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コロナ禍のなか、業績は当初の見通しどおり堅調に推移しております。
　株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を
申しあげます。
　この度、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様と、そのご家族・
関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い感染症の
終息をお祈り申しあげます。
　さて、当社第107期上半期（2020年2月1日から2020年7月31日まで）の
経営成績がまとまりましたので、ここに事業の概要等をご報告申しあげます。
　また、当期の中間配当金につきましては、2020年9月8日開催の取締役会
において、1株につき100円（前期は50円）をお支払いすることを決議いた
しております。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう、
心よりお願い申しあげます。

2020年10月

株主の皆様へ

取締役社長
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財務ハイライト（連結）
上半期業績のご報告
　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により極めて厳しい状況となり、緊急事態
宣言の解除後に経済活動が段階的に引き上げられたものの、景気の
先行きは不透明な状況で推移しました。
　当社グループにおいても、新型コロナウイルス感染症拡大により、
飲食店舗の臨時休業や時短営業を余儀なくされたほか、マリーナの
来場者数が減少する等、レジャー事業の業績に多大な影響が及び

ました。一方、主力事業である道路関連事業においては、道路イン
フラを維持すべく、感染防止策を徹底し日常業務の継続に努めた
ことにより、概ね順調に稼働しました。
　以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は
14,074百万円、営業利益は2,567百万円、親会社株主に帰属する
四半期純利益は、前年同期に計上した『銀座スバルビル』の
売却益が減少したことにより、1,820百万円となりました。
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14,074
百万円

セグメント別売上高構成

107期103期 105期

3,850
（予想）

2,169

■ 第2四半期  ■ 期末  ■ 当第2四半期

2,567

1,468

3,062

1,871

106期

4,090

2,708

104期

3,151

2,112

営業利益� 2,567百万円
（前年同期比�5.2％減）

（単位：百万円）

107期103期 105期

1,462
965

■ 第2四半期  ■ 期末  ■ 当第2四半期

1,820
1,219

106期

2,550
（予想）

2,243
1,820

3,177

104期

2,094
1,425

1,820百万円
（前年同期比�18.8％減）

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（単位：百万円）

107期103期 105期

26,920
（予想）

20,255
25,164

14,074
10,406

■ 第2四半期  ■ 期末  ■ 当第2四半期

12,823

106期

27,211

14,087

104期

23,339

11,854

売上高� 14,074百万円
（前年同期比�0.1％減）

（単位：百万円）
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営業の概況

道路関連事業（上半期）

　道路関連事業は、老朽化によるインフラ整備をはじめと
する公共投資が堅調に推移するなか、当社グループは、
新型コロナウイルス感染防止を目的とした体制を構築
する等、従業員の健康状態を含めた安全管理の徹底を
図り、安定した事業環境の維持に努めました。また、
受注した維持作業・補修工事において収益性の向上を
図るとともに、技術提案等を通じた積極的な営業活動に
より新規受注や既存工事の追加受注に努めました結果、
前年同期比で増収減益となりました。

主な事業
▪道路・橋梁・河川　維持工事　　▪道路・河川　保全作業
▪道路環境関連製品の販売　　　　▪有料道路等の売店経営
▪橋梁・構造物等の設計業務　　　▪太陽光発電事業

のり面防護工事

（単位：百万円）
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　飲食事業は、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の発令に伴い、個人消費が
大きく減退し、事業環境は極めて厳しい状況で推移しました。当社グループにおいても、 
来店者数の減少や店舗営業の自粛による影響は大きく、売上高は前年同期を大きく下回り 
ました。
　マリーナ事業は、『東京夢の島マリーナ』『浦安マリーナ』の両マリーナにおける年間契約の
船舶係留数は高水準で推移したものの、イベントの中止や外出自粛要請に伴い、船舶用燃料
の販売やバーベキュー 
ステーションの利用者が
減少したこと等により、
売上高は前年同期を下回り
ました。
　以上の結果、レジャー
事業全体の売上高は前年
同期比で減収減益となり
ました。

レジャー事業（上半期）

主な事業 ▪飲食店経営　　▪飲食物品等販売　　▪マリーナの運営
（単位：百万円）
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ラ・ベルデ有楽町店 東京夢の島マリーナ
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不動産事業（上半期）

　不動産事業は、『吉祥寺
スバルビル』や『新木場
倉庫』等の既存賃貸物件が
概ね堅調に稼働したことに
加え、新規事業用地を取得し
賃貸を開始したことにより、
前年同期比で増収増益と
なりました。
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セグメント利益� 211百万円

売上高� 350百万円

吉祥寺スバルビル 新木場倉庫

主な事業 ▪賃貸ビル　　▪賃貸倉庫　　▪賃貸駐車場　　▪土地の賃貸



株主ご優待
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株式の状況・会社概要
（2020年7月31日現在）
■株式の状況

発行可能株式総数：4,000,000株
発行済株式の総数：2,662,000株
株 主 数：3,509名（前期末比400名減）

■会社概要
設 立 1946年2月9日

資 本 金 1,331百万円

主要な事業所 48か所

従 業 員 数 224名（連結657名）

本 社
〒100-0006
東京都千代田区有楽町一丁目10番1号
TEL 03-3213-2861（代表）

関 西 支 社
〒530-0053
大阪府大阪市北区末広町3番21号
TEL 06-6313-4501（代表） 中間期における発送はございません

（１）優待基準日
毎年1月31日（年1回）のみ

（２）優待内容
TOHOシネマズ�ギフトカード

全国の『TOHOシネマズ』においてご利用いただけるプリペイド式のカードであり、
映画チケットの購入のほか、劇場内での各種ドリンクやスナック、パンフレット等の
購入にご利用いただけます。

株式保有数 継続保有期間
3年未満

継続保有期間
3年以上

100株以上 2,000円分 3,000円分
200株以上 3,000円分 4,000円分
300株以上 4,000円分 5,000円分

継続保有期間3年以上とは、基準日（1月31日）の株主名簿に同一株主番号で連続して
4回以上記載または記録されていることといたします。

（３）贈呈時期
1月31日現在の株主様へ、４月下旬にご発送いたします。
本カードは使い捨てカードであるため、基準日が到来する都度ご発送させていただきます。



株主メモ
事 業 年 度 2月1日から翌年1月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年4月
配当金受領株主確定日 期末配当金 1月31日、中間配当金 7月31日

基 準 日 定時株主総会 1月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1 TEL 0120-232-711（フリーダイヤル）

（郵送先）
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

単 元 株 式 数 100株
上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所

公 告 の 方 法

電子公告により行う。
公告掲載URL https://subaru-kougyou.jp

（ただし、電子公告によることができない事故、その他
のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲
載いたします。）

スバル興業株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目10番1号
TEL　03－3213－2861（代表） https://subaru-kougyou.jp

ホームページのご案内

お知らせ
1.�単元未満株式の買取請求にかかる費用は無料です。

株主様がご所有の単元未満株式を当社にご売却いただくことができます。この場合の手数
料については無料といたしております。
◦特別口座に記録された単元未満株式の買取請求のお手続き
　▶三菱UFJ信託銀行株式会社TEL 0120-232-711（フリーダイヤル）へお問い合せください。
◦それ以外の単元未満株式の買取請求のお手続き
　▶口座を開設されている証券会社へお問い合せください。
※・証券会社を通じてのお手続きで、所定の手数料がかかる場合があります。
　・当社は単元未満株式の買増請求は行っておりません。
2.�特別口座で株式をお持ちの株主様へ

特別口座に記録された株式については、単元未満株式の買取請求を除き、特別口座のままで
は売買することができません。売買するためには、証券会社等に一般口座を開設し、特別口
座から株式を振り替えるお手続きが必要となります。
◦特別口座から一般口座への振替のお手続き
　▶三菱UFJ信託銀行株式会社TEL 0120-232-711（フリーダイヤル）へお問い合せください。
3.�配当金の受取方法について

ゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「配当金領収証」を持参し配当金をお受け取りする方法
に代え、銀行預金口座への振込の方法がございます。お受け取りをお忘れになることもなく、
安全で確実に配当金をお受け取りになれる銀行預金口座振込方式を是非ご利用ください。
◦配当金の振込指定のお手続き
　▶  口座を開設している証券会社または三菱UFJ信託銀行株式会社TEL 0120-232-711

（フリーダイヤル）へお問い合せください。


