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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 第 2 四半期 決算説明会 

 

[決算期]  2019 年度 第 2 四半期 

 

[日程]   2019 年 11 月 29 日  

 

[ページ数]  27 

  

[時間]   14:00 – 14:40 

（合計：40 分、登壇：24 分、質疑応答：16 分） 

 

[開催場所]  101-0053 東京都千代田区神田美土代町 1-1 住友商事美土代ビル 6 階 

 

[会場面積]  90 ㎡ 

 

[出席人数]  40 名 

 

[登壇者]  2 名 

代表取締役社長    吉武 宣彦（以下、吉武） 

常務執行役員     井筒 廣之（以下、井筒） 

 

[アナリスト名]* 大和証券株式会社      寺岡 秀明 

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社  小澤 公樹 

 

*質疑応答の中で発言をしたアナリストの中で、SCRIPTS Asia が特定出来たものに限る  
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登壇 

 

司会：本日は、お忙しい中をご出席いただき、誠にありがとうございます。只今より、株式会社髙

松コンストラクショングループの 2020 年 3 月期第 2 四半期決算説明会を開催いたします。 

なお、説明会終了後、髙松建設ショールーム、夢工房のご案内を予定しております。お時間がござ

いましたら、ご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、株式会社髙松コンストラクショングループの出席者を紹介いたします。代表取締役社

長、吉武宣彦。 

吉武：吉武です。よろしくお願いいたします。 

司会：常務執行役員、グループ統括本部長、井筒廣之。 

井筒：井筒でございます。よろしくお願いいたします。 

司会：以上、2 名でございます。よろしくお願いいたします。 

初めに、社長の吉武より第 2 四半期決算に関してご説明いたします。説明終了後、皆様からのご質

問をお受けいたします。活発なご質問をよろしくお願いいたします。 

それでは、吉武社長、お願いいたします。 
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吉武：髙松コンストラクショングループの吉武です。本日は、私ども髙松コンストラクショングル

ープの 2020 年 3 月期第 2 四半期の決算説明会にご出席をいただき、ありがとうございます。 

まず、お手元の資料、1 ページをご覧いただきたいと思います。上期決算の説明に先立ちまして、

本年 8 月 6 日に発表いたしました、青木あすなろ建設への TOB についてご報告をさせていただき

ます。 

建設業界の将来に目を向けますと、建設市場全体の縮小や建設業就労者の減少など、建設業界全体

を取り巻く環境は厳しさを増すことが予想されます。また、当社グループ内では青木あすなろ建設

の少数株主様から見た利益相反の懸念や、髙松コンストラクショングループの株主様から見ると、

利益の外部流出による資本効率の低下問題。また、さらには親子上場を取り巻くレギュレーション

が強化される中、このまま親子上場を維持したままのグループ経営も難しさが増すと予想され、今

回 TOB を決断した次第です。 

また、以上のことを背景に、8 月 7 日以降実施をいたしました株式公開買付によりまして、9 月 19

日時点では、当社は青木あすなろ建設の議決権の 96.26%を取得いたしました。これを受けまし
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て、11 月 7 日に青木あすなろ建設は株式の上場廃止となり、2000 年に小松建設工業の M&A によ

り 19 年間続きました親子上場関係に終止符を打ちまして、11 月 11 日をもって青木あすなろ建設

は髙松コンストラクショングループの完全子会社となりました。 

なお、以降の説明からは、髙松コンストラクショングループを TCG と説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、お手元の資料 2 ページをご覧いただきたいと思います。TCG は 2000 年から M&A を成

長戦略といたしまして、日本の建設業界においては、M&A を通じて成長を遂げた数少ない会社と

言われております。 

この成長は、グループ各社の自主性、独立性を尊重して、各社の強みを活かしながら自立的な経営

を行ってきたことによるものと捉えております。今後もこの基本的な考えを変えるつもりはござい

ません。 
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このような経営環境の変化を踏まえ、当社がグループとしてさらなる業容拡大を目指すためには、

一つにはグループガバナンスの強化、そして、もう一つは経営リソースを最大限活用してシナジー

効果を創出することが重要課題であると考えております。 

本年 5 月に発表いたしました中期経営計画、Create！ 2022 においても、5 つの創るを TCG の戦

略の柱として掲げており、その一つにシナジー効果の創出を掲げております。現在 TCG、青木あ

すなろ建設、髙松建設の 3 社で、シナジー創出プロジェクトを設立して、具体的な検討を進めてい

るところでございます。 

具体的なシナジー項目としましては、両グループのさらなる営業協力、共同施工の一層の推進によ

る建築ノウハウの共有化、共同研究による BIM や CIM などを含めた技術力強化や生産性向上、あ

るいは各部門間での人事交流などが考えられております。なるべく早くシナジーの創出と定量的な

成果が発揮できるように務めてまいりたいと考えております。 

また、前期までは純利益ベースで年間 10 億円程度外部流出しておりました少数株主持分損益が取

り込めることは、定量的効果として挙げられます。ただし、今年度は下期にしか効かず、かつ公開

買付費用等もありまして、最終的には 5 億円ほどの好転にとどまる見込みとなっております。 

いずれにせよ、グループ各社が垣根なく動ける基盤が今回の TOB によって整いましたので、今後

はさらなるシナジー効果の創出を加速し、さらなる企業価値の向上につなげていきたいと考えてお

ります。 
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続きまして 2020 年 3 月期第 2 四半期決算についてご説明させていただきます。お手元の資料 4 ペ

ージをご覧ください。受注高、売上高、利益、全て前年度を上回る結果となっております。 

利益に関しましては、工事の順調な進捗によりまして、完成工事高が伸びたこともあり、売上総利

益、営業利益、経常利益、純利益と、全ての利益項目で前年度比大幅アップとなっております。 

純利益に関しましては、青木あすなろ建設の TOB にかかる費用などで営業外損失として約 3 億

円、棚卸資産評価損などで特損で 4 億円を計上いたしましたが、前年度比 27.8%プラスの 24 億円

で着地をしております。 
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次の 5 ページにつきましては、今年度、営業利益と前年度の営業利益の差異を説明した図になって

おります。この表の左側に前年度の営業利益 35 億 6,000 万円があります。右側が今年度の営業利

益 56 億 8,000 万円があります。その間に差異要因を記載しております。 

今年度の営業利益が前年度に比べ大幅に伸びましたのは、売上高が 150 億円、率にしますと

13.2%伸び、売上総利益が 34 億 1000 万円、率にいたしまして 23.4%増加したことが主要因です。

特に、髙松建設単体では、工事進捗が順調に進んだことによる売上総利益の増加が 14 億 5,000 万

円と大きくなっております。 

また、両グループの中で利益性が高い髙松建設グループの売上総利益が伸びたことにより、売上総

利益率、営業利益率の好転にもつながっております。 

一方、販管費につきましては前年度比 13 億円の増加で、そのうち髙松建設単体が 6 億 4,000 万円

の増加。このうち人件費の増加がほぼ 5 億 4,000 万円ほどございます。また、新たにグループ入り

したタツミプランニングと、本年 4 月に設立をいたしましたタカマツハウスの販管費が 2 億 3,000

万円を占めております。 
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次の 6 ページでは、グループ別の上期の状況、および通期の見通しについてご説明をいたします。 

赤枠で囲まれた部分が、今年度第 2 四半期の実績値で、左から受注高、売上高、営業利益を示して

います。さらに、それぞれの柱に三つ数字がございますが、一番上が TCG の連結数値、中ほどが

髙松グループ連結数値、最下段が青木あすなろグループの連結数値となっております。また、それ

ぞれの柱の左側の黄色の棒につきましては、対外発表した計画値となっております。 

今年度第 2 四半期の受注額は 1,459 億円で、前年度の 1,446 億円、計画の 1,450 億円を上回り、2

年連続過去最高となりました。しかし、髙松グループにおきましては、受注計上基準を厳格化した

こともあり、計画比で若干の未達となっております。 

さらに、この若干の未達には、今年度から M&A でグループ入りした、タツミプランニングの受注

額 62 億円が入っておりますので、髙松建設としては下期でのキャッチアップが必要となっており

ます。 

第 2 四半期の売上高につきましては 1,293 億円と、前年度の 1,143 億円、計画の 1,200 億円をとも

に上回っており、8 期連続増収で、6 期連続過去最高となっております。 
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グループ別で見ましても、前年度比、計画比ともに順調に進捗しております。営業利益も 56 億円

と大きく伸び、営業利益率も 4.4%と、前年度が 3.1%、計画が 2.7%でございましたので、ともに

大きく上回っております。 

このように、売上高、営業利益は、ともに対計画で順調に進捗しておりますが、昨年度の決算時に

ご説明したような髙松建設における着工までや、施工期間の長期化も計画に見込んだ上、管理を厳

しくしたことで、今期から問題の発生はなくなっております。 

ただし、その反面、上期の順調な進捗につきましては、下期分を若干前倒しした部分もあり、ま

た、髙松建設単体におきましては、例年第 4 四半期に行っておりました工事案件別の粗利率の見直

しを、今期は第 2 四半期に行ったことで利益が好転した面もありまして、下期は楽観視しておりま

せん。 

なお、通年の業績につきましては、公表予想値の売上高 2,700 億円、営業利益 133 億円は達成で

きる見通しとなっております。 
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次 7 ページでございます。土木、建築、不動産のセグメント別受注高・売上高・営業利益について

ご説明をいたします。 

受注高に関しましては、青木あすなろ建設、みらい建設ともに、新名神高速道路の受注などがあ

り、みらい建設工業は前年度比 59 億円のプラス、青木あすなろ建設単体は前年度比 60 億円のプ

ラスが寄与して、トータルでは前年度実績 480 億円から 585 億円に 21.9%の伸びとなっておりま

す。 

一方、建築につきましては、青木あすなろ建設単体で、前年度の消費税引き上げにかかる前倒し受

注の今期は反動減もありまして、トータルでは 848 億円から 762 億円に、前年度比では 10.1%の

ダウンとなっております。 

売上に関しましては、土木はみらい建設工業において、繰越工事が前年に比較し少なかったことも

ありまして、前年度比 6.5%の減少となっております。一方、建築につきましては髙松建設、青木

あすなろ建設、両単体ともに工事が順調に進捗し、前年度比 38.5%のプラスとなっております。 

営業利益につきましては、土木は売上高は減少したものの、青木あすなろの土木部門では大型案件

の設計変更もあり、前年度が 24 億円に対し、今年度は 30 億円と、前年度比で 24.4%のプラス。

建築につきましては、前年度 21 億円に対して、今年度は 38 億円と、前年度比 82.9%のプラスと

なりました。建築の営業利益の大幅好転は、髙松建設、青木あすなろ建設ともに、売上高の大幅増

加が最大の要因です。 
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8 ページをご覧いただきたいと思います。受注高、売上高、営業利益の会社別構成を示しておりま

す。 

TCG グループは連結 22 社で構成されておりますが、中核の髙松建設、青木あすなろ建設と、青木

あすなろ建設グループの海洋土木をやっております、みらい建設工業、法面工事を得意とする東興

ジオテック、この主要 4 社で全体の受注高・売上高・営業利益、それぞれの部門で約 8 割を占めて

おります。 
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9 ページにつきましては、連結貸借対照表になっております。 

赤枠で囲った箇所を説明させていただきます。有形固定資産が前年度比 98 億円の増加につきまし

ては、現在、港区芝の東京本社ビルの建て替え工事を行っております。2022 年の 9 月に地上 18

階建ての新社屋が竣工予定です。この土地取得にかかるもので、この科目が増えております。 

次に、負債の部の短期借入金が前年度比 112 億円の増加。また、非支配株主持分が前年度比 115

億円のマイナスとなっておりますのは、青木あすなろ建設の TOB に伴うものでございます。な

お、中間決算の末ではネットキャッシュは 485 億円となっております。 
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10 ページでございます。髙松建設単体の東京・大阪別の受注を、さらにマンション、非マンショ

ンに分けて表示したものです。 

上半期受注につきましては、計画比 87.6%と未達になっております。この未達に終わった要因とい

たしましては、昨年度の着工遅延などへの反省から、受注計上基準を厳格化したことが挙げられま

す。これが要因で、東京は計画比では 80.6%の未達となっております。下期の巻き返しを図ります

が、当期売上、そして、おおむね来期の売上も前期からの繰越工事は潤沢に抱えておりますので、

影響につきましては現段階では軽微と考えております。 

一方、大阪は計画比 96.7%とほぼ計画どおりの進捗となっております。大阪は前年度に引き続きま

して、非マンションの比率が高く、約 70%が非マンションを占めております。そのため、非マン

ションへの提案力、設計能力、あるいは工事能力を一層強化する体制で臨んでおります。 
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11 ページにつきましては、毎四半期ごとに開示をしております髙松建設施工物件の入居率となっ

ております。引き続き東京、名古屋、大阪ともに堅調に推移しておりまして、この数値を見ると、

髙松建設の堅調な業績は当面は失速しないと判断されております。 
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次の 12 ページ以降では、上期決算を受けての今後の方向感を、2019 年 5 月に発表いたしました

新中期経営計画 Create！2022 のフォローアップも兼ねてご説明をさせていただきます。 

まずは、中計の骨子として 5 つの創るを挙げておりますが、その一つ目の創るである高成長・高収

益企業を創るについてです。 

赤字の部分が、今回加筆をした箇所となっております。前年度は髙松建設において、受注から着工

までの期間が、マンション建て替え工事にかかる入居者様の立ち退きの遅れとか、あるいは地中埋

設物の撤去等の影響で長期化した案件もあり、計画に対しまして工期の後ずれが課題となっており

ましたが、今年度は受注から着工までの期間を、実績に合わせた月数を見積もるとともに、案件ご

との状況を 1 件 1 件厳しくチェックし、その課題は改善されつつあると考えております。 

2022 年 3 月期までの本中計での毎年の成長率 6.3%をやや下回る成長率をその後も継続し、既存の

事業で 10 年後には 4,500 億円の売上高を見込む方向は変わっておりません。 
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続きまして、14 ページでは、TCG としての新規事業であります木造・戸建て住宅事業の現状につ

いてご説明をいたします。 

本事業に向けて、私どもはミブコーポレーション、タツミプランニングの 2 社を M&A するととも

に、今年の 4 月にタカマツハウスを新設し木造・戸建て住宅の分譲事業の展開を目指すことにいた

しております。 

M&A でグループ入りした両社と、髙松建設の営業が強みを持っております東京の城南エリアでの

事業確立を、現在立案中です。現在は、大まかな事業展開案が定まったところで、3 年後の 2022

年 3 月期までには基盤確立期間として、しっかりと事業としての定着をさせていきたいと考えてお

ります。 
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そのような考えが反映されているのが、15 ページでございます。このページには中計での 5 つの

創るで示された第 2 の柱である、グループの新事業領域を創るについてでございます。 

私たちは M&A を年 1 件程度、10 年で 500 億円を投じ、10 年後には 900 億円のグループとしての

新規事業を育てようと、今年の 5 月に説明をさせていただいております。先ほどご説明をしました

木造・戸建て住宅事業は、その核となるよう事業を成長させ、10 年後には髙松建設グループ、青

木あすなろ建設グループに続く、第 3 の核として育てたいと考えております。 

また、今後も、引き続き M&A 案件の検討を継続してまいります。現状と同レベル、同レベルと言

いますのはここ数年、年間で約 50 件程度の持ち込み案件も含めて、当方からの指定案件もござい

まして、年間 50 件程度対象を検討しております。引き続き検討を継続し、木造・戸建て住宅事業

とは別に第 4、第 5 の柱となるものを育ててまいりたいと考えております。 

これらによりまして、15 年後には木造・戸建て住宅事業も合わせて、トータルでは年 900 億円を

稼ぎ出す事業を具体化させる計画を考えております。TCG といたしましては、今後も事業シナリ
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オに沿って M&A の案件を積み重ね、事業の柱として築いてゆく、ロールアップ戦略を継続したい

と考えております。 

また、海外事業につきましても、既に実施しております 2 件の投資案件に加え、現在 3 件目の案件

として、現地デベロッパーの開発案件を共同出資することを検討中でございまして、今年度中の契

約締結を目指しておるところでございます。本出資が完了することで、これまでの検討ステージと

しては終了といたしまして、今後はビジネスモデルを確立した上で、次のステージアップを目指す

考えです。 

以上のように既存事業、新規事業ともに、中計発表段階では課題だったり、あるいは具現化してい

なかった項目につきまして、ある程度、進捗がしていることをご説明させていただいております。 

 

16 ページに髙松コンストラクショングループの中長期成長イメージがございますが、10 年後の成

長イメージに向けて、今後も着実に進んでまいりたいと考えております。 
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なお、お手元の資料の 18 ページから 21 ページにつきましては、この上半期に受注をいたしまし

た案件、竣工した案件を髙松グループ、青木あすなろ建設グループ別に掲載しております。後ほど

ご覧いただければと思います。 

以上を持ちまして、説明を終了させていただきます。ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

司会：これより質疑応答に移ります。私がマイクをお持ちいたしますので、ご質問のある方は挙手

をお願いいたします。 

寺岡：ご説明ありがとうございました。大和証券の寺岡と申します。2 点お願いいたします。 

まず、髙松建設さんの賃貸マンション建築の受注動向に関してですが、賃貸アパート業界では金融

機関の融資厳格化や、消費増税の影響などで、かなり厳しい状況が続いております。御社の賃貸マ

ンションの受注動向は、東京、大阪、それぞれどういう状況かというところを教えていただけます

でしょうか。 

吉武：賃貸マンションの受注動向でございますが、おっしゃるとおり、世間一般的には、金融機関

における建設・不動産事業のポートフォリオの縮小、金融庁による指導の影響があるように聞いて

います。 

また、消費増税につきましては、先ほどもご説明したように、特に、青木あすなろ建設の一般建築

において消費増税前の駆け込みで、前年度の 2019 年 3 月期に計画地 100 億円以上の受注が取れま

した。これにより、今年度の青木あすなろ建設建築の上期は反動減になっております。 

ただ、今までの 3%から 5%、5%から 8%の増税時と比べますと、今回の 8%から 10%の増税におけ

る、髙松建設の賃貸マンション関係での駆け込み受注はほとんどないと言っていいと思います。あ

まりオーナー様の動機が働かなかったという印象です。 

一昨年に発生いたしました、様々な賃貸・投資用アパートの問題に関しては、これはどちらかとい

えば、地方のアパート建築における問題と捉えています。髙松建設は東京、大阪、名古屋、その 3

地域を営業エリアとしており、しかも中心地にエリアを絞った営業をしておりますので、あまり影

響を感じておりません。 

まとめますと、一つ目は、アパートとマンションという違い、二つ目は、我々は賃貸マンション建

設ニーズが高い首都圏を中心に営業をしているため、さほど影響がないということ。建設ニーズが

高いということは、そこに賃貸マンションを建てても入居されるニーズがあるためと理解をしてお

り、あまり髙松建設への影響はない、と言い切るのは言い過ぎかもしれませんが、軽微だと捉えて

おります。以上です。 

寺岡：ありがとうございます。 
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2 点目の質問です。青木あすなろ建設さんの TOB を実施後、まだ間もないですが、冒頭に、今後

の課題として「シナジーの創出」を挙げていらっしゃいました。髙松建設さんでも、非マンション

領域を拡大していくようですが、現状、青木あすなろ建設さんと髙松建設さんとで、何か取り組み

の変化が起きているかどうかを確認させてもらってもよろしいでしょうか。 

吉武：只今のご質問に関しまして、現状成果として申し上げられる案件はありません。ただ、過去

2 年前に千葉の流山で、大型物流施設を受注いたしました。このときは髙松建設と青木あすなろ建

設の共同 JV で、50 対 50 の比率でございました。これは髙松建設の営業が受注した案件でござい

ますので、そういった意味では利益相反的な問題もありませんでした。 

ただ、実態のところ、髙松建設では初めての大型の一般建築で、しかも物流施設という経験値のあ

まりない案件でございましたので、グループ内の青木あすなろ建設の技術力でサポートしてもらっ

た面はございます。それを通じて、結果的にはグループ全体として技術力の蓄積につながっており

ます。 

また、この実績により昨年日本通運さんから和歌山での物流倉庫を髙松建設単体で受注をしまし

た。このような事例もありますが、一般建築については、やはり青木あすなろ建設のゼネコンの建

築技術のほうが一日の長があるのが実態です。 

髙松建設は、ご案内のように賃貸マンションを専門として建築しておりますので、同じ建築物でも

若干ジャンルが違います。そういった意味ではグループ内で技術の協力、共有も含めて、技術者の

養成が高まると考えています。 

髙松建設としては、今までは、一般建築の大型案件はどちらかといえば取り組みにくい案件でした

が、今回の TOB により、積極的に取り組んでいける基盤が整った、というところでございます。

現状、おかげさまで物流施設の実績ができましたので、これらの事例を重ね、髙松建設、青木あす

なろ建設ともに、営業活動の中で活用してゆきます。そういった意味では、双方でプラスの効果が

出てくるものと思っておりますし、今後は、さらに一層、営業協力的なものも併せて、大型案件の

受注獲得に務めてまいりたいと思っております。 

寺岡：ありがとうございました。 

司会：他にございますでしょうか。 

小澤：三菱 UFJ、小澤と申します。2 点お願いします。 

髙松建設側で受注の厳格化の背景として、去年起こった着工遅れの影響があるかと思います。これ

は受注の精査がすごく厳しくなり、確実に着工できる案件を着工するようになったというだけなの
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か、それとも、もっと能動的に対策をとり、着工促進につながるような動きがあるのか、それが 1

点目の質問です。 

吉武：髙松建設においては、去年の実績が計画に対して未達に終わりました。今までは立てた計画

を必ずクリアしてきたという自負があったのですが、それが初めて未達に終わりました。 

その原因を、昨年の上半期が終わった時点から TCG を中心に精査をして、その原因をつかみまし

た。髙松建設は営業の力が強く、審査はしっかり厳格に精査・チェックはしておりますが、それで

も、営業が強いということは受注計上をしたいという、力が働くわけでございます。 

一つの例として、今までは大阪のマンションの受注のほうが大きかったのですが、2 年ほど前から

マンション受注の額では、東京が逆転をしております。それだけ東京のマーケットのほうがまだま

だ伸びる余地があるということです。 

一方、大阪と異なり、東京は基本的には既にオーナー様が賃貸マンションを経営されており、その

マンションの建て替え需要が主です。更地に建てる案件はまず皆無でございます。 

建て替え需要ですと、当然ながら入居者様がおられます。お施主様からは発注依頼契約書をいただ

いても、それが例えば 30 戸中、半分の 15 戸が入居している場合、退去していただくための交渉

がそこから始まるわけです。営業としては受注計上したい、ですが、受注計上しても、入居者様に

全て退去していただかないと当然ながら着工できないわけですから、これが当初見積もっていた期

間よりも大幅に後ずれするという問題につながってきました。受注計上の取り決めが少し甘かった

と感じております。 

お施主様に「髙松建設に発注をする」という捺印はいただいていたとしても、例えば入居世帯が

15 世帯も残っていたら、これは受注計上できる案件ではありません。せいぜい 5 世帯程度であれ

ば受注計上し、あとは半年の期間に退去を依頼して、受注から 8 カ月目より解体着工ができる、と

いうこの流れを今年度より厳格化いたしました。 

ここにはあえて数字は書いておりませんが、このようにお施主様より発注依頼契約書はいただいて

いるものの退去等に時間がかかるため受注計上はしていないという案件が、60 億～80 億円程度ご

ざいます。これを昨年と同じように計上すると、やはり受注高と完工高とのギャップが出てきてし

まい、これは不信感にもつながりますし、また、計画係数自体がぶれる可能性がございます。その

ため受注計上を厳格化した次第です。 
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また、審査としても、よくチェックをすると同時に、顧問弁護士さんにも、円満な退去についてリ

ーガルアドバイスもいただきながら、弁護士さんともども入居者様へのスムーズな退去をお願いで

きるようにしております。 

少なくとも、風評リスクが立ち、髙松建設はやり方が少し荒っぽいねと言われるなど、このような

レピュテーショナルリスクが伴うような立ち退きはあってはなりません。 

まとめますと、東京のマンション建設において、大阪とは少し勝手が違った、というのが去年露呈

したわけで、その対策を取ったということをご理解いただければと思います。 

小澤：2 点目は、すごく細かいところなのですが、成長分野として、以前から海外のお話があった

かと思います。アメリカで 2 棟目、3 棟目と着実な印象を受けるのですが、今週、海外不動産投資

の課税強化という、少し嫌なニュースが日経新聞に流れておりました。 

吉武：税制ですね。 

小澤：オープンハウスさんの株価が大暴落し、私も散々振り回された日がありました。木造の 4 年

加速度償却とか、堅固な建物で 9 年償却とか、いろいろあるとは思うのですが、そのようなところ

にはあまり関わらないのでしょうか。それとも、そこは多少関わるけれども、投資採算や投資利回

りとしても十分行けるというスキームなのか、それともまた違うタイプのものなのか。この辺りは

これからいろいろと勉強をされて着実に進めていくのだと思いますが、今のところ、どのような感

じでお考えでしょうか。 

吉武：TCG USA を一昨年設立いたしました。リーガル面等を含め検討し、アメリカで試験的な取

り組みを始めようと考え、あえて東アジアは避けた次第でございます。 

ただ、海外建築というよりは、まず最初は、以前にもお話ししましたが、髙松建設の土地活用、プ

ラス節税、相続税対策で取り組もうかと考えていたのが、リサーチをする中で、すぐに、税制が全

く違うので日本の節税モデルは使えないことが判りました。 

投資枠もそれほど大きくない額の上限を設けております。一つ目、二つ目の投資のタイプとして

は、ニューヨークでマンションもしくはオフィスのリノベーション、あるいは、不動産を取得して

貸し出す、というものです。今、三つ目の投資として考えているのは、アメリカの地元のデベロッ

パーさんとの共同出資です。当然マイノリティーではありますが。このようないろいろな試行錯誤

の中で、知見を高めようとしております。 
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現在、2 棟保有しておりますが、2 つ合わせても約 30 億円程度でございますので、いろいろな税

制の問題等々、ハードルが高くなったり、変わったりしても、さほど影響はないかと思っておりま

す。 

ただ、他社さんを見ると、アメリカの物件を日本の投資家さんに販売するというような営業スタイ

ルは、償却期間の問題等々を含めて、税制の変更はかなりのインパクトがあるように思っておりま

す。現在、弊社が取り組んでいるところには、あまり影響はないかと思っております。 

小澤：ありがとうございました。 

司会：大変恐縮ではございますが、次の質問で最後とさせていただきます。何かございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

それでは、以上で質疑応答を終了いたします。終了後、名刺交換をご希望の方は、どうぞ前方にお

進みください。 

それでは、以上をもちまして、株式会社髙松コンストラクショングループの 2020 年 3 月期第 2 四

半期決算説明会を終了いたします。本日はご参加、誠にありがとうございました。 

吉武：ありがとうございました。 

井筒：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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