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地盤改良事業で既存顧客の取引拡大と新規顧客獲得、
および受注単価維持と工事原価・販管費削減が重点目標
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2020/12通期は、コロナ禍の影響により売上高が前期比5.2％減、営業
利益が同83.2％減、経常利益が同98.5％減、当期利益が同96.6％減。

工事原価縮減を図ったほか人件費抑制や各種経費見直しを行った
が、公共工事で工法変更等による工期延期などが利益面に響いた。

地盤改良事業で既存顧客の取引拡大と新規顧客獲得、および受注単
価維持と工事原価・販管費削減による収益力向上を目指す方針。
What is the news?
2/12発表の2020/12通期は、売上高が前期比5.2％減の42.79億円、営業
利益が同83.2％減の1,786万円、経常利益が同98.5％減の157万円、当期利
益が同96.6％減の234万円。主力の地盤改良事業が属する戸建て住宅建設
業界で冬季に入り新型コロナウイルス感染が再拡大したことが受注活動
に影響したことが減収に響いた。利益面では、工事原価の縮減を図った
ほか人件費抑制や各種経費の見直しを行ったものの、一部の公共工事で
工法変更等による工期延期に伴う間接経費増加などが響いた。
セグメント別業績は以下の通り。①地盤改良事業は、売上高が前期比
7.3％減の32.84億円、セグメント利益が同11.9％減の2.11億円。既存顧客
の取引拡大に伴う工事受注件数の維持を図ったもののコロナ禍の影響が
減収に響いた。セグメント利益は、受注状況に応じた柔軟な施工体制の
徹底と経費削減等の合理化に伴う受注単価の維持および工事原価削減に
よる収益力向上を図ったこともあり、減益率が減収率と比べて小幅にと
どまった。②建築事業は、売上高が同2.1％増の7.01億円、セグメント利
益が前年同期の4,994万円から▲983万円へ赤字転落。営繕等工事が堅調
に推移したことが増収に寄与した一方、住宅建築工事においてコロナ禍
の影響に伴う工期延長により完成戸数が減少したほか、公共工事におけ
る工法変更等による工期延長が利益面に響いた。③その他事業は、売上
高が同3.0％増の2.93億円、セグメント利益が同48.2％減の1,785万円。建
設資材レンタルおよびリースの受注増、および新規貸出資材導入が増収
に寄与した一方、減価償却費の増加が減益に響いた。
How do we view this?
2021/12通期の会社計画は、売上高が前期比6.0％増の45.36億円、営業
利益が同5.4倍の9,567万円、経常利益が同約54倍の8,452万円、当期利益
が同約21倍の5,007万円。基幹事業の地盤改良事業で既存顧客の取引拡大
と新規顧客獲得により増収を目指すほか、受注単価維持と工事原価およ
び販管費削減による収益を確保する施策に努めるとしている。経常利益
では前期に計上した上場費用1,570万円が無くなるプラス要因もある。
地盤改良事業が属する戸建て住宅建設業界は人口減の逆風に直面して
いるが、シェア拡大で吸収できると見られる。また、施工の前段である
造成段階からの市場開拓により収益基盤を強化する方針である。
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（※）2020/7/31付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施したが、2018/12期の期首に当該株式分割が行
われたと仮定してEPS、BPSを算定している。 （出所：会社公表資料をもとにフィリップ証券作成、F＝会社予想）
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会社概要
1990年に代表取締役社長の山口喜廣氏が静岡県伊
東市で、移動式クレーンのリース業を目的とする会社とし
て 前身の有限会社ア ー ト ク レー ンカンパニー を設立。
1996年に現在の主たる事業とな る地盤改良工事業に進
出後、2010年に建設業許可を取得。2018年に株式会社
アート フォ ース ジャ パンへ商号を変更した。2020/10/21
にTOKYO PRO Marketに上場した。
同社は連結子会社として、セキスイハイム東海の本体
工事店である株式会社アクシス、土留めパネルリー スを
手掛けるクラウン工業株式会社、および建設・土木工事
を営む 株式会社塚本工務店の3社を擁し、地盤改良事
業、建築事業、その他事業の3事業セグメ ント を展開す
る。
①主力の地盤改良事業は、「地盤調査」、「地盤改良
工事」、および「地盤品質保証」の各業務をワンストップで
提供することにより、調査後の施行内容や顧客ニー ズに
ついて調整および 情報提供がで き、業務間で の相乗効
果を発揮できることを強みとしている。
②建築事業は、「住宅建築」と「営繕工事および公共工
事」から構成される。住宅建築は子会社のアク シス がセ
キスイハイム 本体工事店を運営。営繕工事および 公共
工事は、子会社の塚本工務店が工場および研究施設等
の営繕工事、なら びに小田原市および神奈川県で 土木
の公共工事を行っている。
③その他事業は、「建材レンタル・リース」と「ク レー ン」
から構成される。建材レンタル・リース は子会社のク ラウ
ン工業が茨城県を中心に土留めパネル等建設用仮設資
材を主にレンタル・リー ス して いる。ク レー ン はア ー ト
フォースジャパンが静岡県東部や神奈川県西部を主とし
たエリアとして移動式クレーンとオペレーターで 現場へ赴
き、建築工事や土木工事で の荷物の吊り上げ作業を
行っている。
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

主要株主(2021/3/31）
1.山口 喜廣
2.株式会社YY
3.山口 寧子
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（出所:会社公表資料をもとにフィリップ証券作成）
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