしました。今回対応したのは深層混合処理工法のCI-CMC工法であり、対応工法は順次拡大
する予定です。撹拌軸の貫入・引抜速度、セメントスラリーの吐出量などが適切な値になるように、施工機を自動で制御しま
す。少子高齢化が進む中、将来の担い手確保と生産性の向上を目指して、ICTを活用した技術開発を行っています。 
特徴 

① 操作の簡素化施工中にオペレータが行っていた15種類に及ぶ操作が、4回の画面タッチだけになります。 
② 習熟期間の短縮3年程度かかっていたオペレータの習熟期間を約3分の1に短縮できます。 
③ 確実な品質の提供施工誤差やオペレータの熟練度による品質の差異が少なくなります。 
④ 安全性の向上各種センサーにより施工機の状態を監視し続け、注意喚起や適切な制御を行います。 
※ GeoPilotⓇは当社の自動化技術のシリーズ名です。 



災害復旧工事例 
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台風被害の応急復旧に使命感を持って貢献 
昨年10月に台風19号の高波等により被災した中日本高速道路（株）管轄、西湘パーキングエリア（下）の破損した既
設構造物の撤去や消波ブロック等の災害復旧にあたり、要請に応じて迅速に対応し「西湘バイパス沿岸漁業に多大なる貢
献をされた」と感謝状をいただきました。また台風21号がもたらした大雨により被災した東日本高速道路（株）管轄、常磐
自動車道の法面１箇所、首都圏中央連絡自動車道の法面２箇所を、夜間の緊急要請にも対応して応急復旧させるとと
もに、首都圏高速道路網の復旧に貢献することができました。この災害応急復旧対応に「社会的使命である安全で安心な
高速道路空間の提供に大きく貢献するものである」と感謝状を授与していただきました。 

◇谷和原管内のり面災害応急復旧工事 
  事業主体：東日本高速道路株式会社     施工場所：茨城県つくば市、つくばみらい市、牛久市、稲敷市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇西湘バイパス 西湘PA（下）災害応急復旧作業 
  事業主体：中日本高速道路株式会社    施工場所：神奈川県小田原市 

首都圏中央連絡自動車道での被災状況 復旧工事完了後 



事業領域の拡大 
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戸建て住宅や小規模～中規模の建築構造物基礎の地盤改良工事を得意とする愛知ベース工業グループとの株式譲渡契
約締結により、持株会社として愛知ベース工業株式会社の株式を保有する株式会社ABホールディングスならびに株式会社
BASE・ECO、日本土質試験センター株式会社（以下、「愛知ベース工業グループ」といいます。）の株式を100％取得し、
グループ化しました。 
愛知ベース工業グループの中核となる愛知ベース工業は、愛知県岡崎市に本社を置き、2000年の会社設立以来、愛知県
を中心として主に戸建住宅基礎の地盤改良工事を手掛けています。  
 これにより、当社地盤改良事業は、戸建住宅や中小規模の建築構造物基礎における地盤改良市場へ参入し、事業領域
の拡大を目指します。 

愛知ベース工業Gを子会社化 

建築市場 大規模地盤改良 中規模地盤改良 小規模地盤改良 戸建地盤改良

想定工事規模(1件あたり) 2000万円以上 400～2000万円 100～400万円 100万円以下 

主な対象構造物
大型物流施設
大型オフィスビル
学校・病院・庁舎　など

マンション
老人ホーム、幼稚園
小型工場　など

アパート(2～3階)
コンビニ
小型倉庫　など

戸建住宅　(30～40坪）
付帯設備　など

推定市場規模 300～400憶円 500～600憶円

現在の主力事業領域

将来の事業領域

500～800憶円

建築基礎の地盤改良市場における両社の事業領域の関係

狭間の市場不動テトラの建築市場 愛知ベース工業の市場

不動テトラの建築市場 愛知ベース工業の市場

この領域を取り込むことが課題

営業協力・技術指導



ブロック環境事業について 

取締役常務執行役員ブロック環境事業本部長 中西勉 
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事業の柱 

ブロック環境事業：消波ブロック型枠賃貸事業 

※地盤改良、消波ブロックに関してはシェアナンバー１の実績を誇ります。 

不動テトラの３事業 
土木事業：一般土木工事業 

地盤事業：地盤改良工事の専門工事業 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブロック環境事業概要 
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「テトラポッド」に代表される消波根固ブロックを中心に 
型枠賃貸や環境景観商品の販売を行うとともに、 
水際線におけるさまざまな技術・設計サービスや、 

景観と生態系を守る製品の開発・販売を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

型枠賃貸 環境景観商品販売 



事業フィールド（ブロック製品等の使用例） 

21 
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1.型枠賃貸事業：消波根固ブロックの型枠リース 

2.環境景観商品販売事業：各種資機材販売等 

ブロック環境事業（商流） 

事業主体 
（国･自治体等） 

請負業者 
（ゼネコン） 

設計会社 
（コンサルタント） 資機材メーカー 

型枠 
機材センター 

型枠デリバリー 

営業･設計相談 

工事発注 型枠 
管理委託 

営業･施工支援 
保管･整備･運搬等 

型枠賃貸 
資材販売 

営業･設計相談 

仕
入
れ 

共
同
開
発 

設
計
発
注 



ブロック環境事業売上構成（2019年度実績） 
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●メインの型枠賃貸は、公共比率が高く、港湾･空港市場に強みがあります。 
●テトラポッドが主力商品ですが、次世代型ブロックも徐々に売上を伸ばしています。 

官民
別

予算
別

ブロック
別

他

2,069百万円

型枠賃貸
2,069

環境景観商品販売
1,214

連結
㈱三柱
392

3,675百万円

港湾･空港 漁港 河川・海岸 他

公共事業 民
間

分解



FUDOTETRA ブロックの歴史 
テトラポッドで培った技術と信頼をベースに幅広いニーズに対応 

24 

●河川上流の山間部から、河川中流、下流、そして海に至る領域において、様々なニーズに対応した製品をラインナップしています。 
●テトラポッドで培った信頼と実績をもとに、経済性や安定性に優れた次世代型ブロックも開発し、実績を増やしています。 

自社開発 

自社開発 

自社開発 

自社開発 

自社開発 自社開発 
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型枠賃貸事業について 

①型枠賃貸料：ブロック製作1個当り賃貸料 × 製作個数（≠貸与期間） 
  ex. 20t型テトラポッド100個製作 … 33,510円／個 ×100個 ＝3,351,000円（定価） 

②型枠賃貸期間：2～3ケ月程度（型枠貸与数＝ブロック製作個数の1割を標準） 

  ex.ブロック100個製作⇒10組貸与 … 1組の型枠で10個製作完了で貸与期間は終了。   

③ブロック製作箇所：工場ではなく、使用（設置）箇所の近隣ヤード 
   ブロック輸送上の問題やコストの関係から、使用箇所近隣に型枠を持ち込み、ブロックを製作。   

搬入 型枠組立 コンクリート打設 



競合他社商品一覧（赤枠：当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ商品） 

日本消波根固ブロック協会 会員数は15社（2020.03現在） 

26 
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ブロック（型枠賃貸）市場とシェア 

2019年度データ 自社調べ 

■型枠賃貸市場推移（指数） 2010年度＝1.0 

●ブロック（型枠）賃貸市場は、東北震災復興に伴い、
2013年度がピークでした。 
●震災需要が一巡し、縮小傾向にあった市場は、 
 国土強靭化政策や相次ぐ激甚災害需要により 
 足元では緩やかな復調傾向となっています。 

約
60
% 

港湾･空港 海岸･河川、漁港等 

事業予算別シェア推計 

約
30
% 

■不動テトラ（連結）シェア 

現在の推定市場規模 
60～80億円 

約35-
40% 

●当社（連結）のシェアは、約35-40％と業界首位 
●得意市場の「港湾」：圧倒的な実績を有する 
 テトラポッドや高波浪用ブロック等でシェアを堅持します。 
●「海岸･河川等」市場：価格競争力の高い、 
  新型ブロックを中心に、シェアアップ目指します。 

不動テトラ 

競合他社 



事業拡大に向けた取組 ／老朽化対策（嵩上） 
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〇テトラポッドを中心とした当社ブロックは高度経済成長期の急激なインフラ整備に伴い、 
 1970年代から1990年代にかけ全国で大量に使用されてきました。 
〇今後、供用開始から半世紀以上経過する施設も増加傾向にあり、施設機能維持・強化を 
 目的とした一定量の老朽化対策（嵩上）需要が期待できます。 

■現在までに使用された当社ブロックの総トン数（単位：千トン） 

施設老朽化 
参考： 

 →     →    →  → →  供用から50年経過 

■他ブロック 
■テトラポッド 



事業拡大に向けた取組 ／予防保全・機能回復 
ICT技術を活用したブロック維持管理手法の開発 

29 

施工 

点群データ 
既設断面図 

ブロック数量 
目標据付位置 
設計断面図 

工事情報 
据付位置情報 

出来形情報 

設計 

調査 検査 
維持管理 

3次元 
モデル 

対空標識位置（標定点）
カメラアングル

●消波工の調査・設計・施工・維持管理への3次元データの活用方法を研究、測量データからブロックの3Ｄモデルを再現する手法を開発しています。 
●ドローン等のＩＣＴ技術活用と3Ｄモデルの再現手法を組み合わせることで、消波工の維持管理の更なる高度化・効率化が期待できます。 



事業拡大に向けた取組 ／津波対策 
東日本大震災の教訓を踏まえた巨大地震津波対策 
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●東北震災の教訓を基に、ブロックを用いた津波対策工法の研究・開発を実施してきました。 
●ハード対策：構造物の「粘り強い化」で津波被害の減少や、避難時間の確保が期待できます。 

本工法（粘り強い構造） 

混成防波堤 

港外側 

港内側 ペルメックス 

腹付石 

港湾･漁港：防波堤 海岸・河川：防潮堤・護岸 



事業拡大に向けた取組 ／自然災害への対応 
激甚化・頻発化・広域化する自然災害への対応 
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●自然災害が頻発する中、防災・減災、国土強靱化に向けた対策が推進されています。 
●ブロック技術は、施設の復旧のみならず、機能強化にも貢献します。 

激甚化する自然災害 

2019：台風19号 

2018：台風21号 

防災機能強化対策事業により南側護岸には
20t型、東側護岸には12t型テトラネオが大量
に採用され、現在施工中となっています。 

護岸災害復旧工事により、4t型テトラポッドが
大量採用され、現在施工中となっています。 

2019年の台風15号により東京湾に面してい
る金沢臨海部産業団地は、護岸が高波で崩
壊し海水が流入。福浦・幸浦地区では約400
社に浸水被害にありました。 

事例①：関西国際空港 事例②：横浜市金沢区福浦・幸浦地区 

2018年の台風21号により関空1期島内で高
潮位の高波により広範囲、大規模な越波・浸
水が発生、空港機能が長期間停止しました。 

朝日新聞DIGITAL 



事業拡大に向けた取組 ／環境共生 
ブルーカーボンに資する消波根固ブロック 

32 

●ブルーカーボンは、海洋生態系に蓄積される炭素であり、主に植物による炭素固定が対象となります。 
●消波根固ブロックは海藻類の藻場となり、炭素固定への貢献が期待できます。 

 藻類の生長に必要なリン、珪素、鉄等をガラス化した素材で、
中に含んだ成分を水中でイオンの状態で溶出します。 
 イオンカルチャーを使用することで、早期の藻場造成、効率的な
付着珪藻の増殖など藻類の生長が促進されます。 

■イオンカルチャー（藻場造成促進：イオン溶出ガラス材）  ■ブロックに着生した藻類 



事業拡大に向けた取組 ／洋上風力発電 
洋上風力発電 着底式構造物への洗堀防止対策工 

33 

●近年、洋上風力発電の実用化に向けた動きが活発化しています。 
●袋型根固資材（フィルターユニットS型）を主体に、着底式構造物への洗堀防止対策工への適用を目指します。 

■当社 総合技術研究所での水理実験状況 

■国内洋上風力発電施設 

袋型根固め資材 
フィルターユニットS型 

■洋上風力発電施設（イメージ図） 



事業拡大に向けた取組 ／海外展開 
海外展開 

34 

●ODA（政府開発援助）案件：アフリカで2件の受注 
●韓国提携企業への次世代型ブロックのライセンス（実施許諾）付与 

●トーゴ_ロメ漁港 2017~2018年 
 テトラネオ 6t型 約3,300個他 

●マダガスカル_トアマシナ港 
 2019年~ 施工中 
 ドロス 50t型 約3,100個他 

トーゴ共和国

ロメ漁港

マダガスカル共和国 
トアマシナ港 

●ODA（政府開発援助）案件：アフリカで2件の受注   ●韓国提携企業（NEOTECH社）と新型ブロック3種の 
    ライセンス契約を締結（2012年）しています。 
  ●現在までに韓国内で14箇所の施工実績を有します。 

西歸浦（SeoGwipo）港  ドロスⅡ 100t型 

良浦（YangPo）港 
  テトラネオ 50t型 他 

九市浦港（GuSiPo）港 
  テトラネオ 12t型 



総合技術研究所 
土木・地盤・ブロック環境の3事業の研究開発を担う総合技術研究所 
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●海や河川において波浪や流れに曝される構造物（主に消波ブロックや被覆ブロック）の水理安定性や水理機能に関する研究開発を行っています。 
●断面水槽は4本あり、不規則波造波装置が備え付けられ高精度な実験が可能です。 

津波に関する研究 

大型断面水槽 

研究棟 

中型断面水槽 
小型断面水槽 

多目的試験フィールド 

材料化学
実験棟 

第一大型断面水槽 

第二大型断面水槽 

構造実験施設 

第3実験棟 



ブロック環境事業コンセプト 
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自然と調和しながら 
港湾・漁港・海岸・河川の施設や海浜を護り、 

国土強靭化に貢献します 



お問い合わせ先 
株式会社不動テトラ 
管理本部 CSR推進部 松渕隆利 
TEL：03-5644-8575 
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（注意事項） 

本資料に記載されている戦略や計画、数値目標等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する
一定の前提に基づいておりますが、経営環境の変化等によって変動する可能性がありますことをご承知おきください。 



Memo 
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