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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 

 

[企業 ID]  1762 

 

[イベント言語] JPN 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2021 年 3 月期 本決算説明会 

 

[決算期]  2020 年度 通期 

 

[日程]   2021 年 5 月 28 日 

 

[ページ数]  29 

  

[時間]   15:00 – 15:34 

（合計：34 分、登壇：34 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  髙松 浩孝 （以下、髙松浩孝） 

髙松建設株式会社 代表取締役社長   

    髙松 孝年 （以下、髙松孝年） 
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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、

2021 年 3 月期決算説明会の動画配信をいたします。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 グループと省略しております。 

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

髙松浩孝：髙松コンストラクショングループの髙松浩孝でございます。本日は、私ども TCG と TK

および AA の 2021 年 3 月期の決算説明、ならびに 2022 年 3 月期の年度経営計画の説明会動画を

ご視聴いただき、ありがとうございます。 

初めに、自らの感染の危険性を顧みず、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

従事者の皆様に、心から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させていただきます。 
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決算説明資料の 3 ページをご覧ください。初めに、TCG の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 12 社からなる TK グループになります。本年 2 月に、大阪府

の高槻、北摂地域を地盤とする大昭工業およびその連結子会社の TSK ハウジングを、髙松建設が

子会社化いたしました。これにより、従来髙松建設が人手不足のため受注を回避していた、小型の

案件の受注につながることが期待されます。 

ページ右半分が、AA を親会社とした 7 社からなる AA グループになります。みらい建設工業を分

社化した新潟みらい建設は、新潟県の魚沼地域を地盤として、堅調な業績を上げてまいりました

が、同社の今後の発展のためにも、新潟県内に強い地盤を持つ会社への譲渡が最善であると考え、

本年 3 月に、本間道路株式会社に全株式を譲渡いたしました。 

これら二つの企業グループの他に、アメリカで建築、不動産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 5 ページをご覧ください。2021 年 3 月期の連結業績の推移について説明いたしま

す。 

受注高は、2,564 億円となりました。TK は、第 1 四半期から第 2 四半期の前半にかけて新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響で、個人顧客との対面での営業を自粛した影響で、第 2 四半期までの

受注実績は厳しいもので、その後挽回いたしましたが、前期比並みまで回復、挽回するには至りま

せんでした。 

AA は、前期に建築で 50 億円を超える大型の工事を複数受注していましたが、受注件数はほぼ変

わらないものの、21 年 3 月期は大型の工事の受注がなく、中小型工事の受注となりました。 

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いたしましたが、中核 2 社の規模が大

きいため、当社連結受注高は前期比 403 億円の減少となりました。 

売上高は、2,830 億円となり、9 期連続で増収を確保し、7 期連続で過去最高を更新いたしまし

た。 
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営業利益は、AA の建築事業において 4 件の低採算工事が発生したことの影響により、前期比

17.1%減の 121 億円にとどまりました。このことによる影響の他、本年 2 月に M&A をした大昭工

業と、その子会社の TSK ハウジングの負ののれん発生益、新潟みらい建設の株式売却による関係

会社株式売却益と、投資有価証券評価損が発生した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前

期比 14.2%減の 74 億円となりました。 

配当については、後ほど説明させていただきます。 

 

次に、6 ページで、建築、土木、不動産のセグメント別受注高について説明いたします。 

まず、建築事業は、受注高は TK グループが新型コロナの影響で 15.8%の減少。AA グループが、

大型工事の減少で 12.9%の減少。合計で、20.3%の減少となりました。 

次に、土木事業は、受注高は AA の官庁土木の受注が減少した影響により、10%の減少となりまし

た。 
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次に、7 ページをご覧ください。四半期ごとの受注実績の 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 社の前年比較について記載したものです。 

東興ジオテックは、第 3 四半期まで順調に伸ばしてきましたが、第 4 四半期は、配置予定技術者の

不足により応札案件が減少したため、受注が大きく減りました。 
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8 ページをご覧ください。 

建築事業の売上高は、TK、AA ともに工事の進捗が順調に推移しましたが、AA グループでの大型

工事の減少の影響で 6.9%の減収となりました。土木事業の売上高は、手持ち工事が順調に推移し

たことにより、7.2%の増収となりました。 

グループ別では、TK グループでは、TK は手持ち工事の消化が順調に進んだことにより、売上高

は順調に推移いたしました。TK グループでは、売上高は前期比 3.5%増、44 億円の増収となりま

した。ブランドショップや百貨店の高級内装を手掛ける住之江工芸は、コロナ感染症の直撃を受

け、売上高は前期比 30%減の 19 億円にとどまりました。 

AA グループでは、東興ジオテックと遺跡の発掘事業を主な事業とする島田組は、売上高は極めて

順調でした。 
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10 ページをご覧ください。 

建築事業の営業利益については、AA で低採算工事の影響により、TK では販管費の増加を売上総利

益の増加でカバーできなかったため、26.7%の減益となりました。 

土木事業の営業利益は、AA で前期には大型の高収益案件がありましたが、高収益案件が前期に竣

工したため、前期比では 4.4%の減益となりました。 

最後に、不動産事業では、髙松エステートが順調であったこと、髙松ハウスグループの木造戸建住

宅販売の開始により、TK グループで 7.2%の増益となりました。 

グループ別では、TK グループでは TK で手持ち工事の消化が順調に進んだことにより、営業利益

は順調に推移いたしました。しかし、ブランドショップや百貨店の高級内装を手掛ける住之江工芸

は、コロナ感染症の直撃を受け、営業赤字となりました。その結果、グループ全体の営業利益は、

7.5%減の 78 億円となりました。 
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AA グループでは、東興ジオテックと遺跡の発掘事業を主な事業とする島田組の営業利益は増益と

なり、極めて順調でした。しかしながら、AA の建築の大型低採算工事をカバーするまでには至ら

ず、AA グループ全体では 19.5%減の 59 億円の営業利益にとどまりました。東興ジオテックと島

田組以外の AA グループの各社も、比較的順調に推移いたしました。 

 

11 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。 

2021 年 3 月期の営業利益が前期の 147 億円から 121 億円に減少した主たる要因を、増加はオレン

ジの柱、減少はグレーの柱で示しております。 

まず、TK 単体の売上増に伴う粗利の増加が 6 億円、TK グループ各社の粗利減が 3 億円。これに

より、TK グループで 2 億円の粗利増となっております。 

同様に、AA グループでは、AA 単体の低採算工事の影響による粗利益減が 24 億円、その他グルー

プ会社の粗利益増 10 億円で、合計 14 億円の粗利減となりました。 



 
 

 

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 

11 
 

一方、販管費は TK の 3 億円をはじめ、TK グループで 5 億円、合計 9 億円増加しており、これら

を相殺すると、営業利益は前期対比 26 億円減の 121 億円となりました。 

 

それでは、新型コロナウイルス感染症の影響についてご説明申し上げます。12 ページをご覧くだ

さい。 

TK における民間、個人顧客への営業については、前期の第 2 四半期の半ばまでは対面での営業活

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。 

AA も含めた法人顧客については、一部の案件で発注の後ろ倒しや、見合わせが発生しました。ま

た、発注者が在宅勤務となったことに伴い、一部発注が滞る案件も散見されました。 

施工については、官庁工事では、第 1 回目の緊急事態宣言に伴い、一部の工事で 5 月 6 日まで工

事中止をしておりました。 
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民間工事では、発注者から中止の指示のあった一部工事を除き、感染拡大防止措置を講じた上での

工事を行っておりました。その後の緊急事態宣言下においては、工事の一時中止などは発生してお

りません。また、当社グループの建設現場でのクラスターの発生はございません。 

採用活動では、密集を避けるため、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、社員の 7 割を目標としてテレワークによる在宅勤務としており、これは

現在も継続しております。在宅勤務は、若手社員を中心にほとんど抵抗なく実施できております。

ただし、期末の繁忙期については 5 割程度の実施率にとどまりました。 

 

続きまして、中期経営計画の進捗状況について説明申し上げます。14 ページをご覧ください。 

2022 年 3 月期は、現在の中期経営計画、Create！2022 の最終年度に当たります。Create！2022

で注力する項目として、五つの創るを挙げております。 
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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。 

後ほど説明いたしますが、残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により、中期経営計画の数

値目標には届かない見通しとなっております。 

 

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

中期経営計画、Create！2022 の中で、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、再生可能エネ

ルギー等の環境関連事業を手掛けており、また、制震ブレースを用いた建築物の耐震補強工事や、

AA-TEC 工法を用いた耐震天井工事、摩擦ダンパーを用いた橋梁の耐震補強工事を行っています。 
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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います。 

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

の文化財事業によって成り立っております。 

そして、2021 年 3 月期の SDGs 貢献売上高は 1,001 億円となり、SDGs 貢献売上高が TCG の連結

売上高に占める割合は 35.4%となります。今後もこの比率を伸ばしていきたいと考えております。 

 

続きまして、サステナビリティ・リンク・グリーンボンドについてご説明いたします。16 ページ

をご覧ください。 

これは、当社が本年 3 月に発行した、サステナビリティ・リンク・グリーンボンドの概要です。既

にプレスリリースで開示しておりますので、詳細については割愛させていただきますが、現在、港

区芝に建築中の、当社グループの東京地区の拠点ビルである、TCG ビルの建築資金を調達したも

のです。 
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先ほど説明させていただきました SDGs 貢献売上高を目標値として、資金の全額を CASBEE の A

ランクを取得済みのグリーンプロジェクトである、TCG ビルの建築資金に充当する仕組みとなり

ます。 

SDGs 貢献売上高の目標である 4 カ年累計で 3,911 億円が未達となった場合は、償還時に投資家に

対してプレミアムを支払うことになります。おかげさまで発行額 100 億円に対して、3 倍超の需要

が投資家から寄せられました。 

 

当社グループの女性活躍等の状況は、17 ページに記載のとおりとなっています。 

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。生産性が変わらずに、現場閉所や休日取得を推進したならば、売上高と利益

が落ちるのではないかとの懸念もあると思いますが、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いきたいと

考えております。 
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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。グループの内部

監査体制を強化するとともに、グループ会社におけるコンプライアンス委員会の定期的な開催や、

社内教育をさらに充実させることなどを通じて、グループガバナンスの強化に取り組んでいます。 

続きまして、中核事業会社の 2022 年 3 月期業績予想、年度経営計画について、TK グループは TK

の髙松孝年社長から、AA グループについては AA の辻󠄀井社長から説明を申し上げます。 

 

髙松孝年：今年度は、中期経営計画の最終年となります。本来であれば、今年度の目標は中期経営

計画で設定したとおり、髙松単体で受注高 1,330 億円、売上高 1,025 億円、営業利益 75 億円があ

るべき姿ですが、今年度におきましても、コロナが収束する気配は見せない状況でもあり、非常に

残念ではありますが、今年度の目標を受注高 1,060 億円、売上高 840 億円、営業利益 42 億円と設

定することにいたしました。 

ただ、昨年度も私どもは何もせずに手をこまねいたのではありません。一昨年度からのコロナ禍に

おいて、髙松建設もさまざまな取り組みを行ってまいりました。時差出勤、テレワークの導入、サ
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テライトオフィスの活用、会食の抑制などに加え、オンライン商談システムの導入、内覧会参加社

員の抗体検査実施など、お客様との接点を安心して持てる工夫を行ってまいりました。 

まだ収束の気配を見せない新型コロナウイルスですが、これらのコロナ対策を見直しながら創意工

夫を重ね、今年度目標達成に向けて邁進してまいります。 

 

また、明るい材料として、創業 90 年を超える大昭工業が髙松建設グループに加わりましたので、

次ページでご紹介したいと思います。 

先ほど、TCG からも発表しましたように、大昭工業ならびに TSK ハウジングは、2021 年 2 月 26

日に髙松建設グループに加わり、合計 12 社の企業集団になりました。大昭工業は、大阪府北摂、

高槻地域を中心に店舗、工場、マンション等、幅広く建築事業を行ってきた、創立 90 年を超える

実績を持つ企業でございます。 

長きにわたり信頼と実績を培ってきた企業がグループに加わることは、非常に頼もしい限りです。

今後は、お互いのノウハウを融合させることで生まれるシナジー効果に期待したいと考えておりま

す。今年度の大昭工業は、基本方針を「髙松建設グループ参画によるさらなる飛躍」、キーワード
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を、即行動への意識変革とし、髙松建設とのシナジー効果を活かし、スピード・提案力・品質の向

上に努めてまいります。 

具体的な一例として、髙松建設と連携し、賃貸マンション新築工事等、土地活用案件の強化を行っ

てまいります。 

 

グループ各社は、大昭工業同様にそれぞれ基本テーマとキーワードを掲げ、目標達成に向けての取

り組みを行ってまいります。 

12 の企業それぞれが基本テーマを掲げ、目標達成に向けて行動してまいります。全てを読み上げ

ると時間がありませんので、髙松建設の基本テーマのみ紹介させていただきます。 

今年度の基本テーマは、「リトライ！提案力と技術力の強化」です。昨年度の基本テーマではあり

ましたが、新型コロナの問題により、十分な対応を行うことができませんでした。With コロナの

今年こそ、当社の強みであり、ブランド力である、提案力と技術力を見つめ直すのにふさわしい時

期であり、そのためにはこのテーマをさらに深掘りする必要があると考えます。 
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グループ各社のテーマはご覧のとおりです。 

 

日本だけではなく、地球規模で新型コロナウイルスはまだまだ猛威を振るっており、さらに感染が

拡大した場合など、原材料、資材価格、ならびに労務費アップにより、工事原価の上昇に伴う利益

率の低下リスクも考えられます。 

また、資材は海外調達品も多くあり、調達品の製造が停止したり、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。社内でもクラスターが発生す

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。引き続き、在宅勤務や時差出勤、

複数名が集まる会議や食事会の原則禁止などの、社員のコロナ感染対策も徹底し、年度目標達成に

向けて尽力いたします。 



 
 

 

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 

20 
 

 

辻󠄀井：それでは、青木あすなろ建設の年度経営計画について、説明させていただきます。 

初めに、環境認識と課題について説明いたします。環境認識につきましては、おおむね中期経営計

画にて想定した環境が継続しておりますが、世の中では新型コロナウイルス感染症のパンデミック

による、ニューノーマル時代を切り開く変革が迫られており、国内建設業界においては、復興需要

や五輪特需の収束も相まって、業界の潮目が変わるタイミングを迎えていると考えております。 

これら、ニューノーマル、業界の潮目という新たな時代を迎える中で、当社が継続的成長を遂げる

ためには、中期経営計画に掲げました三つのキーワードである、事業領域の創出、働き方の創造、

固有技術の創生を強く意識し、総合的な競争力を強化していく必要があると考えております。 
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次に、中期経営計画の三つのキーワードの進捗状況について説明いたします。 

事業領域の創出については、建築部門において、PFI 事業、物流施設、工場生産施設、環境関連施

設といった、ここ数年に注力してまいりました成果が現れてきております。さらなる推進、深耕に

取り組みたいと思います。 

土木部門においては、再生可能エネルギー分野で大規模造成工事を伴うメガソーラーの取り組みが

徐々に減り、風力や水力発電への取り組みへの移行期が来ております。風力発電につきましては、

計画初期段階からの参画を進め、EPC、SPC 分野への進展についても推進してまいりたいと思い

ます。 

働き方の創造についてでございますが、昨年より当社においてもテレワークを推進しております。

現在、その本質である多様な働き方を追求すべく、各事業部門の実務メンバーによるプロジェクト

チームを組成し、働き方改革、生産性向上に向けた取り組みを検討、推進しております。。 
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次に、固有技術の創生についてでございますが、首都高速道路株式会社と当社が共同で開発いたし

ました、ダイス・ロッド式摩擦ダンパーが、国土交通省の新技術情報提供システム、NETIS に登

録されました。 

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脚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、新たに首都高速道路上野線でも採用が決まるなど、

今後、さらなる採用の拡大が見込まれております。 

 

最後に、年度経営計画の数値目標を説明いたします。 

受注高につきましては、民間案件は新型コロナウイルスの影響が不透明であり、官庁案件はさらな

る競争激化が想定されますが、建築セグメント、土木セグメントともに、基本戦略の着実な推進に

より、増加を想定しております。 

売上高につきましては、前期の受注不足および新型コロナウイルスによる手持ち工事の着工遅れに

より、減少を想定しております。 
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売上総利益につきましては、減収によるボリュームダウンが懸念されるところでありますが、当社

建築セグメントの不採算工事の一掃による利益率の改善により、増加を想定しております。 

 

これらにより、連結では受注高 1,600 億円。売上高 1,510 億円、前期比 1.4%減少。営業利益 64 億

円、前期比 7.5%増加。経常利益 63 億円。親会社株主に帰属する当期純利益 41 億円。 
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単体では、受注高 910 億円。売上高 835 億円、前期比 6.8%減少。営業利益 23 億円、前期比

52.5%増加。経常利益 34 億円。当期純利益 26 億円を目指しております。 

当社は、引き続きお客様および協力会社ならびに従業員等の生命、身体を守る観点から、政府の方

針に基づきまして、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めてまいります。関係社の皆様におか

れましては、このような状況を賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

以上をもちまして、青木あすなろ建設の説明とさせていただきます。 
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髙松浩孝：2022 年 3 月期の連結業績の見通しと、配当予想について説明させていただきます。34

ページをご覧ください。 

受注高については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が本年度も継続することが見込まれるも

のの、公共建設投資は順調に推移が見込まれることと、民間設備投資についても、製造業等の業績

が順調なこともあり、回復が見込まれること。そして、住宅需要は比較的堅調なことから、中期経

営計画の数値目標には届かないものの、前期比 24.8%増の 3,200 億円を見込んでおります。 

売上高については、売上高の先行指標である受注高が TK と AA で計画を下回っていることから、

当期に受注して、当期の売上高に寄与する工事の受注が問題となりますが、TK で当期売上高の 9

割が、AA で当期売上高の 8 割が、繰り越し工事から当期売上高に計上されるため、売上高は前期

比 2.5%増の 2,900 億円を予想しております。 

営業利益は、TK で賃貸マンションに比べて相対的に利益率が落ちる、非住宅案件の手持ち工事が

多いことから、前期比で減少が見込まれるものの、AA では低採算工事の剥落による利益率の回復
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が見込まれます。これに鉄材価格の上昇などの資機材市場の不透明性を加味して、前期比 7.4%増

の 130 億円を見込んでおります。 

 

次に、配当について説明させていただきます。35 ページをご覧ください。 

2021 年 3 月期の通期配当金については、前期同額の 63 円とさせていただきます。配当性向は

29.4%と、前期比 4.2 ポイントの上昇となります。今期以降も安定配当を継続する観点から、1 株

当たり 63 円の配当とさせていただいたもので、今後も安定配当を継続する予定であることから、

ご理解賜れればと考えております。 

2022 年 3 月期の予想配当金は、1 株当たり 63 円、配当性向約 28.5%とし、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 2021 年 3 月期決算説明および 2022 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。 
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司会：髙松コンストラクショングループ、2021 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いたします。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、コーポレートコミュニケーション部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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