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TCG施工物件

表紙
❶髙松建設 吹田マンション
❷青木あすなろ建設 的山大島風力発電所
❸青木あすなろ建設 海ほたる
裏表紙
❶東興ジオテック 宮園地区災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事１工区
❷青木あすなろ建設 パシフィコ・エナジー作東メガソーラー発電所建設工事（造成工事）＜A、Gブロック＞
❸髙松建設 南森町マンション
❹あすなろ道路 一般国道44号根室市温根沼東舗装工事
❺みらい建設工業 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸築造工事
❻髙松建設 JMACS兵庫工場
❼青木あすなろ建設 伊万里有田共立病院
❽島田組 北園上野古墳群発掘調査（4区西側 地下式板石積石室墓）
❾髙松テクノサービス
（東京） 内装リフォーム工事
❿青木あすなろ建設 福島県警察本部庁舎
⓫住之江工芸 和泉・D社本社改装工事
⓬中村社寺 教西寺本堂改修工事

（東証1部

［本

社］

〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-2-3
TEL. 06
（6303）
8101

［東京本社］
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証券コード : 1762）

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1
TEL. 03
（3455）
8108

髙松コンストラクショングループの歩み
20社
2,497億円

髙松コンストラクショングループは2018年3月期に創業100周年を迎え、その間、盤石な財務体質のもと、
賃貸・分譲マンション、
オフィス・商業ビル、工場、病院・介護施設、戸建住宅から神社仏閣、公共施設等の建築
工事、高速道路、ダム、橋梁、海洋土木などの大型土木工事、そして不動産事業全般にいたるまで、事業分野
を着実に広げてきました。
これからも次の100年に向けて、歩みを止めることなく、突き進んでまいります。

18社
2,451億円
17社
1,388億円

4社
426億円
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青木あすなろ建設をTOB
により完全子会社化

2018

2012
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2020

創業100周年

2011年以降は東日本大震災の復興需要やアベノミクスもあり、M＆Aではなく、

グループ会社の既存の経営資源を活かした成長を継続
東京・大阪証券取引所
市場第一部上場

バブル期においては、多くの建設会社が投機的なビジネスに手を出す中、当社は堅実な成
長を継続。そして、業務内容はすぐれているものの、バブルにより財務的な問題を抱えた

1998

1995
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全国に展開する拠点は、北は北海道、
あすなろ道路の浜頓別プラントから
南は沖縄、青木あすなろ建設の沖縄
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※全て3月末時点の社数および
売上高を記載
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第一次大戦さなかに、髙松留吉により髙松組と
して大阪市淀川区十三で創業。
創業当初は大手建設会社の下請事業が中心
だった。

中

芸
江工

その後、
コンサルティング営業の成功事例を積み重ね、独自のビジネ
スモデルを確立していくことに。

当社グループは建設業界において、M＆Aを通じ
成長を実現した数少ない会社です。
純粋持株会社の髙松コンストラクショングルー
プ、髙松建設他10社、青木あすなろ建設他7社、
海外子会社のTCG USA, Inc.の21社で構成さ
れています。今後も積極的に事業領域の拡大を
目指します。

組

コンサルティング営業が評判となり、成長が加速。これが
当社にとっての第一の成長期。

◆TCGグループフォーメーション
住之

創業者 髙松留吉が急逝。
まだ学生だった長男 孝之（現 名誉会長）
と
次男 孝育
（元 会長）
が急きょ家業を継ぐことに。
「大手建設会社の下請けだけでは成長に限界がある」
と感じていた2人
は住宅金融公庫の賃貸住宅建設融資の開始に伴い、
お客様に将来の
事業計画を提案して、住宅金融公庫融資の手続きも代行する企画提
案型営業を始めました。
この賃貸住宅を柱とした 土地の有効活用を提案する

エ
（ ム
90 ズ
%
）

当社施工物件に対しての評価が高まったことで、
さらに
成長が加速。
これが当社第二の成長期となる。

業

全108棟の躯体は全く損傷がなく、

みら
い建

株式会社髙松組に
法人改組

剛
金

1918

東京証券取引所
市場第二部上場

阪神・淡路大震災が発生。
当社建築のマンションのうち108棟が激震地区にあった。
しかし、
建築基準法の基準を超える強度で建てられていた

1966

1960

大阪証券取引所
市場第二部上場

現在の当社グループの好調な業績は、創業会社である髙松建設の中心事業である賃貸マ
ンションの建設が好調なことに加え、M＆Aを通じてグループ入りした青木あすなろ建設グ
ループも大きく収益力を伸ばしたことによるもの。

青木
マリーン

髙松建設 アプリカーレ練馬

※全て3月末時点の社数および
売上高を記載

多くの建設会社をM＆Aでグループに迎え入れるようになった。
これが第三の成長期となる。

設工

History of TCG

21社
2,823億円

設

髙松建設

青木あすなろ建設

日本オーナーズク
レジット

い建
みら
新潟

島田組

（非連結）

ＴＣＧ-ＵＳＡ

路

道
ろ
な
す
あ

髙松コンストラクショングループ

営業所まで合計164拠点となります。
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Top Interview
髙松コンストラクショングループは
5つの「Create」で未来を創る
髙松コンストラクショングループ本社
（大阪市淀川区新北野1-2-3）

髙松コンストラクショングループはグループ21社で成り立っていま

融資にとどまらず、税務、法務から完成後の賃貸・維持管理、

すが、
グループの概要と同業他社と比較しての強みについてお

修繕にまで広がっていきました。

聞かせください。

この髙松建設のビジネスモデルは、価格で競争するのでは
なく、提案力が勝負の鍵を握っており、豊富な過去事例は大き

おり、
土地有効活用事業を核とした民間建築が中心の髙松建

な強みとなっています。
また、入札案件が多いいわゆるゼネコン

設を中核会社とする髙松建設グループと、中堅ゼネコンである

と異なり、特命で受注をいただけることも大きな強みとなってい

救済型Ｍ＆Ａの場合、実行の判断基準は、建設業として特

います。
その後は確立したビジネスモデルをベースにM＆A等を

青木あすなろ建設を中核会社とする、土木・官公庁の比率が

ます。
そのうえ、着工の時期をコントロールすることで、効率よく

色のある強みをもった会社であるか、当社グループのノウハウ

実施し、事業を拡大したいと考えています。10年後には100億

高い青木あすなろ建設グループによって構成されています。
そし

期日を守って業務を進められ、資材の調達、協力会社や社員

やシナジーにより売上や利益を伸ばしていけそうか、
この２つ

円くらいの売上を上げる会社に育てる所存です。

てこの２つのグループが協働することで、
シナジー効果を発揮し

のやりくりを計画的に進めることができるというメリットもありま

だと思います。この 2 つがあれば、M&A 実施後の業績回復

ています。

す。
しかしながら、
お客様に提案してから成約まで何年もかかる、

は、
うまくいく可能性が高いと考えています。事業会社の業績

2018年4月にミブコーポレーションをM＆Aし、
2019年4月にタカ

つまり何年も成果が出ないことを覚悟しなければならないので、

が現在は芳しくなくとも、
負の遺産を清算し、多角化して重荷

マツハウスを設立、
2019年5月にはタツミプランニングをM＆Aし

しっかりコア事業として根づいていることと、
Ｍ＆Ａの推進によ

その間の資金負担や、
じっくり構える姿勢が必要であり、
その点

になっていた事業を思い切って切り落とすなど、
その会社の原

ました。
木造戸建住宅事業に関して、
今後の構想をお聞かせく

り、
さまざまな事業分野に強みをもつグループ各社のバランスが

では他社には真似のしにくいビジネスモデルでもあります。

点・強みに戻る、
すなわち 選択と集中 を大胆に実行するシナ

ださい。

当社グループの強みは、髙松建設の土地有効活用事業が

リオが描けるかどうかが、
カギとなります。

取れ、環境変化に対して強い対応力をもっていることです。民
間中心の髙松建設グループと官庁に強い青木あすなろ建設グ

中期経営計画「Create ！ 2022」の中で
「グループの新事業領

ループが建築・土木をバランス良く分担し、双方が景気や環境

域を創る」
を掲げられていますが、
M＆Aについてはどのように

の変化に対するスタビライザー、
つまり安定化装置の役割を果

お考えでしょうか？

たすことにより、
グループ全体として景気変動への対応力を強

当社グループは
「日本では数少ないM＆Aで成長を遂げた建

今後も高成長を継続するためにも、M＆Aによる事業の補

グループ入りする会社にとっても、受け入れる側に
M＆Aは、
とってもメリットがあることが肝要です。

完は欠かせません。高成長を志向している髙松建設グループ

ミブコーポレーションは不動産売買・不動産仲介を主業務

周りで新たな可能性を主に探っていくことになるでしょう。従

としており、東京 世田谷区を中心とした富裕層の多いエリアで

来、年間 50 件程度のM&A 候補を検討してまいりましたが、
こ

抜群の知名度があります。

のペースを崩すことなく、年 1 件以上は成約し、10 年で500 億

タツミプランニングは、神奈川・横浜エリアを中心に20年以

くいかない。受注機会が減るだけ」
と言われる時代がありました

円程度はM&A 投資を実施し、
10年後には新たに加えた会社

上に及ぶ戸建住宅建築の経験と実績のある会社です。M&A

御社グループの母体会社である髙松建設のビジネスモデルに

が、
その中で当社はM&Aに前向きに取り組み、
多彩な特色ある

だけで、合わせて年間 900 億円くらいの売上を上げることを目

の際に、当社グループとの親和性を考え、従来実施していた不

ついてお聞かせください。

企業を数多く抱える企業集団へと発展してきました。

指します。

動産開発事業とメガソーラー事業は切り離し、戸建住宅事業

め、
安定した業績・利益を確保しています。
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代表取締役社長

当社グループは建築・土木・不動産の３つの事業を手掛けて

設会社」
と言われています。
かつては
「建設業界ではM&Aはうま

とリフォーム事業のみを残したうえでグループ入りしていただきま

お客様のご要望をお聞きして、賃貸住宅建
1960年代以降、

2012年にグループ入りした埋蔵文化財発掘における国内

設の請負を始めたところ、髙松建設が実施した住宅金融公庫

シェア第 1 位の島田組や、2018 年のミブコーポレーションな

の融資申請代行を含むコンサルティングが評判になり、受注が

ど、近年は後継者不在による事業承継のために当社グルー

これまでの
Group USA（以下、TCG USA）が設立されました。

伸び成長していきました。
この時期にコンサルティングに重きを

プ入りすることも多くなりましたが、以前はいわゆる救済型の

実績、
今後の構想についてお聞かせください。

おいた成功事例を積み重ね、髙松建設は独自のビジネスモデ

M＆Aを行うことが多かったのです。当時 M&Aで迎え入れた

ルを確立することができました。つまり、建設とコンサルティング

会社の中には、中堅ゼネコンの青木あすなろ建設、
マリコン

とができるか」
を検証するために設立しました。
これまでは、米国

また、
ミブコーポレーションとは、同社が強い営業基盤を有す

を合わせた
「C&C
（Consultant & Construct）
」
あるいは
「開

（海洋土木工事）
のみらい建設工業、世界最古の企業で創

ニューヨークでの物件取得を通じて事業領域や営業エリアの

る地域の不動産情報を共有することで、
その不動産情報をもと

発営業」
と呼ばれる独自の手法が、髙松建設のビジネスモデル

業 1,400 年以上の歴史のある金剛組など特色や強みをもっ

検討を進めており、
カリフォルニアにも拡大しました。2022 年

にタカマツハウスが土地の仕入れを行う、
というシナジー効果も

の根幹です。そして、
コンサルティングの領域は、設計・建築や

た会社が多くあります。

3月期までには高収益ビジネスモデルを確立することを目指して

期待しています。

2017年10月に初の海外拠点としてTakamatsu Construction

「髙松建設のビジネスモデルを海外展開するこ
TCG USAは

した。
今後、木造戸建住宅事業では、
タカマツハウスが企画と土
地の仕入れと販売、
タツミプランニングが施工というスキームで
取り組んでまいります。
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Top Interview
タカマツハウスは現時点では髙松建設の子会社として位置
づけられておりますが、私たちとしては、髙松建設、青木あすな
ろ建設に次ぐ中核の３番目の柱に大きく成長することを期待し
ています。

中期経営計画「Create ！ 2022」
の
「シナジー効果の創出」
につ

中期経営計画「Create ！ 2022」に「経済・社会や環境への価

いて、
そのお考えをお聞かせください。

値創造」
とありますが、SDGsに対する取り組みについて教え

2019年11月に当社グループの中核事業会社である青木あ

てください。

すなろ建設に対するＴＯＢが完了し、100％子会社となりまし

昨今、SDGsが重要な経営課題として取り上げられています

た。このことにより、
グループ間の垣根がなくなり、
より一層グ

が、当社グループは従来から、
「 建設を通じて社会における相

中期経営計画「Create ！ 2022」の中で「多様性尊重、
コンプラ

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っ

互補完の一翼を担う」
ことを経営理念として掲げ、重視してきま

イアンス重視の企業文化の創出」がありますが、
どのようにお

たと捉えております。今後は髙松建設グループと青木あすなろ

した。
それを如実に示すのが、
「 SDGs貢献売上高」
です。
これ

考えでしょうか？

建設グループの連携を一層強化し、
グループ共通の経営プ

は、私たちの売上高のいくらが、SDGsが掲げる17のゴールに

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

直接対応しているかを調べたもので、2020年3月期には全売

えています。

上高の20% 超に達しており、
これを中期経営計画の最終年

当社グループがM&Aで成長を遂げられたのは、生まれ、育
ち、事業領域が異なる各社の多様性や独立性を尊重する企
業文化があり、
これを尊いものとして育んできたことと、多様性

現時点では、
シナジー効果を創出するための施策として、髙

度までに31%に高める方針です。このSDGs 貢献売上高に

を担保する公平で透明性の高い評価制度やコンプライアンス

松建設と青木あすなろ建設とがJVで取り組んだ大型物流倉

は、建築基準法の15%増し以上の強固な鉄筋コンクリート建

制度を整備してきたことが大きいと思います。

庫の建設に代表されるようなグループ企業間でのJVの推進

築物や、飛鳥時代より連綿と引き継がれている宮大工の技術

当社グループでは、
M&Aでグループ入りした各社の社名を極

や、髙松建設と金剛組との協働営業、髙松エステートや髙松

を継承している金剛組の売上高などが含まれています。

力残し、
オペレーションも従来のマネジメントに任せ、
人員整理を

テクノサービスによる髙松建設施工物件の大規模修繕・管理

行わず、
社員が安心して働き、
モチベーションを高めることを通じ

比率のアップなどを、
検討しております。

て、
業績を回復させてきました。
この根底には多様性の尊重があ

施策検討の前提としては、以下の点に重点を置いており
ます。

ります。

髙松建設・青木あすなろ建設 JV（仮称）DPL 流山Ⅰ-Ａ新築工事

約4人に1人が女性です。設計や現場における女性技術者を
働き方改革についてはどのように進めていくのでしょうか？

積極的に採用しています。女性の管理職はまだまだ少ないの

2022年3月期の目標として、髙松建設、青木あすなろ建設と

が現状ですが、女性の皆さんにはぜひ、
ライフステージが変

もに建設現場の4週8閉所を目指しております。
しかし、閉所数

わっても仕事を続け、
リーダーシップを発揮できる人材へと育っ

一方、
グループ企業の
「束ね」
として、
コンプライアンスも重視し

まず、
１点目に、
グループ各社の多様性と独立性を尊重し、多

を増やすことで、
そのまま工期が延び、
コストが上がってしまうよ

ていってほしいと思います。2016年より女性を対象とした管理

てきました。
当社グループでは、
基本理念の中で、
「不正や不当な

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

うではお客様のご期待に沿えません。生産性の向上、全ての

職研修や中堅社員研修も実施しています。

手段による社益の追求」
や
「浮利を追う」
ことを禁じています。
こ

ととしております。

業務の効率向上が不可欠です。当社グループではICT機器の

れは、
当社グループが長らく実践してきた理念であり、
お客様と長
く良好なお付き合いをさせていただいてきた鍵となっています。
今後も多様性を尊重する企業文化を守るとともに、
コンプライ
アンスにおいても社員教育や日々の指導を通じ徹底していく所
存です。

２点目に、
シナジー効果の創出は、上に挙げた施策で終了す
るものではなく、今後も継続的にシナジーの発揮ができるものを

活用を促進し、省力化工法の採用促進、業務フローの見直し
などを通じて生産性の向上を図っていくつもりです。

株主還元についてお聞かせください。

2020年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益は、

また、管理部門や設計部門、購買や積算といった内勤に関

業績が順調に推移したことにより、想定を大幅に上回ること

３点目に、市況悪化のリスクに備えるため、
グループの競争

しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を機に在宅勤

ができました。2020年3月期の配当金については、期初発表

力と耐久力を向上させるためのシナジーを追求してまいります。

務を開始したところ、在宅勤務でも業務の実施が十分に可能

通り、前期比3円増の63円としております。

検討してまいります。

新型コロナウイルス感染症の感染

であることが分かったため、今後も在宅勤務のあり方を検討し

拡大の影響による建設市場の見

たうえで実施を継続していく方向です。

おり、2016 年 3月期より配当性向 30%を当面の目標として
掲げ、2015年3月期は15.3%だった配当性向を、21.1%、

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

人材育成についてお聞かせください。
また、
女性活躍の推進に

と考えております。

ついてはどのようにお考えですか？

４点目に、
さまざまな社内制度の

当社は業績に応じた利益還元を行うことを基本方針として

TCGグループの新卒採用に関しては、16 年 4月=161 名、

23.5%、25.1%、29.7%としてまいりました。
2020年３月期の配当性向は25.2%と前期比4.5ポイント
の低下となりますが、新型コロナウイルス感染症等の影響に

共通化を図ろうと考えていますが、

17年4月=178名、18年4月=238名、19年4月=218名、20年

より2021年3月期の見通しが不確実になる中、今期以降も

各社の業態や個性と歴史も異なる

このスーパーゼ
4月＝235名と積極的な採用を行っております。

株主の皆様への安定配当の継続を目指し、今期配当も63

ことから、
これらについては十分配

ネコンに匹敵するほどの採用数は、私たちの社員数が4,389

円としたものとご理解いただければと存じます。

慮した形でシナジー効果を創出して

名
（20年3月期）
であることを考えるとかなり強気な人数と言え、

いきたいと考えております。

これは私たちが今後の持続的成長を確信していることの現れ

おりますが、流動性の確保も勘案しつつ、実施を検討してまい

でもあります。

ります。

一方、
自社株買いについては、有効な利益還元策と考えて

近年は女性の採用も増やしており、
新卒採用者に占める女
性の割合は、
16年4月は16.1％、17年4月は24.4%、18年4月
青木あすなろ建設

5

宇城市松橋町大野地区災害公営住宅建設工事

は24.3%、
19年4月は24.8%、20年4月は23.8％と、現在では

6

Review of Operations

TCG Mid Term Plan & Annual Plan

事業概況

髙松コンストラクショングループは、
建築事業、
土木事業、
不動産事業という3つの事業分野を柱に「常にお客様のあ

〔中期経営計画〕

らゆるご要望に迅速にお応えし、
本当に喜ばれるものを造り上げよう」
という思いをもって歩んでいます。

2019年4月より、
新たな中期経営計画「Create！2022」
をスタートさせました。

髙松コンストラクショングループは、
髙松建設と青木あすなろ建設を中核とし、
グループ21社で構成しています。

5つの「Create」
を柱に、
今後も継続的な成長を目指します。

これからも特色のあるグループ各社がそれぞれの事業分野で専門性とシナジーを発揮し、
さらなる企業価値向上と

経済・社会や環境への
価値創造

真に競争力のある企業グループの構築を目指してまいります。

Architecture

シナジー効果の
創出

Civil Engineering

建築事業

土木事業

創業以来培ってきた建築のノウハウを活かしながら、東京・名古屋・大阪を中

国土の社会インフラを造る土木事業分野では、 青木あすなろ建設株式会社

心とした賃貸マンション建築から事業用建物の建築まで、
あらゆるニーズに

青木あすなろ建設が中心となって、
グループを形

みらい建設工業株式会社

応える建物の建築を行っています。建築技術だけでなく、
お客様のニーズに

成しています。この部門では、
それぞれの分野に

東興ジオテック株式会社

合ったサービスやデザインなどにきめ細かく対応し、長いお付き合いをさせて

おける優れた技術力に裏打ちされた各社がお互

青木マリーン株式会社

いただきます。

いに競争、協力することによって、総合力を発揮

あすなろ道路株式会社

しています。

新潟みらい建設株式会社

［事業分野］

株式会社島田組

［事業分野］
マンション、戸建住宅、都市開発、超高層ビル、公共施設、医療・福祉施設、
社寺・教会、教育・文化施設、商業施設、工場・倉庫

中期経営計画・年度経営計画

グループの
新事業領域
を創る

多様性尊重、
コンプライアンス重視
の企業文化の創出

高成長、高収益
企業を創る

河川、道路、鉄道、港湾、空港、
ダム、
トンネル、橋
梁、宅地造成、上・下水道、治山治水、海洋土

髙松建設株式会社

青木あすなろ建設株式会社

木、水中土木、風力発電

髙松テクノサービス株式会社
（大阪） 株式会社エムズ
髙松テクノサービス株式会社
（東京） TCG USA Inc.

〔年度経営計画基本方針〕

株式会社住之江工芸
株式会社金剛組
株式会社中村社寺

タカマツハウス株式会社
株式会社タツミプランニング
みらい建設工業
港湾・海洋・陸上土木工事

髙松建設 賃貸マンションの設計施工

青木あすなろ建設
大型土木工事

（億円）

4,000

不動産事業

髙松建設株式会社

を合わせたC&C（Consultant & Construct）
でお客様のニーズ

髙松エステート株式会社
（大阪）

に合った提案を行い、建設後の建物の賃貸やメンテナンスを含め

3,500
3,000

髙松エステート株式会社
（東京）

た総合不動産サービスを提供しています。

株式会社ミブコーポレーション

また、土地の仕入れから、建築、販売まで一貫して行う分譲マンショ

日本オーナーズクレジット株式会社（非連結）

ン
（含一棟売り）
も手掛けています。

青木あすなろ建設株式会社

［事業分野］

TCG USA Inc.

2,500
青木あすなろ建設
アビダス事業
（分譲マンション開発）

賃貸マンション管理（入居斡旋）、不動産売買、不動産仲介、

2,000

1,000
500
髙松エステート
不動産総合コンサルタント

0

営業利益
（億円）

400

受注高

3,500

受注高

計画

受注高

3,100

3,052

実績

2,967

2,497
青木
あすなろG

1,610

1,696

1,524

計画

1,595

1,550

実績

2,760

営業利益

計画

124

133

67

72

973

2019/3期
実績

67

1,490 1,380

1,150

1,269

2020/3期
実績・中計

3,000

売上高

2,823

1,556

350
売上高

営業利益

髙松G

1,357

売上高

2,700

売上高

1,500

サブリース、
ビルメンテナンス、分譲マンション、金融

7

Create ! 2022

受注高
売上高

Real Estate
不動産事業では、資産の有効活用のため建設とコンサルティング

【髙松コンストラクショングループ】
グループ内経営資源を相互にフル活用し、
中期経営計画「Create！2022」実現に向け、
増収増益を達成。
【髙松建設】
提案力と技術力を強化し、
生産性と精度の向上を目指す。
【青木あすなろ建設】
事業領域の創出、
働き方の創造、
固有技術の創生に努め、
競争力を強化し、
持続的進展を目指す。

71

実績

250

1,600

営業利益

180

200

80

150

営業利益

120

74
84

1,700

1,460

147

300

63
1,310
71
2021/3期
計画

1,800

100

1,400

110

2022/3期
中計

50
0
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SDGs

髙松コンストラクショングループのSDGs

髙松コンストラクショングループは「建設を通じて社会における相互補完の一翼を担う」
を経営理念として掲げております。

社会に有用で安全な建物や安心なサービスを責任をもって提供することが、私たちの事業の根幹であり、
また当社グループが長期的に継続し

ていくためにも必要不可欠なことです。

2020年3月期における当社グループ売上高のうちSDGsが掲げる17のゴールに対応した売上高は全体の20%にのぼります。
これからもそれらの

事業を拡充していきます。

SDGs17ゴールに対応した売上高
2019年3月期

124 億円 5％

環境

美作武蔵メガソーラー
プロジェクト

的山大島風力発電所

青木あすなろ建設では、風力発電や
太陽光発電といった再生可能エネル
ギー事業の技術支援のため、
さまざま
な改善方策や提案を実施。
風力発電では、
これまで開発が難し
いとされていた複雑な地形の山岳部
等においても建設実績を有し、その国
内シェアは10%を超えています。太陽
光発電においても、
ゴルフ場跡地な
ど、複雑な地形での建設実績を有して
います。

S ocial
髙松建設では主に賃貸マンション物
件において建築基準法で定められた
耐震強度を15％上回る厳しい設計基
準を独自に設け、地震大国日本におい
て安心して長期間住み続けられる住
居を提供しています。

日本樹木種子研究所

早期発芽力検定法による
追跡調査

2022年3月期目標

4 安全・快適・高品質の維持

6 高齢者向け住サービス

東興ジオテックでは
「生物多様性に
配慮した在来種による自然回復緑化」
の実現に向け、1995年以来、傾斜地
の環境緑化事業を展開しています。
こ
れからの時代の法面・斜面の緑化で
は、外来種を用いない種子による自
然回復緑化が求められており、多様
なニーズに対 応できる緑 化 工 法メ
ニューを取り揃えて、国土の緑化に貢
献しています。

※ %は連結売上高に占める割合

2022年3月期

受注高
売上高

営業利益

（億円）

（億円）

3,500
3,000

受注高

3,052

売上高

2,548 2,451

2,497

136

280

2,967
2,823

未定

240

2,760

200

営業利益

2,000
1,500

髙松テクノサービスでは、
マンショ
ン等の大規模リフォーム事業を通じ、
スクラップ＆ビルドではなく、良質の
建物を丁寧な修復でできるだけ長く
快適に使い続けていただけるよう、努
めています。

147

124

160

120

120

1,000

80

500

40

0

2018/3期
実績

2019/3期
実績

2020/3期
実績

0

2021/3期
計画

２．
配当などの株主還元

髙松エステート
（大阪）
では、
サービ
ス付き高齢者住宅「エニシエ」
を運営
しています。

●2020年3月期の通期配当金は、前期比3円増の63円といたしました。

●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、2021年3月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
●2021年3月期の予想配当につきましては、1株当たり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。

入居者向けイベントの様子 エニシエ川西加茂

女性活躍推進

4 週 8 閉所

女性社員比率

現場閉所

青木あすなろ建設

4 週 8 閉所

新卒採用者に占める女性比率

2019年3月期

2022年3月期

15％

17％

24.8％

30％

Governance

■1株当たり配当金および配当性向の推移
（円）

（%）

80

40

70
60
50
40

ガバナンス
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18.4%のマイナスを見込んでおります。

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、
ご理解を賜ればと考えております。

髙松建設

3 倫理観・社会的使命感の向上

ました。

2,500

現場閉所

1 経営監視機能の強化
2 経営の透明性の向上

高となりました。
また、営業利益は147億円となり過去最高を更新、経常利益は143億円、親会社株主に帰属する当期純利益は86億円となり

ていただきます。売上高および利益については、新型コロナウイルス感染症の影響で、前期と比べて売上高は2.3%のマイナス、営業利益は約

RC造15階建て賃貸マンションの外壁リフレッシュ工事

社寺建築の金剛組と中村社寺、
埋蔵
文化財発掘調査の島田組は日本の文
化財の保護・発展に貢献している会社
です。
金剛組は1,400年以上の社歴を
誇る世界最古の会社と言われていま
す。
また島田組は、
埋蔵文化財発掘調
査のトップシェアを誇る民間企業です。

働き方改革の推進

１．
2020年3月期業績および2021年3月期業績予想

●今期の連結業績の見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影響で、現段階では受注見通しの合理的な算出が困難であり、未定とさせ

511 億円 20％ 780 億円 26％

5 伝統建築文化・埋蔵文化財等の継承

吉志部神社本殿

2022年3月期

2 自然共生素材・工法を用いた売上高

2019年3月期

建築基準法と当社基準の違い

金剛組 現場風景

※ %は連結売上高に占める割合

162 億円 5％

SDGs17ゴールに対応した売上高

社会

3 安心・長寿命空間の提供

業績および業績予想・株主還元

●2020年3月期は、受注高2,967億円と前期実績にわずかに届かなかったものの、売上高は2,823億円となり、8期連続増収、6期連続過去最

E nvironment
1 再生可能エネルギー関連の売上高

Financial results, earnings forecasts
and shareholder returns

21.1%

30

●監査役会、内部監査室、内部統制室、会計監査人の連携強化と体制充実

20

●社外取締役・監査役への情報提供の充実

10

●社外ステークホルダーへの説明機会および情報提供の充実
●役員および幹部社員への教育内容および回数の充実

0

34
2016/3期

23.5%

25.1%

29.7%

25.2%

29.6%

35
30
25
20

43

56

60

63

63

（うち記念配当10円）

15
10
5

2017/3期

2018/3期

2019/3期

2020/3期

2021/3期
計画

0
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Topics

トピックス

創業から103年目で初！女性現場所長による新築マンションが竣工

髙松建設

髙松建設が設計・施工を手掛けた神奈川県川崎市高津区溝口における鉄筋コンクリート
造6階建ての店舗兼共同住宅の建設工事で、1917年の創業以来初めて工事現場の責任者で

３）アルバイト機会の提供（髙松建設のみ）
給付対象

希望者

内

内定職種ごとに施工管理、設計、営業それぞれアシスタント業務（時給1,500円）

容

４）学校のオンライン授業に向けた通信環境補助

ある所長職に女性社員を登用し、2020年1月15日に無事故無災害で竣工を迎えました。
本工事で現場所長を務めた新田亜紀は、2014年4月に髙松建設へ入社し、複数の現場で
技術者としての経験を積み、一級建築施工管理技士の資格も取得しています。

給付対象

希望者

内

3 ヶ月程度の通信環境（Wi-Fiレンタル等）の提供

容

建設業における女性活躍
2018年の総務省の労働力調査では、建設業における女性就業者数の比率は16.3％であり、

「ダイス・ロッド式摩擦ダンパー」首都高台場線に設置完了

前年度より増加傾向にあるものの全産業の44.2％に比べていまだ低い水準となっています。

青木あすなろ建設

髙松建設では2014年頃から現場での仕事を志望する女性を積極的に採用し、2020年1月
現在では19名の女性現場監督が在籍しています。現場に女性専用トイレや洗面化粧台を設置
するなど、女性が働きやすい環境を整えています。

首都高速道路における耐震補強策として、首都高速道路（株）と青木あすなろ建設
髙松建設所長

新田亜紀

が共同で開発した「ダイス・ロッド式摩擦ダンパー」は、2020年2月に首都高台場線
へ計6基（650kNダンパー：2基、1,000kNダンパー：4基）の設置を完了いたしまし
た。この摩擦ダンパーは、既設橋梁の上部と下部の構造の間に設置することで、大地

生活困難な新卒採用内定者に対し給付型支援を実施

髙松建設・青木あすなろ建設

髙松建設および青木あすなろ建設は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年6月より、経済的に困窮した新卒採用内
定者に対し給付型支援策を実施しております。当制度では、残りの学生生活を安定して過ごし無事に入社してもらうため、内定者
に対し、一定の条件を満たした場合、
必要に応じた支援金を給付するほか、アルバイト機会の提供やオンライン授業のための通信
環境の補助を行います。

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た橋梁耐震工法で
す。また、
首都高速道路（株）の
「橋梁構造物設計施工要領」にスペックインされてお
り、今後さらなる採用の拡大が見込まれております。
首都高台場線に設置された「ダイス・ロッド式摩擦ダンパー」

設置後20年経過した
「摩擦ダンパー」の性能を確認

青木あすなろ建設

青木あすなろ建設と日本大学の共同開発工法である制震ブレース工法で設置した「摩擦ダンパー」
が、設置20年後でも設置当初の性能を維持していることを2019年4月に確認しました。

対 象
2021年新卒採用において、当社へ内定承諾をしていて、かつ各支援策の適用条件に当てはまる学生
（2021年3月卒業見込み）

支援策内容
１）学生生活支援給付金 現金10万円
給付対象
新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受け支援が必要で、国の支援策である「学生支援緊急給付金」
を申請している学生

２）後期学費給付支援金 現金35万円
給付対象
新型コロナウイルス感染症の影響によって、親（世帯主）が失業した学生

青木あすなろ建設は、1959年に完成した日本大学理工学部駿河台校舎５号館の塔屋と屋上階段の補
強工事を1998年に制震ブレース工法で実施しました。この耐震補強工事は、制震ブレース工法の初弾
となる工事でした。2018年10月に同校のキャンパス整備事業の一環で同建物が解体されることとな
り、20年に亘り雨風などの厳しい環境にさらされた「摩擦ダンパー」
の経年変化を確認するため、同建物に設置された「摩擦ダンパー」を回
収し、補強当時と同じ条件で加振実験を実施しました。その結果、
「摩
擦ダンパー」の性能は初期の性能を維持していることが確認されまし
た。こ の「摩 擦 ダ ン パ ー」は、2019年 １ 月 現 在 ま で に、延 べ 約100棟
「摩擦ダンパー」
(
約3,600基)の適用実績があります。

南房総市の道路啓開に貢献

「摩擦ダンパー」加振実験の様子

日本大学理工学部駿河台校舎
5号館に設置された「摩擦ダンパー」

青木あすなろ建設

青木あすなろ建設は、2019年9月9日から10日にかけて千葉県に上陸した台風15号により不通となった南房総市の市道49号
線および50号線の道路啓開作業を、2019年10月7日から21日にかけて行い、倒木の撤去と崩落土砂の除去を行いました。この
功績により、南房総市長より礼状をいただきました。
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Group Introduction

グループ紹介

株式会社髙松コンストラクショングループ（東証 1 部

証券コード : 1762）

本
社／〒532-0025 大阪市淀川区新北野１
‐
２
‐
３ TEL. 06-6303-8101
東京本社／〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1 TEL. 03-3455-8108

https://www.takamatsu-cg.co.jp/

首里城再建 寄付金を贈呈

島田組

島田組は、2019年10月に火災で焼失した沖縄県の首里城の再建に役立ててもらお

株式会社金剛組

総合建築工事
（土地活用提案事業：賃貸マンション、
商業ビル）
ほか

社寺建築の設計施工、
文化財建造物の復元・修理ほか、
創業1,400年以上、
世界最古の企業

TEL. 06-6307-8110

東京本店／〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1 TEL. 03-3455-8101

島田組は埋蔵文化財発掘調査では国内最大手の企業で、過去に携わった首里城の発

https://www.takamatsu-const.co.jp/

髙松テクノサービス株式会社
（大阪）

掘調査は、沖縄での事業を軌道に乗せるきっかけとなった施工物件でもありました。

（沖縄タイムス社 提供）

玉城デニー沖縄県知事に目録を渡す
島田組社長 岩立二郎

髙松コンストラクショングループ

2020年4月に合計235名（髙松建設グループ168名、青木あすなろ建設グループ67名）
の新入社員が入社いたしました。
今後も積極採用を継続し、中期経営計画最終年度の2022年3月期には256名の新卒採用を予定しております。

青木あすなろ建設100%子会社化

髙松建設株式会社
本社・大阪本店／〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-2-3

うと、寄付金1,000万円を沖縄県に贈呈しました。

TCGグループ 新入社員235名採用

髙松建設グループ

髙松コンストラクショングループ・青木あすなろ建設

2019年11月11日に青木あすなろ建設は髙松コンストラクショングループ100%子会社となりました。従来から課題とされて
きたグループシナジーの創出に向け、
現在、
青木あすなろ建設・髙松建設と髙松コンストラクショングループの3社で「シナジー創

営繕・
メンテナンス工事
（保守管理・諸修理・総合点検）
、
外壁リフレッシュ工事
（大規模修繕）
、
リノベーション工事、
リファイニング建築
（再生建築）
、
ピースフ
ル24
（24時間365日のサポート）
、
太陽光発電設置工事
本社／〒531-0075 大阪市北区大淀南1-4-4 TEL. 06-6341-8013
https://www.takamatsutechno.jp/

髙松エステート株式会社
（大阪）
賃貸マンション管理、
不動産仲介事業、
サブリース事業、
生保・損保保険代理店、
室内リフォーム
・清掃事業、
リノベーション
（中古住宅
の再生販売）
、
介護サービス事業
本社／〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-1-20 TEL. 06-6308-5105

本社／大阪本店 〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-14-29

TEL. 06-6779-7731

東京支店／〒104‐0061東京都中央区銀座7-12-7 TEL. 03‐6853‐8190

https://www.kongogumi.co.jp/

株式会社中村社寺
社寺建築の設計施工、
文化財建造物の復元・修理ほか、
創業1,000年以上

本社／〒491-0866 愛知県一宮市城崎通7-4-3 TEL. 0586-71-7821
https://www.nakamurasyaji.co.jp/

株式会社ミブコーポレーション
首都圏における不動産売買および仲介

本社／〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 TEL. 03-5778-3772

https://www.mibucorp.co.jp/

https://www.takamatsuestate-osaka.co.jp/

髙松テクノサービス株式会社
（東京）
営繕・
メンテナンス工事
（保守管理・諸修理・総合点検）
、
外壁リフレッシュ工事
（大規模修繕）
、
リノベーション工事、
リファイニング建築
（再生建築）
、
太陽光
発電設置工事
本社／〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1 TEL. 03-3454-9080
https://www.takamatsutechno.jp/

タカマツハウス株式会社
首都圏を中心とした木造戸建住宅関連事業の営業・企画・販売業務

本社／〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1
TEL. 03-6625-7417
https://www.takamatsu-house.co.jp/

髙松エステート株式会社
（東京）

株式会社タツミプランニング

賃貸マンション管理、
不動産仲介事業、
サブリース事業、
デベロッパー事業、
生保・損保保険代理店

首都圏を中心とした戸建住宅事業・
リフォーム事業

本社／〒220-6211 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーＣ-11F

出プロジェクト」を設立し、具体的検討を進めております。具体的シナジーとしては、両グループのさらなる営業協力、JV工事の

https://www.takamatsuestate-tokyo.co.jp/

TEL:045-664-7800
http://www.tatsumi-planning.co.jp

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などを含めた技術力強化や生産性向上、人事交流や情報システム

株式会社住之江工芸

日本オーナーズクレジット株式会社
（非連結）

のプラットフォームの共通化などが考えられます。グループ各社が垣根なく動ける基盤が今回の100%子会社化によって整えら

高級家具装飾、
店舗装飾、
リノベーション・
リフォーム
（自社工場製造・加工）
本社／〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通4-5-13 TEL. 072-369-2668

当社グループの建築工事に関わる金融事業

れたと考えております。

TCG USA 進捗

TCG USA

2018年6月に5階建て木造住宅「224.E59th」を、2018年8月に「413.E50th」をニューヨーク・マンハッタンに取得いたしまし
た。1棟目の「224.E59th」は、賃貸物件として運用しており、2棟目の「413.E50th」はフルリノベーション工事を行った後、売却す
る予定です。
また、3棟目の投資として、カリフォルニア州の4階建て192室のアパート開発案件に、現地のディベロッパーと共同で出資し、
開発を行うことが確定しております。

IoT対応のデザイナーズマンションを竣工

髙松建設

髙松建設が建てた賃貸マンションにて、インターホン国内シェアNo.1のアイホン株式会社が発売し

本社／〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1 TEL. 03-3455-7101

https://www.suminoekogei.co.jp/

青木あすなろ建設グループ
青木あすなろ建設株式会社

あすなろ道路株式会社

ダム・
トンネル・橋梁などの大型土木工事・無人化土木工事、商業施設・超
高層ビル・分譲マンションの設計施工

道路舗装工事、
アスファルト合材製造販売および関連土木工事

本社・東京本店／〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1 TEL. 03-5419-1011
大阪本店／〒531-0075 大阪市北区大淀南1-4-15 TEL. 06-6440-1811

https://www.asunaro-douro.jp/

みらい建設工業株式会社
港湾・海洋土木、
環境保全関連工事、
生活・文化・ビジネス関連施設等の
設計施工

本社／〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-3-3 TEL. 03-5200-2400
https://www.ms-co.co.jp/

東興ジオテック株式会社

新潟みらい建設株式会社

法面保護、
地盤改良、
爆砕工事、
保温保冷・耐火工事などの設計施工およ
び耐火物製造・販売

青木マリーン株式会社
埋立・浚渫・港湾・河川に関する土木構造物の施工および海上物流

インターホンの呼び出しや来客履歴の閲覧、エントランスの遠隔解錠など、スマートフォンで対応で

本社／〒108-0014 東京都港区芝4-6-12 TEL. 03-6453-9656
https://www.aokimarine.co.jp/

き、室内にもIoT対応のエアコンを完備しています。

株式会社エムズ
オフィスビル全般の改修・リニューアル、保全維持・用途変更等のリノベー
ション工事

本社／〒108-0014 東京都港区芝4-6-12 TEL. 03-6436-3710
https://www.mirai-const.co.jp/

https://www.toko-geo.co.jp/

初めて採用しました。

本社／〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-2-1 TEL. 011-221-8966

https://www.aaconst.co.jp/

本社／〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-7 TEL. 03-3456-8761

ている集合住宅用インターホンシステム「VIXUS HORIZO（ヴィクサス ホリゾ）」を賃貸マンションで

本社／〒532-0025 大阪市淀川区新北野１-２-３ TEL. 06-6303-8101

土木工事、
塗装工事、
アスファルト混合物の製造・販売
本社／〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢224番地
TEL. 025-784-3521
https://www.niigata-mirai.co.jp/

株式会社島田組
埋蔵文化財の発掘調査、
分析、
保存移築および史跡整備
本社／〒581-0034 大阪府八尾市弓削町南3-20-2 TEL. 072-949-2410

https://www.shimadagumi.co.jp/

Takamatsu Construction Group USA Inc.

コンクリート打ち放しの外観と、共用部に中庭と吹き抜けを設けた「ロの字型」の平面計画が特徴的

建物改修工事から設計施工・土地活用まで、
米国での事業展開

なデザインで、周辺物件との差別化を図っています。

本社／1460 Broadway WeWork Room 8027 New York, NY 10036

髙松建設 綾瀬マンション
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