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平成 22 年 5 月 6 日 
各  位 

上場会社名  矢作建設工業株式会社 
代 表 者 名  取締役社長  山田 文男 
（コード番号：1870 東証・名証各第一部） 
本社所在地  名古屋市東区葵三丁目 19 番 7 号 
問 合 せ 先  経理部長 舩橋 太道 

TEL 052-935-2348 

 
IR 資料『弊社の経営現況について（22 年 3 月期連結決算）』 

 
弊社グループの平成22年3月期連結決算の概要と、平成23年3月期連結決算に向けた経営現況を、

収益構造の特徴と併せて「IR 資料」としてまとめましたので、御高覧頂ければ嬉しく存じます。 
 

【連結経営成績】 

22 年 3 月期（当期）は民間建築事業が低調に推移したことから、売上高は公表値に及びません

でした。利益面では耐震補強事業や不動産事業に支えられ、営業利益、経常利益、純利益ともに

公表値を上回ることができました。 

次期につきましても引き続き厳しい事業環境が予想されますが、徹底した差別化戦略を推進し

収益の確保に努めてまいります。 

□ 連結経営成績                                           （単位：百万円） 

*公表値  売上高 85,000、営業利益 5,100、経常利益 4,300、純利益 2,000 

 

【連結経営成績のポイントと今後の事業展開】 

① ピタコラム事業の伸展 

ピタコラム事業は、受注高、売上高ともに前年実績を上回り引き続き伸展しております。 

② 分譲マンション事業の順調な進捗 

厳しい市場環境の下、分譲マンション事業は順調に推移し前年実績を上回りました。 

③ ウッドピタ事業の推進 

木質系戸建住宅耐震のウッドピタ事業は、受注の拡大に向けマーケティングの強化に取り組んでおります。 

④ 高水準の利益率 

売上総利益率は 19.4％に達し、利益率は業界の中でも最も高い水準となっております。 

⑤ 安定的な資金運営と有利子負債の圧縮 

安定的な資金運営を継続しつつ有利子負債の圧縮も進んでおります。 

⑥ ゴルフ場コース管理事業の拡大 

ゴルフ場コース管理事業は、受託件数を全国規模で拡大してまいります。 

⑦ 差別化戦略の展開 

経営理念である差別化戦略を、独自の商品や技術を持つ事業分野で積極的に展開しております。 

 22/3実績 （利益率） 21/3実績 （利益率） 増減率 23/3予想 

売上高 77,260 － 84,409 －   ▲8.5% 72,000 

営業利益 5,203 6.7% 6,013 7.1％ ▲13.5%  4,370 

経常利益 4,455 5.8% 5,569 6.6％ ▲20.0%  3,700 

純利益 2,016 2.6% 2,420 2.9％ ▲16.7%  1,900 
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①ピタコラム事業の伸展 

耐震補強のピタコラム事業は、学校施設の早期耐震化に向けた社会的要請と政策を背景に業績

は順調に推移し、受注高及び売上高は前期実績をそれぞれ 63.6％、47.6％上回りました。 

次期につきましても、学校施設の早期耐震化は継続的な政策課題として前年同規模の予算措置

がとられており、引き続き有望な市場と位置づけております。この市場は自治体により推進状況

が異なることから、昨年導入した地域カンパニー制の機能を最大限に活用して市場動向に即応し

た営業展開を図ってまいります。 

また、学校施設の耐震化率の高まりを視野に入れ、集合住宅の耐震補強市場への取り組みを一

層強化してまいります。この市場に対しては既に外付け耐震補強工法「CESRet（セスレット）」を

投入し実績を重ねつつありますが、さらにバルコニーや片側廊下を持つ集合住宅の顧客ニーズに

応えるために、これまで研究を重ねてきた新型工法「CESRet アウトフレーム型」の実用化にも目

処が立っております。引き続きマーケティングに基づいた商品開発により、集合住宅市場の需要

拡大を図ってまいります。 

 

□ ピタコラム事業の実績及び予想                                （単位：百万円） 
 22/3実績 21/3実績 増減率 23/3予想 増減率 

連結受注高 23,12４ 14,133 63.6% 30,000 29.7% 

連結売上高 19,860 13,458 47.6% 28,000 41.0% 

 
 
 

 

②分譲マンション事業の順調な進捗 

景気低迷と所得の伸び悩みを背景に、東海地区においても分譲マンション市場は発売戸数が前

年比 26.3％減少（出所：（株）不動産経済研究所）するなど厳しい需給環境が続きましたが、弊社

の分譲マンション事業は順調に推移し、当期の販売戸数（契約ベース）は前年を 14.8％上回る 356

戸となりました。 

これは綿密なマーケティングに基づく商品企画、設計施工一体のマンション作りならびにそれ

を訴求する強力な販売体制、購入後の安心を実現するためのマンション管理業務、すなわち「デ

ザインＣ」をグループ一体となって実践していることが、お客様から支持をいただいているもの

と考えております。 

次期につきましては、在庫が一巡したことにより年間の販売戸数が一時的に減少する見込みで

すが、平成 23 年度以降は現在進行中のマンションプロジェクトが複数完成することから、引き続

きこの事業分野での安定的成長が図れるものと考えております。 

 

□ 分譲マンション事業の実績及び予想 

 22/3実績 21/3実績 増減率 23/3予想 増減率 

販売戸数（契約ベース） 356戸 310戸 14.8% 240戸 ▲32.6% 

販売戸数（引渡ベース） 341戸 292戸 16.8% 170戸 ▲50.1% 

*引渡ベースで売上計上しております。 
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③ウッドピタ事業の推進 

木質系戸建住宅向け耐震補強のウッドピタ事業は、膨大な潜在需要を顕在化するためのマーケ

ティングに邁進してまいりました。 

具体的には、実物大家屋による震度 6 強の耐震実験の映像を用いたテレビＣＭや、耐震補強を

通して得られる「もう地震は怖くない」という幸福感・安心感を伝える広告宣伝など多様なプロ

モーションを展開し、当期は商品名や商品特性の認知度を高めることができました。その結果、

受注の前提となる顧客登録数は前期比約 3 倍の 2,500 人と伸張しましたが、一方で成約件数は 150

件ほどに留まり、多様な価値観を持つ顧客の潜在需要をいかに顕在化していくかが改めて課題と

なりました。 

そのためには地域に密着したきめ細かい顧客対応が必須であると考え、全国に 200 社を数える

ウッドピタ工法協会員との連携強化を図り地域密着型の普及活動を展開するとともに、新たな販

売システムとして「代理店制度」を導入し、次期には 1,000 件の受注獲得を目指してまいります。 

なお、本年 2月に国土交通省所管の（財）日本建築防災協会からの技術評価を取得したことは、

多くの自治体で公的補助の対象工法に認定されることから、今後の受注獲得に寄与するものと考

えております。 

 

 

 

 

 

 

④高水準の利益率 

弊社の売上総利益率は 19.4％に達しており、営業利益率、経常利益率及び純利益率も、それぞ

れ 6.7％、5.8％、2.6％を確保いたしました。これは、構造的に低採算である従来型の請負事業か

らの脱却を目指し、耐震補強のピタコラム事業をはじめとした事業構造自体の差別化を進めてき

たことによるものと考えております。 

今後はウッドピタ事業をはじめとする新規事業への戦略的な投資など、将来を見据えた事業展

開を図りつつ、安定した利益率を確保してまいります。 

 

 

□ 利益率                                                               （単位：百万円） 

 

 

 

 

 22/3実績 21/3実績 比較増減 

売上総利益 14,961 14,999 ▲0.3% 

売上総利益率 19.4% 17.8% 1.6P 

営業利益率 6.7% 7.1% ▲0.4P 

経常利益率 5.8% 6.6% ▲0.8P 

純利益率 2.6% 2.9% ▲0.3P 
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⑤安定的な資金運営と有利子負債の圧縮 

当期は売上債権の回収や不動産事業が順調に進展し、営業キャッシュフローが約 97 億円となっ

たことから、有利子負債を前期比約 103 億円圧縮するとともに、有利子負債全体に占める長期性

資金の割合を高め、健全かつ安定的な財政運営に取り組んでまいりました。 

また不透明な事業環境下における不確実性リスクへ備えるとともに、差別化事業の機動的な推

進に向けた投資余力を確保するため、手元流動性を高めに誘導した資金運営を行っております。 

 

 

□ 資金運営の状況                                                       （単位：百万円） 

※ 長期有利子負債＝長期借入金＋社債（１年以内返済予定分を除く） 

※ NET 有利子負債＝有利子負債－現金預金 

 

 

 

 

 

 

⑥ゴルフ場コース管理事業の拡大 

ゴルフ場のコース管理事業は、豊富なコース管理業務の経験とゴルフコースの設計施工で培っ

た技術を背景に弊社の差別化された事業の一つとして位置づけており、当期はその受託件数を 13

コースから 17 コースに伸ばしてまいりました。 

景気低迷による法人需要の減少や多様化する顧客ニーズへの対応など、ゴルフ場経営を巡って

は経営効率の向上を含めた新たな課題が取り上げられており、弊社がゴルフ場関連ビジネスで培

った技術を最大限に活用することができる環境にあると考えております。次期はゴルフ場経営を

経営者の視点で科学的、構造的に分析し、自社系列のゴルフ場を活用して得られた技術やノウハ

ウを個々のゴルフ場が抱える経営課題に直結する提案に結びつけることにより、新たに 20 コース

の受託獲得を目指し全国規模の事業展開を推進してまいります。 

 
 

□ ゴルフ場コース管理事業の実績及び予想 

 22/3実績 21/3実績 増減率 23/3予想 増減率 

管理コース数 17コース 13コース 30.8% 37コース 117.6% 

 
 

 
 

     22/3 期 21/3 期 比較増減 

有利子負債残高 42,984 53,311 ▲10,326 

(内 長期有利子負債) (22,187) (15,820) (6,367) 

現金預金残高 20,803 22,155 ▲1,352 

ＮＥＴ有利子負債 22,180 31,156 ▲8,975 
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⑦差別化戦略の展開 

弊社は経営理念である差別化戦略のもと、独自の商品、技術を持つ事業分野において事業を科

学的、構造的に分析し、事業構造自体を差別化することで高い収益性を追求しております。 

 

●パンウォール、フィルウォール 

土木分野の差別化商品である切土補強土壁工法のパンウォールは、全国的に展開している推

進体制が軌道に乗り受注を伸ばしております。加えて当期商品化した新工法の盛土補強土壁工

法のフィルウォールは、低価格と短工期が評価され短期間で実績ができており、今後も道路築

造などで受注拡大を進めてまいります。 
 

●土壌浄化事業 

改正土壌汚染対策法が本年 4 月に施行され、建設プロジェクトにおける土壌汚染対策の位置

付けはますます重要になっております。弊社は建物の計画段階から土壌汚染対策を考慮し、建

設プロジェクト全体を最適化するトータルソリューションを提供することで、他社との差別化

を鮮明にした事業展開をしております。 
今後も、大学や専門技術を有する企業と連携し価格競争力に優れた汚染処理技術の商品化を

図るなど、事業の拡大を推進してまいります。 
 

●名鉄土木工事・軌道工事 

弊社は差別化が困難な一般公共事業からは一線を画しており、土木事業では名古屋鉄道向け

の軌道工事や鉄道関連の土木工事を主力として展開しております。鉄道事業会社にとって安全

運行は最もプライオリティーが高いニーズで、弊社が培ってきた施工技術は高度な安全性と信

頼性を有し、この分野での優位性を確立しております。今後もこの分野は有力な経営基盤の一

つと位置づけており、安定収益の確保に努めてまいります。 
 

 
以 上 

 


