株主の皆様へ
このような状況下、当社グループは、営業力強化
と施工体制拡充に加えて、非住宅及び公共工事部門
への積極的な営業を展開しました。
また、昨年6月にコーポレートガバナンス体制の
充実を目的に監査等委員会設置会社に、同年10月
にはより機動的かつ柔軟な経営判断を図るべく持株
会社体制へ移行しました。
その結果、2021年3月期の連結業績は、売上高
939億42百万円（前期比1.7％増）
、営業利益8億73
百万円（同26.1％減）
、経常利益12億85百万円（同
4.6％減）となりました。
一方、連結子会社の株式会社フリー・ステアーズ
（以下、
「フリー・ステアーズ」という）がコロナ禍
に伴う環境変化により事業収益性が当初計画に対し
大きく乖離したため、のれんの一括償却による特別
損失を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益
1億8百万円（同87.2％減）と、増収減益となりま
した。
2021年度は、ワクチン接種の普及により感染収
束が期待されますが、一定の効果が表れるまでには
相当な時間を要すると見込まれます。当社は、感染
予防対策を徹底しつつ、工事・配送・生コン製造に
係る体制をより強化し、業績向上を目指します。
併せて、マンション大規模修繕分野は今後も市場
拡大が見込まれますので、フリー・ステアーズの事
業をはじめ、リニューアル市場への対応を強化して
いきます。
なお、2021年3月期の配当は1株につき6円とし、
本年3月31日現在1単元（100株）以上保有の株主
様にはQUOカード2,000円分を贈呈させていただ
きます。
株主の皆様におかれましては、今後一層のご理解
とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

2021年6月

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚
く御礼申しあげます。
当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染拡大
の影響により世界的に経済活動が大きく制限され、
わが国経済も特定産業を中心に多大な影響を受けて
景気が悪化しました。
当社グループの位置する建設関連業界におきまし
ては、コロナ禍の影響で実体経済が落ち込んだこと
から、住宅投資や設備投資は減少しましたが、社会
インフラの整備・改修に向けた公共投資が堅調に推
移しました。

代表取締役社長

桑澤

嘉英

連結売上高の推移

連結経常利益の推移
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連結純資産の推移
記念配当

単位：百万円

普通配当
配当金支払いに関するお知らせ

単位：百万円

単位：百万円
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当社の第72期期末剰余金の配当につきまして

13,668 13,885

12円

10円
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は当社定款第42条の規定により、2021年5月
2円

14日開催の取締役会で下記のように決定しまし
10円
たのでご通知申しあげます。
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記

１．期末配当金：1株につき6円
（普通配当6円）
２．支払開始日：2021年6月14日

1株あたり配当金の推移

株主総数の推移
15,290

普通配当

分割後

12,658

600
5,684

6円

第70期

法について」を同封しておりますので、ご
確認くださいますようお願い申しあげます。

550



第71期

第72期

※第69期 東京証券取引所市場第二部上場
第70期 東京証券取引所市場第一部指定
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※当社は、2018年７月１日付で普通株式１株につ
き２株の株式分割を行っております。第69期ま
では当該株式分割前の実際の配当金の額を記載
しております。
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第69期

先について」また、株式数比例配分方式を
選択の株主様には、「配当金のお受け取り方

500
2,287

銀行振込をご指定の株主様には、「お振込

687円

700

10円
6円

銀行でお受け取りください。

750

650

1,867
第68期

払渡し期間中に最寄りの郵便局又はゆうちょ

12円
2円

6円
1円
5円

同封の「第72期配当金領収証」により、

単位：名

記念配当

10円

３．配当金のお受け取りについて

株価の推移

※株価は各日の終値を記載しております。

以

上

クワザワグループは新たなステージへ!!

2020年10月1日付で「株式会社クワザワ」は「クワザワホールディングス株式会社」へ商号を変更し、持株会社体制へ移行しました。

持株会社体制への移行を機に、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築し、グループの企業価値向上を目指していきます。
それではクワザワグループの事業内容をご紹介します。

建設資材事業 では、生コンクリー

建設工事事業では、内装工事に加え、外壁工事、設備工事、足場施工工事、注

トや土木資材などの基礎資材、内装材・外

文住宅・分譲住宅の設計、施工、戸建住宅のリフォーム、マンションの大規模修繕工

ルームなどの住宅資材の仕入販売等を行っ

仙台を中心とした東北エリアで展開している丸三商事株式会社は、「未来の生活空間

装材などの建築資材そしてキッチンやバス

事など多種多様な工事を行っています。

ており、生コンクリート及び住宅用・ビル

を創る」を合言葉に、内装工事・外壁工事・住宅設備工事・建材販売などの事業を

ます。

信頼をいただいております。外壁工事では、大手ハウスメーカー様やハウスビルダー

用サッシなどの製造・加工販売も行ってい

行っています。内装工事では、大手ゼネコン様の1次下請けとして数々の実績と高い

クワザワ外壁防水システム「防水番長 」

様、また、地元の工務店様より多くの注文を受け、一般住宅やアパートの戸建てを中

ＴＭ

心とした工事を行っています。協力会社は約80社、職方数約100名により高品質の施

は2021年3月18日に発表された「第7回

工能力を有しています。

ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭

同社は1988年7月に設立され、2003年5月にクワザワグループに加わりました。

化大賞）2021」で最優秀賞に選ばれまし

た。

2011年3月11日には東日本大震災が発生し、40万戸以上の建築物に被害が及びまし

たパッケージ製品です。2020年7月に一般財団法人格付けジャパン研究機構が、近年

危険度判定は「危険」となり早急に仮事務所の

ザワの外壁防水システム導入住宅（約15,000棟）での雨漏り被害がゼロ件であったこ

を借り受けながら、震災後は復興住宅や官公庁

「防水番長™」はBS12「世界を、日本を変

負うなど、地域の復興事業に大きくかかわって

「防水番長ＴＭ」は防水性、耐久性、施工性に優れた防水部材を住宅一棟分セットにし

大型の台風に見舞われた地域において雨漏り調査を実施した結果、築10年以内のクワ

とを評価され、その優れた防水性能が認められたことにより今回の受賞となりました。

えるNo１とは？」の2020年11月28日放送

回「
「格付ジャパン」知られざる壁内雨漏り

『外壁防水システム』で家族を守る！」
にて紹介されました。番組は
以下の二次元バーコード

から閲覧できます。

資

材

手配が必要になりました。約２年間は仮事務所

施設の内装・外壁の修復工事を600件以上請け

きました。

東北の復興は未だ途上にあります。仮設住宅
などへの居住を余儀なくされている方や震

災の爪あとがなくなることを願い、

建

公共工事や民間工事を通して

「主力の内装工事現場」

地域社会に貢献できるよ

設

うこれからも尽力し
ていきます。

事

建

工

設

「ジャパン・レジリエンス・アワード受賞式」

ぜひご覧ください。

た。仙台市に本社がある同社も例外ではなく、社屋は多大な被害を受け、建築物の応急

ダイジェスト版（約5分） ノーカット版（約30分）

届けしています。
山光運輸株式会社は、建築資材輸送、自動車リース、

運

倉庫業など総合物流サービスにかかわる事業を時代のニー

送

ズに合わせ幅広く展開しています。株式会社サツイチは1964
年に北海道で初めてトラッククレーン事業を開始しました。2017年
には物流センターを新築し、より効率的な配送を行っています。札幌アサ
ノ運輸株式会社は1961年の創業以来セメント輸送に特化し、セメントを粉のまま搭
載し輸送可能なバラセメント車という特殊車両を中心に事業を展開しています。
3社のネットワークで様々なニーズに柔軟に対応し、総合物流サービスをより一層
充実させていきます。

「株式会社サツイチ

産
不動

社屋外観」

不動産賃貸・その他事業 では、倉庫、
事務所、土地などの不動産賃貸事業を行っているほ
か、各種事業を展開しています。株式会社クワザワで

・

材

て、お客様のもとへ安全、確実かつ迅速に商品をお

は太陽光発電事業を行っています。また、各種保険業務

貸

力事業である建設資材事業に必要不可欠な事業とし

そ

資

資材運送事業では、クワザワグループの主

の他

「丸三商事株式会社

賃

を行う株式会社クワザワエージェンシーや、自動車の整備、
修理を行う東日本自工株式会社、施設の清掃管理及び廃棄物
処理を行う和光クリーン株式会社があります。
特に株式会社クワザワエージェンシーでは、この度、東京海上日動あ

んしん生命保険株式会社とのライフパートナー提携により、生命保険に関してより幅
広いサポートを提供することが可能となりました。
引き続き、主力事業と併せて社会の維持、発展にかかわる総合的なサポートを提供
することにより、一層の付加価値を生み出していきます。

物流センター」

「配送中の山光運輸車両」

「株式会社クワザワ

ながぬま太陽光発電所

たんたんエネルギーファーム」

オンライン展示会『バーチャルモール360°（サンロクマル）』を開催!!
株式会社クワザワでは、例年2月下旬に開催しておりました「住宅建材フェアinほっかいどう」が、コロナ禍で開催見合わせとなったことから、

新たな取り組みとしてオンラインによる展示会を開催しました。360度のパノラマ画像を使用し、オリジナルのバーチャル展示場を作成、CGによる
3Dや2Dモデルで作製した商品を展示しています。

住設・建材メーカーの商品をPRし、非対面で販売店様や工務店様が商品を検討する場を提供するのが目的です。

出店メーカーは26社。キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレなど10種類の商品カテゴリーごとに仮想の特設ブースをCGで作製。来場者は

商品が並ぶ会場を360度のパノラマ画像で24時間閲覧することができます。閲覧方法は招待制で、販売店様や工務店様に対し個別URLを発行。閲覧し

たいブースをクリックすると各メーカーの商品が表示されます。各商品には、商品詳細ページが付いており動画や画像による商品紹介を見ることができ

ます。従来の展示会では、主に札幌を中心とした北海道内のお客様が対象となっておりましたが、全国のお客様が閲覧可能となりました。当社グループ

では、全く新しい形の展示会スタイルとなりますが、よりお客様が利用しやすい機能や環境を検討し、今後もさまざまなことにチャレンジしていきます。

