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新中期経営計画の策定について 
 

 当社は、平成 19年 2月 15日開催の取締役会にて平成 19年度（2007年度）から平成 21
年度（2009年度）に至る 3ヶ年を実施期間とする「新中期経営計画」を策定・決議いたし
ましたのでお知らせいたします。 
 
 当社は、平成 16年 11月に平成 19年度（2007年度）を最終年度とする中期経営計画を策
定し目標達成に向け全社一丸となって取り組んでまいりました。建設投資の漸減という環境
下にあって初年度である平成 17年度（2005年度）の業績は受注や損益面で目標値を下回っ
たものの経営への影響は小幅なものに止まりましたが、翌平成 18年度（2006年度）におい
ては一般競争入札や総合評価方式の拡大という公共工事調達システムの改革を始めとして建
設市場に大きな変化が見られ、受注競争は一段と激しさを増し、さらに当社においては行政
処分による公共工事受注機会の減少が影響して当初計画の達成が困難な見通しとなっており
ます。 
 このような経営環境が今後暫くは継続するものと見込まれることから、当社といたしまし
ては、急速に変化する市場環境に対応した企業体質への変革を喫緊の課題と捉え、平成 18
年 6月より本社内に「組織改革委員会」を立ち上げて収益構造の改革や安定した経営基盤造
りに向けた「緊急経営対策」を打ち出し、平成 18年度後半から実施致しております。 
 その内容は本支店組織の抜本的な見直しによる組織改革と希望退職の実施・賃金制度改定
を含めた経費削減により経営効率を高め、厳しい経営環境にあっても安定的な利益の確保を
可能とする経営基盤の構築を目指すものであります。 
 この緊急経営対策の骨子および中期的事業展望の見直しを織り込み、現行の中期経営計画
に替えて新たな中期経営計画を以下のとおり策定いたしました。 
新中期経営計画では営業・工事部門一体となった案件への取組み体制強化による国内土木

事業量の確保、量の拡大より質の充実を優先した国内建築部門自立体制の確立、技術の蓄積
による国際部門の利益率向上と緩やかな事業拡大等の取り組みに注力してまいります。財務
面では棚卸資産、事業用土地の売却・流動化により有利子負債の削減を推し進め健全化を図
ってまいります。 
また、事業遂行にあたっては品質・安全・環境への取り組みを一層強化するとともに、企

業倫理に基づいたコンプライアンスと企業としての社会的責任の達成を徹底してまいります。 
平成 19年度には着工が遅れていた羽田空港の新滑走路建設工事が本格稼動する見込みで

す。海洋土木の第一人者である当社の真価を存分に発揮して全力で施工に取り組み、関係す
る皆様のご期待にお応えしてまいりたいと存じます。 



新中期経営計画の概要 
 
 
１．計画の基本方針    ・環境の変化に適応した持続可能な経営基盤の確立 

・透明性ある企業経営 
             ・規模の拡大より収益性を重視   
 
２．基本戦略 
  ○営業力・技術力・収益力の強化  ～競争に勝ち抜き安定した事業量を確保 
  ○企業体質の強化         ～持続可能な経営基盤の確立 
  ○経営の効率化・透明性の強化   ～ｽﾋﾟｰﾄﾞ感ある経営と社会からの評価・信頼向上 
 
３．部門別戦略 
  ○国内土木事業 
   ・営業・技術の協働体制による事業量および収益の確保 
   ・地域的（臨海部）・技術的優位性を活かした分野への重点営業で民間部門を拡大 
  ○国内建築事業 
   ・規模の拡大より収益性を重視した選別受注により経営へ貢献 
   ・コスト構造改革による競争力強化 
  ○国際部門 
   ・東南アジアを拠点にリスク管理を徹底しながら周辺国へ進出 
   ・現場支援体制の強化による収益拡大 
  ○管理・事務部門 
   ・コンパクトで効率的な組織・体制の確立 
   ・ＣＳＲの徹底 
   
４．最終年度（2009 年度）業績目標 

       

単体 連結 単体 連結
受注高 1,650 1,730
売上高 1,700 1,800 1,890 2,040
売上総利益 112 131 130 150
一般管理費 111 125 85 98
営業利益 1 6 45 52
経常利益 △ 2 4 35 42
当期純利益 △ 6 △ 5 15 18
有利子負債残高 715 742 490 520

　　※詳細につきましては、添付の資料をご覧下さい。

2007年3月期 2010年3月期
（見込み）

（単位：億円）

 
５．配当政策 
  ・本計画最終年度 2009年度までに復配を目指す。 

 
以 上 



新・中期経営計画
（2007.4～2010.3）

２００７年 ２月１５日

（ ご参考資料 ）

持続可能な経営基盤構築のために
市場環境の変化に適応した収益構造への変革を図り、

次の１００年を目指す



新・中期経営計画の概要 1

１．新中期経営計画の基本概念・基本戦略

■ 市場環境の変化に適応した収益構造への変革を

図り、持続可能な経営基盤を確立し、次の１００年
を築く

■ 透明性ある企業経営の継続
■ 規模の拡大より収益性を重視した経営
■ 国内土木主体から、土木・建築・国際の３本柱

体制へ

基本概念

基本戦略

○ 営業力・技術力・収益力の強化
○ 企業体質の強化
○ 経営の効率化・透明性の強化
○ 低コスト構造への転換
○ 連結収益の改善



新・中期経営計画の概要 2

２．新中期経営計画の短期的施策

収益構造の強化

●土木工事における受注・利益確保

・「国内土木受注強化対策本部」による案件への取組強化

・営業・技術協働体制強化による市場ニーズへの対応

●建築部門における選別受注の徹底による不採算工事の排除

●海外部門の新規市場・新規分野への進出

●組織改革による業務効率化と経費削減

・統括支店制度導入による要員効率・業務効率向上

・営業所の統廃合、配置の見直し

・本支店組織のコンパクト化と間接要員の削減

●固定費削減

・賃金水準の見直しによる総人件費圧縮

環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立

短期的施策



新・中期経営計画の概要 3

３．新中期経営計画の中期的施策

経営基盤の確立

●土木事業での安定的な工事量と利益の確保

●建築部門の収益体制の確立

●国際部門の緩やかな事業拡大と利益率の向上

●コンパクトな組織造りへ向けた継続的改革による低コスト体質

の定着

●有利子負債の削減による財務体質強化

●グループ会社の収益改善

環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立環境の変化に適応した収益構造への変革・・・持続可能な経営基盤の確立

中期的施策



新・中期経営計画の概要 4

単体連結単体連結単体連結単体連結

18

42

52

98

(7.4%)

150

2,040

10.3期

15

35

45

85

(6.9%)

130

1,890

280

650

800

1,730

10

27

37

90

(6.7%)

127

1,900

270

630

800

1,700

5

17

27

93

(6.6%)

120

1,820

250

620

800

1,670

△6

△2

1

111

(6.6%)

112

1,700

250

650

750

1,650

138△5当期純利益

33234経常利益

43336営業利益

104107125販売費及び
一般管理費

(7.2%)(7.1%)(7.3%)

147140131売上総利益

2,0401,9701,800売上高

国際

国内建築

国内土木

受注高

09.3期08.3期07.3期（見込み）

（ 2007.4～2010.3 ）（単位：億円）○損益目標

※計画には羽田拡張工事含む

４．主要な数値目標

※注：有利子負債＝長・短借入金＋ＣＰ＋社債

１．０倍以下（単体・連結）ＤＥＲ （有利子負債／自己資本）

１．０倍以上（単体）総資産回転率

５２０億円以下（10.3期末連結）

４９０億円以下（ 〃 単体）
有利子負債残高

○財務目標
「参考」要員計画

（有価証券報告書ベース）

06.3期：1,869名

07.3期：1,669名

10.3期：1,536名



新・中期経営計画の概要 5

国内土木

５．各部門の基本方針

◇ 経営基盤の安定化に向け、国内土木事業量を確保 し
収益を上げる

◇国内建築部門の自立体制を確立し、経営への貢献度を
高める

◇緩やかな事業拡大と利益率の向上で経営への貢献度を

高める

◇事業規模に見合った体制を構築し、経営の効率化と
収益基盤強化を図る

国内建築

国際（海外）

管理・事務



新・中期経営計画の概要 6

■ お問い合わせ先

〒１０２‐８４５１

東京都千代田区四番町５

広報室 林 靖人 （はやしやすひと）

TEL：０３‐３２６２‐６７９７

FAX：０３‐３２６２‐９５３６

http://www.toa-const.co.jp/

この資料には、現時点の将来に関する前提・見通しに基づく予測
が含まれております。

将来の業績は、経営環境等の変化にともない、この資料に記載さ
れている計画値とは異なる場合があることをご承知おきください。


