


株主の皆さまへ

　当中間期は新製品のシキール・ツメール・カクセールの売上も順調に
推移し、好調なフリードレーンの出荷とあわせ、前年同期比で129百万円
の売上増となりました。
　下期におきましては鬼怒川堤防復旧工事等の公共事業の需要及び民
間工事を取り込み、利益の確保に努めるとともに、新規事業であるインフ
ラ長寿命化事業の拡大、そして海外事業の展開等、新たな取り組みを進
めてまいります。

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、時代とともに大きく変わり始めています。国内では、新たな構造物を

つくる「新設工事」から、すでにある構築物を安全に延命する「維持管理」へと需要が変化しつつあり、

国外では、新興国の経済成長に伴って道路を含むインフラ整備需要が高まっています。このような経営

環境の中、当社は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の実用化など、これまでの事

業をさらに強化させるための取り組みとともに、インフラ長寿命化事業への参入、海外事業の展開等、

変化への対応を進めていくべく、第62期をスタートの年とした第4次中期経営計画（第64期まで）を策

定し、第100期を見据えた体制作りに取組んでおります。

　当社の製品やサービスをご利用いただくことで、日本にとどまらず、世界中で社会インフラの整備に

貢献してまいりたいと考えております。

　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。

	 平成29年3月

	 　　　株式会社武井工業所

	 　　　　代表取締役社長　武井　厚

第62期中間期財務ハイライト

科　目 前期末
平成28年6月30日

第62期中間期
平成28年12月31日

　流動資産 1,784,583 2,093,191
　固定資産 2,446,133 2,439,580
資産合計 4,230,717 4,532,771
　流動負債 2,099,022 2,318,686
　固定負債 623,196 665,576
負債合計 2,722,218 2,984,262
純資産合計 1,508,498 1,548,509
負債・純資産合計 4,230,717 4,532,771
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群馬県高崎市　北陸新幹線桁下調査 千葉県成田市成田国際空港　土木施設定期点検等

茨城県大洗町都市計画道路駅前海岸線工事（製品：フリードレーン都市型・歩車道境界ブロックＤ形ノスキッド他）

東京都中央区築地環状2号線仮設道路整備工事（製品：セーフティロード）

茨城県笠間市JR稲田駅前道路整備工事（製品：フリードレーンＶⅡ）

　ご紹介する現場は、港中央公園のマリンタワーから、大洗町の玄関口である鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の大洗駅を結ぶ総延長
687mの道路です。路線名は「都市計画道路駅前海岸線」です。この道路は、東日本大震災では甚大な津波被害を受けた、ここ
大洗町において、津波が発生した際に避難路としての大事な役割があります。また、駅に到着した観光客がより早く分かり易く
沿岸部へたどり着くことができるようになることから、観光業の復興といった面でも大きな期待が寄せられています。住宅密集
地を横断しているにも関わらず、平成25年9月の用地交渉開始から平成28年11月の供用開始まで約3年と異例の速さでの完成
したことから、住民の期待の高さを伺い知ることができます。道路の幅は18mで両側に幅4.5mの歩道が設けられています。車
道と歩道間には、表面に滑り止め効果の有るノスキッド加工を施した歩車道境界ブロックD形と、雨水排水を行うための函渠型
側溝フリードレーン都市型が施工されています。歩道への車両進入対策として円柱の車止めが用いられておりますが、イベント
開催時に出店などを設置する際には取り外すことが可能な設計となっています。
　ここでは先にご紹介しました「フリードレーン都市型」を1,145m、「歩車道境界ブロックD形ノスキッド」1,378m、その
他に「BOXカルバート」・「逆L型擁壁」・「桝」等、沢山の製品をご使用いただきました。

フリードレーン都市型

セーフティロード

歩車道境界ブロックＤ形
ノスキッド

　環状2号線は、東京都江東区有明を起点とし千代田区神田佐久間町を終点とする全長約14kmの都市計画道路です。これまでに、
外堀通りの区間など約9km、平成26年には新橋から虎ノ門までの約1.4kmの区間が開通しました。現在、未開通となっている
豊洲から新橋までの約3.4kmの区間の工事が、平成32年の東京オリンピック開催へ向けて急ピッチで進められ、残りの新橋～
豊洲間を平成27年度に開通させることを目指しておりました。しかし、虎ノ門付近から新橋、汐留を経て築地市場敷地内まで
約1.8kmにわたってトンネル区間が続き、開削工法で施工する築地市場敷地内は、豊洲への市場移転前には着工できません。そ
こで工事の遅れを想定し、築地市場の南側に仮設道路を並行して設けることが決められ平成25年3月に着工されました。
　張り出し歩道床版の「セーフティロード」は、この仮設道路上の築地市場内から水産部第二別館の建物をかすめるように築地大
橋へ繋がる部分にご採用いただきました。この製品は歩道の設置を行いたいが必要な用地が確保できない場合や、張り出し歩道と
したいが外側の支柱を立てることができない場所などに最適です。今回の現場においても、道路から建物までの距離が非常に近く、
また直下において市場関係者が往来するなど厳しい工事環境でした。そのような中、プレキャストならではのユニークな形状に
より、現場での仮設支持構造物などを一切使用せず、並べていくだけで空中に張り出した歩道を構築できるこの製品の特長が最
大限に発揮されたのではないでしょうか。張り出し幅1.0～2.5mの4種類をラインナップしておりますが、この場所では最大サ
イズの2.5mタイプをご使用いただきました。（写真上段・右側の仮設道路完成図は、東京都の工事説明資料より引用いたしました。）

　JR東日本水戸線は栃木県の小山と茨城県の友部を結ぶ路線で、笠間市稲田は稲田石が採掘されることで有名です。この石は約
6,000年前地中深くに貫入したマグマが固まったもので、花崗岩の一種となります。白さが特徴で、美しい光沢と耐久性により
建材や墓石などに好んで用いられています。採掘は明治22年設立された笠間石材会社によって開始され、水戸線も時を同じく
開通しました。その7年後に、採掘された石を輸送するため石材業者の鍋島彦七郎氏が1,553坪の用地を当時の日本鉄道株式会
社に提供し、翌年の明治30年に稲田駅の開業となりました。時を経て、昭和59年に貨物の取り扱いが取りやめとなり、国鉄分
割民営化により昭和62年にJR東日本の駅となっています。最近建て替えられた新しい駅舎の右側には「いばらきデザインセレ
クション」に選定された「石の百年館」が併設されています。入場は無料で、稲田石をふんだんに使用した建物の中では、数々
の貴重な資料が並べられ稲田の歴史を学ぶことができます。
　ここでは、駅前から線路と並走する国道50号線を結ぶ道路に、函渠型側溝「フリードレーンＶⅡ」を採用していただきました。
この製品は、シリーズの中でも表面のエンボス加工されたタイル模様が特徴の製品です。施工場所となった道路には、石のまち
を印象付ける長方形に加工された石が歩道部分に整然と敷き詰められ、当社のフリードレーンはそれを縁取るように美しく並べ
られています。
　フリードレーンシリーズは、販売開始から16年になりました。そのバリエーションの豊富さから皆さまに愛され、累計出荷
延長も約900kmとなりました。東海道・山陽新幹線の営業距離に換算すると、東京駅を出発し現在は広島駅に至ります。今年
もさらなる延長を目指し全力で進んでいきます。

　北陸新幹線は、上信越・北陸地方を経由して東京都と大阪市とを結ぶ計画の高速
鉄道路線（新幹線）であり、整備新幹線5路線の一つです。現場は群馬県高崎市の
橋桁の調査風景です。桁振動調査のため、高所作業車12m～22mを使用しての、
目視による損傷調査と、電磁波レーダーによる構造物内部の配筋状態及びかぶりの
調査を行いました。

　千葉県成田市の南東部、三里塚地区にある成田国際空港は、首都圏に発着する国際線や、主
要都市への国内線航空便が発着する、空港法第4条で法定されている空港で、航空法上の混雑空
港です。開港は昭和53年5月20日で、開港から39年が経過しております。今回は、成田国際空
港内土木施設について、コンクリート構造物巡回・定期点検（地下道、雨水排水ボックスカル
バート、擁壁、共同溝）、案内標識定期点検・土木付帯施設構造物巡回点検（場周柵、ブラスト
フェンス、門扉、防音壁）、構内道路橋梁巡回・定期点検、その他試験・調査等を行いました。
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フリードレーンＶⅡ



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。

株主コミュニティ
　当社株式は平成28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。株主の皆さまには、口座開設用紙をご送付しておりますが、開
設はお済みでしょうか。
　下記のみらい證券株式会社のホームページより開設書類はダウンロードできますので、
まだ口座開設がお済みでない方はお早めにお願いたします。

　http://www.miraisec.co.jp/html/kabucommunity.htm

　なお、口座開設に関しましては手数料（5,000円＋消費税）がかかりますのでご了承下
さい。

株主コミュニティの概要
　株主コミュニティは、地域に根差した企業等の資金調達を支援する観点から、非上場株
式の取引・換金ニーズに応えることを目的として、平成27年5月に創設された非上場株
式の流通取引・資金調達の制度です。
　株主コミュニティ制度についてより詳しく知りたい場合は日本証券業協会の株主コミュニ
ティに関するウェブページをご確認下さい。
　　http://market.jsda.or.jp/shiraberu/kabucommunity/
　　【お問い合わせ先】日本証券業協会エクイティ市場部　☎03（3667）8481

　平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいてマイナンバーの利用
が開始されており、株式等の税務関係の手続きでもマイナンバーが必要となります。当社
株式は未上場となっておりますので、マイナンバーにつきましては、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届け下さい。

※マイナンバーを記載する主な支払調書
・配当金に関する支払調書
・単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払調書

※マイナンバーの提供について
　新たに当社株式を取得される株主様は、マイナンバーを株主名簿管理人に提供する必
要がございます。平成28年12月以前に当社株式を保有の株主様も、平成30年12月まで
には株主名簿管理人にマイナンバーの提供が必要です。

　マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先
　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）

当社株式について

会社概要

株式等に関するマイナンバーお届けのご案内

株主メモ

　当社株式は株式会社証券保管振替機構の取扱い対象外となったことにより、平成29年6
月期以降の配当金受取方法につきましては、株式数比例配分方式は選択できないこととな
りました。
　つきましては、現在株式数比例配分方式をご選択の株主様におかれましては、配当金領
収証方式でのご案内とさせていただきます。
　なお、銀行等の預金口座での配当金のお受け取りをご希望の株主様は「配当金振込依
頼書」を株主名簿管理人に提出することにより、銀行等の預金口座での配当金のお受け取
りが可能となりますので、ご検討下さいますようお願いいたします。
　
　用紙入手先
　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）
　当社ホームページ　http://www.takei21.co.jp

配当金の受取方法について
　当社は、若者の雇用促進や育成の取り組みが優れているとして、平成28年9月16日茨
城労働局より「ユースエール企業」に認定されました。茨城県内では第一号となります。
　ユールエール企業とは、若者の雇用・育成に積極的で、離職率、有給休暇取得実績などが、
一定水準を満たしている、若者の雇用管理等が優良な中小企業を国が認定する制度です。
　当社は、20年後、30年後
を見据え、人材育成に取組ん
でおります。
　取り組みの内容について詳
しく知りたい方は厚生労働省
のホームページ
https://wakamono-koyou-
sokush in .mh lw.go . jp/
search/service/top.action
をご覧下さい。

ユースエール企業認定

商 号 株式会社武井工業所
創 業 昭和14年7月
設 立 昭和31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 220名（男　197名、女　23名）

事 業 年 度 7月1日から翌年6月30日
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
郵 便 物 送 付 先 〒137-8081

東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

電 話 照 会 先 0120-232-711（フリーダイヤル）
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/

（注）株主名簿管理人の事務拠点移転に伴い、平成29年8月14日以降
の連絡先は以下となります。
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
電　話　0120-232-711（フリーダイヤル）
郵送先　〒137-8081　新東京郵便局私書箱29号
　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

［平成28年12月31日現在］


