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株式データ

前事業年度にくらべ、株主数は420名増加いたしました。
当社主要市場である、北海道の株主の皆様には大変手
厚いご支持をいただいております。

　株式会社クワザワは平成30年3月20日に東京証券取引所市場第二
部に上場いたしました。これまで、株主の皆様から数々のご支援を賜
りましたことに心より感謝申し上げます。　
　また、旧本社ビルが老朽化して手狭になったことから、現在の敷地
内に新本社ビルを竣工し3月20日から業務開始いたしました。札幌市
内に分散していた、株式会社クワザワ工業、株式会社住まいのクワザ
ワ、株式会社クワザワエージェンシーも新本社ビルに移転しました。
　近年は求人倍率が高くなり新入社員の採用難が続いています。一方、
企業は働き方改革を通じて生産性の向上を求められています。このよ
うな時代に対応すべく、新本社ビルにグループ会社を集約して業務の
効率化を図り、新たなシステム導入も検討してさらなる生産性の向上
を目指してまいります。
　昨年は、世界の主要国が揃ってプラス成長となりました。日本経済
も、企業収益の好調に伴い設備投資が底堅く推移しており、海外経済
の堅調により輸出が増加したことから景気回復が続きました。  
　当社グループの位置する建設関連業界におきましては、公共工事が

平成28年度補正予算の執行による押し上げ効果の一巡により減少し、住宅投資も貸家を中心としたピークアウ
トに伴い弱含みにあることに加えて、建設労務費の高騰もあり、厳しい経営環境となりました。
　この結果、連結業績は、売上高903億72百万円（前期比1.2％増）、経常利益10億42百万円（同20.4％減）、
親会社株主に帰属する当期純利益は5億90百万円（同11.1％増）となりました。
　このような状況において、当社グループは、リフォーム事業への取り組みを強化するとともに、非住宅部門
への積極的な営業も展開いたしました。さらに、札幌市白石区に倉庫を2棟新築し、札幌市内数か所に分散し
ていた倉庫を集約するなど物流拠点の整備と拡充を図りました。
　今後は、「工事」「販売」「運送」「製造」という、クワザワグループ各社の機能をさらに強化してまいります。
　また、平成30年3月期の1株当たりの
配当は、普通配当10円に加え東証二部
上場記念として2円の記念配当を実施さ
せていただきました。
　なお、投資単位当たりの金額を引き下
げることにより投資家の皆様がより投資
しやすい環境を整え、当社株式の流動性
の向上を目的として、本年6月30日を基
準日として、普通株式を1株につき2株の
割合をもって分割いたします。
　株主の皆様には今後一層のご支援ご愛
顧を賜りますようお願い申し上げます。
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※自己名義株式は「個人・その他」に含まれております。
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所有者別株主分布状況

地区別株主分布状況

事業年度 4月1日から翌3月31日まで

配当金受領
株主基準日 3月31日

定時株主総会 6月

公告の方法

電子公告（当社ウェブサイトに掲
載いたします。）ただし、事故そ
の他やむを得ない事由によって電
子公告による公告をすることがで
きない場合は、日本経済新聞に掲
載いたします。

上場証券取引所 札幌証券取引所
東京証券取引所市場第二部

単元株式数 100株

証券コード 8104

お手続き
お問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8507
東京都杉並区和泉2丁目8番4号
0120-288-324

（土・日・祝祭日を除く9:00〜17:00）

（ご注意）株主様の住所変更、買取請求その他各種
お手続きにつきましては、口座を開設されている証
券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人

（みずほ信託銀行）ではお取り扱いできませんので
ご注意ください。なお、未払配当金につきましては、
みずほ銀行およびみずほ信託銀行の本支店でお支払
いいたします。

株主メモ

〒003-8560
札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
電話（011）864-1111（代表）
https://www.kuwazawa.co.jp/

お客様専用ダイヤルを設置しております。
 お客様相談室　電話0120-953-353

代表取締役社長　桑澤　嘉英
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1株あたり配当金の推移

平成30年6月28日開催の当社第69回定時株主総会に
おいて、下記のとおり報告ならびに決議されました
ので、ご通知申しあげます。

記

報告事項

1）   第69期（平成29年4月1日から平成30年3月31日
まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査
人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件

2）  第69期（平成29年4月1日から平成30年3月31日
まで）計算書類報告の件  
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案： 剰余金の処分の件　  
本件は、原案どおり承認可決され、当期
の期末配当金は1株につき12円と決定い
たしました。

第2号議案： 定款一部変更の件　  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案： 取締役6名選任の件　  
本件は、原案どおり桑澤嘉英、小玉明彦、
佐藤喜美夫、芝山好一、山下信行、佐藤
博志の６氏が選任され、それぞれ就任い
たしました。

以上

第69回定時株主総会決議ご通知株主の皆様へ

※  第70期の年間配当予想は、本年７月１日付で普通株式を１株につき 
２株の割合で分割を行う予定のため、その影響を考慮しております。



【足場のスペシャリストにお任せください！！】
　栃木市に拠点を構える原木屋セーフティーステップ株
式会社はこんな信念をもって、安心・安全と利便性を常
に考えて行動しています。
　同社が取り扱う足場は、「クサビ式足場」という高い
信頼性を持った足場製品です。では、「クサビ式足場」
とは、他の足場製品とどのように違うのでしょうか？
　一般的な足場製品は「単管足場」「枠組足場」な
どがあり、設置場所の高さや幅等によって使用さ
れています。「クサビ式」は部材を打ち込む構造で、
簡単に施工できるため、工期が大幅に短縮できる、
複雑な構造に対応しやすい等のメリットがあり、
同製品を取り扱っています。
　また、高い技術力を維持していくためには職人
の確保も必要となります。このために同社は５年
前から「外国人技能実習生制度」を導入し、ベトナ
ムや中国から多くの実習生を受け入れております。
　同社は、足場業界で長年にわたって培ってきた知識と
技術力をより一層向上させることで
社是である
１．自分に厳しくあれ　
２．最良の仕事は最良の宣伝である
をモットーにこれからも安心と安全
に取り組んでまいります。

【快適な毎日の生活のために・・・】
【確かな技術で安心・安全をお客様に届けたい・・・】
　当社グループのリフォーム工事を請負う社員は、そんな想い
でお客様と日頃向き合っています。

　一口に「リフォーム」といっても、多種多様な形があります。
それは、お客様一人一人の想いが「カタチ」となるからです。

　外観やインテリアを「新しく」「おしゃれに」したい！
　「二世帯」でのびのび安心して暮らしたい！
　「お店のイメージアップ」で集客を増やしたい！
　「マンション・ビルの大規模修繕」で資産価値を維持
したい・高めたい！
　そんなたくさんの想いを「カタチ」に変えていくた
め当社グループでは、豊富なノウハウと経験を積んだ
社員が、お客様に満足していただけるような「カタチ」
をご提案しています。

　当社グループは本年４月１日から、リ
フォーム部門のさらなる充実化を図るため、
子会社の営業・施工体制をクワザワに集約
しました。今後もお客様のたくさんの想い
を「カタチ」にしてご提案できるよう、
日々進化していきたいと考えています。
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ピックアップ クワザワグループは新たなステージへ
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建設工事

「足場」とは・・・
一般住宅やビル等の
建設工事の必需品！

　株式会社クワザワは、平成
30年３月20日に東京証券取引
所市場第二部に上場しました。
　当社は、昭和８年に初代桑
澤清が「札幌セタイル煉瓦問
屋」を創業し、昭和26年２月
に「株式会社桑澤商店」が設
立されました。
　今年は創業85周年の節目の年にあたり、昭和48年９月に札幌
証券取引所上場から45年を経て、新たに東京証券取引所に上場
できたことは、これまで関係各位の皆様からいただいた数々の
ご愛顧ご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

　旧本社ビルの老朽化に伴い、新社屋の
建設を進め、平成30年３月20日にクワ
ザワグループ新本社ビルが竣工しました。
　これにより、市内に分散していたグ
ループ会社３社が集約され、さらなる
グループ経営力の強化が期待できます。

　株式会社クワザワは、平成30年６月30日を基準日として、普通株
式を、１株につき２株の割合を持って分割することといたしました。
　これは、株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げること
により、当社株式の流動性の向上等を目的としております。
　また、今回の株式分割に伴う株主優待制
度の実質的な拡充は、平成31年３月31日
現在の株主名簿に記載または記録されてい
る株主様より変更を適用し、株式分割後も
従来同様、１単元（100株）以上保有の株
主様へ、一律、オリジナルQUOカード
1,000円分を贈呈させていただきます。

１：２の株式分割を実施します。

東京証券取引所市場第二部へ上場

KUWAZAWA Topics

新社屋・新倉庫の建設で
さらなるグループ総合力の強化

2018年3月20日
東京証券取引所 市場第二部上場

見　本

＜マンション内部リフォーム＞

before after

　株式会社サツイチが、平成29
年11月６日に新たな倉庫を建設し
ました。
　配送の効率化と適正な在庫管
理の見直しに努めてまいります。

・自家発電機により、72時間超の主要コンセント設備および照明設備の確保
・緊急時用汚水槽により、下水道停止時でもトイレ使用が可能
・受水槽により、雑用水・消火用ポンプの確保
・飲料水の自動販売機すべてが災害対応
・災害備蓄品（食糧、ヘルメット、防寒シート等）を、帰宅困難者に支援
災害発生時には、社員のみならず、地域社会の復興拠点としての機能を備
えています。

新本社ビルにはこんな設備が備わっています。～災害に対する備え～


