


株主の皆さまへ

　当中間期は当社オリジナル製品が引き続き好調を維持したことに加
え、L型擁壁関連の売上が寄与したものの、道路関連製品の売上が減少
となり、売上高は2,195百万円（前年同期比49百万円減）となりました。
　また、関連会社シーイーエス株式会社が清算を行ったことにより特別
損失として6百万円を計上しております。
　下半期におきましては、引き続き受注の確保を図るとともに、コスト
削減を推し進めてまいります。

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。

　当中間期におけるわが国の経済情勢は、雇用や企業収益の着実な改善を背景に、政府の各種政策の効

果もあり、景気は緩やかな回復基調が続きました。

　当社の属する建設業界におきましては、東日本大震災や熊本地震等の復興・復旧を加速させるととも

に、2018年12月に閣議決定された「防災・減災・国土強靭化のための3か年緊急対策」が速やかに着

手されることが見込まれます。

　しかしながら、建設現場での人手不足の影響等による労務単価の高騰や資材価格の上昇に加え、働き

方改革関連法案に伴う各企業の体制構築など課題も多く抱え、予断を許さない状況となっております。

　このような経営環境のなか、当社は製品の製造工程の改革を進めるとともに、長期的には公共事業の

減少が避けられないなか、インフラ長寿命化事業の強化・拡大に努め、環境の変化に柔軟に対応できる

体制づくりに取組んでおります。

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

し上げます。

 2019年3月

 　　　株式会社武井工業所

 　　　　代表取締役社長　武井　厚

第64期中間期財務ハイライト

科　目 前期末
2018年6月30日

第64期中間期末
2018年12月31日

　流動資産 1,949,891 2,111,889
　固定資産 2,308,864 2,354,400
資産合計 4,258,755 4,466,290
　流動負債 1,987,232 2,284,803
　固定負債 593,609 475,896
負債合計 2,580,841 2,760,699
純資産合計 1,677,913 1,705,590
負債・純資産合計 4,258,755 4,466,290
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国道4号線道路排水整備工事(製品：フリードレーン都市型・ＶⅡ他）
　国道4号は、東京～青森間を結ぶ国道です。栃木県の中央を通過するこの道路では県内各所において拡幅や歩道構造の変更、
排水の改良工事等が継続して行われています。今回は、そのなかから下野市下古山の現場をご紹介致します。
　この地区では以前より大雨時の冠水が問題となっていました。このため車道を水が浸透する舗装に変更し、車道端にはフリー
ドレーン都市型を用いて側溝前面排水孔及び天端スリットより雨水を排水するように、道路の改良を行いました。また、利用者
の多い一部の歩道では、2％の歩道勾配に合わせた形状と、滑りにくい模様（エンボス加工）を天端に施した当社の人気商品、
フリードレーンＶⅡを歩道端に使用し道路の改良が行われています。
　この道路は昼夜を問わず交通量が多いため、工事の影響をできるだけ少なくする目的で深夜のみでの工事が行われました。ま
た、通行する人や車の安全を守るため、工事は埋め戻しが条件となっており、一日の施工延長に合わせて都度、掘削・施工・埋
め戻しを行うサイクルが繰り返されました。一日当たり10m程度を施工するのが精一杯の夜間作業、一見非効率に思える方法
ではありますが、利用する人々の安心安全を最優先に考えられた工事方法です。間違いが許されない深夜の工事現場で、当社は
営業・製造・物流がお互いに連携しながら、その高い要求に応え無事全ての製品を納入することができました。
　ここでは、フリードレーン都市型を435m、同じくＶⅡを137m、その他にも歩車道境界ブロックや、地先境界ブロック等を
ご使用いただきました。

フリードレーン都市型 フリードレーンＶⅡ

カクセールシキールN

ショッピングセンター建設工事（製品：シキールＮ・カクセール）
　ご紹介するのは、小山市南部の間々田に位置する商用施設の建設現場です。ここ間々田は、かつて日光街道の宿場町として栄
えた地区であり、現在は国道4号線やJR宇都宮線が乗り入れるなど、人と物が集まる重要な拠点となっている地域です。南北に
細長く形成された市街地にはJR間々田駅があり、賑やかな商店街が小山市の南の玄関口となっています。
　施工現場となったショッピングセンターは、2018年10月に開店しました。面積約24,000㎡の敷地内には、スーパーマーケッ
ト・ドラッグストア・100円ショップ・ホームセンターなど8店舗が軒を連ねています。ここでは、ご好評をいただいておりま
すシキールＮとカクセールをご採用いただきました。シキールＮは駐車場前面の緑地帯と道路に沿って流れる水路との仕切りに、
またカクセールは店舗の裏手に設けられた進入路の東北新幹線高架下側に使用されています。これらの製品はともにＬ型形状で
フェンスを建て込む構造は同様なのですが、シキールＮの製品高さ0.5～0.9ｍに対し、カクセールは0.75～2.0mと本格的な土
留めが可能な擁壁となっています。またカクセールは今回の現場のようにメッシュフェンスへの対応はもちろんのこと、プライ
バシー保護として人の視線を遮り風も通さない目隠しフェンスにも対応しています。
　ここでは、シキール338m、カクセール92mをご使用いただきました。
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製品

道路改良舗装工事（製品：防草パネル（法尻用））
　道路管理者の頭を悩ますのが、春から秋にかけて勢いを増す雑草です。花粉症の原因として知られるブタクサやススキ、また
キク科のオオアレチノギクは2mもの高さに成長すると言われています。道路脇に生い茂るこれらの植物は、時として歩行者や
ドライバーの視線を遮り交通安全を脅かす厄介な存在となるため、定期的な除草が必要となります。
　除草作業といえば、かつては工事業者様にとって公共工事閑散期の大事な仕事の一つとなっていました。しかし、現在では局
地的に発生している自然災害復旧や、東京五輪関連事業の推進などによる人手の偏在化も相まって、慢性的な建設現場の人手不
足が深刻な問題となっており、その影響は除草作業を行う作業員も例外ではありません。道路を管轄する役所も、雑草の刈り取
り・収集運搬・廃棄に必要となる予算の確保や、実施する場所の優先順位の決定など悩みも多く、除草が不要になる何か良い製
品はないかと各役所の担当者から数多くの要望が寄せられていました。
　そこで開発・販売を開始したのが防草パネルです。使用場所に応じて使い分けができるよう法肩用と法尻用（※）の2種類を
ご用意しました。厚さ70mmのコンクリートパネルで表面を覆い遮光することにより長期間に亘り性能が劣化することなく雑草
の育成を抑制し、また斜面等の保護も同時に行うことができます。
　今回の現場では、道路改良舗装工事の付帯工事として法尻用を94枚ご使用いただきました。
※法肩用…斜面の上部で使用する製品、法尻用…斜面の下部で使用する製品

防草パネル（法尻用）防草パネル（法肩用）

道路橋定期点検

非破壊検査による配筋探査業務

　わが国には道路橋が全国に約70万橋、道路トンネルが約1万本存在します。全
国約70万橋の橋梁のうち、7割以上となる約50万橋が市町村道にあり、大部分は
地方公共団体が管理するものです。現在使用されている道路橋や道路トンネルの4
割以上は、今後10年間で建設から50年を迎えるとされており、人々が安全に安心
して利用するためには、定期点検や調査が必要不可欠となっています。
　当社では、高所作業車や橋梁点検車を使用し、定期点検・調査を行うことにより、
インフラ構造物の安全で快適な環境を調査しています。

　現場でのコンクリート構造物の改築にあたり、はつり作業による鉄筋切断や構造物の損傷事故を防ぐため、電磁波レーダー法に
よる鉄筋の配筋探査を行っております。

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2021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）
　　0120-232-711（フリーダイヤル）

当社株式について

会社概要

株価の推移（第64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（フリーダイヤル）

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 100,000,000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 207名（男　187名、女　20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/

［2018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）

2018年10月22日 110 5,000 550,000
2018年10月22日 116 5,000 580,000
2018年10月25日 110 1,000 110,000
2018年10月25日 116 1,000 116,000
2018年11月1日 110 6,000 660,000
2018年11月1日 116 6,000 696,000
2018年11月12日 110 5,000 550,000
2018年11月12日 116 5,000 580,000
2018年11月22日 110 10,000 1,100,000
2018年11月22日 116 10,000 1,160,000
2018年12月10日 116 10,000 1,160,000
2018年12月10日 110 10,000 1,100,000
2018年12月19日 116 10,000 1,160,000
2018年12月19日 110 10,000 1,100,000

ホームページのご紹介
　当社は2018年9月26日開催の第63期定時株主総会において現行の法律や制度におけ
る中小企業としての優遇措置を活用できるようにすること、並びに今後の柔軟かつ機動的
な資本政策等を実施できる体制を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、
資本金を422,323,400円減少し、資本準備金へ振り替え、資本金を100,000,000円と
する議案を提出し、異議なく承認されました。
　本件は当社貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、
当社の純資産額及び発行済株式の総数に変動を生じるものではなく、また株主の皆さまの
ご所有株式数に影響を与えるものではございません。
　効力の発生日は2018年11月1日となっております。

資本金の額の減少について

　当社株式は、2016年6月30日フェニックス銘柄指定取消しに伴い、従来のお取引のある証
券会社での当社株式の各種届出事項等の変更等ができなくなりました。また、株主コミュニ
ティ移行後も、みらい證券株式会社を通じた株主名簿記載事項等（住所、氏名、配当金及び
振込先等）の変更はできないため、変更届を提出する際には、ご本人様であることを明確に
するため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印の提出が必要とな
ります。お手数をお掛けいたしますが、まだご提出がお済でない株主様におかれましては、当
社のホームページより「株主票」を印刷し、記名捺印の上、株主名簿管理人へご提出下さい。

株主票のご提出のお願い

　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
報など様々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


