
連結財務諸表
連結貸借対照表

前連結会計年度
2017年３月31日

当連結会計年度
2018年３月31日

資産の部

　流動資産

　　現金預金 ¥73,930 ¥108,536

　　受取手形・完成工事未収入金等 124,412 139,287

　　未成工事支出金 7,115 6,905

　　繰延税金資産 6,041 6,021

　　未収入金 10,869 12,178

　　その他  6,595 7,309

　　貸倒引当金 △135 △151

　　流動資産合計 228,829 280,088

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物・構築物 15,654 17,094

　　　機械、運搬具及び工具器具備品 15,498 16,374

　　　土地 10,095 10,524

　　　リース資産 209 262

　　　建設仮勘定 501 618

　　　減価償却累計額 △24,760 △25,370

　　　有形固定資産合計 17,199 19,504

　　無形固定資産  441 441

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 16,225 24,382

　　　長期貸付金 970 858

　　　長期営業外未収入金 283 235

　　　破産更生債権等 74 69

　　　繰延税金資産 5,515 5,406

　　　その他 2,665 2,818

　　　貸倒引当金 △296 △271

　　　投資その他の資産合計 25,437 33,499

　　固定資産合計 43,078 53,444

　繰延資産

　　株式交付費 － 132

　　繰延資産合計 － 132

　資産合計 ¥271,908 ¥333,665

連結損益計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
自 2016年4 月 1 日
至 2017年３月31日

当連結会計年度
自 2017年4 月 1 日
至 2018年３月31日

完成工事高 ¥344,706 ¥374,019
完成工事原価 303,625 333,789
完成工事総利益 41,080 40,230
販売費及び一般管理費 15,945 17,188
営業利益 25,135 23,041
営業外収益
　受取利息 40 38
　受取配当金 104 106
　持分法による投資利益 91 144
　受取賠償金 124 85
　貸倒引当金戻入額 105 13
　その他 114 135
　営業外収益合計 581 524
営業外費用
　支払利息 286 241
　為替差損 0 28
　シンジケートローン手数料 8 223
　資本業務提携関連費用 － 236
　株式交付費償却 － 16
　その他 62 136
　営業外費用合計 357 883
経常利益 25,358 22,682
特別利益
　固定資産売却益 15 22
　会員権売却益 27 39
　その他 4 2
　特別利益合計 47 64
特別損失
　固定資産売却損 127 17
　固定資産除却損 52 84
　投資有価証券評価損 111 －
　訴訟関連損失 24 49
　偶発損失引当金繰入額 1,792 481
　退職給付制度終了損 472 －
　その他 91 17
　特別損失合計 2,673 651
税金等調整前当期純利益 22,733 22,095
法人税、住民税及び事業税 6,131 5,386
法人税等調整額 167 925
法人税等合計 6,299 6,311
当期純利益 16,433 15,783
親会社株主に帰属する当期純利益 ¥16,433 ¥15,783

連結包括利益計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
自 2016年4 月 1 日
至 2017年３月31日

当連結会計年度
自 2017年4 月 1 日
至 2018年３月31日

当期純利益 ¥16,433 ¥15,783
その他の包括利益 
　その他有価証券評価差額金 571 △1,722
　為替換算調整勘定 △5 127
　退職給付に係る調整額 △58 △83
　持分法適用会社に対する持分相当額 6 △7
　その他の包括利益合計 514 △1,685
包括利益 ¥16,947 ¥14,098

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 16,947 14,098
　非支配株主に係る包括利益 － －

（単位：百万円）

前連結会計年度
2017年３月31日

当連結会計年度
2018年３月31日

負債の部

　流動負債

　　支払手形・工事未払金等 ¥69,707 ¥76,043

　　電子記録債務 27,283 29,297

　　短期借入金 12,427 4,090

　　未払法人税等 2,979 2,871

　　未成工事受入金 14,612 21,527

　　預り金 13,234 20,700

　　完成工事補償引当金 606 433

　　工事損失引当金 370 438

　　偶発損失引当金 13,917 11,341

　　賞与引当金 3,621 3,911

　　その他 7,857 7,188

　　流動負債合計 166,618 177,845

　固定負債

　　長期借入金 2,994 10,389

　　退職給付に係る負債 21,824 16,677

　　その他 182 2,378

　　固定負債合計 25,001 29,444

　負債合計 191,619 207,290

純資産の部  

　株主資本

　　資本金 13,341 30,108

　　資本剰余金 7,880 25,157

　　利益剰余金 55,377 68,540

　　自己株式  △753 △189

　　株主資本合計 75,845 123,616

　その他の包括利益累計額

　　その他有価証券評価差額金 4,428 2,699

　　為替換算調整勘定 388 516

　　退職給付に係る調整累計額 △374 △457

　　その他の包括利益累計額合計 4,443 2,758

　純資産合計 80,288 126,374

負債純資産合計 ¥271,908 ¥333,665

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）
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連結財務諸表

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 2016年4 月 1 日
至 2017年３月31日

当連結会計年度
自 2017年4 月 1 日
至 2018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 ¥22,733 ¥22,095
　減価償却費 1,367 1,735
　株式交付費償却 － 16
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,038 △13
　偶発損失引当金の増減額（△は減少） △1,214 △2,575
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △75 △1,746
　受取利息及び受取配当金 △145 △145
　支払利息 286 241
　為替差損益（△は益） 0 30
　持分法による投資損益（△は益） △91 △144
　投資有価証券評価損益（△は益） 111 －
　固定資産売却損益（△は益） 112 △4
　固定資産除却損 52 84
　売上債権の増減額（△は増加） △9,028 △14,814
　未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,147 209
　仕入債務の増減額（△は減少） 4,636 8,048
　未成工事受入金の増減額（△は減少） 729 6,910
　その他債権等の増減額（△は増加） 383 △668
　その他 1,282 3,879
　小計 16,955 23,138
　利息及び配当金の受取額 149 147
　利息の支払額 △277 △242
　法人税等の支払額 △8,201 △5,402
　営業活動によるキャッシュ・フロー 8,625 17,641
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 △2,985 △3,763
　有形固定資産の売却による収入 217 130
　投資有価証券の取得による支出 △229 △240
　関係会社株式の取得による支出 △116 △10,271
　貸付けによる支出 △84 △52
　貸付金の回収による収入  201 186
　その他 △93 △0
　投資活動によるキャッシュ・フロー △3,090 △14,010
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） △515 △420
　長期借入れによる収入 1,476 8,884
　長期借入金の返済による支出 △3,359 △9,407
　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 1,151
　配当金の支払額 △1,499 △2,621
　その他 △128 △116
　財務活動によるキャッシュ・フロー △4,024 30,856
現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,504 34,606
現金及び現金同等物の期首残高 72,422 73,926
現金及び現金同等物の期末残高 ¥73,926 ¥108,532

（　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）

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 2016年４月１日　至 2017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        ¥7,879 ¥40,442 ¥△659 ¥61,004 ¥3,850 ¥394 ¥△315 ¥3,929 ¥64,933

当期変動額

　新株の発行 － －

　剰余金の配当  △1,499 △1,499 △1,499

　親会社株主に帰属する
　当期純利益  16,433 16,433 16,433

　自己株式の取得  △95 △95 △95

　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）     577 △5 △58 514 514

当期変動額合計    　     －  0 14,934 △94 14,840 577 △5 △58 514 15,355

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

当連結会計年度　（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
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会社情報 組織図

株式情報

■ 会社名　株式会社熊谷組
■ 創　業　1898（明治31）年1月1日
■ 設　立　1938（昭和13）年1月6日
■ 代表者　取締役社長　櫻野 泰則
■ 資本金　301億円
■ 従業員数　連結 3,892名　単体 2,382名

（2018年3月31日現在）
■ 事業内容
 建設工事の調査、測量、企画、設計、施工、監理、技術指導

その他総合的エンジニアリング、マネジメントおよび
コンサルティングならびに請負ほか

■ 証券コード　1861
■ 上場証券取引所　東京証券取引所市場第一部
■ 発行可能株式総数　71,400,000株
■ 発行済株式の総数　46,805,660株
■ 単元株式数　100株
■ 株主数　45,210名（2018年3月31日現在）
■ 株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社
■ 事業年度　毎年4月1日～3月31日まで
■ 期末配当基準日　毎年3月31日
■ 定時株主総会　毎年6月

■ 本　店　福井市大手3丁目2番1号

■ 本　社　東京都新宿区津久戸町2番1号
■ 国内拠点
 北海道支店、東北支店、首都圏支店、名古屋支店、

北陸支店、関西支店、中四国支店、四国支店、九州支店、
国際支店、技術研究所

■ 海外拠点
 中国（香港）、台湾、ベトナム、スリランカ、ミャンマー
■ グループ会社
 （株）ガイアート、ケーアンドイー（株）、テクノス（株）、

テクノスペース・クリエイツ（株）、（株）ファテック、
（株）テクニカルサポート、華熊營造股份有限公司

※ 2018年5月1日に住所を移転しました。

株式の状況

2018年4月1日現在

株価データ

株主構成

自己株式 22,531株（0.0%）
証券会社
56名844,145株（1.8%）

金融機関
61名
14,423,622株

（30.8%）

個人・その他
44,325名
12,003,153株

（25.6%）

外国人
247名
8,634,974株

（18.4%）

その他国内法人
520名
10,877,235株

（23.2%）

株主数 45,210名
発行済株式の総数
46,805,660株

（2018年3月31日現在）
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株価 出来高

熊谷組出来高
熊谷組株価
TOPIX

取
締
役
会

経
営
会
議

役
員
支
店
長
会
議

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
策
室

秘書部
経営企画部

コーポレートコミュニケーション室
働き方改革推進室
アライアンス推進室

新事業開発室
事業創生推進室

飯田橋プロジェクト室
法務コンプライアンス部

人事総務部
財務部
主計部

安全推進部
品質環境推進部

協力会連携推進部
土木部

営業推進部
営業部

電力・エネルギー営業部
鉄道営業部

技術センター
土木技術統括部

ICT 推進室
インフラ再生事業部

橋梁イノベーション事業部
環境事業部

機材部
ダム技術部

トンネル技術部
シールド技術部

プロジェクト技術部
土木設計部

営業企画部
営業部

ソリューション推進部
建築企画部

建築部
原価管理室

購買部
建築生産イノベーション技術部

建築構造技術部
建築環境技術部
建築生産技術部
生産 BIM 推進室

設計管理部
品質監理部
設計第1部
設計第2部
設計第3部
構造設計部
耐震設計部
環境設計部
技術企画部
技術研究所

新技術創造センター北海道支店
東北支店

首都圏支店
名古屋支店
北陸支店
関西支店

中四国支店
四国支店
九州支店
国際支店

鉄道プロジェクト推進本部

営業統括部

建築統括部

建築技術統括部

設計本部

技術本部

経営企画本部

社
　
長

本
　
社

監
査
室

福
井
本
店

監
査
役
会

監
査
役

法
遵
守
監
査
委
員
会

建築事業本部

土木事業本部

安全品質環境本部

管理本部
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