


株主の皆さまへ

　当中間期は、資材価格の高騰や人手不足を背景とした建設コストの
急増により、災害復旧向け製品を筆頭に、官・民ともに工事の延期や
一時中断、計画自体の見直しなどが多くみられ、出荷量が落ち込んだ
ことから自社製品売上・前年同期比9.5％減、仕入商品売上・前年同期
比4.5％減となりました。この結果、売上高は2,558百万円（前年同期
比199百万円減）となりました。
　利益については、前述の出荷量減に加えて、原材料価格及び動力費が
急激に上昇してコスト高となるなか、販売価格への転嫁が充分ではないこ
とから、当期純利益は48百万円（前年同期比42百万円減）となりました。
　引き続き、コスト上昇分の販売価格への転嫁をすすめ、お客さまの
ニーズに即した価格競争力の高い自社オリジナル製品の開発やインフ
ラ長寿命化事業の拡充、経費削減などの推進と併せて利益の向上を目
指してまいります。

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。
　当社の属する建設業界におきましては、長期的には2025年日本国際博覧会に伴うインフラ整備やリ
ニア中央新幹線建設など大規模なプロジェクトが予定されているものの、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響が深刻な飲食業・宿泊業などで中小規模設備投資の中止が相次いでいるとともに、資材価格上
昇への対応や、建設業従事者の高年齢化による慢性的な人手不足など多くの課題を抱えています。特に
今後の担い手不足に関しては、働き方改革やアイコンストラクション（建設生産システム全体の生産性
向上を目指す取り組み）の推進など効率的な生産性向上を目的とした、建設産業の10年後を見据えた

「新しい制度づくり」が求められています。
　このような経営環境のなか当社は、お客さまのニーズに即した新製品の開発や、高騰する原材料価格
への対応として、製造工程のより一層の効率化を図るとともに、製品販売価格の適正化に向けた取り組
みを継続してまいりました。そのほか、自社オリジナル製品の拡販や老朽化するインフラ設備への維持
補修に付随した点検業務の拡充に努めてまいりました。
　しかしながら、公共工事の発注量の減少や長期大型物件の工程遅れなどもあり、売上高は前年同期比
7.2％減となりました。
　この結果、当事業年度の業績は、売上高25億5千8百万円（前年同期比7.2％減）となりました。利益
面では、営業利益6千1百万円（前年同期比56.5％減）、経常利益7千万円（前年同期比50.6％減）、当期
純利益は4千8百万円（前年同期比46.8％減）となりました。
　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。

2022年3月

 　　　　　株式会社武井工業所

 　　　　　　代表取締役　武井　厚

第67期中間期財務ハイライト

科　目 前期末
2021年6月30日

第67期中間期末
2021年12月31日

　流動資産 1,917,668 2,352,786
　固定資産 2,466,215 2,522,880
資産合計 4,383,883 4,875,667
　流動負債 1,811,421 2,166,514
　固定負債 642,904 742,406
負債合計 2,454,325 2,908,920
純資産合計 1,929,557 1,966,747
負債・純資産合計 4,383,883 4,875,667
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「フリードレーン上下分割式」
　公共・民間工事ともに多数の現場にてご用命いただいております当社オリジナル製品の
フリードレーンシリーズに、このたび「上下分割式」が加わりました。
　フリードレーンの敷高調整（製品内の水路面の底部分に傾斜をつけて、水流方向を決め
る）には、施工現場に合わせ製造する、インバートブロックで対応しております。このフ
リードレーン+インバートブロックの組み合わせは、順番に並べるだけで敷高調整不要の
圧倒的な施工の速さが利点です。
　しかし、現場での計画変更の際には、即時に対応できず、納品までお時間をいただく
ケースがあります。今回加わりました上下分割式は、インバートブロックを使わず現場に
て生コンを打設し敷高調整する製品で、施工の際に現場に合わせた自由な調整が可能であ
り、在庫品から即納品できるメリットがあります。
　お客さまには、施工性のよいインバートブロックと自由度が高く納期の早い上下分割式を、
それぞれの現場の状況に合わせてお選びいただけるようになりました。
　写真は栃木県栃木市大平町分譲地の現場になります。
　インバートブロックでは対応しにくい敷高調整が必要な現場であったため、設計当初か
ら上下分割式をお勧めいたしました。
　新しい製品をゼロから生み出すだけでなく、既存の製品をブラッシュアップすることに
より、武井工業所の製品群は日々変化を遂げています。

「セパロック」
　シキール・ツメール・カクセールに続く、新製品「セパロック」を開発いたしました。
　フェンス基礎ブロックと境界ブロックを一体化することで施工する際の多くの課題を解
消できる製品となっています。
　土地の境界にフェンスを設置する場合、従来は複数の製品を組み合わせて使用していた
ため、地面を掘る深さが製品ごとに異なることや、製品同士の間にモルタルを充填しなく
てはならないなど、施工には多くの手間と時間が必要でした。
　このような課題を踏まえ開発されたセパロックは、一言でいうと支柱孔付きの長い境界
ブロックのような製品で、単純に並べていくだけのシンプルな工程が実現可能となりました。
　今回の施工現場は元々畜産試験場だった場所で、広大な敷地面積を有しています。この
周辺300メートルにわたりセパロックが採用されました。
　慢性的な人手不足の昨今、この規模の工事を従来工法で行うのは非常に時間がかかって
しまいます。この施工性の高いセパロックの特性をご理解の上、発注いただけたものと喜
んでいます。
　これからも時代のニーズを的確にとらえた製品開発を通じて武井工業所は未来を見据え
た製品を造り続けてまいります。

トピックス
Topics

製品

インフラ長寿命化事業

新製品が続々登場！

　今回ご紹介するのはボートを用いての橋梁点検業務です。
　この橋の掛かる道路は、片側2車線、計4車線の幹線で幅員が広く、橋下を流れる水路の
水深も深い環境だったことから、作業者はライフジャケットを着用し、流されないよう両
岸からロープで定位させたボートを使用しての点検になりました。
　このような作業が困難な環境のなかにあっても、当社では数多くの点検で培われたノウ
ハウと知見を活かし、最適な方法を組み合わせながら現場の状況に適した点検業務を進め
ております。5年に一度の実施が義務付けられている橋梁点検は、2018年度に1巡目が完
了し、現在2巡目に入っています。1巡目の橋梁点検を振り返ると、なかには修繕が必要な
橋梁も見受けられ、安全性の確保については一定の成果が得られたと考えています。
　点検業務は予防保全の意味合いも含めて継続的に行うことが必要となります。新技術の
活用や作業の効率化を進めることも重要ですが、上記のようにノウハウや知見を状況に
よって使い分け、点検の結果から健全性の診断を行うのは人間です。
　その意味でも、知識と技能を有する者の役割は、今後ますます大きくなっていくと思わ
れます。
　私たち武井工業所は、新技術の情報収集を行うと同時に、付随する各種免許や資格の取
得に取り組むことで専門知識を高め、業務を通じて地域の皆さまの安心・安全を守ってま
いります。

　フリードレーン上下分割式　製品開発ヒストリーはこちら



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。

　新型コロナウイルス感染症による建設工事中断や、それに伴う建設部材の納入遅延など
により大幅な遅れを余儀なくされた工場の建設は、完成に向け着実に前進しています。
　ソフト面では、製造の主役となるワーカーの採用が進み、先行してインドに進出したパー
トナー企業にて研修を実施。品質に対する考え方を繰り返し伝えながら、鉄筋加工の技術
研修を行うなど「日本品質」の実現に向けた準備を進めています。また、ハード面ではコ
ンクリート製造用プラント及び片門型生コン投入機の設置が完了。型枠をライン設備に乗
せて試験製造を実施するなど商業生産に向けた各設備の試験運転や細部の調整、準備を
実施しています。
　なお、工場の本格的な稼働は2022年4月頃を予定しています。
　今後とも武井工業所のインド事業にご注目ください。

インド進出の進捗状況 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 217名（男　194名、女　23名）

会社概要 ［2021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）

2021年11月19日 116 1,000 116,000

2021年11月19日 110 1,000 110,000

2021年11月16日 116 1,000 165,000

2021年11月16日 110 1,000 110,000

2021年11月1日 116 1,000 116,000

2021年11月1日 110 1,000 110,000

2021年10月18日 116 2,000 232,000

2021年10月18日 110 2,000 220,000

2021年10月5日 116 2,000 232,000

2021年10月5日 110 2,000 220,000

2021年10月4日 116 1,000 116,000

2021年10月4日 110 1,000 110,000

2021年9月30日 116 1,000 116,000

2021年9月30日 110 1,000 110,000

2021年9月29日 116 1,000 116,000

2021年9月29日 110 1,000 110,000

2021年8月17日 116 5,000 580,000

2021年8月17日 100 5,000 550,000

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 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
電話 0120-232-711（通話料無料）

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　https://www.takei21.co.jp/

　当社が継続的に成長していくためには社員の健康が必要不可欠であるという認識のもと、
健康企業宣言を行い社員が心身ともに元気で働ける職場づくりを目指して取り組みを行って
まいりました。その結果としてこの度『いばらき健康経営推進事業所』の認定を受けること
ができました。
　これからも社員の健康維持と快適な職場環境の推進に努めてまいります。

『いばらき健康経営推進事業所』の認定を受けました。

ホームページリニューアルのお知らせ

　当社のホームページをご利用さ
れる皆さまにとって、より情報が探
しやすいよう構成やデザインを刷
新しました。
　これからも引き続きご利用の皆
さまのお役に立つ情報のご提供や
内容の充実に努めてまいります。

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

検 索武井工業所


