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中期経営計画の進捗状況
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◆ 中期経営計画（2021～2023年度）の概要

○基本方針

①持続的な成長に向けた戦略的投資及び事業領域拡大を促進する
②経営理念を基盤としたESG（環境・社会・ガバナンス）経営の実践により社会に貢献する企業グループを目指す
③資本コストを意識した経営を実践する

○数値目標（連結ベース）

中期経営計画
（2021～2023年度） 2021年度の目標 2021年度の成果

業績目標 3ヵ年での営業利益
120億円以上

営業利益
38億円

営業利益
33億円

資本効率目標 自己資本当期純利益率（ROE）
8.0%以上

自己資本当期純利益率（ROE）
8.0%以上

自己資本当期純利益率（ROE）
7.0%

株主還元目標 配当性向
40%程度

配当性向
40.0%程度

配当性向
44.4%予定



指標 中期経営計画 実績 計画

2021年度 2022年度 2023年度 2021年度 2022年度

期首手持ち受注高 700 640 587 700 671

受注高 690 724 776 639 760

売上高 750 777 809 668 790

営業利益 38 39 43 33.0 39.4

（率） 5.1% 5.1% 5.3% 4.9% 5.0%

当期純利益 24 26 28 20.6 25.6

ROE 8.0%以上 7.0% 8.3%

当社グループの業績につきましては、
期首手持ち受注高は700億27百万円（前期比8.8％減）と高水準な状況が続いたものの、
受注高が639億円（前期比2.5％減）と減少したことに加えて、工事の着工遅れ・中断等があり
売上高は668億円（前期比7.6％減）と減収となりました。
これにより営業利益は32億97百万円（前期比27.0％減）、
親会社株主に帰属する当期純利益は20億63百万円（前期比31.0％減）それぞれ減益となりました。

全社業績（連結）
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（単位：億円）



全社業績（連結）
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全社業績（連結）
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全社業績（連結）
◆ キャッシュ・フロー（億円）
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全社業績（連結）
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◆ 株主還元の状況

予定

予定

予定

予定

2021年度
還元
目標 配当性向25％以上 配当性向40%程度総還元性向50%程度



セグメント別業績
（単位：億円）

（土木事業）
受注高は、国内での競争激化もあり279億円（前期比
8.6％減）と減少し、売上高は、受注の減少に加え工事の
進捗遅れにより、321億円（前期比9.9％減）と減収とな
りました。営業利益は、減収や工事の利益率低下により、
10億円（前期比55.8％減）と減益となりました。

（地盤改良事業）
受注高は、325億円（前期比3.3％増）と増加したもの
の、売上高は、工事の着工遅れ等により、316億円（前期
比3.6％減）と減収となりました。営業利益は、減収に加え、
個別工事の利益率は変わらぬものの、保有の船舶・機械の
減価償却費の増加等もあり、19億円（前期比19.5％
減）と減益となりました。

（ブロック事業）
受注高は、主力の型枠賃貸が災害復旧需要の一巡により、
35億円（前期比20.4％減）となり、売上高は、37億円
（前期比15.2％減）と減収になりました。営業利益は、
減収や固定費の増加により、5億30百万円（前期比
46.4％減）と減益となりました。
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2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

100 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績

 期首手持ち受注高 494 578 772 768 700 
 土木事業 308 413 600 625 573 
 地盤改良事業 181 163 170 143 130 
 ブロック事業 5.7 2.2 4.6 4.0 4.0 

 受注高 712 866 707 656 639 
 土木事業 376 511 367 305 279 
 地盤改良事業 308 321 305 314 325 
 ブロック事業 28 35 36 44 35 

 売上高 628 671 712 723 668 
 土木事業 271 324 342 356 321 
 地盤改良事業 326 314 332 328 316 
 ブロック事業 31 32 37 44 37 

 売上総利益 111 108 120 125 110 
（率） (17.7%) (16.1%) (16.8%) (17.3%) (16.4%)

 土木事業 35 32 34 43 32 
（率） (12.9%) (9.9%) (9.8%) (12.1%) (10.1%)

 地盤改良事業 65 62 68 62 58 
（率） (19.9%) (19.8%) (20.4%) (19.0%) (18.2%)

 ブロック事業 13 13 17 22 18 
（率） (41.3%) (39.5%) (45.0%) (50.4%) (49.8%)

 販売費および一般管理費 74 72 75 80 77 
 営業利益 37 36 45 45 33 

 土木事業 15 11 13 22 10 
 地盤改良事業 32 27 32 23 19 
 ブロック事業 ▲ 1.7 1.2 4.9 9.9 5.3 

※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		H30		R01

																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

																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

								2019年3月期		2020年3月期		前期比 ゼンキヒ				2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期		前期比 ゼンキヒ

								第2四半期 ダイ シハンキ		第2四半期 ダイ シハンキ						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

				 受注高 ジュチュウ				481 		357 		▲ 125 				712 		866 		707 		▲ 158 

						 土木事業		296 		171 		▲ 125 				376 		511 		368 		▲ 143 

						 地盤改良事業		166 		163 		▲ 3 				308 		321 		305 		▲ 16 

						 ブロック事業		19 		20 		2 				28 		35 		36 		2 

				 売上高				319 		334 		15 				628 		671 		712 		41 

						 土木事業		136 		168 		32 				271 		324 		342 		19 

						 地盤改良事業		171 		148 		▲ 23 				326 		314 		332 		18 

						 ブロック事業		11 		18 		7 				31 		32 		37 		5 

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				52.4 		57.2 		4.8 				111.2 		108.1 		119.6 		11.5 

						（率） リツ		(16.4%)		(17.1%)		(0.7%)				(17.7%)		(16.1%)		(16.8%)		(0.7%)

						 土木事業		11.3 		17.5 		6.2 				34.8 		32.1 		33.6 		1.5 

						（率） リツ		(8.3%)		(10.4%)		(2.1%)				(12.8%)		(9.9%)		(9.8%)		(▲0.1%)

						 地盤改良事業		36.1 		31.3 		▲ 4.8 				64.7 		62.0 		67.9 		5.9 

						（率） リツ		(21.2%)		(21.1%)		(▲0.0%)				(19.9%)		(19.7%)		(20.4%)		(0.7%)

						 ブロック事業		4.5 		7.7 		3.2 				13.0 		12.7 		16.6 		3.9 

						（率） リツ		(40.5%)		(42.7%)		(2.2%)				(41.3%)		(39.5%)		(45.0%)		(5.5%)

				 販売費および一般管理費				33.4 		33.9 		0.5 				74.1 		72.3 		74.6 		2.3 

				 営業利益				19.0 		23.3 		4.3 				37.1 		35.8 		45.0 		9.2 

						 土木事業		1.3 		7.4 		6.1 				15.4 		11.4 		13.0 		1.6 

						 地盤改良事業		19.0 		13.7 		▲ 5.3 				32.4 		26.8 		32.0 		5.2 

						 ブロック事業		▲ 1.1 		2.1 		3.2 				▲ 1.7 		1.2 		4.9 		3.8 













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	300.339	99999999997	253.98	273.04000000000002	290.41000000000003	289.83	331.38	366.67476473000005	270.89822347	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	3.4	8	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		R1		R2		R3

								69期 キ		70期 キ		71期 キ		72期 キ		73期 キ		74期 キ		75期 キ		76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		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022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		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ

						100		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		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 		494 		578 		772 		768 		700 		▲68 										 期首手持ち受注高 キシュ テモ ジュチュウ				416		459		5		6		8		8		7

						 土木事業		33,630 		34,555 		33,203 		308 		413 		600 		625 		573 		▲51 												 土木事業		346		332		3		4		6		6		6

						 地盤改良事業		10,598 		6,493 		12,104 		181 		163 		170 		143 		130 		▲13 												 地盤改良事業		65		121		2		2		2		1		1

						 ブロック事業		412 		550 		683 		5.7 		2.2 		4.6 		4.0 		4.0 		▲0 												 ブロック事業		6		7		0		0		0		0		0

				 受注高 ジュチュウ				67,637 		68,359 		70,612 		712 		866 		707 		656 		639 		▲17 										 受注高 ジュチュウ				684		706		7		9		7		7		6

						 土木事業		29,908 		31,786 		34,238 		376 		511 		367 		305 		279 		▲26 												 土木事業		318		342		4		5		4		3		3

						 地盤改良事業		32,387 		32,058 		31,976 		308 		321 		305 		314 		325 		10 												 地盤改良事業		321		320		3		3		3		3		3

						 ブロック事業		5,207 		4,834 		4,362 		28 		35 		36 		44 		35 		▲9 												 ブロック事業		48		44		0		0		0		0		0

				 売上高				70,718 		64,004 		67,157 		628 		671 		712 		723 		668 		▲55 										 売上高				640		672		6		7		7		7		7

						 土木事業		28,983 		33,138 		36,667 		271 		324 		342 		356 		321 		▲35 												 土木事業		331		367		3		3		3		4		3

						 地盤改良事業		36,495 		26,447 		25,998 		326 		314 		332 		328 		316 		▲12 												 地盤改良事業		264		260		3		3		3		3		3

						 ブロック事業		5,068 		4,701 		4,470 		31 		32 		37 		44 		37 		▲7 												 ブロック事業		47		45		0		0		0		0		0

				 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				12,075 		9,846 		11,675 		111 		108 		120 		125 		110 		▲15 										 売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				98		117		1		1		1		1		1

						（率） リツ		(17.1%)		(15.4%)		(17.4%)		(17.7%)		(16.1%)		(16.8%)		(17.3%)		(16.4%)		(▲0.9%)												（率） リツ		(15.4%)		(17.4%)		(17.7%)		(16.1%)		(16.8%)		(17.3%)		(16.4%)

						 土木事業		2,774 		3,322 		4,890 		35 		32 		34 		43 		32 		▲11 												 土木事業		33		49		0		0		0		0		0

						（率） リツ		(9.6%)		(10.0%)		(13.3%)		(12.9%)		(9.9%)		(9.8%)		(12.1%)		(10.1%)		(▲2.1%)												（率） リツ		(10.0%)		(13.3%)		(12.9%)		(9.9%)		(9.8%)		(12.1%)		(10.1%)

						 地盤改良事業		7,630 		4,390 		5,098 		65 		62 		68 		62 		58 		▲4 												 地盤改良事業		44		51		1		1		1		1		1

						（率） リツ		(20.9%)		(16.6%)		(19.6%)		(19.9%)		(19.8%)		(20.4%)		(19.0%)		(18.2%)		(▲0.7%)												（率） リツ		(16.6%)		(19.6%)		(19.9%)		(19.7%)		(20.4%)		(19.0%)		(18.2%)

						 ブロック事業		2,185 		1,996 		1,628 		13 		13 		17 		22 		18 		▲4 												 ブロック事業		20		16		0		0		0		0		0

						（率） リツ		(43.1%)		(42.4%)		(36.4%)		(41.3%)		(39.5%)		(45.0%)		(50.4%)		(49.8%)		(▲0.6%)												（率） リツ		(42.5%)		(36.4%)		(41.3%)		(39.5%)		(45.0%)		(50.4%)		(49.8%)

				 販売費および一般管理費				7,167 		6,727 		7,866 		74 		72 		75 		80 		77 		▲3 										 販売費および一般管理費				67		79		1		1		1		1		1

				 営業利益				4,908 		3,118 		3,809 		37 		36 		45 		45 		33 		▲12 										 営業利益				31		38		0		0		0		0		0

						 土木事業		1,153 		1,712 		3,030 		15 		11 		13 		22 		10 		▲12 												 土木事業		17		30		0		0		0		0		0

						 地盤改良事業		4,735 		1,563 		1,934 		32 		27 		32 		23 		19 		▲5 												 地盤改良事業		16		19		0		0		0		0		0

						 ブロック事業		39 		▲ 26 		▲ 149 		▲ 1.7 		1.2 		4.9 		9.9 		5.3 		▲5 												 ブロック事業		▲ 0.3 		▲ 1.5 		▲ 0.0 		0.0 		0.0 		0.1 		0.1 

				 経常利益				5,091 		2,987 		3,848 		3,710 		3,643 		4,409 		4,718 		3,381 		▲1,337 

				 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 		2,777 		2,990 		2,063 		▲927 



								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		2021年3月期		2022年3月期		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		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		52,932		54,082		51,927		▲2,155 

						現預金 ゲンヨキン		8,374		7,912		9,868		20,376		12,369		8,868		11,904		9,283		▲2,621 

						売掛債権 ウリカケ サイケン				20,223		23,018		18,091		22,245		22,245		22,245		22,245		0 

						たな卸資産 オロシ シサン				453		399		475		515		515		515		515		0 

						固定資産 コテイ シサン				10,886		10,024		10,261		9,759		9,759		9,759		9,759		0 

						その他資産 タ シサン				6,454		4,052		3,902		8,939		11,545		9,659		10,125		466 

				負債 フサイ						24,536		23,846		27,950		27,388		27,388		27,388		27,388		0 

						買掛金 カイカケキン				14,548		14,021		16,465		18,000		18,000		18,000		18,000		0 

						前受金 マエウケキン				3,475		1,265		2,744		3,576		3,576		3,576		3,576		0 

						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		3,402		1,579		3,950		2,371 

						その他負債 タ フサイ				4,934		7,044		7,314		4,485		2,410		4,233		1,862		▲2,371 

				純資産 ジュンシサン				20,371		21,392		23,514		25,154		26,439		27,778		29,687		30,350		663 

				自己資本 ジコ シホン				20,181		21,177		23,247		24,851		26,107		27,422		29,310		29,955		645 

						（率） リツ		41.9%		46.1%		49.1%		46.8%		48.5%		51.8%		54.2%		57.7%		3%

				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)		(4,659)		10,451		(1,024)		▲11,475 

				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)		577		(2,661)		(2,088)		573 

				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)		583		(4,754)		502		5,256 

				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		55.00		60.00		60.00		0 

						配当性向 ハイトウ セイコウ		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%		31.5%		31.2%		44.4%		13%

				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		49.6		48		44.4		▲4 

				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		164,895		164,895		164,895		0 

				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		6,575		10,067		12,752		2,685 

				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		158,978		155,587		152,687		▲2,900 

				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%		10.4%		10.5%		7.0%		-4%

				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		174.70		192.18		135.12		▲57 

				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		1,732.03		1,893.07		1,968.87		76 

				設備投資 セツビ トウシ				1,900		1,644		648		1,119		1,110		2,163		2,196		2,205		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		1,079		1,351		1,650		299 

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				424		358		385		447		545		659		723		657		▲66 

				従業員数（人） ジュウギョウイン スウ ニン				866		872		862		851		864		873		951		965		14 





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		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		75期 キ		76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		2020年度 ネンド		2021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		77,245		76,784		70,027

								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		59,961		62,467		57,342

								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		17,012		14,305		12,974

								ブロック（その他） タ		百万円 ヒャクマン エン																		412		550		683		575		223		464		401		398

				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		70,739		65,551		63,896

								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		36,750		30,492		27,865

								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		30,522		31,446		32,473

								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		3,625		4,364		3,474

				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		71,200		72,308		66,778

								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		34,244		35,617		32,087

								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		33,229		32,777		31,609

								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		3,688		4,367		3,704

								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%		16.8%		17.3%		16.4%

								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%		9.8%		12.1%		10.1%

								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%		20.4%		19.0%		18.2%

								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%		45.0%		50.4%		49.8%

				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		11,957		12,508		10,962

								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		3,356		4,322		3,234

								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		6,786		6,213		5,766

								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		1,660		2,201		1,846

								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%		10.5%		11.0%		11.5%

						（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		7,461		7,989		7,664

								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%		6.3%		6.2%		4.9%

				＜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		4,497		4,518		3,297

								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		1,298		2,235		987

								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		3,203		2,314		1,862

								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		493		988		530

						（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		4,409		4,718		3,381

						＜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		2,777		2,990		2,063

				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		8,868		11,904		9,283

				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		3,000		1,165		3,245

								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		402		414		705

				（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		27,778		29,687		30,350

				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%		51.8%		54.2%		57.7%

				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		27,422		29,310		29,955

				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		52,932		54,082		51,927

				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		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		6,575		10,067		12,752

				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		158,320		154,828		152,143

				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		158,978		155,587		152,687

				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		1,283		1,926		1,522

				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		55.00		60.00		60.00

				配当金総額 ハイトウキン ソウガク						百万円 ヒャクマンエン																				658.00		987.00		822.00		812.00		877.00		935.00		918.00

				配当性向 ハイトウ セイコウ																						12.9		25.3		32.8		38.4		33.5		33.3		31.5		31.2		44.4

				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		500		500

				総還元性向 ソウ カンゲン セイコウ																								-		-		-		50.0		49.7		49.6		48.0		44.4

				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		174.70		192.18		135.12

				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		1,732.03		1,893.07		1,968.87

				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%		10.4%		10.5%		7.0%

				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		7.34		10.02		11.26

				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		0.74		1.02		0.77

				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)		(4,659)		10,451		(1,024)

				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)		577		(2,661)		(2,088)

				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)		583		(4,754)		502

				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		2,163		2,196		2,205

				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		1,079		1,351		1,650

				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		659		723		657

				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		873		951		965

				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		7,533





						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	-547.37	380000000007	-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	2014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）	2013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	2016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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土木事業

事業方針 長期安定性の確保 （受注、利益、人員）～「守り」から「攻め」へ～

主な事業戦略

➤ 事業規模の拡大 ➤ 採算性の向上
➤ 戦略的パートナーシップの構築 ➤ 研究開発/設備投資
➤ 採用（人的投資） ➤ 教育
➤ 働き方改革

11.2
12.6

15.8

9.9
12.6

3.2% 3.4%
4.0%

3.1% 3.3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

5

10

15

20

25

30 営業利益 利益率

◆ 年度別数値目標 （単位：億円）

【 受注高・売上高 】 【 営業利益・率 】

9

中期計画 実績 計画

2021 2022 2023 2021 2022

受注高 売上高

中期計画 実績 計画

2021  2022   2023             2021   2022



350

355
365

356

362

363

325 

316 380 
367 

地盤改良事業

事業方針 多様化する社会的要求への対応に向け、新技術の開発・導入を軸とした持続的な事業の
発展と周辺事業領域の更なる拡大

主な事業戦略

➤ 主力工法の改善改良による競争力アップと事業量の確保
➤ 海外事業の安定化
➤ 新技術・新工法の開発・導入による周辺事業領域の拡大
➤ 利益体質の更なる向上
➤ 人材の確保・育成と働き方改革への対応
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ブロック事業

事業方針 技術に裏付けされた製品により安定した収益を図り、ブロック事業のリーディングカンパニーを堅持
する。事業フィールド：「防災・減災」「環境」「海外」

主な事業戦略

➤ 分野別シェアの維持・拡大を図るとともに新市場へ参入し、トップシェアを堅持する
➤ 収益力の向上
➤ 商品販売事業での長期的収益確保
➤ 海外展開 ➤ ESG経営を意識した企業価値向上への寄与
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中期経営計画１年目の振り返り
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◆基本方針

持続的な成長に向けた戦略的投資及び事業領域拡大を促進する

資本コストを意識した経営を実践する

経営理念を基盤としたESG（環境・社会・ガバナンス）経営の実践により社会に
貢献する企業グループを目指す

基本方針１

基本方針２

基本方針３

◆76期の結果

76期目標に対しては未達ですが、残り２ヵ年で中計３か年の目標達成を目指します

項目 目標 76期目標 76期結果

業績目標 3ヵ年での営業利益 120億円以上 38億円 33億円

資本効率目標 自己資本当期純利益率（ROE) 8%以上 8％以上 7.0%

株主還元目標 配当性向 40％程度 40％程度 44%



投資・資本政策
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『成長投資と株主還元を両立』
 成長投資に必要な資金は臨機応変に財務レバレッジを活用
 余剰資金が発生した場合には、自社株買いなどにより機動的な還元を実施
 緊急事態に備え適正な流動性の範囲でオンバランスの現預金等を確保

◆投資方針

※戦略的投資は計画に含まれていません
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投資・資本政策

14

◆主な投資

項目 主な投資 内容
金額

（億円）
地盤改良施工機 施工機の更新投資ほか

東京機械センター 建替え、BCP対応

型枠賃貸 能力増強、更新投資

総合技術研究所 平面水槽

その他

中途採用 13名の採用

人材育成 キャリアアップ研修の充実

その他 健康経営宣言

AI、ICT関連 ICT施工への対応

ESG関連技術の開発 カーボンニュートラルへの対応

その他

戦略的投資 米国関連 AGI社との資本業務提携ほか 8.6

合計 30.8

2.6

3.4

設備投資 16.1

人材投資

研究開発


構成案(頁毎)

				2022年3月期決算説明会 ネン ガツキ ケッサンセツメイカイ

				日時:2022年5月31日(火)　11:00-12:00 ニチジ ネン ガツ ニチ カ

				場所:アナリスト協会第3セミナールーム　兜町平和ビル3階 バショ キョウカイ ダイ カブトチョウ ヘイワ カイ

				■説明資料　ページ構成案 セツメイシリョウ コウセイ アン



						2022年3月期(2022/5)76期 ネン ガツキ キ

						ページ				枚数 マイスウ				時間配分 ジカンハイブン		発表者 ハッピョウシャ		資料担当 シリョウタントウ

						P1		表紙 ヒョウシ		1				-

						P2		目次 モクジ		1				-

						P3		1.中期経営計画の進捗状況 チュウキ ケイエイ ケイカク シンチョク ジョウキョウ		1				15分 フン		社長 シャチョウ		財務 ザイム

						P4		2.全社業績(連結) ゼンシャ ギョウセキ レンケツ		10		業績結果 ギョウセキ ケッカ						財務 ザイム

						P5						受注・売上・利益の5ヶ年推移グラフ ジュチュウ ウリアゲ リエキ ネン スイイ						財務 ザイム

						P6						設備投資　減価償却　研究開発　グラフ セツビ トウシ ゲンカ ショウキャク ケンキュウ カイハツ						財務 ザイム

						P7						全社業績(連結)キャッシュフロー ゼンシャ ギョウセキ レンケツ						財務 ザイム

						P8						株主還元の状況 カブヌシ カンゲン ジョウキョウ						財務 ザイム

						P9		3.セグメント別業績 ベツ ギョウセキ				セグメント別全社業績 ベツ ゼンシャ ギョウセキ						財務 ザイム

						P10						セグメント別全社業績通期予想 ベツ ゼンシャ ギョウセキ ツウキ ヨソウ						財務 ザイム

						P11						土木事業 ドボク ジギョウ						財務 ザイム

						P12						地盤改良事業 ジバンカイリョウ ジギョウ						財務 ザイム

						P13						ブロック環境事業 カンキョウジギョウ						財務 ザイム

						P14		4.中計1年目の結果振り返り
　2年目以降の取り組み　　中計への影響		1				5分 フン		社長 シャチョウ		経企 ケイキ

						P15		5.資本政策
　　投資　研究開発　人材
　　進捗と今後予定
　　還元		6		投資方針/計画/設備投資費・減価償却費・研究開発費推移 トウシホウシン ケイカク セツビトウシ ヒ ゲンカショウキャクヒ ケンキュウカイハツヒ スイイ		10分 フン		社長 シャチョウ		経企 ケイキ

						P16						個別投資項目一覧 コベツ トウシ コウモク イチラン						経企 ケイキ

						P17												経企 ケイキ

						P18												経企 ケイキ

						P19												経企 ケイキ

						P20												経企 ケイキ

						P21		6.主な完成工事と受注工事 オモ カンセイコウジ ジュチュウ コウジ		4		期末報告書より転載　*割愛可能性あり キマツ ホウコクショ テンサイ カツアイ カノウセイ		5分 フン		社長 シャチョウ		鈴木由 スズキユ

						P22												鈴木由 スズキユ

						P23												鈴木由 スズキユ

						P24												鈴木由 スズキユ

						P25		7.トピックス		3		HPお知らせ等よりピックアップ*割愛可能性あり シ トウ カツアイ カノウセイ		5分 フン		社長 シャチョウ		鈴木由 スズキユ

						P26												鈴木由 スズキユ

						P27												鈴木由 スズキユ

						P28		問合せ先 トイアワ サキ		1				-

						P29		メモ		1				-

						P30		裏表紙 ウラヒョウシ		1				-

										30				質疑20分 シツギ フン





構成案

				2022年3月期決算説明会 ネン ガツキ ケッサンセツメイカイ

				日時:2022年5月31日(火)　11:00-12:00 ニチジ ネン ガツ ニチ カ

				場所:アナリスト協会第3セミナールーム　兜町平和ビル3階 バショ キョウカイ ダイ カブトチョウ ヘイワ カイ

				■説明資料　ページ構成案 セツメイシリョウ コウセイ アン



						2022年3月期2Q(2021/10)76期 ネン ガツキ キ												2021年3月期2Q(2020/11)75期 ネン ガツキ								2020年3月期2Q(2019/10)74期 ネン ガツキ

												時間配分 ジカンハイブン		発表者 ハッピョウシャ		資料担当 シリョウタントウ

				表紙 ヒョウシ		P1		1				-						P1		1				-		P1		1

				目次 モクジ		P2		1				-						P2		1				-		P2		1

				1.中計進捗状況 チュウケイ シンチョク ジョウキョウ		P3		1		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				社長 シャチョウ		財務 ザイム		P3-5		3		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				P3-6		4		業績結果/予想/グラフ/キャッシュフロー ギョウセキケッカ ヨソウ

				2.全社業績 ゼンシャ ギョウセキ		P4-8		5		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				社長 シャチョウ		財務 ザイム		P3-5		3		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				P3-6		4		業績結果/予想/グラフ/キャッシュフロー ギョウセキケッカ ヨソウ

				3.セグメント別業績 ベツ ギョウセキ		P9-13		5		3事業結果/予想/推移グラフ/キャッシュフロー ジギョウ ケッカ ヨソウ スイイ				社長 シャチョウ		財務 ザイム		P6-13		8		3事業結果/予想/推移グラフ/キャッシュフロー/設備投資 ジギョウ ケッカ ヨソウ スイイ セツビトウシ		～P8  10分 フン		P7-10		4		3事業/各事業 ジギョウ カク ジギョウ

				4.中計1年目の結果振り返り
　2年目以降の取り組み
　中計への影響 チュウケイ ネンメ ケッカ フ カエ ネンメイコウ ト ク チュウケイ エイキョウ		P14		1						社長 シャチョウ		経企 ケイキ

				5.資本政策
　　投資　研究開発　人材
　　進捗と今後予定
　　還元 トウシ ケンキュウ カイハツ ジンザイ シンチョク コンゴ ヨテイ カンゲン		P15-20		6		2P 投資方針/計画/推移/個別項目一覧
 トウシホウシン ケイカク スイイ コベツ コウモク イチラン				社長 シャチョウ		経企 ケイキ

				6.主な完成工事と受注工事 オモ カンセイコウジ ジュチュウ コウジ		P21-24		4		期末報告より キマツ ホウコク				社長 シャチョウ		鈴木由 スズキ ユ

				7.トピックス		P25-27		3		最近の対外発表案件よりピックアップ サイキン タイガイ ハッピョウ アンケン		-		社長 シャチョウ		鈴木由 スズキ ユ

				問合せ先 トイアワ サキ		P28		1				-						P38		1				-		P34		1

				メモ		P29		1				-						P39		1				-		P35		1

				裏表紙 ウラヒョウシ		P30		1				-						P40		1				-		P36		1

								30				質疑20分 シツギ フン								19								17

																		配分

																		10分-P8 20分-P17 25分-P23 30分-P28 40分-完了 / 質疑20分（2名）
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				2022年3月期決算説明会 ネン ガツキ ケッサンセツメイカイ

				日時:2022年5月31日(火)　11:00-12:00 ニチジ ネン ガツ ニチ カ

				場所:アナリスト協会第3セミナールーム　兜町平和ビル3階 バショ キョウカイ ダイ カブトチョウ ヘイワ カイ

				■説明資料　ページ構成案 セツメイシリョウ コウセイ アン



						2022年3月期(2022/05)76期 ネン ガツキ キ												2021年3月期(2021/5)75期 ネン ガツキ								2020年3月期(2020/5)74期 ネン ガツキ

												時間配分 ジカンハイブン		発表者 ハッピョウシャ		資料担当 シリョウタントウ

				表紙 ヒョウシ		P1		1				-						表紙 ヒョウシ		P1		1				表紙 ヒョウシ		P0		1

				目次 モクジ		P2		1				-						目次 モクジ		P2		1				目次 モクジ		P1		1

																		Ⅰ.前中計振り返り ゼン チュウケイ フ カエ		P3-4		2		成果と課題 セイカ カダイ		1.中期経営計画の進捗状況 チュウキ ケイエイ ケイカク シンチョク ジョウキョウ		P2		1		中計概要と成果 チュウケイ ガイヨウ セイカ

														社長 シャチョウ				　　全社業績 ゼンシャ ギョウセキ		P5-9		5		業績結果/過年度推移(売上/営業利益/自己資本/配当/EBITDA/ROE)/取り組みと成果 ギョウセキケッカ カネン ド スイイ ウリアゲ エイギョウ リエキ ジコ シホン ハイトウ ト ク セイカ		2.全社業績 ゼンシャ ギョウセキ		P3-7		5		業績結果/過年度推移(売上/営業利益/設備投資/研究開発/キャッシュフロー/株主還元) ギョウセキケッカ カネン ド スイイ ウリアゲ エイギョウ リエキ セツビ トウシ ケンキュウ カイハツ カブヌシ カンゲン

																		Ⅱ.中計概要 チュウケイ ガイヨウ		P10		1		-		3.セグメント別業績 ベツ ギョウセキ		P8-11		4		3事業/各事業 ジギョウ カク ジギョウ

												-						　-1.位置付け イチヅ		P11-13		3		位置付け イチヅ		4.トピックス(防災減災) ボウサイ ゲンサイ		P12-14		3		防災減災工事例3件 ボウサイ ゲンサイ コウジ レイ ケン

																		　-2.基本方針と目標 キホン ホウシン モクヒョウ		P14-19		6		基本方針/数値目標 キホン ホウシン スウチ モクヒョウ		5.主な完成工事 オモ カンセイコウジ		P15-17		3		主な完成案件6件 オモ カンセイ アンケン ケン

																		　-3.セグメント別業績目標 ベツ ギョウセキ モクヒョウ		P20-26		7		事業別方針/目標/過年度推移 ジギョウ ベツ ホウシン モクヒョウ カネン ド スイイ		　主な受注工事 オモ ジュチュウ コウジ		P18		1		一覧表6件 イチラン ヒョウ ケン

																		　-4.投資と株主還元 トウシ カブヌシ カンゲン		P27-32		6		ｷｬｯｼｭﾌﾛｰｱﾛｹｰｼｮﾝ/投資/EBITDA/還元/TSR トウシ カンゲン		6.トピックス(社会貢献) シャカイ コウケン		P19-21		3		社会貢献3件 シャカイ コウケン ケン

				メモ				1				-						事業紹介 ジギョウ ショウカイ		P33-36		4		完成工事など カンセイ コウジ		メモ		P35		1

				裏表紙 ウラヒョウシ				1				-						メモ		P37		1				裏表紙 ウラヒョウシ		P36		1

												質疑20分 シツギ フン						注意事項 チュウイ ジコウ		P38		1								24

																		白紙 ハクシ		P39		1

																		裏表紙 ウラヒョウシ		P36		1

																						40





中計１年目結果



								項目 コウモク				目標 モクヒョウ				76期目標 キ モクヒョウ		76期結果 キ ケッカ

								 業績目標		 3ヵ年での営業利益		120億円以上 オクエン イジョウ				38億円 オクエン		33億円 オクエン

								 資本効率目標		 自己資本当期純利益率（ROE)		8%以上 イジョウ				8％以上 イジョウ		7.0%

								 株主還元目標		 配当性向		40％程度 テイド				40％程度 テイド		44%





投資

								投資 トウシ

								期 キ		76期                                            キ						77期 キ

										中計策定時 チュウケイサクテイジ		実績 ジッセキ				中計策定時 チュウケイサクテイジ		現計画 ゲンケイカク

								設備投資 セツビトウシ		20.3		16.13		0		23.89		29.62				2030		1613				2389		2962				1672		1672

								研究開発 ケンキュウカイハツ		4.15		3.44		0		4.17		4.46				415		344				417		446				423		423

								人材投資 ジンザイトウシ		2.32		2.64		0		3.81		5.32				232		264				381		532				550		550

								戦略的投資 センリャクテキトウシ		0		8.56		0		0		0						856





投資の状況



設備投資	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	76期                                           	77期	20.3	16.13	0	23.89	29.62	研究開発	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	76期                                           	77期	4.1500000000000004	3.44	0	4.17	4.46	人材投資	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	76期                                           	77期	2.3199999999999998	2.64	0	3.81	5.32	戦略的投資	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	76期                                           	77期	0	8.56	0	0	0	

億円











投資先リスト

								76期主な投資 キ オモ トウシ

								項目 コウモク		主な投資 オモ トウシ		内容 ナイヨウ		金額
（億円） キンガク オクエン

								設備投資 セツビトウシ		地盤改良施工機 ジバンカイリョウセコウキ		施工機の更新投資ほか セコウキ コウシントウシ		16.1

										東京機械センター トウキョウキカイ		建替え、BCP対応 タテカ タイオウ

										型枠賃貸 カタワク チンタイ		能力増強、更新投資 ノウリョクゾウキョウ コウシントウシ

										総合技術研究所 ソウゴウギジュツケンキュウジョ		平面水槽 ヘイメンスイソウ

										その他 タ

								人材投資 ジンザイトウシ		中途採用 チュウトサイヨウ		13名の採用 メイ サイヨウ		2.6

										人材育成 ジンザイイクセイ		キャリアアップ研修の充実 ケンシュウ ジュウジツ

										その他 タ		健康経営宣言 ケンコウケイエイセンゲン

								研究開発 ケンキュウカイハツ		AI、ICT関連 カンレン		ICT施工への対応 セコウ タイオウ		3.4

										ESG関連技術の開発 カンレン ギジュツ カイハツ		カーボンニュートラルへの対応 タイオウ

										その他 タ

								戦略的投資 センリャクテキトウシ		米国関連 ベイコクカンレン		AGI社との資本業務提携ほか シャ シホンギョウムテイケイ		8.6

								合計 ゴウケイ						30.8





Sheet1 (2)



				配当とEPS（Earnings Per Share、1株当たりの収益）の関係 ハイトウ カブ ア シュウエキ カンケイ



				EPS（1株あたりの利益）＝当期純利益÷発行済み株式総数 カブ リエキ トウキ ジュンリエキ ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ

				PER（株価収益率）＝株価÷EPS カブカ シュウエキ リツ カブカ





								2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		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		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ

						 当期純利益（百万円） トウキ ジュンリエキ ヒャクマンエン		1,281		3,821		3,900		2,008		2,568		2,445		2,438		2,777		2,933		2,063		2,560

						 発行済み株式総数（期中平均株式数） ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ キチュウ ヘイキン カブシキスウ		164,484,788		164,484,244		164,482,972		164,481,407		164,171,627		163,983,274		16,237,839		1,589,770		15,558,722		15,268,747		15,268,747

						 1株当たりの純利益（EPS）円 銭 カブ ア ジュンリエキ エン セン		77.9		232.3		237.1		122.1		156.4		149.1		150.15		174.70		192.18		135.11		167.66

						 1株当たりの配当額 カブ ア ハイトウ ガク		-		30		60		40		60		50		50		55		60		60		60

						 配当性向 ハイトウ セイコウ		-		12.91%		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%		31.5%		31.9%		44.4%		35.7%

						 配当総額 ハイトウ ソウガク		-		493		987		658		987		822		812		877

						 自己株式取得額 ジコ カブシキ シュトク ガク





































 1株当たりの純利益（EPS）円 銭	

2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	77.900000000000006	232.3	237.1	122.1	156.4	149.1	150.15	174.7	192.18	 1株当たりの配当額	

2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	0	30	60	40	60	50	50	55	60	 配当性向	2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	0	0.12909999999999999	0.253	0.32800000000000001	0.38400000000000001	0.33500000000000002	0.33300000000000002	0.315	0.31869999999999998	0.44400000000000001	

円

配当性向（％）



 1株当たりの純利益（EPS）円 銭	

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	2021年3月期	2022年3月期	122.1	156.4	149.1	150.15	174.7	192.18	135.11259306346489	 1株当たりの配当額	

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	2021年3月期	2022年3月期	40	60	50	50	55	60	60	 配当性向	2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	0.32800000000000001	0.38400000000000001	0.33500000000000002	0.33300000000000002	0.315	0.31869999999999998	0.44400000000000001	

円

配当性向（％）



合併10周年
記念配当20円

合併10周年
記念配当20円



Sheet2



										部門 ブモン		主な研究テーマ オモ ケンキュウ				76期特許
新規出願件数 キ トッキョ シンキ シュツガン ケンスウ		76期特許
新規登録件数 キ トッキョ シンキ トウロクケンスウ		累計特許
保有件数 ルイケイ トッキョ ホユウ ケンスウ

										　総合技術研究所		■海底鉱物資源の揚鉱技術の研究				5		2		4

												■グリーンインフラを用いた海岸保全技術の研究

												■CO2による土壌の改良に関する研究

										　土木		■除染土壌の減容化処理技術の開発				2		3		49

												■ICT施工（海洋）に関する管理システムの開発

										　地盤		■地盤改良のICT生産性向上に関する技術の開発				10		21		189

												■環境負荷を低減した地盤改良技術の開発

										　ブロック		■数値解析に基づく波浪と構造物の相互作用の研究				3		3		20

												■ICTを活用した生コンクリート打設機の開発

												■消波・根固ブロックによるブルーカーボンに関する研究

										　全社累計 ゼンシャ ルイケイ						20		29		262



※総合技術研究所単独の集計は2020年度より開始



2017以降（経営企画部提出用）

		知的財産に関する動向（直近5年間） チテキ ザイサン カン ドウコウ チョッキン ネンカン														5/13/22

						年度 ネンド		2017		2018		2019		2020		2021

						期 キ		７２期 キ		７３期 キ		７４期 キ		７５期 キ		７６期 キ

						元号（平成/令和） ゲンゴウ ヘイセイ レイワ		２９年 ネン		３０年 ネン		３１年/1年 ネン ネン		２年 ネン		３年 ネン



		知的財産権 チテキ ザイサンケン		特許・実用新案 トッキョ ジツヨウ シンアン		出願件数（国内） コクナイ		20		22		14		26		20

						登録件数（国内） トウロク コクナイ		16		25		19		12		29

						期末保有件数（国内）※ キマツ ホユウ ケンスウ コクナイ		283		279		275		274		262

				意匠 イショウ		出願件数（国内） コクナイ				5

						登録件数（国内） トウロク コクナイ		2		5

				商標 ショウヒョウ		出願件数（国内） コクナイ				2		3		7		2

						登録件数（国内） トウロク コクナイ		1				2		3		7



		契約 ケイヤク		共同研究開発 キョウドウ ケンキュウ カイハツ

				共同出願 キョウドウ シュツガン

				実施許諾 ジッシ キョダク		ライセンサー

						ライセンシー

				※権利維持中のもの（権利化前の出願は含まない） ケンリ イジ チュウ ケンリカマエ シュツガン フク



件数推移（特許・実用新案）



期末保有件数（国内）※	７２期	７３期	７４期	７５期	７６期	283	279	275	274	262	出願件数（国内）	

７２期	７３期	７４期	７５期	７６期	20	22	14	26	20	登録件数（国内）	

７２期	７３期	７４期	７５期	７６期	16	25	19	12	29	











2021年度（76期）

		76期　特許権・実用新案権の出願登録件数と保有件数（日本国内） キ トッキョ ケン ジツヨウシンアンケン シュツガン トウロク ケンスウ ホユウケンスウ ニホンコクナイ



																2022/03/末　時点 マツ ジテン

								地盤事業本部 ジバン ジギョウホンブ		土木事業本部 ドボク ジギョウホンブ		BL環境事業本部 カンキョウ ジギョウホンブ		総合技術研究所
（基盤技術G） ソウゴウ ギジュツ ケンキュウショ キバンギジュツ		全社 ゼンシャ

				特許・実用新案		新規出願 シンキシュツガン		10		2		3		5		20

						新規登録 シンキトウロク		21		3		3		2		29

				期末保有件数 キマツ ホユウケンスウ		出願中 シュツガンチュウ		18		4		3		6		31

						審査請求中 シンサセイキュウチュウ		28		3		2		0		33

						登録中 トウロクチュウ		189		49		20		4		262

						計 ケイ		235		56		25		10		326













【設備投資】

15

◆東京機械センターの建替え、耐震化
東京機械センターの第１工場の建替え、事務所棟・第２及び第３工場の耐震化工事

が完了しました。第１工場建替えの主な目的と期待する効果は以下の通りです。
(1) 耐震化実施による社員の安全確保、巨大地震発生時の事業継続性の確保
(2) 水害対策実施による社員の安全確保、水害発生時の事業継続性の確保
(3) 作業効率改善

第１工場全景
第１工場内部

第１工場正面

第１工場
（太陽光パネル等）



【設備投資】
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◆総合技術研究所：平面水槽
プール状の造波水槽である平面水槽を第2実験棟内に新設しました。
平面水槽には不規則波造波機が取付けられており、現地の波浪状況を広域にわたり

再現することができます。また、デンマークのオールボー大学で開発された最新鋭の
反射波吸収式造波システムを導入し，高精度な造波が可能です。

水槽諸元 平面水槽

長さ×幅×高さ 25m×10m×1.0m
最大発生波 H=30cm, H1/3=15cm



【人材投資】

17

社員の健康は企業経営における最優先事項の一つであり、社長を
トップの健康経営推進責任者として、健康保険組合や産業医・看
護師、労働組合等と連携した健康経営企業内推進体制を整え、健
康経営を実践していく健康経営宣言のもと、日本健康会議より
「健康経営優良法人2022」の認定を受けました。

●定期健康診断の受診率100%
●二次検査受診率80%
●生活習慣病などの疾病予防のための運動指導・栄養指導
●職場における健康増進活動 等

◆「えるぼし」認定
「えるぼし」は、「女性活躍推進法」に基づき、
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、
一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関
する取り組みの状況が優良な企業に対して、
厚生労働大臣が認定するものです。
当社は5項目すべての基準を満たしたことで、
「認定段階3（3つ星）」の認定を受けました。

・社員の定年を60歳から65歳に引き上げ
（60歳定年を選択できる選択定年制）
・66歳〜70歳の間はシニア社員として再雇用制度を導入
フルタイム以外の働き方（短時間、短日勤務）を選択可能

◆シニア層の活躍推進(社員の定年延長)

◆「健康経営優良法人2022」認定

◆従業員数の推移
2017 2018 2019 2020 2021

従業員数(連結)(人) 851 864 873 951 965

新卒採用(連結)(人) 23 39 38 38 41

働き方改革の推進と業容の
拡大・安定を目指して、採
用を促進し、従業員を増や
しています。



【研究開発】
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◆研究開発と知的財産について

※総合技術研究所単独の集計は2020年度より開始

部門 主な研究テーマ 76期特許
新規出願件数

76期特許
新規登録件数

累計特許
保有件数

■海底鉱物資源の揚鉱技術の研究

■グリーンインフラを用いた海岸保全技術の研究

■CO2による土壌の改良に関する研究

■除染土壌の減容化処理技術の開発

■ICT施工（海洋）に関する管理システムの開発

■地盤改良のICT生産性向上に関する技術の開発

■環境負荷を低減した地盤改良技術の開発

■数値解析に基づく波浪と構造物の相互作用の研究

■ICTを活用した生コンクリート打設機の開発

■消波・根固ブロックによるブルーカーボンに関する研究

　全社累計 20 29 262

　総合技術研究所

　土木

　地盤

　ブロック

5

2

10

3

2

3

21

3

4

49

189

20


構成案(頁毎)

				2022年3月期決算説明会 ネン ガツキ ケッサンセツメイカイ

				日時:2022年5月31日(火)　11:00-12:00 ニチジ ネン ガツ ニチ カ

				場所:アナリスト協会第3セミナールーム　兜町平和ビル3階 バショ キョウカイ ダイ カブトチョウ ヘイワ カイ

				■説明資料　ページ構成案 セツメイシリョウ コウセイ アン



						2022年3月期(2022/5)76期 ネン ガツキ キ

						ページ				枚数 マイスウ				時間配分 ジカンハイブン		発表者 ハッピョウシャ		資料担当 シリョウタントウ

						P1		表紙 ヒョウシ		1				-

						P2		目次 モクジ		1				-

						P3		1.中期経営計画の進捗状況 チュウキ ケイエイ ケイカク シンチョク ジョウキョウ		1				15分 フン		社長 シャチョウ		財務 ザイム

						P4		2.全社業績(連結) ゼンシャ ギョウセキ レンケツ		10		業績結果 ギョウセキ ケッカ						財務 ザイム

						P5						受注・売上・利益の5ヶ年推移グラフ ジュチュウ ウリアゲ リエキ ネン スイイ						財務 ザイム

						P6						設備投資　減価償却　研究開発　グラフ セツビ トウシ ゲンカ ショウキャク ケンキュウ カイハツ						財務 ザイム

						P7						全社業績(連結)キャッシュフロー ゼンシャ ギョウセキ レンケツ						財務 ザイム

						P8						株主還元の状況 カブヌシ カンゲン ジョウキョウ						財務 ザイム

						P9		3.セグメント別業績 ベツ ギョウセキ				セグメント別全社業績 ベツ ゼンシャ ギョウセキ						財務 ザイム

						P10						セグメント別全社業績通期予想 ベツ ゼンシャ ギョウセキ ツウキ ヨソウ						財務 ザイム

						P11						土木事業 ドボク ジギョウ						財務 ザイム

						P12						地盤改良事業 ジバンカイリョウ ジギョウ						財務 ザイム

						P13						ブロック環境事業 カンキョウジギョウ						財務 ザイム

						P14		4.中計1年目の結果振り返り
　2年目以降の取り組み　　中計への影響		1				5分 フン		社長 シャチョウ		経企 ケイキ

						P15		5.資本政策
　　投資　研究開発　人材
　　進捗と今後予定
　　還元		6		投資方針/計画/設備投資費・減価償却費・研究開発費推移 トウシホウシン ケイカク セツビトウシ ヒ ゲンカショウキャクヒ ケンキュウカイハツヒ スイイ		10分 フン		社長 シャチョウ		経企 ケイキ

						P16						個別投資項目一覧 コベツ トウシ コウモク イチラン						経企 ケイキ

						P17												経企 ケイキ

						P18												経企 ケイキ

						P19												経企 ケイキ

						P20												経企 ケイキ

						P21		6.主な完成工事と受注工事 オモ カンセイコウジ ジュチュウ コウジ		4		期末報告書より転載　*割愛可能性あり キマツ ホウコクショ テンサイ カツアイ カノウセイ		5分 フン		社長 シャチョウ		鈴木由 スズキユ

						P22												鈴木由 スズキユ

						P23												鈴木由 スズキユ

						P24												鈴木由 スズキユ

						P25		7.トピックス		3		HPお知らせ等よりピックアップ*割愛可能性あり シ トウ カツアイ カノウセイ		5分 フン		社長 シャチョウ		鈴木由 スズキユ

						P26												鈴木由 スズキユ

						P27												鈴木由 スズキユ

						P28		問合せ先 トイアワ サキ		1				-

						P29		メモ		1				-

						P30		裏表紙 ウラヒョウシ		1				-

										30				質疑20分 シツギ フン





構成案

				2022年3月期決算説明会 ネン ガツキ ケッサンセツメイカイ

				日時:2022年5月31日(火)　11:00-12:00 ニチジ ネン ガツ ニチ カ

				場所:アナリスト協会第3セミナールーム　兜町平和ビル3階 バショ キョウカイ ダイ カブトチョウ ヘイワ カイ

				■説明資料　ページ構成案 セツメイシリョウ コウセイ アン



						2022年3月期2Q(2021/10)76期 ネン ガツキ キ												2021年3月期2Q(2020/11)75期 ネン ガツキ								2020年3月期2Q(2019/10)74期 ネン ガツキ

												時間配分 ジカンハイブン		発表者 ハッピョウシャ		資料担当 シリョウタントウ

				表紙 ヒョウシ		P1		1				-						P1		1				-		P1		1

				目次 モクジ		P2		1				-						P2		1				-		P2		1

				1.中計進捗状況 チュウケイ シンチョク ジョウキョウ		P3		1		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				社長 シャチョウ		財務 ザイム		P3-5		3		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				P3-6		4		業績結果/予想/グラフ/キャッシュフロー ギョウセキケッカ ヨソウ

				2.全社業績 ゼンシャ ギョウセキ		P4-8		5		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				社長 シャチョウ		財務 ザイム		P3-5		3		業績結果/5ヶ年推移/グラフ ギョウセキ ケッカ ネン スイイ				P3-6		4		業績結果/予想/グラフ/キャッシュフロー ギョウセキケッカ ヨソウ

				3.セグメント別業績 ベツ ギョウセキ		P9-13		5		3事業結果/予想/推移グラフ/キャッシュフロー ジギョウ ケッカ ヨソウ スイイ				社長 シャチョウ		財務 ザイム		P6-13		8		3事業結果/予想/推移グラフ/キャッシュフロー/設備投資 ジギョウ ケッカ ヨソウ スイイ セツビトウシ		～P8  10分 フン		P7-10		4		3事業/各事業 ジギョウ カク ジギョウ

				4.中計1年目の結果振り返り
　2年目以降の取り組み
　中計への影響 チュウケイ ネンメ ケッカ フ カエ ネンメイコウ ト ク チュウケイ エイキョウ		P14		1						社長 シャチョウ		経企 ケイキ

				5.資本政策
　　投資　研究開発　人材
　　進捗と今後予定
　　還元 トウシ ケンキュウ カイハツ ジンザイ シンチョク コンゴ ヨテイ カンゲン		P15-20		6		2P 投資方針/計画/推移/個別項目一覧
 トウシホウシン ケイカク スイイ コベツ コウモク イチラン				社長 シャチョウ		経企 ケイキ

				6.主な完成工事と受注工事 オモ カンセイコウジ ジュチュウ コウジ		P21-24		4		期末報告より キマツ ホウコク				社長 シャチョウ		鈴木由 スズキ ユ

				7.トピックス		P25-27		3		最近の対外発表案件よりピックアップ サイキン タイガイ ハッピョウ アンケン		-		社長 シャチョウ		鈴木由 スズキ ユ

				問合せ先 トイアワ サキ		P28		1				-						P38		1				-		P34		1

				メモ		P29		1				-						P39		1				-		P35		1

				裏表紙 ウラヒョウシ		P30		1				-						P40		1				-		P36		1

								30				質疑20分 シツギ フン								19								17

																		配分

																		10分-P8 20分-P17 25分-P23 30分-P28 40分-完了 / 質疑20分（2名）
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				2022年3月期決算説明会 ネン ガツキ ケッサンセツメイカイ

				日時:2022年5月31日(火)　11:00-12:00 ニチジ ネン ガツ ニチ カ

				場所:アナリスト協会第3セミナールーム　兜町平和ビル3階 バショ キョウカイ ダイ カブトチョウ ヘイワ カイ

				■説明資料　ページ構成案 セツメイシリョウ コウセイ アン



						2022年3月期(2022/05)76期 ネン ガツキ キ												2021年3月期(2021/5)75期 ネン ガツキ								2020年3月期(2020/5)74期 ネン ガツキ

												時間配分 ジカンハイブン		発表者 ハッピョウシャ		資料担当 シリョウタントウ

				表紙 ヒョウシ		P1		1				-						表紙 ヒョウシ		P1		1				表紙 ヒョウシ		P0		1

				目次 モクジ		P2		1				-						目次 モクジ		P2		1				目次 モクジ		P1		1

																		Ⅰ.前中計振り返り ゼン チュウケイ フ カエ		P3-4		2		成果と課題 セイカ カダイ		1.中期経営計画の進捗状況 チュウキ ケイエイ ケイカク シンチョク ジョウキョウ		P2		1		中計概要と成果 チュウケイ ガイヨウ セイカ

														社長 シャチョウ				　　全社業績 ゼンシャ ギョウセキ		P5-9		5		業績結果/過年度推移(売上/営業利益/自己資本/配当/EBITDA/ROE)/取り組みと成果 ギョウセキケッカ カネン ド スイイ ウリアゲ エイギョウ リエキ ジコ シホン ハイトウ ト ク セイカ		2.全社業績 ゼンシャ ギョウセキ		P3-7		5		業績結果/過年度推移(売上/営業利益/設備投資/研究開発/キャッシュフロー/株主還元) ギョウセキケッカ カネン ド スイイ ウリアゲ エイギョウ リエキ セツビ トウシ ケンキュウ カイハツ カブヌシ カンゲン

																		Ⅱ.中計概要 チュウケイ ガイヨウ		P10		1		-		3.セグメント別業績 ベツ ギョウセキ		P8-11		4		3事業/各事業 ジギョウ カク ジギョウ

												-						　-1.位置付け イチヅ		P11-13		3		位置付け イチヅ		4.トピックス(防災減災) ボウサイ ゲンサイ		P12-14		3		防災減災工事例3件 ボウサイ ゲンサイ コウジ レイ ケン

																		　-2.基本方針と目標 キホン ホウシン モクヒョウ		P14-19		6		基本方針/数値目標 キホン ホウシン スウチ モクヒョウ		5.主な完成工事 オモ カンセイコウジ		P15-17		3		主な完成案件6件 オモ カンセイ アンケン ケン

																		　-3.セグメント別業績目標 ベツ ギョウセキ モクヒョウ		P20-26		7		事業別方針/目標/過年度推移 ジギョウ ベツ ホウシン モクヒョウ カネン ド スイイ		　主な受注工事 オモ ジュチュウ コウジ		P18		1		一覧表6件 イチラン ヒョウ ケン

																		　-4.投資と株主還元 トウシ カブヌシ カンゲン		P27-32		6		ｷｬｯｼｭﾌﾛｰｱﾛｹｰｼｮﾝ/投資/EBITDA/還元/TSR トウシ カンゲン		6.トピックス(社会貢献) シャカイ コウケン		P19-21		3		社会貢献3件 シャカイ コウケン ケン

				メモ				1				-						事業紹介 ジギョウ ショウカイ		P33-36		4		完成工事など カンセイ コウジ		メモ		P35		1

				裏表紙 ウラヒョウシ				1				-						メモ		P37		1				裏表紙 ウラヒョウシ		P36		1

												質疑20分 シツギ フン						注意事項 チュウイ ジコウ		P38		1								24

																		白紙 ハクシ		P39		1

																		裏表紙 ウラヒョウシ		P36		1

																						40





中計１年目結果



								項目 コウモク				目標 モクヒョウ		76期結果 キ ケッカ

								 業績目標		 3ヵ年での営業利益		120億円以上 オクエン イジョウ		33億円 オクエン

								 資本効率目標		 自己資本当期純利益率（ROE)		8%以上 イジョウ		7.0%

								 株主還元目標		 配当性向		40％程度 テイド		44%





投資

								投資 トウシ

								期 キ		76期 キ						77期 キ						78期 キ

										中計策定時 チュウケイサクテイジ		実績 ジッセキ				中計策定時 チュウケイサクテイジ		現計画 ゲンケイカク				中計策定時 チュウケイサクテイジ		現計画 ゲンケイカク

								設備投資 セツビトウシ		20.3		16.13		0		23.89		29.62		0		16.72		16.72				2030		1613				2389		2962				1672		1672

								研究開発 ケンキュウカイハツ		4.15		3.44		0		4.17		4.46		0		4.23		4.23				415		344				417		446				423		423

								人材投資 ジンザイトウシ		2.32		2.64		0		3.81		5.32		0		5.5		5.5				232		264				381		532				550		550

								戦略的投資 センリャクテキトウシ		0		8.56		0		0		0		0		0		0						856





投資の状況



設備投資	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	中計策定時	現計画	76期	77期	78期	20.3	16.13	0	23.89	29.62	0	16.72	16.72	研究開発	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	中計策定時	現計画	76期	77期	78期	4.1500000000000004	3.44	0	4.17	4.46	0	4.2300000000000004	4.2300000000000004	人材投資	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	中計策定時	現計画	76期	77期	78期	2.3199999999999998	2.64	0	3.81	5.32	0	5.5	5.5	戦略的投資	中計策定時	実績	中計策定時	現計画	中計策定時	現計画	76期	77期	78期	0	8.56	0	0	0	0	0	0	

億円











投資先リスト

								76期主な投資 キ オモ トウシ

								項目 コウモク		主な投資 オモ トウシ		内容 ナイヨウ		金額
（億円） キンガク オクエン

								設備投資 セツビトウシ		地盤改良施工機 ジバンカイリョウセコウキ		施工機の更新投資ほか セコウキ コウシントウシ		16.1

										東京機械センター トウキョウキカイ		建替え、BCP対応 タテカ タイオウ

										型枠賃貸 カタワク チンタイ		能力増強、更新投資 ノウリョクゾウキョウ コウシントウシ

										総合技術研究所 ソウゴウギジュツケンキュウジョ		平面水槽 ヘイメンスイソウ

										その他 タ

								人材投資 ジンザイトウシ		中途採用 チュウトサイヨウ		13名の採用 メイ サイヨウ		2.6

										人材育成 ジンザイイクセイ		キャリアアップ研修の充実 ケンシュウ ジュウジツ

										その他 タ		健康経営宣言 ケンコウケイエイセンゲン

								研究開発 ケンキュウカイハツ		AI、ICT関連 カンレン		ICT施工への対応 セコウ タイオウ		3.4

										ESG関連技術の開発 カンレン ギジュツ カイハツ		カーボンニュートラルへの対応 タイオウ

										その他 タ

								戦略的投資 センリャクテキトウシ		米国関連 ベイコクカンレン		AGI社との資本業務提携ほか シャ シホンギョウムテイケイ		8.6

								合計 ゴウケイ						30.8





Sheet1 (2)



				配当とEPS（Earnings Per Share、1株当たりの収益）の関係 ハイトウ カブ ア シュウエキ カンケイ



				EPS（1株あたりの利益）＝当期純利益÷発行済み株式総数 カブ リエキ トウキ ジュンリエキ ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ

				PER（株価収益率）＝株価÷EPS カブカ シュウエキ リツ カブカ





								2013年3月期 ネン ガツキ		2014年3月期 ネン ガツキ		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		2020年3月期 ネン ガツキ		2021年3月期 ネン ガツキ		2022年3月期 ネン ガツキ		2023年3月期 ネン ガツキ

						 当期純利益（百万円） トウキ ジュンリエキ ヒャクマンエン		1,281		3,821		3,900		2,008		2,568		2,445		2,438		2,777		2,933		2,063		2,560

						 発行済み株式総数（期中平均株式数） ハッコウ ズ カブシキ ソウスウ キチュウ ヘイキン カブシキスウ		164,484,788		164,484,244		164,482,972		164,481,407		164,171,627		163,983,274		16,237,839		1,589,770		15,558,722		15,268,747		15,268,747

						 1株当たりの純利益（EPS）円 銭 カブ ア ジュンリエキ エン セン		77.9		232.3		237.1		122.1		156.4		149.1		150.15		174.70		192.18		135.11		167.66

						 1株当たりの配当額 カブ ア ハイトウ ガク		-		30		60		40		60		50		50		55		60		60		60

						 配当性向 ハイトウ セイコウ		-		12.91%		25.3%		32.8%		38.4%		33.5%		33.3%		31.5%		31.9%		44.4%		35.7%

						 配当総額 ハイトウ ソウガク		-		493		987		658		987		822		812		877

						 自己株式取得額 ジコ カブシキ シュトク ガク





































 1株当たりの純利益（EPS）円 銭	

2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	77.900000000000006	232.3	237.1	122.1	156.4	149.1	150.15	174.7	192.18	 1株当たりの配当額	

2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	0	30	60	40	60	50	50	55	60	 配当性向	2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	0	0.12909999999999999	0.253	0.32800000000000001	0.38400000000000001	0.33500000000000002	0.33300000000000002	0.315	0.31869999999999998	0.44400000000000001	

円

配当性向（％）



 1株当たりの純利益（EPS）円 銭	

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	2021年3月期	2022年3月期	122.1	156.4	149.1	150.15	174.7	192.18	135.11259306346489	 1株当たりの配当額	

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	2021年3月期	2022年3月期	40	60	50	50	55	60	60	 配当性向	2013年3月期	2014年3月期	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	2021年3月期	2022年3月期	0.32800000000000001	0.38400000000000001	0.33500000000000002	0.33300000000000002	0.315	0.31869999999999998	0.44400000000000001	
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Sheet2



										部門 ブモン		主な研究テーマ オモ ケンキュウ				76期特許
新規出願件数 キ トッキョ シンキ シュツガン ケンスウ		76期特許
新規登録件数 キ トッキョ シンキ トウロクケンスウ		累計特許
保有件数 ルイケイ トッキョ ホユウ ケンスウ

										　総合技術研究所		■海底鉱物資源の揚鉱技術の研究				5		2		4

												■グリーンインフラを用いた海岸保全技術の研究

												■CO2による土壌の改良に関する研究

										　土木		■除染土壌の減容化処理技術の開発				2		3		49

												■ICT施工（海洋）に関する管理システムの開発

										　地盤		■地盤改良のICT生産性向上に関する技術の開発				10		21		189

												■環境負荷を低減した地盤改良技術の開発

										　ブロック		■数値解析に基づく波浪と構造物の相互作用の研究				3		3		20

												■ICTを活用した生コンクリート打設機の開発

												■消波・根固ブロックによるブルーカーボンに関する研究

										　全社累計 ゼンシャ ルイケイ						20		29		262



※総合技術研究所単独の集計は2020年度より開始



2017以降（経営企画部提出用）

		知的財産に関する動向（直近5年間） チテキ ザイサン カン ドウコウ チョッキン ネンカン														5/13/22

						年度 ネンド		2017		2018		2019		2020		2021

						期 キ		７２期 キ		７３期 キ		７４期 キ		７５期 キ		７６期 キ

						元号（平成/令和） ゲンゴウ ヘイセイ レイワ		２９年 ネン		３０年 ネン		３１年/1年 ネン ネン		２年 ネン		３年 ネン



		知的財産権 チテキ ザイサンケン		特許・実用新案 トッキョ ジツヨウ シンアン		出願件数（国内） コクナイ		20		22		14		26		20

						登録件数（国内） トウロク コクナイ		16		25		19		12		29

						期末保有件数（国内）※ キマツ ホユウ ケンスウ コクナイ		283		279		275		274		262

				意匠 イショウ		出願件数（国内） コクナイ				5

						登録件数（国内） トウロク コクナイ		2		5

				商標 ショウヒョウ		出願件数（国内） コクナイ				2		3		7		2

						登録件数（国内） トウロク コクナイ		1				2		3		7



		契約 ケイヤク		共同研究開発 キョウドウ ケンキュウ カイハツ

				共同出願 キョウドウ シュツガン

				実施許諾 ジッシ キョダク		ライセンサー

						ライセンシー

				※権利維持中のもの（権利化前の出願は含まない） ケンリ イジ チュウ ケンリカマエ シュツガン フク



件数推移（特許・実用新案）



期末保有件数（国内）※	７２期	７３期	７４期	７５期	７６期	283	279	275	274	262	出願件数（国内）	

７２期	７３期	７４期	７５期	７６期	20	22	14	26	20	登録件数（国内）	

７２期	７３期	７４期	７５期	７６期	16	25	19	12	29	











2021年度（76期）

		76期　特許権・実用新案権の出願登録件数と保有件数（日本国内） キ トッキョ ケン ジツヨウシンアンケン シュツガン トウロク ケンスウ ホユウケンスウ ニホンコクナイ



																2022/03/末　時点 マツ ジテン

								地盤事業本部 ジバン ジギョウホンブ		土木事業本部 ドボク ジギョウホンブ		BL環境事業本部 カンキョウ ジギョウホンブ		総合技術研究所
（基盤技術G） ソウゴウ ギジュツ ケンキュウショ キバンギジュツ		全社 ゼンシャ

				特許・実用新案		新規出願 シンキシュツガン		10		2		3		5		20

						新規登録 シンキトウロク		21		3		3		2		29

				期末保有件数 キマツ ホユウケンスウ		出願中 シュツガンチュウ		18		4		3		6		31

						審査請求中 シンサセイキュウチュウ		28		3		2		0		33

						登録中 トウロクチュウ		189		49		20		4		262

						計 ケイ		235		56		25		10		326













【研究開発】
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◆カーボンニュートラルへの取組み（ネガティブエミッション技術）
砂地盤の液状化対策を応用した炭素貯留技術の開発に着手しました。バイオマス混

合材料をサンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工法の中詰め材として地盤中に打ち
込み、液状化対策を行うと同時に炭素を地盤中に貯留することが可能になります。

バイオマス材料（竹チップ）

SAVEコンポーザー施工状況 掘削して確認した出来形

バイオマス混合材料製造状況



【戦略的投資】

20

◆米国AGI社への出資
米国で事業展開する当社の100%出資子会社であるFudo Construction Inc.（以下

「FCI」）は、米国カリフォルニア州の地盤改良会社である Advanced Geosolutions
Inc. （以下「AGI」）の保有株式の49%を取得し、資本業務提携契約を締結しました。

AGI社年次総会での当社プレゼンの実施状況

新設されたFCI、AGI両社共有の機材センター



【カーボンニュートラルへの取組み】
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◆総合技術研究所で再生可能エネルギー由来の電力を使用
総合技術研究所においては、使用する電力の全てを再生可能エネルギー由来の電力

としています。
また、現在施工中の自家消費型太陽光発電設備が完成した際には、総合技術研究所

内で使用する電力の40％程度を自社設備で賄うことができます。

太陽光発電計測表示システム
（発電量、蓄電量などを研究棟受付前に表示）



【株主還元】
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◆株主還元
株主の皆様に対する利益還元と経営基盤の強化を重要な経営課題と位置付け、安定

的に株主還元を継続することを基本方針とし、配当性向40%程度を目標とします。
また余剰資金が発生した場合には自社株買いなど機動的に還元します。

配当性向40%程度
総還元性向50%程度

連結配当性向25%以上

合併10周年
記念配当20円



主な完成案件-土木事業
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◆東京外かく環状道路 中央ジャンクションＡランプ橋
他２橋（下部工）工事 ◆北陸新幹線、福井大町高架橋

事業主体：中日本高速道路株式会社

施工場所：起点：東京都世田谷区 終点：東京都調布市

工事名称：東京外かく環状道路 中央ジャンクションＡランプ橋
他２橋（下部工）工事 事業主体：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

大阪支社

施工場所：福井県福井市

工事名称：北陸新幹線、福井大町高架橋

Eランプ拡幅橋
Aランプ橋



主な完成案件-地盤事業
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◆大西水処理センター建設工事その４ ◆R2東関道築地地区地盤改良その1工事

事業主体：日本下水道事業団
(元請会社：桜井工業株式会社)

施工場所：愛媛県今治市

工事名称：大西水処理センター建設工事その４

事業主体：国土交通省 関東地方整備局
（元請会社：キムラ工業株式会社）

施工場所：茨城県潮来市

工事名称：R2東関道築地地区地盤改良その1工事



主な完成案件-ブロック環境事業
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◆阿武隈川上流鏡石・矢吹・玉川地区掘削等工事
(２t型テトラポッド)

◆金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）消波工事
（６５ｔ型ドロスⅡ）

事業主体：国土交通省東北地方整備局
施工場所：福島県岩瀬郡鏡石町～西白河郡矢吹町

工事名称：阿武隈川上流鏡石・矢吹・玉川地区掘削等工事
(２t型テトラポッド)

事業主体：国土交通省北陸地方整備局

施工場所：石川県金沢市

工事名称：金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）
消波工事（６５ｔ型ドロスⅡ）



主な受注工事
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工事名称 事業主体 施工場所

北海道新幹線札樽トンネル（星置）対策土受入地工事（1期施工） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(元請会社：鹿島・岩田地崎・荒井・森川特別共同企業体)

北海道小樽市

鳥海南バイオマスパワー新設工事 鳥海南バイオマスパワー株式会社  (元請会社：本間組・菊地建
設特定市営建設工事共同企業体)

山形県飽海郡遊佐町

R3荒川中堤西小松川町地区護岸工事 国土交通省関東地方整備局 東京都江戸川区

金沢（福浦Ｂ）地区水際線護岸災害復旧工事（その１０・被覆工） 横浜市 神奈川県横浜市

名古屋本線等　知立駅付近立体交差事業に伴う本線土木(その11)工事 名古屋鉄道株式会社 愛知県知立市

令和３年度　霞ヶ浦地区北ふ頭護岸築造（地盤改良）工事（その１） 四日市港管理組合
(元請会社：五洋・高砂・松岡特定建設工事共同企業体)

三重県四日市市

高知自動車道　領石川橋他3橋耐震補強工事 NEXCO西日本 高知県香美市

令和３年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)地盤改良工事 国土交通省九州地方整備局 大分県大分市

AMAZON倉庫新設地耐力・沈下対策 Amazon→Layton Construction→AGI-Fudo JV
(子会社の受注) 米国オレゴン州ウッドバーン


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

		北海道新幹線札樽トンネル（星置）対策土受入地工事（1期施工） ホッカイドウ シンカンセン サッソン ホシオキ タイサク ド ウケイレ チ コウジ キ セコウ		独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(元請会社：鹿島・岩田地崎・荒井・森川特別共同企業体) ドクリツ ギョウセイ ホウジン テツドウ ケンセツ ウンユ シセツ セイビ シエン キコウ モトウケ カイシャ カシマ イワタ チザキ アライ モリカワ トクベツ キョウドウ キギョウタイ		北海道小樽市 ホッカイドウ オタルシ

		鳥海南バイオマスパワー新設工事 トリウミ ミナミ シンセツ コウジ		鳥海南バイオマスパワー株式会社  (元請会社：本間組・菊地建設特定市営建設工事共同企業体) トリウミ ミナミ カブシキガイシャ モトウケ カイシャ ホンマグミ キクチ ケンセツ トクテイ シエイ ケンセツ コウジ キョウドウ キギョウタイ		山形県飽海郡遊佐町 ヤマガタケン ア ウミ グン ユサ マチ

		R3荒川中堤西小松川町地区護岸工事 アラカワ チュウ テイ ニシコマツガワマチ チク ゴガン コウジ		国土交通省関東地方整備局 コクド コウツウショウ カントウ チホウ セイビ キョク		東京都江戸川区 トウキョウト エドガワ ク

		金沢（福浦Ｂ）地区水際線護岸災害復旧工事（その１０・被覆工）		横浜市		神奈川県横浜市 カナガワケン

		名古屋本線等　知立駅付近立体交差事業に伴う本線土木(その11)工事		名古屋鉄道株式会社		愛知県知立市

		令和３年度　霞ヶ浦地区北ふ頭護岸築造（地盤改良）工事（その１） レイワ ネンド カスミガウラ チク キタ トウ ゴガン チクゾウ ジバン カイリョウ コウジ		四日市港管理組合
(元請会社：五洋・高砂・松岡特定建設工事共同企業体) ヨッカイチ コウ カンリ クミアイ モトウケ カイシャ ゴヨウ タカサゴ マツオカ トクテイ ケンセツ コウジ キョウドウ キギョウタイ		三重県四日市市

		高知自動車道　領石川橋他3橋耐震補強工事 コウチ ジドウシャ ドウ リョウ イシカワバシ ホカ ハシ タイシン ホキョウ コウジ		NEXCO西日本 ニシ ニホン		高知県香美市 コウチケン カミ シ

		令和３年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)地盤改良工事 レイワ ネンド オオイタ コウ オオザイ ニシ チク ガンペキ ジバン カイリョウ コウジ		国土交通省九州地方整備局 コクド コウツウショウ キュウシュウ チホウ セイビ キョク		大分県大分市 オオイタケン オオイタ シ

		AMAZON倉庫新設地耐力・沈下対策 ソウコ シンセツ チタイリョク チンカ タイサク		Amazon→Layton Construction→AGI-Fudo JV
(子会社の受注) コガイシャ ジュチュウ		米国オレゴン州ウッドバーン ベイコク シュウ







地球環境保全に配慮した新たな起重機船の建造を決定しました。2025年3月 完成予定。

トピックス -1 事業規模拡大への投資
環境性能の優れた起重機船（兼浚渫船）の建造
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イメージ写真

◎カーボンニュートラルへの対応
ハイブリッド蓄電システム

◎排ガス規制対応
Noｘ3次規制への対応

◎快適な居住スペース

◎安全性能の向上



2021年12月に噴射エネルギーを利用した新発想の独自回転機構を有する工法「Mole-Eco Jet（モールエコジェット）
工法」を開発し、対外発表しました。新発想の回転機構とは、同一線上にない噴射口（ノズル）から噴流した流体エネル
ギーの力により先端のみが自ら回転する機構です。これにより施工機の小型軽量化を実現し、建物の内部や構造物の地下
空間、配管が密集している工場施設など、従来の工法では対応できない施工条件での施工が可能となりました。また、施
工機の周囲にはクレーンや発電機などの機器を必要としないため、施工時のCO2排出量の削減にも寄与した環境対応型
の工法となっています。

トピックス -2 新技術の開発
Mole-Eco Jet工法の開発
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新発想の回転機構

高圧噴射の状況

人力運搬の状況

高
さ
：
2
.1
ｍ

狭隘地での施工状況 建屋内高さ制限内での施工状況



川辺川管内砂防保全工事でクラブロックS型が採用されました。
本ブロックは、ブロック上部の突起により任意の勾配で据付が可能で、砂防堰堤、護岸工などを対象として開発しました。
砂防堰堤を設置すると、その上流側に土砂が貯まり、河床や河岸の崩壊や洗堀を防止します。
川の勾配が緩くなることで水流が遅くなり、洪水時の異常な土砂流出を抑制することが可能です。

川辺川は、水質が良好な河川として有名で、
アユ漁やお茶の栽培も盛んな地域ですが、古
くより土砂災害が繰返し発生しており、土砂
災害を防ぐための砂防事業が進められています。

本施設は本堤設置までの応急対策工として
クラブロックS型（２t型）を約3,000個使用した
ブロック堰堤で、設置・撤去が容易で短期間
で施工可能、本復旧後にはブロックは護床工
などで流用が可能です。

当社は、今後もこのブロックの特長を生かし、
積極的に治水事業等へ参画してまいります。

トピックス -3 事業領域の拡大
砂防堰堤工法において初の採用

29

事業主体：国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所
施工場所：熊本県球磨郡 クラブロックS型(2t型)

w1680×D1500×H500mm



ソイルテクニカでは社会貢献活動の一環として、1995年5月から鹿
児島大学教育学部附属特別支援学校に地盤改良の杭の打設
目印となる目杭を発注しており、今年で27年が経過しました。
今年も東京および大阪機械センター宛に、同校からお礼状と生

徒の皆さんが作業学習の一環として制作された干支の置物をお送
りいただきましたのでご紹介します。めぐい作業は生徒の皆さんの育
成の機会として活かされ、目杭の購入費は校外での買い物学習や
公共施設の利用学習に活用されています。

トピックス 社会貢献-1
鹿児島大学教育学部附属特別支援学校への目杭の発注(ソイルテクニカ)

30

校長先生からのお礼状報酬の活用



2021年12月3日、横須賀市立野比東小学校で小学4年生約70人を対象に出張授業を実施しました。
今回参加した子どもたちは総合学習で「海の防災」をテーマに継続的な学習を行っています。
出張授業でテトラポッドの役割や海の災害・防災事業について、目で見て、触って体感できるプログラムを実施することで、海が身近な
子どもたちに、身の回りの自然災害、防災事業・技術を伝えることができました。
また後日、出張授業を受けた子供たちから、お礼状をいただきました。

トピックス 社会貢献-2
横須賀市野比東小学校で「消波ブロックの役割と海の防災」出張授業を実施
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●参加した子どもたちからの感想
「普段、通学中に目にしている、消波ブロックの役割がよく分かった」
「横須賀の海（三崎）でも一番大型のテトラポッド（80ｔ）が使
われていると聞いて驚いた」
「テトラポッドを実際に作ったり、積上げたりして楽しかった」
「昔の野比海岸と今の野比海岸の違い（海岸が少なくなってき
た）に驚いた」

お礼状の掲示



お問い合わせ先
株式会社不動テトラ
経営企画部 CSR推進室 鈴木由美
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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