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イベント概要 

 

[企業名]  株式会社髙松コンストラクショングループ 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2020 年 3 月期 本決算説明会 

 

[決算期]  2019 年度 通期 

 

[日程]   2020 年 5 月 27 日 

 

[ページ数]  43 

  

[時間]   15:00 – 15:47 

（合計：47 分、登壇：47 分） 

 

[開催場所]  インターネット配信 

 

[会場面積]   

 

[出席人数]   

 

[登壇者]  3 名 

代表取締役社長  吉武 宣彦 （以下、吉武） 

髙松建設株式会社 代表取締役社長   

髙松 孝年 （以下、髙松） 

青木あすなろ建設株式会社 代表取締役社長   

辻󠄀井 靖 （以下、辻󠄀井） 
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登壇 

 

司会：ご参加いただきありがとうございます。ただ今から、髙松コンストラクショングループの

2020 年 3 月期決算説明会の動画配信をさせていただきます。 

なお、説明では冗長にならないよう、髙松コンストラクショングループは TCG、髙松建設は TK、

髙松建設グループは TK グループ、青木あすなろ建設は AA、青木あすなろ建設グループは AA グ

ループと省略させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、髙松コンストラクショングループ社長の吉武から決算説明をさせていただきます。 

吉武：髙松コンストラクショングループの吉武でございます。本日は、私ども TCG と TK、および

AA の 2020 年 3 月期の決算説明、ならびに今期の年度経営計画の説明動画をご視聴いただき、あ

りがとうございます。 

初めに、新型コロナウイルス感染症の拡大により、罹患され亡くなられた方に、謹んで哀悼の意を

表したいと思います。そして、いまだ病院や宿泊施設で隔離生活を送られている方々と、そのご家

族の皆様にお見舞いを申し上げます。また、自らの感染の危険性を省みず、寝食を忘れて最前線で

コロナリスクと対峙されている医療従事者の皆様方に、心からの御礼と感謝を申し上げます。な

お、当社業績への新型コロナウイルス感染症の影響については、後ほど申し上げたいと思います。 

それでは、TCG の決算の概要について説明をさせていただきます。 
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決算説明会資料の 2 ページをご覧ください。初めに、TCG グループフォーメーションについて説

明させていただきます。 

ページ左半分が、TK を親会社とした 11 社からなる TK グループになります。RC 戸建て住宅を手

掛けていた JP ホームにつきましては、前期末をもってその事業を TK に譲渡いたしました。 

ページ右半分が、AA を親会社とした 8 社からなる AA グループになります。AA は、東京証券取引

所の市場第 1 部に上場しておりましたが、親子上場に関する今後の規制の強化や、グループガバナ

ンスを考慮し、TCG が前期に実施した TOB により、昨年の 11 月 11 日に当社の 100%子会社とい

たしました。従って、従来は当初の連結業績に取り込めていなかった AA の非支配株主持分利益

を、当社の連結業績に取り込むこととなりました。 

これら二つの企業グループのほかに、今後の海外事業の可能性を探るために、パイロット的に海外

事業に取り組んでいる当社の 100%子会社である TCG USA を含めた 21 社で、TCG グループが構

成されております。 
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決算説明資料の 4 ページをご覧ください。2020 年 3 月期の連結業績の推移についてご説明いたし

ます。 

受注高は 2,967 億円となりました。TK は、受注した物件が長期間着工できなかったという前期の

反省を踏まえて、従来は着工時期を考慮せずに発注者様からの発注の内示書をいただいた時点で、

受注計上しておりました。2020 年 3 月期からは、建て替え対象物件の入居者の退居時期が明確に

なっているなど、着工時期が見通せる案件に限って受注計上を行うなど、受注計上基準を厳格に運

用したことから、前期比 87 億円の減少となりました。 

AA は、民間工事で土木と建築の入り繰りはあるものの、ほぼ前期並みの受注となりました。官庁

工事は、前期に複数の大型高速道路工事の受注があった反動から、配置技術者の逼迫などの問題が

あって、前期比 119 億円の減少となりました。これら 2 社の中核以外の会社の受注高は、おおむ

ね順調に推移したことで、当社連結受注高は前期比 85 億円の減少とはなりましたが、引き続き、

高い受注高の推移となっております。 
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売上高は 2,823 億円となり、8 期連続で増収を確保し、6 期連続で過去最高を更新いたしました。

営業利益は 147 億円で過去最高となりました。親会社株主当期純利益につきましては、前期に AA

に対する TOB が完了したことにより、AA の非支配株主持分利益 6 億 9,000 万円を取り込んだこと

により、86 億円となりました。配当については、後ほど説明をさせていただきます。また、受注

の期末繰越高も 3,456 億円となり、過去最高を更新いたしました。 

 

次に 5 ページで土木、建築、不動産のセグメント別受注高、売上高、および利益について説明いた

します。 

まず初めに、土木事業の受注高は、先ほど申し上げました AA の官庁土木の受注減少の影響によ

り、4.0%の減少となりました。売上高は、みらい建設工業の減少が大きかったことを他社の売上

高でカバーしきれず、3.7%の減少となりましたが、営業利益は AA の土木工事で作東メガソーラー

や蓮田サービスエリアなどの高採算工事の利益率の改善向上により、23.0%の増益となりました。 

次に、建築事業の受注高は TK が 73 億円の減少、AA が 50 億円の減少となったため、ほかの会社

が順調に推移したものの、全体で 2.9%の減少となりました。売上高は TK、AA ともに工事の進捗
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が順調に推移したことで、31.2%と大幅な増収となりました。営業利益については、AA で利益率

の低下があったものの、TK の売上高が大幅に伸びたことにより、16.8%の増益となりました。 

最後に、不動産事業では受注高、売上高は伸びたものの、ミブコーポレーションの販売用不動産の

売買契約が今期にずれ込んだことで、2.7%の減益となりました。 

 

それでは、TK グループ、AA グループのグループ別 PL 数値についてご説明いたします。 

TK グループでは、TK で前期に着工が遅延していた工事の着工があったことから、売上高、営業

利益ともに順調に推移をいたしました。 

TK では、売上高は前期比 193 億円の増収、営業利益は前期比 14 億 5,000 万円の増益となりまし

た。新たにグループ入りしたタツミプランニングの利益は低調だったものの、売上高は約 49 億円

を計上して増収に貢献をいたしました。また、世界最古の企業である寺社仏閣建築の金剛組の営業

利益は、前期対比で約 10 倍となっております。 
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AA グループでは、みらい建設工業と東興ジオテックの売上高が若干ショートしたものの、AA をは

じめとするグループでカバーして、売上高と営業利益ともに増収増益となりました。中でも、遺跡

の発掘事業を主な事業とする島田組は、グループ入りして以来、増収を続けており、前期の売上高

は 37 億円と、グループ入りした当時の約 2 倍近くまで順調に成長してきております。 

 

続きまして、7 ページをご覧ください。連結経営成績の TK、AA の中核 2 社に、みらい建設工業と

東興ジオテックを加えた主要 4 社と、その他の会社の前年比較について記載した表となっておりま

す。 
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8 ページと 9 ページは係数比較を棒グラフ化したもので、受注高も記載しております。 

8 ページの受注につきましては、先ほど述べましたとおり、前年比で若干のマイナスとなってしま

いましたが、これは市場環境が悪化したことや、競争が激化したため受注が伸びなかったというも

のではございません。 

売上高は、TK グループは大きく伸展し、AA グループも堅調に推移したことから、過去最高となり

ました。 
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10 ページは、営業利益の対前年との差異を分析したものです。2020 年 3 月期の営業利益が、前期

の 124 億円から 147 億円に増加した主たる要因を、増加は紺色の柱、減少は赤色の柱で示してお

ります。 

まず、TK 単体の売上増に伴う利益の増加が 35 億円、粗利率の低下に伴う粗利の減少を 5 億円、

TK グループ他社の粗利増が 13 億円。これにより、TK グループで 43 億円の粗利増に貢献してお

ります。 

同様に AA グループでは、AA 単体の売上増に伴う粗利増 7 億円、その他グループ会社の粗利増 5

億円、合計 12 億円の貢献があります。一方、販管費は TK の 15 億円を筆頭に 33 億円増加してお

り、これらを相殺すると、営業利益は前期比 23 億円増の 147 億円となり、過去最高を記録するこ

とができました。 

続きまして、中核事業会社の 2020 年 3 月期の決算概要、2021 年 3 月期業績予想、年度経営計

画、ならびに新型コロナウイルス感染症の影響などについて、TK グループは TK の髙松社長か

ら、AA グループについては AA の辻󠄀井社長からご説明申し上げます。 
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髙松：それでは、髙松建設グループにつきまして、ご説明申し上げたいと思います。 

まず、当社企業集団の状況でございますが、昨年度、タカマツハウスとタツミプランニングが当社

グループに加わりまして、合計 11 社の企業集団となりました。当社グループは、寺社仏閣からマ

ンション、オフィスまで施主様のあらゆる要望にお応えできるような体制を拡充しつつございま

す。全ての会社の説明は、時間の関係で割愛させていただきますが、後ほどタカマツハウスの状況

について、簡単にご説明をさせていただきます。 
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グループ各社の事業戦略についてご説明申し上げます。 

今年度も 11 社それぞれが基本テーマを掲げ、目標達成に取り組んでまいります。基本的にはこの

メッセージは社内向けのインナーメッセージではございますが、各社それぞれがテーマと目標を掲

げて進んでおります。。 

当社、髙松建設単体におきましては、基本テーマが「提案力と技術の強化」となっております。こ

れは、実は昨年の基本テーマにぶら下がるキーワードとして活用していたものではございますが、

今年はそれを格上げしまして、ブランド力をさらに掘り下げていくということで、「提案力と技術

力の強化」を基本テーマと掲げ、今年も 1 年間さらに深掘りをしてまいりたいと、そのように考え

ております。 
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まず、当社グループの業績について振り返りたいと思います。 

受注に関しましては、2 月以降、コロナの影響を若干受けた関係もあり、最後追い込みができず

に、少し目標を達成できずに残念な状況となりました。しかしながら、売上、利益はともに目標を

達成することができました。当社の近年の受注の傾向はスライドのグラフにもありますように、受

注に占める一般建築の割合は、非常に大きくなっているという状況が見受けられます。 

全体で見ますと、マンション比率が 52%、その他の一般建築が 48%と大きな違いはないように見

えますが、関西を拠点とする大阪本店では、77%が一般建築となり、わが社が得意としてきたオリ

ジナルマンションの比率が大きく下がっているという状況です。 

一方、首都圏を活動拠点とする東京本店におきましては、受注高の 74%がオリジナルマンション

となり、大阪本店とは受注の構成が大きく異なっております。。人口やマーケットの違いが大きく

影響しておりますが、オリジナルマンション建設は一般建築と比較すると利益率も高いため、一般

建築比率が増加することで、利益率の低下につながってまいります。得意分野でありますオリジナ
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ルマンション事業を軸としながら、一般建築事業においても大阪で培った経験を東京で生かし、売

上高、利益率の確保を行うことが必要不可欠なことと考えております。 

 

続きまして、今期のグループ全体の業績目標でございます。 

昨年度末から、施主様と面談することが、コロナの影響によって非常に困難になり、商談が滞るこ

とも多く、厳しい受注環境となっております。結果、4 月の受注は当初予測を大きく下回り、まっ

たく届いていない状況となっております。 

一方、売上、利益に関しましては、世間でも新聞を騒がしておりましたけれども、同業他社の工事

の中断などニュースがございましたが、当社におきましては、工事の中断ということを行わずに予

定どおり工事を進めましたために、おおむね目標どおりの結果となっております。 

髙松建設としましては、さまざまなリスクはありますものの、売上、営業利益について、当初どお

りの目標を追いかけてまいりたいと思います。売上高については、受注済みの未着工案件があるた

め、大きな変化がない限りは目標達成ができると考えております。 
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新型コロナウイルス感染症による事業のリスクについてご説明申し上げます。 

原材料、資材価格、ならびに労務費上昇が起因する工事原価の上昇が考えられますので、利益率の

低下リスクがあります。また、資材は海外調達品も多くあり、世界中で蔓延しているコロナの影響

により、製造が停止していたり、納期が遅れたりする可能性もあります。顧客視点から見ると、景

気の先行き不安からの投資意欲の減少、企業の収益減少による資産の目減り、銀行の貸し渋りな

ど、さまざまな不安要素も存在しております。 

銀行の貸し渋りについては、今のところ発生はしておりません。弊社の重点営業先が、23 区の駅

近くで収益が確保されていることが大きな要因で、銀行の貸し渋りは今後も発生しないと考えてお

りますが、今後の動きには目を配っていきたいと思います。 

社内でもパンデミックが発生すれば、長期にわたり営業活動や工事の中止なども考えられますの

で、引き続き、社員のコロナ感染対策も徹底してまいります。当社では、現在は、週に 1 日は有給

休暇、2 日は在宅勤務、2 日は時差出勤を行い、複数名が集まる会議や食事会は原則中止としてお

り、社内でのコロナ蔓延を防ぐ手だてを取っております。 
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昨年度の決算説明会でもお話ししましたが、タカマツハウスとタツミプランニングは、昨年度、髙

松建設グループに参画いたしました。 

タカマツハウスは、昨年度は会社を立ち上げ準備期間でありましたが、今年度からは本格的に事業

を開始してまいります。コロナの影響で受注、売上、利益ともに見直しが必要となりましたが、

2020 年度の基本テーマを、デベロップメント事業の経営基盤の確立と、グループ連携の体制構築

に設定し、事業を推進していくために具体的に取り組みを進めてまいります。 

その取り組みをいくつか紹介しますと、まず 5 人チームでの拠点展開をすることで、攻略エリアの

拡大。そして、ミブコーポレーションとの連携による販売用不動産の仕入れ。そして最後に、ホー

ムページの開設と、オンライン広告の出稿と、解析手法の確立などです。 

新型コロナウイルスの影響により、結果を残すには困難な状況ではありますが、代表取締役の藤原

社長を筆頭に知恵を出し合い、取り組みを一つ一つ着実にこなし、結果にこだわってまいります。 
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最後に参考として、髙松エステートの入居状況についてご報告いたします。 

昨年度同様、東京、大阪ともに入居率は 95%以上を維持しております。当社の主体事業でありま

す、賃貸マンション事業に関しまして、当社が髙松エステートに対して十分な支援が行えると考え

ておりますので、髙松エステート東京・髙松エステート大阪の両社の業績に寄与することと考えて

おります。私からの説明は以上です。 
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辻󠄀井：それでは、青木あすなろ建設の前期決算の概要と年度経営計画などについて説明させていた

だきます。初めに、2020 年 3 月期決算について説明いたします。 

まず、企業集団の状況について説明します。当社グループは、当社およびグループ会社 8 社により

構成されており、建設事業および不動産事業を事業内容として、これらに関連する事業を行ってい

ます。 
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次に、連結業績の概要について説明いたします。売上高は増収となり、過去最高を更新しました。

また、営業利益、経常利益と当期純利益は増益となり、営業利益率は前期比 0.4 ポイントアップの

4.8%となりました。では、それぞれの項目について簡潔に説明してまいります。 
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まず、受注高について説明いたします。建築事業は、小平、村山、大和衛生組合発注の新ごみ処理

施設整備事業等を受注し、官公庁発注工事が増加しました。民間工事は、注力分野であるプラント

や物流施設等の非住宅工事を受注したものの、前期に消費税増税前の駆け込み需要があった反動で

減少し、全体では前期比 47 億円弱減少の 534 億円となりました。 

土木事業は、メガソーラーなどの再生可能エネルギー分野や、大型ごみ処理施設の造成工事の受注

により民間工事が増加しましたが、前期に国土交通省や NEXCO 発注工事の受注が好調であった官

庁工事が減少し、全体では前期比 44 億円弱減少の 1,049 億円となりました。 

不動産事業も含めた全体では、過去最高を更新した前期から 100 億円あまり減少の 1,595 億円と

なりました。なお、前期末の連結繰越工事高は、建築 642 億円、土木 1,171 億円、合計 1,813 億円

となり、過去最高となっております。 
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次に、売上高について説明いたします。 

建築事業は、リーマンショック以降、最高規模となりました繰越工事が順調に進捗したこと等によ

り、前期比 77 億円弱増加の 504 億円となりました。土木事業は、当社の手持工事が順調に進捗し

ましたが、みらい建設工業において、前期、前々期の受注が不振だったことから、繰越工事の施工

高が減少し、前期比 35 億円弱減少の 1,039 億円となりました。不動産事業は、自社分譲マンショ

ン事業の販売減で 12 億円となりました。 

全体では、建築事業の増加が、土木事業、および不動産事業の減少をカバーし、前期比 32 億円あ

まり増加の 1,556 億円となり、過去最高となっております。 
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次に、売上総利益について説明いたします。 

建築事業は、受注競争や資材価格の上昇、および労務不足等の影響を受けた低採算工事の進捗等に

より、前期比 4 億円弱減少の 35 億円となりました。土木事業は、当社の好採算工事の進捗によ

り、売上総利益率が前期比 2.1 ポイントアップし、前期比 18 億円弱増加の 136 億円となり、過去

最高益となっております。不動産事業も含めた全体では、前期比 13 億円弱増加の 173 億円とな

り、全体においても過去最高益を更新いたしました。 

なお、営業利益は、継続的な新卒、中途採用による人員増、本社移転により、販管費が 6 億円弱増

加し、前期比 7 億円あまり増加の 74 億円となりました。 
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従業員数は採用数の増加により、グループ全体でも増加傾向となっております。 
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貸借対照表はご覧のとおりで、当社グループは支払手形を発行しておらず、借入金ゼロの無借金経

営を継続しております。 
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当社を含むグループ各社の業績につきましては、資料に記載のとおりでございます。 
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続きまして、2021 年 3 月期の年度経営計画について説明いたします。初めに、環境認識と課題に

ついて説明いたします。 

当社の環境認識につきましては、マイナス要因として、コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活

動の不透明感が新たに加わりましたが、その他につきましては、中期経営計画にて想定した環境が

継続しております。これらの環境認識の下で強みとする防災、減災対策工事の独自技術、新エネル

ギー関連工事の豊富な施工実績、無人化施工技術等を十二分に利用した営業活動を展開してまいり

ます。 

経営課題への対応として、当社が最も注力しているところは、生産性向上に向けた ICT、BIM、

CIM 技術の取り組みです。設計 BIM と施工 BIM の取り組みを一本化すべく、技術本部内に BIM

推進グループを新設しました。これにより、設計と施工の連携が深まり、フロントローディングに

よる BIM 支援がさらに進むものと考えております。また、2018 年度に受注しました栃木地方合同

庁舎は、発注者であります国土交通省の BIM 試行工事であり、発注者とともに施工 BIM の取り組

みを進め、今月中に完成する予定です。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

29 
 

 

続きまして、中期経営計画の基本方針および基本戦略の進展状況を、三つのキーワードで説明して

いきたいと思います。 

一つ目は、事業領域の創出です。今後の公共建設投資の中心となることが想定されておりますリニ

ューアル関連工事への取り組みを充実させるとともに、PPP などの事業形態に積極的に取り組

み、新たな事業の柱へと成長させていきたいと考えております。 

その取り組みの表れとしましては、前期、異業種企業と共同企業体を組成し、応札しました DBO

方式による新ごみ処理施設整備事業を受注いたしました。本事業においては、当社は既存施設の解

体、新施設の土木建築工事を担当いたしますが、将来的には公共施設のマネジメントについても検

討してまいりたいと考えております。 

また、建築事業では、髙松建設とのシナジーを生かした大型案件の取り組みにも注力してまいりま

す。 
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土木事業では、民間鉄道を含む交通インフラへの取り組みを強化し、再生可能エネルギー工事にお

いては、今後、更新工事も見込まれる風力発電、小水力、メガソーラーなど、いろいろなラインナ

ップを揃えていきたいと考えております。 

二つ目は、固有技術の創生です。課題のパートで説明いたしましたとおり、BIM、CIM をはじめと

する ICT 技術の積極的導入や、協力会社との協業により生産性向上に努めてまいります。また、当

社独自の保有技術を生かした取り組みにも注力しております。首都高速道路株式会社と当社におい

て共同で開発しましたダイス・ロッド式摩擦ダンパーが、首都高速道路台場線における耐震補強策

として採用され、本年 2 月に 6 基の設置が完了いたしました。 

この摩擦ダンパーは、既設橋梁に設置することで、大地震時における橋梁の損傷を大幅に軽減し、

地震後の復旧性に優れる橋梁耐震工法であり、今後、さらなる採用の拡大が見込まれております。 

三つ目は、働き方の創造です。施工の ICT 化、ロボット化に取り組んでいくことで、生産性のアッ

プを図ってまいります。また、内勤者については、現在、コロナウイルス感染症対策としてテレワ

ークを実施していますが、今回を契機とし、多様な働き方を創造していきたいと考えております。 
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最後に、年度経営計画の数値目標を説明いたします。記載の数値目標につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を、一定程度見込んでおります。受注高については、民間企業の設備投資計

画の延期や、取り止めによる受注時期の後ろ倒し、および減少。売上高と売上総利益につきまして

は、受注時期の後ろ倒し、および受注減による減少を想定しております。 

これらの影響を織り込み、連結では、受注高 1,430 億円、売上高 1,460 億円、営業利益 63 億円、

経常利益 61 億円、親会社株主に帰属する当期純利益 38 億円。 

単体では、受注高 810 億円、売上高 830 億円、営業利益 28 億円、経常利益 38 億円、当期純利益

28 億円を目指します。なお、単体の数値目標につきましては、建築事業の施工量が端境期を迎え

ることも影響し、売上高は前期比 13.2%の減少、営業利益は 29.4%の減少を見込んでおります。 

また、一時中断しておりました工事は、現在ほぼ再開しており、工事中断による施工量の減少は軽

微と想定しておりますが、民間企業の投資抑制等により、今後、着工する手持工事の着工時期が見

直しになった場合や、コロナウイルス感染症が再拡大した場合は修正となる可能性はあります。 

最後に、非常事態宣言が続々と解除されておりますが、引き続き、お客様、協力会社、社員の生

命、身体を守る観点から、感染症防止対策を徹底してまいりたいと考えております。 

以上をもちまして、青木あすなろ建設の説明を終了させていただきます。 
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吉武：続きまして、私から TCG の 2021 年 3 月期の連結の業績予想と年度経営計画についてご説

明いたします。12 ページをご覧ください。2021 年 3 月期は現在の中期経営計画、Create! 2022 の

2 年目にあたります。Create! 2022 で注力する項目として、５つの「創る」を挙げております。 

1 点目は、高成長、高収益企業を創る。2 点目は、グループの新事業領域を創る。3 点目は、多様

性尊重、コンプライアンス重視の企業文化の創出。4 点目は、シナジー効果の創出。そして、5 点

目が経済・社会や環境への価値創造です。この Create! 2022 の重点項目に対する今期の取り組み

を中心に説明をいたします。 
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TCG グループの 2020 年度の経営方針につきましては、13 ページをご覧いただきたいと思いま

す。 

グループ全体としては TCG グループ改革元年、Create! 2022 実現に向け、増収増益を達成。単体

では、TCG グループ改革元年、成長性、収益性 UP に貢献する基盤の構築としています。 

また、AA に対する TOB が前期に完了したことにより、グループ間の垣根がなくなり、より一層、

グループ一枚岩でのスクラム強化、シナジー発揮の基盤が整いました。今後は、TK グループと AA

グループの連携を一層強化し、グループ共通の経営プラットフォームを確立して、シナジー効果を

創出していきたいと考えています。 
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それでは、シナジー効果の創出について説明いたします。14 ページをご覧ください。まず、ペー

ジの右側をご覧ください。シナジー効果を創出するための施策を検討するにあたり、前提とした条

件について記載しております。 

まず 1 点目として、グループ各社の多様性と独立性を尊重し、多様性と独立性を阻害するような形

でのシナジーは追求しないこととしております。 

2 点目として、シナジー効果の創出は、今回記載した施策で終了するものではなく、今後、継続的

にシナジーの発揮ができるものを検討してまいります。 

3 点目として、市況悪化のリスクに備えるためのグループの競争力と、耐久力を向上させるための

シナジーを追求していくということです。新型コロナウイルス感染症の、感染拡大の影響による建

設市場の見通しの不確実性など、この部分のシナジーは今後、重要性を増してくると考えておりま

す。 
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4 点目として、さまざまな社内制度の共通化を図ろうと考えていますが、各社の業態や個性も異な

ることから、これらについては十分配慮した形で、シナジー効果を創出していきたいと考えており

ます。 

現在、記載しておりますシナジー創出に向けて取り組んでいるところでございます。 

 

次に、SDGs への取り組みについて説明をいたします。15 ページをご覧ください。 

当社グループでは、社会や環境に対する価値の創造の指標として、SDGs 貢献売上高を掲げており

ます。当社グループの SDGs 貢献売上高は、AA グループでは風力発電や太陽光発電などの再生可

能エネルギーなどの環境関連事業を手掛けており、東興ジオテックでは自然共生素材を用いた法面

工事などを実施しております。また、島田組では文化財事業の一つである埋蔵文化財発掘事業を行

っております。 

TK グループでは、TK で建築基準法 15%増しの鉄筋コンクリート建物と、その延命に直接関わる

大規模リフォーム事業。そして、世界最古の企業として有名な金剛組を中心とした社寺建築などの

文化財事業により成り立っております。これらの事業の売上高の合計額は、連結売上高の約 25%
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を占めております。中期経営計画の最終年度である来年度には、SDGs 貢献売上高を連結売上高の

30%以上に高めることを目標としております。 

 

当社グループの女性活躍などの状況につきましては、16 ページに記載のとおりとなっておりま

す。 

働き方改革の推進では、TK と AA のいずれも業界を挙げて目指している 4 週 8 閉所に向けて取り

組んでまいります。ICT 化をはじめとする生産性の向上と、効率化による生産性のアップを目指し

て、売上高と利益が落ちない働き方改革に取り組んでまいりたいと考えております。 

コンプライアンス経営は、企業経営の最重要課題の一つであると考えております。グループ会社に

おけるコンプライアンス委員会を定期的に開催するなど、AA の完全子会社化によりグループガバ

ナンスの強化に取り組んでまいります。 
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それでは、新型コロナウイルス感染症への対応状況についてご説明申し上げます。17 ページをご

覧ください。 

建設事業につきましては、東京都など一部自治体に関しては営業を自粛しておりました。民間営業

につきましては、対面での営業活動は自粛し、WEB や電話のみによる継続顧客への営業に限定し

ており、新規顧客の開拓は自粛しておりました。5 月 7 日以降は、いずれも状況を見ながら、順次

営業活動を再開しております。 

施工につきましては、官庁工事では一部の工事で、5 月 6 日まで工事中止をしておりました。民間

工事では、発注者様から中止の指示があった一部工事を除き、感染拡大防止措置を講じた上で、工

事を行っておりました。発注者様から一時中止のご指示があった工事についても、感染拡大防止措

置を講じた上で、順次再開をしているところであります。 

不動産事業につきましては、入居斡旋については対面営業を禁止して、生活維持に必要な最低限の

サービス提供にとどめておりましたが、5 月 7 日以降は順次再開をしております。 
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採用活動につきましては、密接を避けるため会社説明会は WEB 開催として、面接も WEB で実施

しておりました。この取り組みは、今後も継続する予定です。 

管理部門や設計部門では、原則としてテレワークによる在宅勤務をしており、これは現在も継続し

ております。在宅勤務では、若手社員を中心に、ほとんど抵抗なく実施ができました。今後も、社

会的にこのような動きは止まらないと考えることから、当社グループで施工する住宅案件でも、在

宅勤務も念頭に仕様を検討する必要があるのではないかと考えております。 

 

2021 年 3 月期の連結業績の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、現段階

では合理的な算出が困難な状況ではあるものの、現状予想できうる範囲での算定を根拠として、先

週 20 日の当社グループの決算発表時には未定としておりました、今年度の業績予想を策定いたし

ました。 

まず、売上高につきましては、手持ち工事は固まっているため、当期に受注して当期の完工高およ

び利益に影響のある部分の問題とはなりますが、ある程度、発注は後ろ倒しとなることも想定し
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て、売上高 2,760 億円と、前期比 2.3%の減少の見込みとなりました。営業利益は、資機材市場の

不透明性も加味して、120 億円、前期比 18.5%の減少を見込んでおります。 

なお、従来発表しておりました受注高につきましては、営業活動が制約される中にあって、AA に

つきましては、主な発注者は官公庁および法人であるため、見通しが比較的立てやすいものの、

TK は、個人顧客様が相対的に多いため、緊急事態宣言収束後に受注獲得を目指してまいります。

現段階では、今期受注高の把握が難しいことを踏まえると、現状、合理的に算出することが困難な

ため、見通しが付き次第、あらためて公表させていただきたいと考えております。 

 

19 ページをご覧ください。中期経営計画、Create! 2022 定量目標に関する進捗状況です。 

中計初年度の 2020 年 3 月期は、受注高は 3,000 億円を若干下回り、計画未達でしたが、売上高、

営業利益は、いずれも計画を上回った実績となりました。 
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次に、配当について説明をさせていただきます。20 ページをご覧ください。 

2020 年 3 月期の通期配当金につきましては、前期比 3 円増の 63 円とさせていただきます。配当

性向は 25.2%と、前期比 4.5 ポイントの低下となります。新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、今期の業績が不透明な中、今期以降も安定配当を継続する観点から、1 株あたり 63 円の配当

とさせていただいたもので、今後につきましても、安定配当を継続する予定であることから、理解

賜ればと考えております。 

2021 年 3 月期の予想配当につきましては、1 株あたり 63 円、配当性向を約 30%として、安定配当

を継続させていただきます。 

以上で、髙松コンストラクショングループの 2020 年 3 月期決算説明、および 2021 年 3 月期業績

予想、年度経営計画の発表を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。 

司会：髙松コンストラクショングループの 2020 年 3 月期決算説明会の動画をご視聴いただきあり

がとうございました。以上で、決算説明を終了させていただきます。 
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ご質問等ございましたら、髙松コンストラクショングループのコーポレートコミュニケーション室

までお問い合わせいただければと思います。ありがとうございました。 

［了］ 

______________ 

脚注 

1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載 
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