


株主の皆さまへ

　当中間期の売上高は、10月の台風等による天候不順により出荷量が
若干減少したものの単位重量当り売価が高い製品の販売に注力したこ
とから、ほぼ前年同期並みとなりました。
　新たに取組んでいるインフラ長寿命化事業も茨城県の橋梁の点検等
順調に推移してきております。
　当中間期におきましては、以前那須営業所として使用していた遊休資産
（土地）を売却しており、特別損失として33百万円を計上しております。
　下半期におきましては、受注の確保と海外事業の展開に向け注力し
てまいりたいと存じます。

当中間期のポイント
貸借対照表 （単位：千円）

To Our Shareholders

　株主の皆さまには、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

　当社が属している建設業界は、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックや災害復興など多

くのプロジェクトを抱えておりますが、一方では公共事業の新設工事から維持・補修分野へのシフト化

や慢性的な人手不足等の課題があります。

　このような環境の中、当社は、第62期（前期）をスタート年とした第4次中期経営計画（第64期まで）

を策定し、オリジナル製品製造販売権の分権や高流動コンクリート技術の導入など、これまでの事業を

さらに強化させるための施策や、維持・補修分野であるインフラ長寿命化事業への参入、海外事業展

開等、変化しつつある環境への対応をあわせて進め、創業100周年を見据えた体制作りに取組んでおり

ます。

　当社の製品を使っていただくことで、施工に携わる工事業者様や社会インフラを利用する皆さまに、

よりご満足いただけるよう全社を挙げて努力してまいる所存です。

　株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。
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	 　　　株式会社武井工業所

	 　　　　代表取締役社長　武井　厚

第63期中間期財務ハイライト

科　目 前期末
2017年6月30日

第63期中間期
2017年12月31日

　流動資産 1,857,039 2,166,329
　固定資産 2,396,534 2,374,363
資産合計 4,253,574 4,540,692
　流動負債 2,051,128 2,277,765
　固定負債 591,899 630,352
負債合計 2,643,027 2,908,118
純資産合計 1,610,546 1,632,574
負債・純資産合計 4,253,574 4,540,692
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新交通ひたちBRT（バス・ラピッド・トランジット）専用道路整備工事（製品：フリードレーンＶⅡ・SPブロック他）
　日立市は、太平洋に面した海岸から2～3kmの平地に市街地が集中しているのが特徴です。市内の中心を通る国道6号線、そ
して海岸沿いの国道245号線はともに片側1車線の区間が多く慢性的に混雑状態となっており、2005年の日立電鉄廃線に伴い
代替えとなったバスは定時運行もままなりません。そこで利便性と日立電鉄跡地の有効活用として考え出されたのが「道の駅お
さかなセンター」と「鮎川」を結ぶBRT専用道路です。
　この工事については以前に1度ご紹介いたしておりますが、その第1期区間は2013年に完了し、平日には1日当り68本のバス
が運行し市民の大切な交通手段となっています。現在は第2期区間工事として「大甕（おおみか）駅」～「東多賀」の6.2km区
間を2017年度内の運行開始を目標に工事が進められています。但し、JR常磐線や河川をまたぐ橋梁が5ヵ所必要となることや、
全線にわたり土留めが必要な場所も多く工事の難易度は高いようです。
　現在この区間においては函渠型側溝のフリードレーンＶⅡが1,200本以上、大型積ブロックのSPブロックを240個、そして長
尺Ｕ字溝・歩車道境界ブロック・Ｌ型街渠ブロック等多数の製品をご採用いただいております
　最終となる第３期区間工事の「東多賀～鮎川間」については、2020年頃完成の見込みです。フリードレーンVⅡ SPブロック

カクセールシキール

セブンイレブン外構工事（製品：シキール・カクセール）
　コンビニエンスストアは、お弁当や飲み物をはじめ日用品・本・化粧品等、そして公共料金の収納代行まで幅広い商品とサー
ビスを提供しています。年中無休で早朝より深夜まで営業を行っており、多様化した私たちの生活に密着し欠かせないものと
なっています。
　一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の資料によると、コンビニエンスストアの数は全国で約56,000店、その中で
もセブンイレブンが34％、ファミリーマートが32％、ローソンが22％と上位3位までで全体の9割を占めています。
　その中で店舗数第1位となるセブンイレブン様にてご採用いただいております製品が、フェンス基礎兼化粧付き境界ブロック
のシキールと目隠しフェンス対応擁壁のカクセールです。この2製品は、今年1年間で新規または駐車場拡張など23店舗もの工
事にご採用いただきました。
　コンビニエンスストアの工事は短期間での施工が求められます。また近隣住民のプライバシーにも配慮しなければなりません。
シキールは従来工法の空洞ブロックと比較し施工が容易で短期間で美しく仕上がります。カクセールは土留めの機能に加え目隠
しフェンスを直接たて壁に取り付けることが可能な構造のため、プライバシーを守りつつ土地の有効活用を図ることができると
ご採用いただいたお客様に大変喜ばれています。
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鉄筋EXPO2017出展（製品：ロードエル・防草パネル・波返しブロック）
　2017年11月24日～26日の3日間、千葉県の幕張メッセ国際展示場において「鉄筋EXPO2017」が開催されました。世界初
となるこの展示会では、「鉄筋に関わるすべての人に、鉄筋に関するすべてを発信」を目的に鉄筋業界に係わる人・企業・団体・
関連産業の人材交流による未来創造の場として、また「ここに来れば、日本の鉄筋のすべてがわかる」を目指し、各種鉄筋加工
機械や鉄筋に関する最先端技術と先進サービスの情報提供が行われました。
　今回の展示会は、日頃関係の深い3社での共同出展となりました。日本全国を営業エリアに展開を行っている共和コンクリー
ト工業株式会社様からは、茨城県北茨城市の海岸に使用した製品と同じ規格の高さ3m・重量3.7トンの波返しブロック、型枠
メーカーのトヨタ工機株式会社様からは防草パネルの型枠、そして当社は張出歩道のロードエルと展示の型枠にて製造した防草
パネルの展示を行いました。
　展示会は11,708名もの来場者数を記録し、大盛況のうちに終了しました。

波返しブロック防草パネルロードエル

茨城県内市町村管理の道路橋定期点検

　我が国では、今後20年間で、建設後50年以上経過する道路橋等施設の割合が加速的に多くなります。
　これらのインフラ構造物の中には、維持管理に必要な情報（建設年度や構造形式、施設諸元や劣化・損傷等の老朽化進展など）が明確にされていない施設も数多く存在している他、構造
物の維持管理に係る基準やマニュアルも管理者間で統一されていない部分も数多く見受けられる状況です。
　そのような環境の中、国・地方を通じ、公務員数の削減が進められ、地方公共団体の中には、維持管理を担当する技術職員が不在若しくは不足している団体も存在しており、構造物を安
全に使用し続けるためには点検などを含めた早急な対応が求められております。
　当社では、構造物の点検において高所作業車や橋梁点検車を使用し、普段では目の届かない箇所も有資格者が接近・目視確認することで正確な状態の把握に努め報告を行うことにより、
インフラ構造物の安全と快適な社会環境を守るためのお手伝いを行っています。

インフラ長寿命化事業



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

　当社株式は2016年7月1日より、みらい證券株式会社を運営会員とした株主コミュニティ
に移行しております。売買につきましては、みらい證券株式会社にて口座開設が必要とな
りますので、口座開設がお済みでない方は、みらい證券株式会社へお申込み下さい。
　なお、株式等の税務関係の手続きにて2017年1月よりマイナンバーの使用が開始され
ております。2017年1月以前に当社株式を保有している株主様につきましても2018年12
月までにマイナンバーの届出が必要となります。マイナンバーのお届けにつきましては、
当社株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社へお問い合わせ下さい。

【口座開設に関するお問い合わせ】
　みらい證券株式会社
　〒103-0027	東京都中央区日本橋三丁目2番9号	三晶ビル6階　
　　TEL	 03-5299-6111(代)　
　　FAX	 03-5299-6113
　　URL	 http://www.miraisec.co.jp/

【当社株式に関するマイナンバーに関するお問い合わせ】
　三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
　　（受付時間：土・日・祝祭日等を除く平日9：00～17：00）
　　フリーダイヤル　0120-232-711

当社株式について

会社概要

株価の推移（第63期上半期）

　当社は１単元1,000株の単元株制度を採用しております。１単元に満たない株式（1株か
ら999株）をご所有の株主様は当社に対して買取請求をし、売却することができます。
　買取請求をご希望の株主様は以下のお問い合わせ先にご連絡下さい。

【買取請求に関するお問い合わせ】
　三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部テレホンセンター
　　（受付時間：土・日・祝祭日等を除く平日9：00～17：00）
　　0120-232-711	通話料無料

単元未満株式買取制度のご案内

株主メモ

商 号 株式会社武井工業所
創 業 1939年7月
設 立 1956年4月
資 本 金 522,323,400円
発行可能株式総数 12,000,000株
発行済株式の総数 3,542,000株
事 業 所 等 　

本 社 茨城県石岡市若松一丁目3番26号
工 場 明野工場（茨城県筑西市）

小川工場（茨城県小美玉市）
岩瀬工場（茨城県桜川市）
栃木工場（栃木県下野市）

営 業 所 東関東営業部広域営業課（本社内）
東関東営業部茨城営業課水戸営業所（本社内）
東関東営業部茨城営業課つくば営業所（本社内）
東関東営業部茨城営業課鹿行営業所（茨城県小美玉市）
西関東営業部広域営業課（栃木県下野市）
西関東営業部栃木営業課（栃木県下野市）

従 業 員 数 212名（男　191名、女　21名）

事 業 年 度 7月1日から翌年6月30日まで
定 時 株 主 総 会 毎年9月開催
基 準 日 1．毎年6月30日

2．中間配当を実施する場合は12月31日
3．そのほか、必要あるときはあらかじめ公告して定めた日

単 元 株 式 数 1,000株
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先 〒183-0044

東京都府中市日鋼町1－1
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
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

公 告 の 方 法 電子公告（やむを得ない事由がある場合は日本経済新聞に掲載
して行います）
URL　http://www.takei21.co.jp/

［2017年12月31日現在］

単位株：1,000株
約定日 約定価格（円） 約定数量（株） 約定金額（円）

2017年8月9日 110 2,000 220,000
2017年8月9日 116 2,000 232,000
2017年8月23日 104 5,000 520,000
2017年8月23日 110 5,000 550,000
2017年10月13日 102 1,000 102,000
2017年10月13日 108 1,000 108,000
2017年11月9日 101 1,000 101,000
2017年11月9日 107 1,000 107,000
2017年12月7日 100 1,000 100,000
2017年12月7日 106 1,000 106,000

ホームページのご紹介
　2017年10月にミャンマーから2名の新入社員を迎えました。直接現地に当社の社長が
出向き、数十名の中から日本語・英語ともに堪能で、現地の大学で土木工学等を学んだ
学生を採用してきました。
　すでに日本の生活や仕事にも慣れ、現在進めている海外進出に向けて、必ずや心強い
戦力となっていただけると期待しております。

海外人材の登用

※前列右側及び左側がミャンマーからの新入社員です。

　当社のホームページでは、会社
情報、IR情報、製品情報、採用情
報などさまざまな最新情報を掲載し
ております。特に株主・投資家の皆
さまに向けましては、決算短信、有
価証券報告書、株主優待などのIR
ニュースも掲載しております。ぜひ
ご覧下さい。

当社のホームページ
URL　http://www.takei21.co.jp/

検 索武井工業所


