


株主の皆さまへ

　当中間期は、提防補強を目的とした護岸工事向け製品の需要が順調
だったことに加え、太陽光発電所の大規模開発工事や大型物流倉庫等
の開発工事が活発だったことからこれらの工事に使用する製品の需要
により自社製品の売上高は堅調に推移しました。また、工事に必要な
他社製のプレキャストコンクリート製品やその他の建設資材の販売も積
極的に手掛けたことから仕入商品の売上高が大幅に増加する結果とな
りました。
　これらにより対前中間期比で売上高は16%増、経常利益は20%増
を確保することができました。

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、厚くお礼申し上げます。
　当中間期におけるわが国経済は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け多方面の社会経済活
動で大きな制約を強いられる中、個人消費の減少や企業収益の悪化から更なる落ち込みが見込まれるなど
先行きは依然として不透明な情勢となっております。
　当社の属する建設業界におきましては、国・地方公共団体の国土強靭化基本計画に基づいた防災・減災
対策により公共投資は底堅く推移し、民間ではインターネット通信販売事業の拡大による大型物流施設の
建設や、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みとして再生可能エネルギーの活用を目的
とした大規模な太陽光発電所の造成工事・建設工事が各地で進められるなどの設備投資により当社の商圏
においては大きな落ち込みが無く堅調に推移しています。
　当中間期は、感染症感染予防の徹底も実施し、需要に対する製品供給体制の強化を重点的に行いつつ、
お客様の安心と従業員の安全を両立させる取り組みに努めてまいりました。業績面では自社オリジナル製品
の積極的な販売を進めるとともに、各現場のニーズに合わせ自社製品以外の土木資材も含めた一括注文の
対応や、工期に合わせた汎用製品の大量受注に対応するため、仕入商品の販売強化も併せて進めてまいり
ました。製造部門においても営業部門との連携を図りながら、お客様のニーズに即したプレキャストコンク
リート製品の供給を継続、旺盛な需要を一つ一つ着実に対応した結果、売上高・経常利益ともに前中間期
を大きく上回る結果となりました。また、インフラ長寿命化事業において、国は老朽化したインフラ構造物
の維持管理強化を進めており、今後さらに建設業界の重要な柱となっていくことから、引き続き意欲的な営
業活動を進めるとともに、最新の技術を積極的に取り入れながら点検技術の更なる向上を図ってまいります。
　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。

2021年3月

	 　　　　　株式会社武井工業所

	 　　　　　　代表取締役　武井　厚

第66期中間期財務ハイライト

科　目 前期末
2020年6月30日

第66期中間期末
2020年12月31日

　流動資産 1,821,366 2,312,633
　固定資産 2,434,659 2,540,505
資産合計 4,256,025 4,853,138
　流動負債 1,804,070 2,254,360
　固定負債 604,642 669,714
負債合計 2,408,713 2,924,075
純資産合計 1,847,312 1,929,063
負債・純資産合計 4,256,025 4,853,138
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バジリスクとは・・・
　コンクリート材に含めた微生物がコンクリートのひび割れを自動的に修復してしま
うという斬新な技術によるコンクリートの自己治癒システムで、当中間期から販売を
開始しました。当中間期は東京都水道局発注工事に採用を頂き今後も各自治体への納
入を進めてまいります。
　2020年11月より国内生産が稼働したため、今後はバジリスクの展開にも注力してい
く予定です。

納入実績…		長沢浄水場フロキュレータ室補修工事：東京都水道局発注（2020年12月）

インフラ長寿命化事業

バジリスク

カクセールの快進撃が止まりません！
　2015年に販売を開始して以来、カクセールは売上を伸ばし続けており、当中間期
の売上では、前年1年間の売上をすでに上回っています。これもひとえに当社の製品
をご使用頂いているお客様のお陰と大変感謝しております。近年では、製品の認知
も進み、リピーターのお客様からは様々な使い方の相談を受けることが多くなって
きました。
　その一例として、左上2枚の写真は栃木県小山市田間で行われた宅地造成工事で
使用されているカクセールの施工写真です。今回は、宅地内の道路で使用される擁

壁（カクセール）に転落防護柵を取り付けられないかとの施工業者様からの相談でした。施工する場所は道路と民地
に高低差があるため、歩行者が落下しないように何か対策を考えてほしいとの要望が施工主様よりあったそうです。
　カクセールへの転落防護柵の設置は、当初想定された使用方法ではないため、設置される地盤の条件や防護柵の
仕様等、詳細を確認した上で、ご使用頂けるかどうかの判断を行わなければなりません。当社は、製品が壊れないか
どうかの「構造計算」や、施工された製品が動いたり、倒れたりしないかどうかの「安定計算」を自社で行うことが
できるため、頂いた条件を基に計算を行い各基準や法令に則った判断を行った上で、お客様に自信を持ってカクセー
ルの御利用をお勧めすることができました。
　左下2枚の写真は、茨城県小美玉市にある民間企業の外構工事でカクセールをお使い頂いた写真です。本来の用途
であるL型擁壁（擁壁の天端まで埋め戻しを行う方法）としてではなく障壁（仕切りとして使用する壁）として使用
されています。
　現在、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、職人と呼ばれる一定の技能を有した熟練の技術
者が行う、掘削、鉄筋の組み立てや型枠の設置など、技術と手間のかかる作業が必要な現場打コンクリートの塀など
は敬遠されがちです。プレキャストコンクリートの持つ安定した品質と、優れた施工性で熟練者の技能をカバーし、
特別な技術を必要としない構造で、迅速・簡単な施工が可能となるカクセールが力を発揮した現場でした。お客様
からは、予定より早く施工が終わったと大変喜んで頂きました。

　現場で発生する「困った」や「こんな使い方ができると良いな」を真摯に受け止め、お客様と一緒に問題を解決していくカクセール。型にとらわれない自由な発想で、
ますます活躍の場を広げ続けていきます。今後の更なる成長にご期待下さい。

橋梁定期点検
　道路法施行規則第4条の5の6の規定に基づき、道路橋点検士の資格を持つ社員が交通
の重要なインフラである橋梁の安全性を守るため点検業務を行っています。
　点検の目的は、橋梁に関する維持管理を適切に行うための必要な情報を得ることであ
り、専門的な知識が必要です。そのために、コンクリート構造物のプロとして経験を積
んだ社員たちが業務に携わり、安全で快適な社会作りに貢献しています。
　当中間期は、新型コロナウイルス感染症の影響により空港点検業務が例年よりも減
少しましたが、一方で県内の橋梁点検業務は、例年同様の需要がありパート採用や他
部署からの人的な増強を図ることで内業業務と現地業務を同時進行させたことで実施
業務数の増加に成功しました。
　当中間期は当社社員が配筋探査技術者の資格を取得しました。今後は取得した資格
を活かし鉄筋探査業務にも積極的に取り組むことで業務の幅を広げていきたいと考え
ます。	

バジリスク施工の様子 液体ひび割れ補修システム
「バジリスクER7」

自己治癒補修モルタル
「バジリスクMR3」



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。

　当社は海外事業への投資を目
的として共同出資（当社・㈱上田
商会（北海道登別市）・小倉セメ
ント製品工業㈱（福岡県北九州
市）・トヨタ工機㈱（東京都府中
市））により設立した㈱⽇本アクシ
スインベストメントが出資したイン
ド現地法人Fuji	 Infrastructure	
Technologies	 Pvt.Ltd（略称
FIT）は2019年12月にAURICシェ
ンドラ工業団地（マハラシュトラ州
アウランガバード市）内に工場用
地を取得後、工場稼働に向け建設
工事が進められています。
　インド国内ではインフラ整備や

各種の国家的プロジェクト開発が進められ市場規模の拡大が見込まれており、当社の高品
質・生産技術のノウハウを活かすことでインド国内でもニーズに合わせた顧客満足度の高
い製品を供給してまいります。
　当初FITは2020年10月に生産活動を開始する見込みでしたが新型コロナウイルス感染
症対策によるロックダウンの影響及び渡航制限等により一時的に工事を中断しておりまし
た。しかし工場建設予定地域の新型コロナウイルス感染者の状況や感染リスクと安全性を
総合的に勘案し2020年8月より工場の建設を再開しております。竣工時期は遅れておりま
すが今期中の工場稼働を予定しております。

インド進出の進捗状況

会社概要

株価の推移

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 204名（男　184名、女　20名）

［2020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）

2020年8月5⽇ 110 2,000 220,000

2020年8月5⽇ 116 2,000 232,000

2020年8月20⽇ 116 30,000 3,480,000

2020年10月5⽇ 110 3,000 330,000

2020年10月5⽇ 116 3,000 348,000

2020年10月8⽇ 110 2,000 220,000

2020年10月8⽇ 116 2,000 232,000

2020年10月13⽇ 110 1,000 110,000

2020年10月13⽇ 116 1,000 116,000

2020年10月14⽇ 110 2,000 220,000

2020年10月14⽇ 116 2,000 232,000

2020年10月26⽇ 110 1,000 110,000

2020年10月26⽇ 116 1,000 116,000

2020年11月18⽇ 105 1,000 105,000

2020年11月18⽇ 116 1,000 116,000

2020年12月3⽇ 110 1,000 110,000

2020年12月3⽇ 116 1,000 116,000

ホームページのご紹介

　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

株主メモ

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 〒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
電話　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/

　中小企業庁が選定する「はばたく中
小企業・小規模事業者300社」の1社
として当社が選定されました。「はばた
く中小企業・小規模事業者300社」は
ITサービス導入や経営資源の有効活
用等による生産性向上、積極的な海
外展開やインバウンド需要の取り込み、
多様な人材活用や円滑な事業承継な
ど、様々な分野で活躍している中小企

業・小規模事業者を選定し紹介する制度です。当社はお客様のニーズに応じた製品開発を
行い約2万種類のコンクリート製品を供給、その高い技術力と品質で地方自治体や建設会社
様から厚い信頼を受けております。またインド進出により現地のインフラ整備や社会環境改
善に貢献する姿勢が評価され今回の選定となりました。これからも当社は社会インフラの整
備に貢献できるように事業展開をしてまいります。

はばたく中小企業・小規模事業者300社に選定

FITインド工場	完成予想図


