
財務・経営成績の分析財務
情報

　当連結会計年度における日本経済は、高水準を維持して
いた企業収益に一部弱い動きがみられましたが、設備投資
は増加基調を続け、雇用や所得水準の着実な改善を背景に
個人消費も底堅く推移するなど、景気は緩やかながら回復
を続けました。
　建設業界においては、住宅建設は概ね横ばいとなったも
のの、企業の建設投資は増加したほか、公共投資も高い水準
が保たれ、良好な事業環境が継続しました。
　当社グループの連結業績につきましては、売上高は、前会
計年度費4.0％増の3,890億円となりました。利益は売上
総利益率の改善により、営業利益は264億円、経常利益は
265億円となりました。また独占禁止法関連損失引当金繰
入額等の特別損失の計上などにより、親会社株主に帰属す
る当期純利益は133億円になりました。

資産 （総資産は前年度比 6.0%増加）
　総資産は、前連結会計年度末に比べ200億円（6.0％）増
加し、3,537億円となりました。
　流動資産は、前連結会計年度末に比べ138億円（5.1％）
増加し、2,879億円となりました。年度末にかけて完成工事
が増加したこと等により受取手形・完成工事未収入金等が
364億円増加しています。
　固定資産は、前連結会計年度末に比べ62億円（10.5％）
増加し、656億円となりました。事業用不動産の取得等によ
り有形固定資産が53億円増加しています。
負債 （前年度比 5.6%増加）
　負債は、前連結会計年度末に比べ115億円（5.6％）増加し、
2,188億円となりました。
　流動負債は、前連結会計年度末に比べ132億円（7.5％）
増加し、1,911億円となりました。年度末にかけて工事出来
高が増加したこと等により支払手形・工事未払金等が108
億円増加したほか、独占禁止法関連損失引当金39億円を計
上しています。
　固定負債は、前連結会計年度末に比べ17億円（6.0％）減
少し、276億円となりました。
純資産 （前年度比 6.7%増加）
　純資産は、前連結会計年度末に比べ85億円（6.7％）増加
し、1,348億円となりました。利益剰余金が、剰余金の配当
42億円を行ったものの、親会社株主に帰属する当期純利益
133億円の計上等により91億円増加しています。
　なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイ
ント向上し、38.1％となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　年度末にかけて完成工事が増加したこと等に伴う売上債
権の増加等により、123億円のマイナス（前連結会計年度は
176億円のプラス）となりました。
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得等により、73億円のマイナス（前連
結会計年度は140億円のマイナス）となりました。
財務活動によるキャッシュ・フロー
　配当金の支払い等により、61億円のマイナス（前連結会計
年度は308億円のプラス）となりました。
現金及び現金同等物
　為替換算による減少を含め、現金及び現金同等物の当
連結会計年度末残高は前連結会計年度末に比べ260億円
（24.0％）減少し、824億円となりました。

　当社グループの運転資金需要のうち主なものは、建設事
業に係る工事費、販売費及び一般管理費等の営業費用です。
投資を目的とした資金需要は、主に設備投資によるものです。
　当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉
を安定的に確保することを基本方針としています。
　短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入
を基本としており、設備投資に係る資金や長期運転資金は
自己資金および金融機関からの長期借入を基本としてい
ます。
　なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は
128億円となっています。

　経営基盤の強化ならびに事業収益拡大のために内部留保
の充実を図りつつ、当期業績や中長期の業績見通し、および
経営環境等を勘案し、株主の皆様へ適正かつ安定的に利益
還元していくことを利益配分の基本方針としています。
　第82期の期末配当は、前期の創業120周年記念配当20
円を含めた1株当たり90円からさらに10円増配し、1株当
たり100円の配当を実施しました。
　今後も引き続き、株主の皆様への利益還元をなお一層重
視し、「中期経営計画（2018～2020年度）」に掲げる配当
性向30%を目標として株主還元を継続していきます。

土木事業
　受注高は、鉄道分野が増加し、前連結会計年度比19.9％増の
1,557億円でした。
　売上高は、期首繰越工事高が増加していたことにより同4.5％
増の1,116億円となり、営業利益は、売上高の増加および売上総
利益率の改善により、同48.2％増の86億円となりました。
建築事業
　受注高は、消費税増税前の駆け込み需要の発生により医療・
福祉施設分野等が増加し、前連結会計年度比18.4％増の2,982
億円でした。
　売上高は、期首繰越工事高が増加していたことにより同4.1％
増の1,954億円となり、営業利益は、売上高の増加および売上
総利益率の改善により、同2.7％増の124億円となりました。
子会社
　売上高は、株式会社ガイアートにおいて期首繰越高及び受注
高の増加の影響により売上高が増加し、全体として同3.9％増
の975億円となり、営業利益は、売上総利益率の改善により売
上総利益が増加し、同5.0％増の53億円となりました。

売上高 （前年度比 4.0%増加）
　売上高は、期首繰越工事の増加等により、前連結会計年度
に比べ150億円（4.0％）増加し、3,890億円となりました。
売上総利益 （前年度比 13.2%増加）
　売上総利益は、売上総利益率の改善により前連結会計年
度に比べ53億円（13.2％）増加し、455億円となりました。
売上総利益率は、前連結会計年度に比べ0.9ポイント改善
し、11.7％となりました。
販売費及び一般管理費 （前年度比 10.9%増加）
　販売費及び一般管理費は、処遇見直しによる人件費の増
加等により、前連結会計年度に比べ18億円(10.9％)増加し、
190億円となりました。
営業利益 （前年度比 14.9%増加）
　営業利益は、売上総利益の増加により、前連結会計年度に
比べ34億円（14.9％）増加し、264億円となりました。営業
利益率は前連結会計年度に比べ0.6%改善し、6.8%となり
ました。
営業外損益
　営業外収益は、受取配当金の増加等により、前連結会計年
度に比べ１億円増加し、６億円となりました。
　営業外費用は、資本業務提携関連費用の減少等により、前
連結会計年度に比べ３億円減少し、５億円となりました。
経常利益
　経常利益は、営業利益および営業外収支の増加により、前
連結会計年度に比べ38億円（17.1％）増加し、265億円と
なりました。
特別損益
　特別利益は、投資有価証券売却益７千万円など合計１億
円を計上しました。
　特別損失は、2014年に当社の施工不良が判明した横浜市
西区所在のマンションに関する追加費用として偶発損失引
当金繰入額13億円、株式会社ガイアートが受領した独占禁
止法による課徴金納付命令書（案）に基づく独占禁止法関連
損失引当金繰入額39億円など合計55億円を計上しました。
法人税等
　法人税、住民税及び事業税73億円、繰延税金資産の回収
可能性の見直し等により法人税等調整額４億円を計上しま
した。
親会社株主に帰属する当期純利益 （前年度比 15.7%減少）
　親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に
比べ24億円（15.7％）減少し、133億円となりました。な
お自己資本当期純利益率（ROE）は前連結会計年度に比べ
5.1%低下し、10.2%になりました。

■ 財務状況

■ 経営成績

■ キャッシュ・フローの状況

■ 資本の財源および資金の流動性

■ 配当

■ セグメントごとの経営成績

連結業績

指標 2018年度
（計画）

2018年度
（実績） 差異

売上高（百万円） 400,000 389,058 △ 10,941

営業利益（百万円） 24,000 26,464 2,464

営業利益率（％） 6.0 6.8 0.8

　『熊谷組グループ	中期経営計画（2018～2020年度）～
成長への挑戦～』で策定した業績目標値との比較は次のと
おりです。

※億円未満を切り捨てしています。
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連結財務諸表財務
情報

連結貸借対照表
前連結会計年度
2018年３月31日

当連結会計年度
2019年３月31日

資産の部

　流動資産

　　現金預金 ¥108,536 ¥82,449

　　受取手形・完成工事未収入金等 139,287 175,696

　　未成工事支出金 6,905 7,300

　　未収入金 12,178 15,696

　　その他 7,309 6,998

　　貸倒引当金 △151 △191

　　流動資産合計 274,066 287,949

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物・構築物 17,094 18,378

　　　機械、運搬具及び工具器具備品 16,374 17,464

　　　土地 10,524 14,587

　　　リース資産 262 398

　　　建設仮勘定 618 730

　　　減価償却累計額 △25,370 △26,723

　　　有形固定資産合計 19,504 24,836

　　無形固定資産 	441 484

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 24,382 24,438

　　　長期貸付金 858 858

　　　長期営業外未収入金 235 157

　　　破産更生債権等 69 40

　　　繰延税金資産 11,427 11,045

　　　その他 2,818 4,014

　　　貸倒引当金 △271 △189

　　　投資その他の資産合計 39,520 40,365

　　固定資産合計 59,466 65,686

　繰延資産

　　株式交付費 132 82

　　繰延資産合計 132 82

　資産合計 ¥333,665 ¥353,718

連結損益計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
自	2017年4月 1 日
至	2018年３月31日

当連結会計年度
自	2018年4月 1 日
至	2019年３月31日

完成工事高 ¥374,019 ¥389,058
完成工事原価	 333,789 343,527
完成工事総利益 40,230 45,530
販売費及び一般管理費 17,188 19,065
営業利益 23,041 26,464
営業外収益
　受取利息 38 34
　受取配当金 106 329
　持分法による投資利益 144 159
　為替差益 － 3
　受取賠償金 85 10
　その他 148 91
　営業外収益合計 524 629
営業外費用
　支払利息 241 231
　為替差損 28 －
　シンジケートローン手数料 223 183
　資本業務提携関連費用	 236 －
　株式交付費償却 16 49
　その他 136 75
　営業外費用合計 883 541
経常利益	 22,682 26,553
特別利益
　固定資産売却益 22 32
　投資有価証券売却益 0 73
　会員権売却益 39 0
　その他 2 －
　特別利益合計 64 106
特別損失
　固定資産売却損 17 －
　固定資産除却損 84 63
　損害賠償金 16 73
　訴訟関連損失 49 125
　偶発損失引当金繰入額 481 1,349
　独占禁止法関連損失引当金繰入額 －	 3,933
　その他 1 7
　特別損失合計 651 5,553
税金等調整前当期純利益 22,095 21,106
法人税、住民税及び事業税 5,386 7,341
法人税等調整額 925 452
法人税等合計 6,311 7,793
当期純利益 15,783 13,312
親会社株主に帰属する当期純利益 ¥15,783 ¥13,312

連結包括利益計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
自	2017年4月 1 日
至	2018年３月31日

当連結会計年度
自	2018年4月 1 日
至	2019年３月31日

当期純利益 ¥15,783 ¥13,312
その他の包括利益	
　その他有価証券評価差額金 △1,722 △196
　為替換算調整勘定 127 △167
　退職給付に係る調整額 △83 8
　持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △1
　その他の包括利益合計 △1,685 △356
包括利益 ¥14,098 ¥12,956
（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 14,098 12,956
　非支配株主に係る包括利益 － －

（単位：百万円）

前連結会計年度
2018年３月31日

当連結会計年度
2019年３月31日

負債の部

　流動負債

　　支払手形・工事未払金等 ¥76,043 ¥86,893

　　電子記録債務 29,297 33,172

　　短期借入金 4,090 3,030

　　未払法人税等 2,871 4,821

　　未成工事受入金	 21,527 14,739

　　預り金 20,700 19,411

　　完成工事補償引当金 433 467

　　工事損失引当金 438 626

　　偶発損失引当金 11,341 10,736

　　独占禁止法関連損失引当金 － 3,933

　　賞与引当金 3,911 3,911

　　その他 7,188 9,397

　　流動負債合計 177,845 191,141

　固定負債

　　長期借入金 10,389 9,819

　　株式給付引当金 － 42

　　退職給付に係る負債 16,677 16,499

　　その他 2,378 1,331

　　固定負債合計 29,444 27,692

　負債合計 207,290 218,834

純資産の部 	

　株主資本

　　資本金 30,108 30,108

　　資本剰余金 25,157 25,157

　　利益剰余金 68,540 77,642

　　自己株式 △189 △426

　　株主資本合計 123,616 132,481

　その他の包括利益累計額

　　その他有価証券評価差額金 2,699 2,501

　　為替換算調整勘定 516 349

　　退職給付に係る調整累計額 △457 △449

　　その他の包括利益累計額合計 2,758 2,402

　純資産合計 126,374 134,883

負債純資産合計 ¥333,665 ¥353,718

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）
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連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
自	2017年4月 1 日
至	2018年３月31日

当連結会計年度
自	2018年4月 1 日
至	2019年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益	 ¥22,095 ¥21,106
　減価償却費 1,735 1,934
　株式交付費償却	 16 49
　貸倒引当金の増減額（△は減少）	 △13 △38
　偶発損失引当金の増減額（△は減少）	 △2,575 △605
　独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） － 3,933
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,746 △165
　受取利息及び受取配当金 △145 △363
　支払利息 241 231
　為替差損益（△は益）	 30 △6
　持分法による投資損益（△は益） △144 △159
　投資有価証券売却損益（△は益） △0 △73
　固定資産売却損益（△は益） △4 △32
　固定資産除却損 84 63
　売上債権の増減額（△は増加） △14,814 △36,504
　未成工事支出金の増減額（△は増加） 209 △394
　仕入債務の増減額（△は減少） 8,048 13,263
　未成工事受入金の増減額（△は減少）	 6,910 △6,759
　その他債権等の増減額（△は増加） △668 377
　その他 3,879 △2,975
　小計 23,138 △7,119
　利息及び配当金の受取額	 147 371
　利息の支払額 △242 △227
　法人税等の支払額 △5,402 △5,423
　営業活動によるキャッシュ・フロー 17,641 △12,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得による支出	 △3,763 △7,245
　有形固定資産の売却による収入 130 15
　投資有価証券の取得による支出 △240 △226
　投資有価証券の売却による収入 0 217
　関係会社株式の取得による支出 △10,271 △92
　貸付けによる支出 △52 △107
　貸付金の回収による収入 186 159
　その他 △0 △99
　投資活動によるキャッシュ・フロー	 △14,010 △7,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） △420 △690
　長期借入れによる収入 8,884 550
　長期借入金の返済による支出 △9,407 △1,490
　株式の発行による収入 33,385 －
　自己株式の処分による収入 1,151 1
　自己株式の取得による支出 △75 △236
　配当金の支払額 △2,621 △4,210
　その他 △41 △50
　財務活動によるキャッシュ・フロー 30,856 △6,126
現金及び現金同等物に係る換算差額 119 △181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,606 △26,085
現金及び現金同等物の期首残高 73,926 108,532
現金及び現金同等物の期末残高 ¥108,532 ¥82,446

（　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）

連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度　（自	2017年４月１日　至	2018年３月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額
純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高					 ¥13,341 ¥7,880 ¥55,377 ¥△753 ¥75,845 ¥4,428 ¥388 ¥△374 ¥4,443 ¥80,288

当期変動額

　新株の発行		 16,767 16,767	 33,534 33,534

　剰余金の配当	 △2,621	 △2,621 △2,621

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 15,783 15,783 15,783	

　自己株式の取得		 △77 △77 △77

　自己株式の処分		 	 509	 641 1,151 1,151

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 				 △1,729 127 △83 △1,685 △1,685

当期変動額合計					 16,767 17,276 13,162 564 47,771 △1,729	 127	 △83 △1,685	 46,086

当期末残高		 ¥30,108	 ¥25,157 ¥68,540	 ¥△189	 ¥123,616 ¥2,699 ¥516 ¥△457 ¥2,758 ¥126,374

当連結会計年度　（自	2018年４月１日　至	2019年３月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額
純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高					 ¥30,108 ¥25,157 ¥68,540 ¥△189 ¥123,616 ¥2,699 ¥516 ¥△457 ¥2,758 ¥126,374

当期変動額

　剰余金の配当	 △4,210 △4,210 △4,210

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 13,312 13,312 13,312

　自己株式の取得		 △238 △238 △238

　自己株式の処分		 	 0 1 1 1

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 				 △197 △167 8 △356 △356

当期変動額合計					 － 0 9,102 △237 8,865 △197 △167 8 △356 8,508

当期末残高		 ¥30,108 ¥25,157 ¥77,642 ¥△426 ¥132,481 ¥2,501 ¥349 ¥△449 ¥2,402 ¥134,883

連結財務諸表財務
情報
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