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ヒューマンリソシア株式会社 

総合人材サービス会社のヒューマンリソシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：御旅屋 貢、以下

「当社」）が運営する、建設人事のお悩みに寄りそうオウンドメディア『建設 HR』は、建設業関連の 6 業種（総合工

事業、土木工事業、電気・電気通信設備工事業、管工事業、プラント・エンジニアリング業、住宅・不動産業）の上

場主要 10 社の 2022 年 3 月期第 3 四半期の決算実績をまとめたレポートを発表しました。 

第 3 四半期決算では、6 業種全てが前年同期比で増収となりましたが、総合工事業および土木工事業にて収益

性が大幅に低下するなど、純利益においては 4 業種が減益となりました。管工事業と住宅・不動産業においては、増

収増益と好調な決算となりました。 

【本件のポイント】 

●6 業種すべてが増収となる一方、純利益は 4 業種が減益になり、6 業種合計では、増収減益に 

●総合工事業と土木工事業は営業利益、経常利益、純利益が前年同期比二桁減で収益性の低下が顕著 

●管工事業と住宅・不動産業の主要 10 社合計は、増収増益と好調 

※建設業関連 6 業種の上場主要 10 社の 2022 年 3 月期第 3 四半期決算結果の詳細と、2022 年 3 月期（連

結）の業績予想をまとめたレポート全文は、『建設 HR』にてご覧いただけます（閲覧には無料会員登録が必要で

す）。 URL： https://kensetsu-hr.resocia.jp/limited/original_202203 

■建設関連の 6 業種、売上高が好調の一方、4 業種では収益性が低下                    

主要 10 社合計の第 3 四半期の決算実績によると、6 業種すべてで売上高は前年同四半期を上回りましたが、

営業利益では総合工事業が同 32.8％減、土木工事業が同 18.7％減、プラント・エンジニアリング業が同 6.1％減

と、本業における収益性は低下しました（図表①）。6 業種の売上高合計をみると、前年同四半期比で 3.0％増、

営業利益は 3.0％減となりました。このことから、建設関連業種全体では売上高は順調となるものの、収益性が低下

していることが分かりました。特に、総合工事業と土木工事業は営業利益、経常利益、純利益のすべてが前年同四

半期を二桁下回るなど収益性の低下が顕著となりました。一方、管工事業と住宅・不動産業は増収増益の好調な

決算となりました。 

【図表① 各業種上場主要 10 社の実績合計における前年同期比増減率】 

※総合工事業は前年実績を公開していないインフロニア・ホールディングスを除く主要 9 社の合計 

 

【独自分析】 建設業関連 6 業種、売上高は増収になるも、収益性は低下 

～好調な住宅・不動産業、総合工事および土木工事業は収益性低下が顕著～ 

『建設 HR』2022 年 3 月期第 3 四半期決算レポート 

■本件に関するお問い合わせ■  

ヒューマンリソシア株式会社 広報担当 吉田 E-mail： resocia-pr@athuman.com 

売上高
前年同期比

営業利益
前年同期比

経常利益
前年同期比

純利益
前年同期比

傾向

総合工事業 3.4% -32.8% -27.8% -25.6% 増収減益

土木工事業 0.2% -18.7% -18.7% -19.2% 増収減益

電気・電気通信設備工事業 2.1% 1.7% 2.1% -1.1% 増収減益

管工事業 3.3% 14.8% 15.4% 8.6% 増収増益

プラント・エンジニアリング業 0.1% -6.1% -1.4% -158.6% 増収減益

住宅・不動産業 3.6% 10.7% 11.4% 9.5% 増収増益

合計 3.0% -3.0% -1.7% -9.2% 増収減益

https://kensetsu-hr.resocia.jp/limited/original_202203


■2022 年 3 月期の通年では、収益性が若干改善傾向の予想                       

2022 年 3 月期の通期業績予想については、今回の決算で 10 社が純利益を上方修正するなど、上方修正が相

次ぎました。そのため純利益は、修正前の 10.3％減から 8.4％減となるなど、低下していた収益性は前期比で微増

ながら改善傾向と考えられます（図表②）。ただし、総合工事業は純利益の予測が前期比 27.9％減から 29.6％

減に拡大し、プラント・エンジニアリング業の純利益は赤字となりました。この 2 業種は、収益性の改善が来期に向けて

の大きな課題になると考えられます。 

【図表② 各業種上場主要 10 社の 2022 年 3 月期業績予想の合計における前年同期比増減率】 

※総合工事業は前年実績を公開していないインフロニア・ホールディングスを除く主要 9 社の合計 

※出典：図表①②は、各社の決算短信より『建設 HR』編集部が作成 

 

建設 HR 独自分析レポート（建設業関連６業種の第 3 四半期決算結果まとめ）  

建設業関連６業種の上場主要 10 社の第 3 四半期決算結果および、 

2022 年 3 月期（連結）の業績予想をまとめたレポートの全文は以下からご覧いただけます。 

https://kensetsu-hr.resocia.jp/limited/original_202203 

建設 HR は、クライアントをはじめとした各種企業のよりよい人材獲得につながる資料提供を目的に、 

公的なデータを集計してまとめた当レポートを発表しています。（レポート閲覧は会員登録が必要です） 

【会員登録はこちらから】 https://kensetsu-hr.resocia.jp/user_register/ 

 

＜建設 HR とは＞ 

『建設 HR』は、「建設人事のお悩みに圧倒的熱量で寄りそう」をコンセプトに掲げるメディアです。人材動向を中心と

した市場動向、独自調査、リーダー等のインタビュー、働き方を変えていくための人事や DX 事例紹介等、建設業界に

関わるさまざまな情報発信をしています。 

●建設 HR WEB サイト： https://kensetsu-hr.resocia.jp  

 

＜ヒューマンリソシアについて＞ 

総合人材サービス会社として、人材派遣、人材紹介、業務受託サービスを全国 27 拠点で展開しています。1988

年創業以来、教育事業をバックボーンに多彩なサービスを展開するグループの総合力を活かし、「人材」に関する幅広

いサービスを提供しています。 

●ヒューマンリソシア WEB サイト： https://resocia.jp 

 

 

 

 

 
■本件に関するお問い合わせ■  

ヒューマンリソシア株式会社 広報担当 吉田 E-mail： resocia-pr@athuman.com 

修正前 修正後 修正前 修正後 修正前 修正後 修正前 修正後

総合工事業 6.6% 7.0% -28.8% -30.3% -29.4% -28.6% -27.9% -29.6% 増収減益

土木工事業 2.7% 2.1% -17.3% -13.4% -19.6% -15.3% -21.4% -15.9% 増収減益

電気・電気通信設備工事業 0.02% 0.1% -4.3% -4.3% -4.9% -4.8% -8.2% -7.9% 増収減益

管工事業 4.9% 4.4% -2.1% -2.1% -3.2% -3.2% -4.8% -3.7% 増収減益

プラント・エンジニアリング業 4.5% 4.5% -1.4% -0.3% -5.0% -4.6% - - 増収赤字

住宅・不動産業 5.5% 5.8% 4.2% 7.7% 6.3% 9.9% 8.2% 11.7% 増収増益

合計 5.0% 5.1% -6.8% -4.6% -6.9% -4.2% -10.3% -8.4% 増収減益

売上高（前年同期比） 営業利益（前年同期比） 経常利益（前年同期比） 純利益（前年同期比）
傾向

https://kensetsu-hr.resocia.jp/limited/original_202203
https://kensetsu-hr.resocia.jp/user_register/
https://resocia.jp/


■本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンリソシア式会社 広報担当 吉田 

E-mail： resocia-pr@athuman.com 

■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 若林、平 

E-mail： kouhou@athuman.com 

＜ヒューマングループについて＞ 

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と多岐にわたる事業を展開して

います。1985 年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しなが

らシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内 300 拠点以上でお客様に質の高いサービスを提供

しています。 

●ヒューマンホールディングス WEB サイト： https://www.athuman.com/ 

 

  会社概要 

ヒューマンリソシア株式会社 

●代表取締役： 御旅屋 貢   ●所在地： 東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 1 階 

●資 本 金： 1 億円      ●U R L： https://resocia.jp 

 

https://www.athuman.com/
https://resocia.jp/

