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平成 18 年 5 月 18 日 

各   位 

会 社 名 東 洋 建 設 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  赤 井  憲 彦

 （コード番号 1890 東証第一部・大証第一部）

問 合 せ 先 経営企画室企画部長  河 瀬  伸 幸

 T E L ( 0 3 ) 3 2 9 6 - 4 6 1 1

 

新中期経営計画の策定について 

 

 

当社は、このたび、平成 18 年度を初年度とする三ヶ年の『新中期経営計画』を策定しましたのでお

知らせします。 

 

当社は、平成 15 年 6 月に平成 17 年度を最終年度とする中期経営計画『ＴＯＹＯバリューアップ計

画』を策定し、経営改善に取組んでまいりました。『ＴＯＹＯバリューアップ計画』は、「海上土木の

事業量の確保」、「経常利益 50 億円の安定的達成」、「有利子負債残高 500 億円」を経営基本目標とし、

企業価値の向上と磐石な経営基盤の構築を目指したものでありました。本計画の三ヶ年合計での収益

面での実績は、建設事業の受注高につきましては、海上土木 1,789 億円を含み 3,948 億円、経常利益

は 111 億円となり、それぞれの計画に対して 86％程度の達成率となりました。これは計画段階で想定

していたよりも、急激な公共投資の削減がなされたことに起因するものです。 

財務面では、有利子負債残高が平成 18 年３月期末残高 386 億円の計画に対して、295 億円と計画を

大幅に上回る削減ができ、また、自己資本につきましては、計画外の資産売却や平成 17 年 11 月に発

行いたしました第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換が完了したことなどにより、

自己資本比率は 10.1％の計画に対し 16.3％まで向上し、財務体質の改善を果たすことができました。 

 

今後、建設業界におきましては、堅調な設備投資による民間需要には期待が持てるものの、公共事

業の減少が続くなか、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』や、『改正独占禁止法』の影響を受

け、一般競争入札や総合評価方式の拡大、入札ボンドの導入検討など、公共調達のシステムが大きく

変わろうとしております。それに伴い、価格競争や技術提案競争の激化が予想され、システムの変化

に対応できる体制整備が必要となっております。 

当社は、経営環境の変化に即応した施策を講じ、受注競争力と収益力を保持するとともに、企業と

しての社会的責任(CSR)を果たし、内部統制システムを機能させることが重要課題であると考えており、

平成 18 年度を初年度とする三ヶ年の「新中期経営計画」を策定いたしました。この計画は、「営業力・

収益力の向上」、「経営基盤の安定」、「経営の効率性、透明性の強化」の３点を基本戦略として、営業

利益率 3.5％、自己資本比率 20％を確保するとともに、有利子負債の更なる削減を行い、ＤＥＲ(ﾃﾞｯ

ﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼｵ)1.0 倍以下を目指すものであります。 

（財）財務会計基準機構会員 



 

 

 

 

2  

 

新 中期経営計画の概要 

 

１． 基本方針  利益を重視し、優れた技術で『存在価値ある企業』へ 

２． 経営基本目標 

○営業利益率   ３．５％ 

○自己資本比率    ２０％ 

○ＤＥＲ(ﾃﾞｯﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼｵ)  １．０倍以下 

３． 基本戦略 

① 営業力・収益力の向上  ～技術と価格の競争に勝ち抜く企業へ 

② 経営基盤の安定   ～自己資本を充実し安定ある企業へ 

③ 経営の効率性・透明性の強化 ～社会的信用を高め｢存在価値ある企業｣へ 

４． 部門別方針 

① 国内土木事業 

○ 組織営業力を強化し、｢市場競争力の向上と事業量の維持｣ 

○ 現場力を向上し、｢必要利益額の確保｣ 

② 国内建築事業 

○ 選別受注を継続し、｢緩やかな事業拡大｣ 

○ 現場力を向上し、｢営業利益の極大化｣ 

③ 海外事業 

○ 東南アジアを中心に、｢堅実な事業エリアの拡大｣ 

○ 情報の早期収集とリスク管理の徹底による収益拡大 

５． 最終年度（09/3 期）業績目標 

（単位：億円） 

  06/3 期（実績） 09/3 期（目標） 

  個別 連結 個別 連結 

建設受注高 1,203 --- 1,280 --- 

売上高 1,402 1,628 1,440 1,640 

売上総利益 133 158 134 151 

(率) 9.5% --- 9.3% --- 

一般管理費 80 101 82 94 

営業利益 53 56 52 57 

(率) 3.8% --- 3.6% --- 

経常利益 41 44 42 46 

(率) 3.0% --- 2.9% --- 

          

有利子負債残高 295 --- 230 --- 

自己資本比率 16.3% --- 20% --- 

ＤＥＲ(倍) 1.5 --- 0.9 --- 

※詳細につきましては、添付の資料をご覧下さい。 

 

以  上 
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■■■■　　　　計画計画計画計画のののの前提前提前提前提　　　　■■■■

前計画 実　　績

受 注 高 1,2771,2771,2771,277 4,5574,5574,5574,557 3,9483,9483,9483,948 87%87%87%87%
売 上 高 1,8601,8601,8601,860 4,6314,6314,6314,631 3,9073,9073,9073,907 84%84%84%84%
経 常 利 益 33333333 129129129129 111111111111 86%86%86%86%
同 率 1.8%1.8%1.8%1.8% 2.8%2.8%2.8%2.8% 2.9%2.9%2.9%2.9% 102%102%102%102%

収益面
03/3期
実　　績

04/3期～06/3期合計 達 成 率
(実績/計画)

（（（（億円億円億円億円）：）：）：）：数字数字数字数字はははは個別個別個別個別

前中期経営計画前中期経営計画前中期経営計画前中期経営計画のののの成果成果成果成果前中期経営計画前中期経営計画前中期経営計画前中期経営計画のののの成果成果成果成果 外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境外部環境

【【【【収益面収益面収益面収益面】】】】

受注高は、３ヵ年合計で約3,948億円、達成率87％と
なる。想定以上の急激な公共投資の削減が主因

売上高は、受注高と連動して達成率84％

経常利益では、事業量の縮小から達成率86％。コス
トダウンにより、経常利益率は、計画前より１％アップ

【【【【財務面財務面財務面財務面】】】】

有利子負債残高は、計画期間中に▲758億円削減し、
計画比▲91億円減

自己資本比率は、計画期間中に11.5％アップの16.3％
となり、業界平均に近づく

不採算事業や不動産開発事業からの撤退により、資
産合計を900億円以上圧縮し、不良資産は一掃

堅調な設備投資による民需拡大が期待できるが、公
共投資の減少は継続

『公共工事の品確法』、『改正独占禁止法』の影響を
受け、一般競争入札や総合評価方式の拡大、入札
ボンドの導入検討など、公共調達のシステムが激変

『耐震強度の偽装問題』に端を発する建設品質に対
する信用失墜

ディスクロージャーによる信頼性回復へのニーズが
高まる

前計画 実　　績

有利子負債残高 1,0531,0531,0531,053 386386386386 295295295295 ▲ 758▲ 758▲ 758▲ 758
自 己 資 本 比 率 4444....8888％％％％ 10101010....1111％％％％ 16161616....3333％％％％ 11111111....5555％％％％
資 産 合 計 2,0832,0832,0832,083 1,3551,3551,3551,355 1,1751,1751,1751,175 ▲ 908▲ 908▲ 908▲ 908

財務面
03/3期
実　　績

06/3期
03/3期比

外部環境外部環境外部環境外部環境のののの変化変化変化変化にににに即応即応即応即応したしたしたした施策施策施策施策によりによりによりにより、、、、受注競受注競受注競受注競
争力争力争力争力とととと収益力収益力収益力収益力をををを保持保持保持保持しししし、、、、企業企業企業企業としてのとしてのとしてのとしての社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任
((((CSR)CSR)CSR)CSR)をををを果果果果たしたしたしたし、、、、『『『『存在価値存在価値存在価値存在価値あるあるあるある企業企業企業企業』』』』をををを目指目指目指目指すすすす。。。。
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◆◆◆◆ 営業力営業力営業力営業力・・・・収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上

◆◆◆◆ 経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの安定安定安定安定

◆◆◆◆ 経営経営経営経営のののの効率性効率性効率性効率性・・・・透明性透明性透明性透明性のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆◆◆◆◆ 営業力営業力営業力営業力・・・・収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上

◆◆◆◆ 経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの安定安定安定安定

◆◆◆◆ 経営経営経営経営のののの効率性効率性効率性効率性・・・・透明性透明性透明性透明性のののの強化強化強化強化

◆◆◆◆ 営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率　　　　　　　　　　　　 　　　　３３３３．．．．５５５５ ％％％％

◆◆◆◆ 自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 　　　　　　　　２０２０２０２０ ％　％　％　％　

◆◆◆◆ ＤＥＲＤＥＲＤＥＲＤＥＲ（（（（ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｯﾄｯﾄｯﾄｯﾄ････ｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨ････ﾚｼｵﾚｼｵﾚｼｵﾚｼｵ）））） 　　　　１１１１．．．．００００ 倍以下倍以下倍以下倍以下

◆◆◆◆ 営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率　　　　　　　　　　　　 　　　　３３３３．．．．５５５５ ％％％％

◆◆◆◆ 自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率 　　　　　　　　２０２０２０２０ ％　％　％　％　

◆◆◆◆ ＤＥＲＤＥＲＤＥＲＤＥＲ（（（（ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｯﾄｯﾄｯﾄｯﾄ････ｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨ････ﾚｼｵﾚｼｵﾚｼｵﾚｼｵ）））） 　　　　１１１１．．．．００００ 倍以下倍以下倍以下倍以下

存在価値存在価値存在価値存在価値あるあるあるある企業企業企業企業
利益利益利益利益をををを重視重視重視重視利益利益利益利益をををを重視重視重視重視

優優優優れたれたれたれた技術技術技術技術優優優優れたれたれたれた技術技術技術技術
基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針基本方針

基本目標基本目標基本目標基本目標基本目標基本目標基本目標基本目標

基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略

■■■■　　　　基本方針基本方針基本方針基本方針　　　　■■■■

※※※※基本目標基本目標基本目標基本目標はははは個別個別個別個別
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1,053

285 255 230
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有利子負債 ＤＥＲ

■■■■　　　　基本目標基本目標基本目標基本目標　　　　■■■■

有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債ととととＤＥＲＤＥＲＤＥＲＤＥＲ有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債ととととＤＥＲＤＥＲＤＥＲＤＥＲ

100
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192
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238 252

4.8% 5.0% 6.3%

16.3% 17%
19% 20%20%20%20%
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0%

10%

20%

30%

自己資本額 自己資本比率

58

44

57
53 50 51 52

3.2% 3.2%

5.1%

3.8% 3.5%3.5%3.5%3.5% 3 .5%3 .5%3 .5%3 .5% 3.6%3.6%3.6%3.6%

0
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8%

営業利益 同率

営業利益額営業利益額営業利益額営業利益額とととと比率比率比率比率営業利益額営業利益額営業利益額営業利益額とととと比率比率比率比率

自己資本額自己資本額自己資本額自己資本額とととと比率比率比率比率自己資本額自己資本額自己資本額自己資本額とととと比率比率比率比率

◆◆◆◆ 営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率

　主要建設会社の平均は、3.0％(05/3期個別)となっており、
業界上位の営業利益率3.5％を維持。

◆◆◆◆ 自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率

　主要建設会社の平均は、16.1％(05/3期連結)となってお
り、本業収益により自己資本を充実させ、業界平均以上
の20％を達成し、新中期経営計画期間中の復配を目指す。

◆◆◆◆ ＤＥＲＤＥＲＤＥＲＤＥＲ((((ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｯﾄｯﾄｯﾄｯﾄ････ｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨｴｸｲﾃｨ････ﾚｼｵﾚｼｵﾚｼｵﾚｼｵ))))

　主要建設会社の平均は、1.49倍(05/3期連結)となってお
り、自己資本の充実を図ると共に有利子負債の削減を継
続し、ＤＥＲ1.0倍以下を目指す。新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画

新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画

（（（（億円億円億円億円））））

（（（（億円億円億円億円））））

（（（（億円億円億円億円）））） （（（（倍倍倍倍））））



-4-

�本業収益による自己資本の充実

�有利子負債の削減を継続

�本計画期間中の復配を目指す

１１１１．．．．営業力営業力営業力営業力・・・・収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上１１１１．．．．営業力営業力営業力営業力・・・・収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上

■■■■　　　　基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略　　　　■■■■

３３３３．．．．経営経営経営経営のののの効率性効率性効率性効率性・・・・透明性透明性透明性透明性のののの強化強化強化強化３３３３．．．．経営経営経営経営のののの効率性効率性効率性効率性・・・・透明性透明性透明性透明性のののの強化強化強化強化

～～～～技術技術技術技術とととと価格価格価格価格のののの競争競争競争競争にににに勝勝勝勝ちちちち抜抜抜抜くくくく企業企業企業企業へへへへ～～～～技術技術技術技術とととと価格価格価格価格のののの競争競争競争競争にににに勝勝勝勝ちちちち抜抜抜抜くくくく企業企業企業企業へへへへ

２２２２．．．．経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの安定安定安定安定２２２２．．．．経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの安定安定安定安定

�コーポレートガバナンス・コンプライアンスの強
化を継続

�内部統制システムの整備を行い、リスク管理体
制の再構築

�ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取り組みによる
企業価値の向上

�経営資源を注力分野・地域に重点配分し、組織
営業力を高めて事業量を維持

�脱従来型事業（防災・環境・ＰＦＩ等）での事業量
を確保

�従来の臨海部営業基盤を活用した民間営業の
展開

�マーケティング機能強化による企画提案営業の
展開

�受注時利益の確保と現場生産性の向上

�選別受注の継続による不採算工事の排除

�海上土木工事の収益力維持

～～～～社会的信用社会的信用社会的信用社会的信用をををを高高高高めめめめ、『、『、『、『存在価値存在価値存在価値存在価値あるあるあるある企業企業企業企業』』』』へへへへ～～～～社会的信用社会的信用社会的信用社会的信用をををを高高高高めめめめ、『、『、『、『存在価値存在価値存在価値存在価値あるあるあるある企業企業企業企業』』』』へへへへ

～～～～自己資本自己資本自己資本自己資本をををを充実充実充実充実しししし安定安定安定安定あるあるあるある企業企業企業企業へへへへ～～～～自己資本自己資本自己資本自己資本をををを充実充実充実充実しししし安定安定安定安定あるあるあるある企業企業企業企業へへへへ
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■■■■　　　　数値目標数値目標数値目標数値目標　　　　■■■■

個別 連結 個別 連結 個別 連結 個別 連結

受注高 1,203 1,230 1,240 1,280

国内土木 684 700 680 660

国内建築 428 460 480 500

海外 90 70 80 120

売上高 1,402 1,628 1,440 1,600 1,440 1,620 1,440 1,640

売上総利益 133 158 132 147 133 149 134 151

9.5% 9.2% 9.2% 9.3%

一般管理費 80 101 82 94 82 94 82 94

営業利益営業利益営業利益営業利益 53 56 50505050 53 51515151 55 52525252 57

同率 3.8% 3.5%3.5%3.5%3.5% 3.5%3.5%3.5%3.5% 3.6%3.6%3.6%3.6%

経常利益経常利益経常利益経常利益 41 44 40404040 42 41414141 44 42424242 46

同率 3.0% 2.8% 2.8% 2.9%
当期純利益 54 60 22 23 23 24 24 25

自己資本比率 16.3% 15.2% 17% 16% 19% 18% 20%20%20%20% 19%

有利子負債残高 295 319 285 322 255 286 230 257
ＤＥＲ(倍） 1.54 1.64 1.3 1.5 1.1 1.2 0.90.90.90.9 1.0

06/3期 07/3期 08/3期 09/3期

※※※※数値目標数値目標数値目標数値目標ははははローリングローリングローリングローリングしますしますしますします。。。。

（（（（億円億円億円億円））））損益目標損益目標損益目標損益目標損益目標損益目標損益目標損益目標

財務目標財務目標財務目標財務目標財務目標財務目標財務目標財務目標
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■■■■　　　　国内土木事業国内土木事業国内土木事業国内土木事業　　　　■■■■

組織営業力組織営業力組織営業力組織営業力をををを強化強化強化強化しししし、『、『、『、『市場競争力市場競争力市場競争力市場競争力のののの向上向上向上向上とととと事業量事業量事業量事業量のののの維持維持維持維持』』』』

～～～～現場力現場力現場力現場力をををを向上向上向上向上しししし、『、『、『、『必要利益額必要利益額必要利益額必要利益額のののの確保確保確保確保』』』』

組織営業力組織営業力組織営業力組織営業力をををを強化強化強化強化しししし、『、『、『、『市場競争力市場競争力市場競争力市場競争力のののの向上向上向上向上とととと事業量事業量事業量事業量のののの維持維持維持維持』』』』

～～～～現場力現場力現場力現場力をををを向上向上向上向上しししし、『、『、『、『必要利益額必要利益額必要利益額必要利益額のののの確保確保確保確保』』』』

注力地域（首都圏、中京圏、関西圏等）への経
営資源の重点配分

保有船舶・技術、施工実績の活用による従来
型事業での事業量維持

多様化する公共調達システムへの的確な対応
（総合評価方式への対応強化）

防災・減災、環境・リニューアル分野での新技
術の開発と企画提案

臨海部を中心とした企業への企画提案の推進

新規大型プロジェクトの早期情報収集と全社
的取組

施工品質の確保による顧客信用の向上

グループ作業船団の稼働率向上等による海
上工事の収益力維持

外注・調達先見直しによるコストダウン

施工管理サイクルの改善による現場生産性の
向上

プロセスコスト削減のためのネット購買活用

不採算工事の徹底排除

事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保 収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保
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■■■■　　　　国内建築事業国内建築事業国内建築事業国内建築事業　　　　■■■■

選別受注選別受注選別受注選別受注をををを継続継続継続継続しししし、『、『、『、『緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大』』』』

～～～～現場力現場力現場力現場力をををを向上向上向上向上しししし、『、『、『、『営業利益営業利益営業利益営業利益のののの極大化極大化極大化極大化』』』』

選別受注選別受注選別受注選別受注をををを継続継続継続継続しししし、『、『、『、『緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大』』』』

～～～～現場力現場力現場力現場力をををを向上向上向上向上しししし、『、『、『、『営業利益営業利益営業利益営業利益のののの極大化極大化極大化極大化』』』』

注力地域（首都圏、中京圏、関西圏等）への経
営資源の重点配分

従来の臨海部営業基盤を活用した土地情報も
含む提案営業の展開

マーケティング機能強化による企画提案営業
の展開

得意分野（物流、医療、福祉、教育等）での特
命・設計施工案件への注力

大規模リニューアル、コンバージョン市場への
参画

ＰＦＩ事業への参画

施工品質の確保による顧客信用の向上

外注・調達先見直しによるコストダウン

施工管理サイクルの改善による現場生産性

の向上

プロセスコスト削減のためのネット購買活用

マーケティング機能強化による設計施工比率
の向上

選別受注による不採算工事の排除

事業量拡大による収益額ＵＰ

事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保事業量確保 収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保収益確保
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■■■■　　　　海外事業海外事業海外事業海外事業　　　　■■■■

東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心にににに『『『『堅実堅実堅実堅実なななな事業事業事業事業エリアエリアエリアエリアのののの拡大拡大拡大拡大』』』』

～～～～情報情報情報情報のののの早期収集早期収集早期収集早期収集ととととリスクリスクリスクリスク管理管理管理管理のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大

東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアをををを中心中心中心中心にににに『『『『堅実堅実堅実堅実なななな事業事業事業事業エリアエリアエリアエリアのののの拡大拡大拡大拡大』』』』

～～～～情報情報情報情報のののの早期収集早期収集早期収集早期収集ととととリスクリスクリスクリスク管理管理管理管理のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大

ローカルスタッフとの連携による技術・見積・収益力向上

案件審査機能の強化とカントリーリスクの低減

国内支援部門とのインターフェイス確立

中期展望に立ったプロジェクトマネージャーの育成

前田建設工業との提携による新規国への展開

ベトナムベトナムベトナムベトナム
　国情安定しており民間投資活発。
ＯＤＡ供出も高水準が見込まれ、05
年に進出後実績拡大中。エネルギ
ー関連事業への参画を継続

スリランカスリランカスリランカスリランカ
　ＯＤＡによる港湾工事に注力

カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア
ODAが無償から有償も供与され、事
業規模の拡大が期待。。。。エネルギー
関連に注目

台湾台湾台湾台湾
　05年に進出し実績拡大中。港湾・
深層水事業・ダム堆砂工事や、民
間エネルギー関連に注目

フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン
　事業量確保済み。財政悪化により
一時的な事業量減少が予想される
が、当社の拠点であり、建築事業も
含めて注力

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア
　ＯＤＡ供与増加、エネルギー関連
に注目
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■■■■　　　　経営効率経営効率経営効率経営効率のののの向上向上向上向上　　　　■■■■

組織組織組織組織のののの再編再編再編再編組織組織組織組織のののの再編再編再編再編

【【【【本社組織本社組織本社組織本社組織】】】】
　　公共調達の制度改革が進み“企画・営業・

工事・技術”が一体化して対応する必要性が

高まったため、事業別組織（土木本部、建築

本部）に再編し、組織営業力を発揮できる体

制とした。

【【【【支店組織支店組織支店組織支店組織】】】】
　関東地方での建設投資額は、全国の約35％で

あるのに対して、当社の事業量割合は約29％

に留まっており、従来の土木・建築別の支店

組織から土建一体型の支店組織に再編した。

　営業・工事・技術・管理部門の情報・業務

の集約化、管理のスリム化を行うと共に、民

間事業を中心に事業量の拡大を図る。

事業量を踏まえた要員の安定確保

営業、施工、技術分野における伝承者育成

集合研修の継続と実務研修(営業・施工)を充実

役割、職務に比重をおく人事施策へ移行

【【【【効率性向上効率性向上効率性向上効率性向上】】】】

部門別、地域別の情勢を分析し、経営資源の

『選択と集中』を行い、全体最適で収益確保が

可能な体制構築（PDCAの展開）

【【【【透明性強化透明性強化透明性強化透明性強化】】】】

積極的なﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰと四半期開示の実施

内部統制システムの整備とリスク管理体制の

再構築

人材確保人材確保人材確保人材確保とととと育成育成育成育成人材確保人材確保人材確保人材確保とととと育成育成育成育成

経営効率経営効率経営効率経営効率経営効率経営効率経営効率経営効率
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■■■■　　　　技術開発技術開発技術開発技術開発とととと提携提携提携提携　　　　■■■■

技術開発技術開発技術開発技術開発技術開発技術開発技術開発技術開発

前田建設工業前田建設工業前田建設工業前田建設工業とのとのとのとの提携提携提携提携前田建設工業前田建設工業前田建設工業前田建設工業とのとのとのとの提携提携提携提携

【【【【技術競争力技術競争力技術競争力技術競争力のののの再構築再構築再構築再構築】】】】

顧客／市場ニーズを捉え、技術競争に打ち勝
つ技術の開発

保有技術をブラッシュアップし、高度な解析・実
験技術と現場力の融合を図る

市場競争力のコアとなる新技術の開発に注力

【【【【土木事業土木事業土木事業土木事業】】】】

港湾構造物リニューアル、各種リサイクル技術、
防災・減災、海域・土壌環境などの主に海上土
木・環境関連分野に注力

保有技術・開発技術の水平展開による新市場
の開拓ならびに新分野での事業量拡大

【【【【建築事業建築事業建築事業建築事業】】】】

低コスト工法、耐震補強工法を中心に価格・市
場競争力を強化

前田建設工業との共同研究を中心に効率的に
実施

資本・業務提携先である前田建設工業とは、
民間建築や海外での共同受注、共同購買や
共同研究開発などで着実な成果

従来の提携項目以外に、共同での事業継続
計画（BCP）作成やPFIへの共同取り組みなど
を通じて、提携効果の極大化を目指す。

【新新新新たなたなたなたな公共調達公共調達公共調達公共調達へのへのへのへの対応対応対応対応】】】】

総合評価、デザインビルド等の新しい公共調
達システムに対応する専門部署を設立し、技
術提案力を強化と “技術とノウハウ”の蓄積と

活用

【【【【品質確保品質確保品質確保品質確保とととと人材育成人材育成人材育成人材育成】】】】

建設品質の信頼回復のため、コンクリート工
事のひび割れ対策マニュアルの整備、低コス
トひび割れ防止技術の開発で、顧客に『良品
質コンクリート』を提供すると共に、技術者育
成を実施


