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「中期経営計画」の策定に関するお知らせ 

 
当社は昨年 4 月の合併より、合併効果を 大限に発揮させるべく、規模拡大メリットの徹底した追及

と更なる経営効率の 適化を基本方針として様々な取り組みを進めております。 
しかしながら、平成 21 年 3 月期通期業績につきましては、売上高の減少や工事損益の悪化等により、

多額の損失を計上する見込みとなりました。かかる状況から速やかに脱却するために、今般「中期経営

計画」（平成 21 年度～平成 23 年度）を策定いたしましたので、お知らせいたします。 
本計画に基づき、経営資源の「選択と集中」を進め、安定した収益基盤の確立を図るとともに、期間

利益の積み上げにより株主資本を充実させ、より強固な財務体質の構築を目指してまいります。 
株主の皆様、お取引先の皆様方におかれましては、今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し

あげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅰ 計画期間 
  平成 21（2009）年度～平成 23（2011）年度までの３年間 
 
Ⅱ 基本方針 

・ 経営資源の「選択と集中」を進め、安定した収益基盤の確立を図る。 
・ グループの総力を結集し計画を必達する。 

 
Ⅲ 具体的な施策 
１．事業収益力の強化 

◆ 計画 終年度（平成 23 年度）に当期純利益６億円を計上できる収益体質を構築 
 ◆ コア事業（海上土木事業・陸上土木事業・地盤改良事業）における競争優位性の確立 
  ・得意分野である「海上土木事業」を軸に、これに「陸上土木事業」と「地盤改良事業」を加え

た３つをコア事業と位置づけ、これらに経営資源を集中投入することにより、事業基盤を強化

し、外部環境に左右されない安定した利益体質を確立する。 
   ・経営統合効果を活かした受注力の強化（大型工事の受注機会の増加） 
   ・地盤改良分野での元請受注拡大（シェア拡大） 
   ・特殊技術営業力の強化（地盤改良技術等） 
  ・総合評価落札方式への対応強化 
  ・売上総利益の確保（売上総利益率 8%確保体制の確立） 
◆ 信用リスク事業・不採算事業（建築事業・海外事業）の整理縮小 
  ・民間建築事業の縮小（マンション建設事業からの撤退） 

・海外建設事業からの完全撤退（為替、収益減少リスクの回避） 
・経営資源をコア事業へシフト 

 
２．経営効率の改善 
 ◆ 事業規模に合わせた人員・組織体制の構築 

・平成 23 年度までに総人員 485 名体制を構築（平成 20 年度比 △210 名） 
・組織、管理体制の再編 
・人員配置の適正化・直間比率の見直し 

 ◆ 計画 終年度（平成 23 年度）までに販管比率 5%台体制を確立する 
・ 物件費の削減（平成 20 年度比 △ 2.8 億円） 
・ 人件費の削減（平成 20 年度比 △14.5 億円） 
・ 営業拠点の統廃合 

 
３．バランスシート改善 
 ◆ 計画 終年度（平成 23 年度）までに自己資本比率 17%以上 
   ・遊休資産（不動産、有価証券、船舶等）の売却促進 

・資産売却・立替資金圧縮による有利子負債削減（立替資金 ピーク比△45 億円） 
・自己資本比率の改善（資産圧縮、期間利益の積上げにより平成 23 年度末 17%以上） 

 
 



Ⅳ 数値目標 
【損益目標（個別ベース）】                             （百万円） 

 平成 20 年度 
（見込み） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

受注高 40,000 37,500 37,000 37,000
売上高 56,600 50,000 37,000 37,000
営業利益 △1,200 850 800 900
経常利益 ※ △710 1,150 1,100 650
当期純利益 △2,550 600 1,000 600
※ 平成 20 年度から平成 22 年度までの経常利益には「負ののれん償却」が含まれています。 

「負ののれん償却」を含まない経常利益は、 

平成 20 年度 △1,260 百万円、平成 21 年度 600 百万円、平成 22 年度 550 百万円であります。 

 
【財務目標（個別ベース）】                             （百万円） 

 平成 20 年度 
（見込み） 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

総資産 43,000 37,000 33,000 33,000
純資産 3,400 4,000 5,000 5,600
自己資本比率（％） 7.9 10.8 15.2 17.0
有利子負債 10,200 9,000 7,700 6,700
D/E レシオ（倍）※ 3.0 2.3 1.5 1.2
※ D/E レシオ：有利子負債／純資産 

 
（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 

以 上 
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1.中期経営計画策定の背景

・減少傾向が続く公共事業投資1
経営環境・前提条件の激変 当社への影響

✓　完成工事高の減少・工事利益率の低下

✓　販売費及び一般管理費比率の上昇

✓　取引先の経営破たんによる債権取立不能リス
　　クの高まり

✓　海外事業における為替・損失リスク増大

3 ・技術・価格競争の熾烈化

・サブプライム問題を端を発する金融収縮

・マンション市況の悪化

・国内・海外景気の減速

4

5

6

　経営統合時点（2008年4月）から、建設業界を取り巻く経営環境が予想を超えて大きく
変化した

・「総合評価落札方式」の拡大2

✓　土木工事受注高の減少

✓　建築事業の採算性低下
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2.中期経営計画の要旨

◆　基本方針

・　経営資源の「選択と集中」を進め、安定した収益基盤の確立を図る

・　グループの総力を結集し計画を必達する

◆　アクションプラン

１．事業収益力の強化

　　・　コア事業（海上・陸上土木事業・地盤改良事業）における競争優位性の確立

　　・　信用リスク事業・不採算事業（建築事業・海外事業）の整理縮小

2．経営効率の改善
　　・　組織・人員体制の見直し

　　・　経費削減

3．バランスシート改善
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3.中期経営計画の目標数値　－損益目標ー

【損益目標（個　別）】

600

650

900

2,100

3,000

37,000

37,000

2011年度

(3.0%)

(2.2%)

(5.7%)

(7.8%)

(2.3%)

(1.7%)

(5.7%)

(7.4%)

( - % )

( - % )

(6.7%)

(4.6%)

1,000

1,100

800

2,100

2,900

37,000

37,000

2010年度

(8.1%)3,7002,580売上総利益　

50,00056,600売上高

600△2,550当期純利益

(1.8%)1,150△710経常利益　　

(2.4%)850△1,200営業利益

(5.7%)2,8503,780販管費　　　　

37,50040,000受注高

2009年度2008年度　（見込み）

■　受注高および売上高は建築事業、海外事業の縮小・撤退により暫減
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■　2008年度から2010年度までの経常利益には「負ののれん償却」が含まれております。
　　「負ののれん償却」を含まない経常利益は、
　　　　2008年度　△1,260百万円、2009年度　600百万円、2010年度　550百万円であります。

(単位：百万円）

■　2008年度業績（見込み）は、海外工事の採算が原材料価格の高騰と発注者との請負金増額交渉の長期化等により大幅に
　　悪化したため、損失計上となりました。2009年度以降は、こうした特殊要因もないため、利益を安定的に確保できるものと考
　　えております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　なお、本件に関する詳細は、2009年1月23日付公表の「業績予想の修正、特別損失の計上、繰延税金資産の取崩し並び
　　に配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

◆　計画最終年度（2011年度）に当期純利益６億円を計上できる収益体質を構築



総資産等の推移
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3.中期経営計画の目標数値　－財務目標ー

1.2倍1.5倍2.3倍3.0倍Ｄ／Ｅレシオ　 ※

4.29円7.15円4.29円△18.24円ＥＰＳ（１株利益）　※

6,700

5,600

33,000

2011年度

(15.2)(10.8)(7.9)

7,700

5,000

33,000

2010年度

9,00010,200有利子負債

(17.0)4,0003,400純資産（自己資本比率(%))

37,00043,000総資産

2009年度2008年度　（見込み）

※　Ｄ／Ｅレシオ 　：　有利子負債／純資産
※　ＥＰＳ（１株利益）　：　当期純利益÷発行済株式総数

(単位：百万円）

◆　計画最終年度（2011年度）までに期間利益の積上げにより自己資本比率17％以上を目標とする

【財務目標（個　別）】

■　総資産は、遊休資産の売却促進により減少

■　純資産は、期間利益の積上げにより増加

■　有利子負債は、立替資金の圧縮、営業キャッシュフローと
　　 資産売却により削減を進める
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4.事業収益力の強化

　　　■　「海上・陸上土木事業」と「地盤改良事業」への経営資源集中投入

　　　　　○　人・物・資金をノンコア事業（建築事業・海外事業）からコア事業にシフト

　　　　　　　　　　・　得意分野である「海上土木事業」を軸に、これに「陸上土木事業」と「地盤改良事業」

　　　　　　　　　　　　を加えた3つを新たにコア事業と位置づけ、これらに経営資源を集中投入

　　　　　　　　　　・　土木・地盤改良に関する技術開発推進

◆　コア事業（海上・陸上土木事業・地盤改良事業）における競争優位性の確立

　　　■　経営統合効果を生かした受注力の強化

　　　　　○　経営規模等評価の総合評価点数アップによる大型工事受注機会の増加

　　　　　　　　　　・　経営統合による総合評価点数アップを活かし、中央官庁・地方公共団体とも

　　　　　　　　　　　 Ａ等級工事の受注を図る

　　　　　　　　　　　　（Ａ等級は中央官庁では7.2億円以上の工事）

　　　　　○　施工実績と保有技術の活用による技術提案力の向上

コア事業における競争優位性の確立（１）

- 5 -



4.事業収益力の強化

　　　■　地盤改良事業における元請受注の拡大

　　　　　○　2011年度には地盤改良分野の元請受注比率50%
　　　　　　　　　（2008年度　元請受注比率　40%（見込み）、統合前　2007年度実績から7%アップ）

　　　■　特殊技術営業力の強化

　　　　　○　特許技術・専門技術を活用し、受注拡大

　　　　　　　　　　・　小型静的締固めサンドコンパクション工法（KS-mini EGG工法）

　　　　　　　　　　・　大水深基礎構築技術（捨石投入均し船（KUS-ISLAND）　他

　　　■　総合評価落札方式への対応強化

　　　　　○　「総合評価室」の機能強化により総合評価対応能力の向上を図る

　　　　　　　　　　・　総合評価室による技術・営業情報の一元化と支店への指導・支援強化

　　　　　　　　　　・　積算能力の向上

コア事業における競争優位性の確立（２）
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4.事業収益力の強化

　　　■　売上総利益の確保

　　　　　○　2011年度には売上総利益率　8％以上を確保
　　　　　　　　　　・　2009年度以降、不採算・低採算工事の影響が大幅減少

　　　　　　　　　　　　　　☒　土木事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　保有技術を活かした得意工事の獲得

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　選別受注の徹底

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　原価管理手法の統一と徹底

　　　　　　　　　　　　　　☒　地盤改良事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　元請受注比率向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　選別受注の徹底

　　　　　　　　　　　　　　☒　不採算事業の整理縮小

・　マンション建設事業、海外建設事業の縮小・撤退

　　　　　　　　

コア事業における競争優位性の確立（3）
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4.事業収益力の強化 信用リスク事業・不採算事業の整理縮小

◆　信用リスク事業・不採算事業（建築事業・海外事業）の整理縮小

　　　■　民間建築事業の縮小

　　　　　○　マンション建設事業からの撤退

　　　　　○　建築部門の人員削減および再配置

　　　■　海外事業からの撤退

　　　　　○　2011年度までに段階的撤退
　　　　　　　　　　・　韓国・釜山港沈埋トンネル基礎工事の完成引渡し（2011年6月）後、完全撤退

　　　　　　　　　　・　為替、収益減少リスクの回避
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5.経営効率の改善（１）

◆　事業規模に合わせた人員・組織体制の構築

　　　■　組織・人員体制の見直し

　　　　　○　2011年度までに総人員４８５名体制を構築
　　　　　　　　　　・　2008年12月比　△210名

　　　　　　○　組織・管理体制の再編

　　　　　　　　　　・　本社・支店組織の再編

　　　　　　　　　　　　☒　スリムな経営・管理組織の構築

　　　　　　　　　　　　☒　建築・海外事業の縮小・撤退に伴う再編

　　　　　　　　　　・　直間比率の見直し

　　　　　　　　　　　　☒　2011年度末　直接部門人員 300名（2008年12月末比△100名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 間接部門人員 185名（2008年12月末比△110名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直間比率　62%（直接部門）　38%（間接部門）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2008年度　58%（直接部門） 42%（間接部門））
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5.経営効率の改善（２）

　　　■　経費の削減

　　　　　○　物件費の削減　（2008年度（見込み）比　 △ 2.8億円）
　　　　　　　　　　・　一般物件費の徹底的な削減、投資の抑制

　　　　　　○　人件費の削減　（ 2008年度（見込み）比　△14.5億円）
　　　　　　　　　　・　希望退職者募集・新規採用の抑制

　　　　　　　　　　・　役員報酬のカット（最大35%カット）

　　　　　　　　　　・　給与体系の見直し

　　　　　○　営業拠点の統廃合　

- 10 -

◆　2011年度までに販管比率　5%台体制を確立する



6.バランスシート改善

　　　■　資産圧縮と有利子負債の削減

　　　　　○　遊休資産の売却促進

　　　　　　　　　　・　販売用不動産、有価証券の売却

　　　　　　　　　　・　船舶・施工用機械装置の売却・除却

　　　　　　　　　　　　☒　2009年度　サンドコンパクション船　5船団から3船団体制へ

　　　　　　○　有利子負債の削減

　　　　　　　　　　・　資産売却、立替資金圧縮による有利子負債削減

　　　　　　　　　　・　2011年度末 立替資金：ピーク比　△45億円

　　　　　　　　　　・　Ｄ／Ｅレシオ（有利子負債／純資産）2011年度末　1.2倍

　　　■　自己資本比率の改善

　　　　　　　　　　・　総資産の圧縮と期間利益の積上げにより2011年度末は自己資本比率17%以上　
　　　　　　　　　　　　を目標とする

◆　2011年度には自己資本比率17%以上、Ｄ／Ｅレシオ1.2倍以下
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