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[Ⅰ]事業概要 



会 社 概 要 

商     号  株式会社クワザワ 

本     社  札幌市白石区中央2条7丁目1番1号 

設     立  1951年2月1日(創業1933年) 

資  本  金  4億1,736万円 

代  表  者  代表取締役社長 桑澤 嘉英 

事 業 内 容  建設資材の販売及び建設工事の施工 

発行済株式総数  8,347,248株 

証 券 コード  8104（札証） 

売 買 単 位  100株 

グループ従業員数  996名（2016年3月31日現在） 



 建設業界における建築資材の流れ  

ユーザー
（発注者） 

クワザワ 

工務店 

建材販売店 

住宅会社 

ホームセンター 

家具量販店 

設計事務所 

メーカー 

協力業者 

職方 

ゼネコン 

建材商社 



クワザワの現況  

 事業所拠点  
札幌本社 

苫小牧支店 

北見支店 

函館支店 

旭川支店 

東京本部 

横浜事業所 

千葉事業所 

大阪営業所 

茨城支店 

仙台支店 

青森支店 

盛岡営業所 

釧路営業所 
道東支店 
帯広営業所 
釧路営業所 

稚内支店 士別営業所 

三郷営業所 

水戸営業所 



 関東の拠点展開  

東京本部 

横浜事業所 

千葉事業所 

茨城支店 

水戸営業所 

山光運輸 
関東支店 

三郷営業所 

原木屋産業 

原木屋セーフティーステップ 

原木屋産業 
足利営業所 

クワザワ工業   
東京支店 



クワザワグループ  

住まいのクワザワ 

 工 事 施 工  

クワザワ工業 

丸三商事 
ｸﾜｻﾞﾜﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ 
原木屋ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ 

北翔建材 
光和 

 資 材 販 売  

日桑建材 
 加 工 販 売  

クワザワサッシ工業 原木屋産業 

札幌アサノ運輸 
山光運輸 

クワザワエージェンシー 

 運輸サービス  

東日本自工 

サツイチ 

恵庭アサノコンクリート 

 製  造  

和寒コンクリート 

ニッケー 
余市レミコン 

 クワザワ  



[Ⅱ]クワザワの歴史 



 創業昭和８年  

 初代社長  

創業からの歴史 

桑澤 清 桑澤 義雄 

 ２代目社長  

 昭和39年  

 白石本社ビル竣工  

平成28年11月 

「新社屋準備室」を設置   



千葉出張所開設  昭和3８年   株式会社松戸クワザワ設立   昭和４２年  

社名変更・体育館新築  昭和４６年  

◆「株式会社桑澤商店」から 「株式会社クワザワ」へ ◆クワザワ体育館新築 

 



バスケットボール  昭和４６年  

卓 球  昭和４９年  

野 球  昭和５０年  



上 場  昭和４８年  

『札幌証券取引所』
に上場 



クワザワの経営危機  昭和5７年  

『経営危機を報道する各新聞社』 



ばんけいスキー場 

 クワザワ再建  昭和５７年 



再建完了  昭和６３年  

日本経済新聞 北海道新聞 



本州市場の拡大 

平成３年  横浜事務所の開設 

平成３年  大阪営業所の開設 

平成１５年 丸三商事㈱（仙台）の株式取得 

平成７年  つくば営業所（現茨城支店）の開設 

平成２７年 三郷営業所（埼玉）の開設 

平成２７年 水戸営業所（茨城）の開設 

平成２８年 原木屋産業㈱（栃木）の株式取得 

平成２８年 原木屋セーフティーステップ㈱（栃木）の株式取得 

つくば営業所開所式 



[Ⅲ]業績推移、株主優待制度等 



 業績の推移（連結） 



 業績の推移（連結） 



 金融債務・現預金の推移（連結） 

1,463 

1,864 

540 2,276 



 品目別売上高（ ２０１５年度・連結） 

売上高 ： ８３９億円 



配当金の推移 

２０１７年３月期 

２０１３年３月期 

２０１４年３月期 

２０１５年３月期 

７円 

１０円 

（ ５円 ＋ 記念２円 ） 

（ ６円 ＋ 記念２円 ） ８円 

１０円 （予想） 

２０１６年３月期 １０円 



 2017年3月期 第2四半期決算ハイライト（連結） 

  
2016年3月期 2017年3月期第2四半期累計 

第2四半期累計 実  績 前年同期比 

 売 上 高 
40,059 42,338 

105.7％ 
（100.0％） （100.0％） 

  

建 設 資 材 
27,841 29,445 

105.8％ 
（69.5％） （69.5％） 

建 設 工 事 
11,406 11,538 

101.2％ 
（28.5％） （27.3％） 

資 材 運 送 
1,858 2,182 

117.4％ 
（4.6％） （5.2％） 

そ の 他 
247 253 

102.4％ 
（0.6％） （0.6％） 

部門間調整 ▲1,294 ▲1,082 － 
単位：百万円、（）内は構成比 



 2017年3月期 第2四半期決算ハイライト（連結） 

  
2016年3月期 2017年3月期第2四半期累計 

第2四半期累計 実  績 前年同期比 

 営 業 利 益 483 431 89.2％ 
（1.2％） （1.0％） 

  

建 設 資 材 368 293 79.6％ 
〈1.3％〉 〈1.0％〉 

建 設 工 事 348 252 72.4％ 
〈3.1％〉 〈2.1％〉 

資 材 運 送 172 260 151.2％ 
〈9.3％〉 〈11.9％〉 

そ の 他 78 85 109.0％ 
〈31.6％〉 〈33.6％〉 

部門間調整 ▲485 ▲460 － 
単位：百万円、（）内は構成比 〈〉は各セグメントの営業利益率 



住宅資材卸売業界ランキング 

2016年3月期連結 単位：百万円 

順位 会 社 名 売 上 高 営業利益 営業利益率 

1 JKホールディングス㈱ 330,280 4,088 1.2％  

2 すてきナイスグループ㈱ 238,601 1,628 0.7％  

3 ジューテックホールディングス㈱ 154,215 1,091 0.7％  

4 OCHIホールディングス㈱ 84,525 1,468 1.7％  

5 ㈱クワザワ 83,906 1,148 1.4％  

出典：有価証券報告書 

2017年3月期 第2四半期連結 単位：百万円 

順位 会 社 名 売 上 高 営業利益 営業利益率 

1 JKホールディングス㈱ 165,764 1,861 1.1％  

2 すてきナイスグループ㈱ 109,066 ▲1,055 ▲1.0％  

3 ジューテックホールディングス㈱ 76,036 432 0.6％  

4 OCHIホールディングス㈱ 42,672 869 2.0％  

5 ㈱クワザワ 42,338 431 1.0％  
出典：四半期報告書 



「株式会社クワザワ」株価 
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株主優待制度 

１.対象となる株主様 

 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された 

 １単元(100株)以上保有の株主様。 
 

２.優待内容 

 一律、当社オリジナルQUOカード1,000円分を贈呈します。 
 

３.贈呈時期 

 毎年6月に送付いたします事業報告書に同封予定です。 

『株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、当社
株式への投資の魅力を向上させ、より多くの株主の皆様に
当社株式を保有していただくことを目的に株主優待制度を
新設しました。』 



株主優待制度 

＜株主優待クオカード＞ 

弊社のオリジナルキャラクター「たんたん」をモチーフに、皆様から親
しみを以っていただけるデザインとしました。（社内公募により選定） 



[Ⅳ]クワザワの取組み 
・建設業界の現況と住宅業界の現況 

・リフォーム事業の拡大 

・M&Aの活用 

・施工体制の充実、拡大 

・太陽光発電への取組み 

・その他の取組み 



北海道新幹線の 
延伸 

東京五輪の開催 

復興需要の継続 

建設業界 

消費税増税 

資材の高騰   
  ・人手不足 

人口減少   
  ・高齢化 

建設業界の現況と住宅業界の現況 



新函館北斗 

新青森 

北海道新幹線の延伸と開業前倒し 

２０３５年度から前倒しで 

２０３０年度開業予定 

札幌 

２０１６年 

３月２６日開業 

建設業界の現況と住宅業界の現況 



北海道新幹線の札幌延伸 

  ① 新函館北斗 ～ 札幌間が２０１２年着工。 

② 総事業費は１兆６,７００億円 

全長約２１２Ｋｍの内、 

トンネルが約１６０Ｋｍ（約７５％がトンネル） 

東京 ～ 札幌が、４時間４３分 

札幌圏 

（人口３００万人） 

青函圏 

（人口１００万人） 

  東京圏 を結ぶ 

（人口３,０００万人） 

２０３０年度開通予定 

建設業界の現況と住宅業界の現況 



建設業界の現況と住宅業界の現況 

全国住宅着工戸数の推移 
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バブル崩壊 

消費増税前 

駆け込み需要 

+ 

阪神淡路大震災 

復興特需 

耐震偽装事件 

建築基準法改正 

金融危機 

予測値 

(万戸) 

消費増税前 

駆け込み需要 



リフォーム市場規模の推移  

出所：矢野経済研究所 

建設業界の現況と住宅業界の現況 －中古住宅市場の拡大－ 



リノベーション産業のスキーム 

中古 社宅・寮 

中古マンション 

中古戸建て 

リノベーション事業会社 

（中古住宅再販事業） 

新
た
な
お
客
様 

ゼネコン・工務店 

建材流通店 メーカー 

購
入 

工事発注 

再
販 

建設業界の現況と住宅業界の現況 －中古住宅市場の拡大－ 



建設業界の現況と住宅業界の現況 

「住生活基本計画」の目標          

（１） 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

    １１．３％（２０１４年） ⇒ ２０％（２０２５年） 

住宅ストックの性能や質の向上 

（２） 省エネ基準を満たす住宅ストックの割合 

   ６％（２０１３年） ⇒  ２０％（２０２５年） 

（３） 耐震基準を満たさない住宅の割合 

     １８％（２０１３年） ⇒ おおむね解消（２０２５年） 

出典：国土交通省 



（１） 「リフォーム市場」規模の拡大 

７兆円（２０１３年） ⇒ １２兆円（２０２５年） 

「リフォーム市場」や「既存住宅流通市場」の規模拡大 

（２） 「既存住宅流通市場」規模の倍増 

４兆円（２０１３年） ⇒  ８兆円（２０２５年） 

（３） 「空き家数（賃貸・売却用等以外）」の抑制 

  ３１８万戸（２０１３年） ⇒ ４００万戸程度（２０２５年） 

建設業界の現況と住宅業界の現況 

「住生活基本計画の目標」          

出典：国土交通省 



「リフォーム事業」の拡大 

リフォーム工事の「受注先」 

クワザワ 

一般ユーザー 

HOME’S 

ニトリ 

ホーマック 

イオン 

コメリ コミュニティワン 

東京海上日動 
ファシリティーズ 



「リフォーム事業」の拡大 

1.合弁会社設立理由 

 ネクストの有するＩＴシステムノウハウ・集客力と、当社の有する建築資材・住宅設備商品の
仕入れ力及びリフォーム全般の施工業務のノウハウを融合し、より付加価値の高い商品を提供 
することを目的に、設立。 

2.合弁会社の概要 

 （１）商 号       株式会社 Ｌｉｆｕｌｌ Ｒｅｍｏｄｅｌ 

 （２）本店所在地     東京都港区 

 （３）代表者       服部 一平  

 （４）主な事業内容   「インターネットを利用した建設業者の仲介・あっせん」 

             「住宅の増改築工事及び室内装飾工事の請負等」 

 （５）資本金等     ２００百万円（資本準備金を含む） 

 （６）株主構成     ネクスト９０．０％  クワザワ１０．０％ 

 （７）設立年月     ２０１６年１１月 

＊ 株式会社ネクストは、日本最大級の住宅・不動産ポータルサイト「ＨＯＭＥ‘Ｓ」を運営する上場会社です。 

株式会社ネクストとの合弁会社 
「株式会社 Ｌｉｆｕｌｌ Ｒｅｍｏｄｅｌ」を設立 



「リフォーム事業」の拡大 

株式会社 Ｌｉｆｕｌｌ Ｒｅｍｏｄｅｌ の事業モデル 
受付、契約・請求業務を新会社、現調から引渡しまでをクワザワが実施。 

クワザワ 



「リフォーム事業」の拡大 

株式会社 Ｌｉｆｕｌｌ Ｒｅｍｏｄｅｌ の事業モデル 



M&Aの活用 

 2003年5月    丸三商事㈱の株式取得 

 2005年5月    ㈱エフケー・ツタイ設立 

 2005年10月  ㈱光和の株式取得 

 2005年12月  和寒コンクリート㈱の株式取得 

 2005年12月  東日本自工㈱の株式取得 

 2006年7月    ㈱建材社関東の事業譲受 

 2008年11月  日商岩井マテリアル㈱の事業一部譲受 



M&Aの活用 

 2011年7月    ㈱ニッケーの株式取得 

 2011年10月  ㈱サツイチの株式取得 

 2013年3月    余市レミコン㈱の株式取得 

 2014年12月  ㈱建材社の株式取得 

 2016年4月    原木屋産業㈱の株式取得 

 2016年4月    原木屋ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ㈱の株式取得 

 2016年11月  ㈱ネクストとの合弁会社 
            ㈱Ｌｉｆｕｌｌ Ｒｅｍｏｄｅｌ設立 



M&Aの活用 

外国人技能実習生の雇用選抜(ベトナム) 

 

原木屋セーフティーステップ㈱ 



M&Aの活用 

外国人技能実習生の雇用選抜(ベトナム) 

 

原木屋セーフティーステップ㈱ 



施工工種の拡大 

外装工事（サイディング工事・タイル工事・ＡＬＣ工事） 

内装工事（軽量鉄骨工事・ボード貼工事・床工事・天井工事） 

ガラス工事・サッシ工事 

システムキッチン工事 

ユニットバス工事 

大工工事（フレーミング工事・造作工事） 

施工体制の充実、拡大 

太陽光発電工事 

管工事（給排水工事） 

リフォーム工事 

土木関連工事 

鋼構造物工事 

仮設資材組立・解体 



施工体制の充実・拡大 

「完工高」（建材分野）の実績 

クワザワ 
（建材分野） 

グループ会社 合 計 

２０１４年度 １０,５０６ １６,５６４ ２７,０７０ 

２０１５年度 １０,７５２ １６,８３２ ２７,５８４ 

伸 長 率 １０２％ １０２％ １０２％ 

（注）グループ会社は、「クワザワ工業」「住まいのクワザワ」「光和」「クワザワリフォームセンター」 
   「丸三商事」「建材社」 

（単位：百万円） 



クワザワグループ資格取得者数（人） 

１級建築士 １０ 

２級建築士 ６４ 

１級建築 
施工管理技士 

３０ 

２級建築 
施工管理技士 

１６２ 

第１種 
電気工事士 

１ 

第２種 
電気工事士 

８ 

１級管工事 
施工管理技士 

５ 

２級管工事 
施工管理技士 

１０ 

宅地建物 
引取主任者 

３９ 

マンション 
管理士 

１ 

インテリアコー
ディネーター 

６ 

増改築相談員 ８ 

施工体制の充実、拡大 

コンクリート
診断士 

３ 

コンクリート
主任技師 

５ 

コンクリート
技士 

２５ 

１級土木施工
管理技士 

１１ 

２級土木施工
管理技士 

４６ 

２級ガラス 
施工技能士 

４ 

給水装置工事
主任技術者 

２ 

排水設備工事
主任技術者 

３ 

ボイラー技士 
１級・２級 

５ 

機密測定 
技能士 

１０ 

福祉住環境 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

７ 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ 
ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

５ 

合  計 ４７０ 

2016年6月末現在 



クワザワグループの協力会社 

施工体制の充実・拡大 

安全衛生協力会 会員数（社） 

 ６８３ クワザワ 

クワザワ工業 

住まいのクワザワ 

ｸﾜｻﾞﾜﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ 

丸三商事 

 ３０６ 

 １０８ 

  ４８ 

  ７２ 

合 計 １,２１７ 

2016年3月末現在 



安全衛生協力会 定例総会・安全総会 

関東 

北海道 

東北 

施工体制の充実・拡大 



施工体制の充実・拡大 

建設業就業者の年齢構成 

建設業就業者 

技能労働者 



クワザワグループの職方数 

施工体制の充実・拡大 

職 方 数（人） 

１,８８０ クワザワ 

クワザワ工業 

住まいのクワザワ 

ｸﾜｻﾞﾜﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ 

丸三商事 

  ７２９ 

   １８７ 

       ３ 

   １３４ 

合  計 ３,０１４ 

原木屋ｾｰﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ      ４０ 

光和      ３６ 

日桑建材        ５ 

2016年3月末 



施工体制の充実・拡大 

職方の育成制度 

職  種 人 数 (人) 

サイディング工事  ８ 

内装工事    ６ 

タイル工事    ２ 

シーリング工事    ２ 

屋根工事    １ 

建具工事    １ 

住設工事    １ 

合  計  ２１ 

2016年3月末在籍 



施工体制の充実・拡大 

職方の育成制度 

若手の職方の育成 

年 齢 人数（人） 

３０歳代  ４ 

２０歳代 １２ 

１０歳代  ５ 

合 計 ２１ 

2016年3月末在籍 



横浜ランドマークタワー 

 施工体制の充実・拡大  

シーバンス Ｓ館 

恵比寿ガーデンプレイス ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ「SSｺﾛﾝﾋﾞｱ号」 

施工実績 



内装工事 

施工体制の充実・拡大 

タイル工事 

建設関連工事 



サイディング工事 

施工体制の充実・拡大 

システムキッチン工事 

建設関連工事 



施工体制の充実・拡大 

「鉄鋼部」の納材現場 

「白糠除雪ステーション 現場」 「とかち飼料 現場」 

建設関連工事 



土木関連工事 

施工体制の充実・拡大 

杭工事 人工芝工事 

遮水シート工事 電気通信管工事 



取扱メーカー 

パナソニック 

三菱電機 ノーリツ 

ＬＩＸＩＬ 

ソーラフロンティア 

「太陽光発電」への取り組み 

自社設置 

シャープ 

京セラ 

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｿｰﾗｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

   （１）住宅用太陽光発電 

      「日桑建材」本社（室蘭市）の屋上   １０．５ＫＷｈ 

               
   （２）メガソーラー    

      北海道夕張郡長沼町（長沼工業団地）     １．８ＭＷｈ 

                   



「太陽光発電」への取組み 

メガソーラー「たんたんエネルギーファーム」の稼働 
                  （2014年12月～） 

所 在  北海道夕張郡長沼町（長沼工業団地） 

規 模  パネル ７,３４４枚 

発電量  ２,１００ＭＷ／年（約６００世帯分） 



「タイベック」の全国普及 

「タイベック®」 
施工現場 

水に対しての 
優れた防水性 

手荒い扱いにも
耐える強度 

壁体内の水蒸気を
放出する透湿性 

防 水  強 度  透 湿   

その他の取組み 

「タイベック® ハウスラップ」の性能 
「防水性」「強靭性」「透湿性」「防水耐久性」 



米国デュポン本社訪問 
                 （２０１３年４月１５日） 

 

「タイベック」の全国展開 



「外壁防水システム商品」の全国展開 

防水商品の使用部位 



カナダ エドモントン市での 
 商談会出席（1994年） 

 「海外との取引」開始  

カナダランバー材工場訪問 
          （1994年） 

ＧＥ（ゼネラル エレクトリック社） 
ジャック・ウェルチＣＥＯとの面談 



セメント・生コン事業（２０１５年度） 

北海道の生コン販売量 

３２０万㎥  

北海道のセメント販売量 

１７９万トン 

その他 

２３９㎥ 

（７５％） 

クワザワ  

８１万㎥
（２５％） 

クワザワ 
３１万トン
（１７％） 

その他 

１４８万トン 

（８３％） 



セメント生コン事業 

「北電石狩ＬＮＧ基地第３タンク」基礎工事 

（１）現場         ： 小樽市銭函５丁目（石狩新港） 

（２）ゼネコン       ： 清水建設 

（３）生コン納入業者  ： クワザワ 



セメント生コン事業 

「北電石狩ＬＮＧ基地第３タンク」基礎工事 

（４）打設量      ： １０,０００㎥ 

（５）生コン出荷工場  ： ７工場 

（６）稼働ミキサー車  ： ２５０台 



セメント生コン事業 

「北電石狩ＬＮＧ基地第３タンク」基礎工事 

（７）打設時間 ： ２０１５年５月２３日（土）午前６時 ～ 

（７）打設時間 ： ２０１５年５月２４日（日）午前３時３０分 



「２０１６ 住設建材フェア ｉｎ ほっかいどう」 

・ 日程 ： ２０１６年２月２４日（水） 

                ～ ２５日（木） 

・ 場所 ： アクセスサッポロ（札幌市） 

・ 出店メーカー ： １０８社 

・ 来場者 ： ５，２００名  



「２０１６ 住設建材フェア in ほっかいどう」 



工務店さんの支援活動 

「２０１６ アイ・ラブ・住まいるフェア」 

・ 日程 ： ２０１６年４月１６日（土） 

・ 場所 ： アクセスサッポロ（札幌市） 

・ 参加工務店  ： ２６社 

・ 参加メーカー ： ３２社 

・ 来場者 ：  １，０４５名  



「２０１６ アイ・ラブ・住まいるフェア」 

（会場の様子） 

工務店さんの支援活動 



ＺＥＨ（ゼッチ）の啓蒙活動 

1. ＺＥＨ（ゼッチ＝ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは 

  住宅の高断熱化と高効率設備により、快適な室内環境と大幅な
省エネルギーを同時に実現した上で、太陽光発電等によって 
エネルギーを創り、年間に消費する正味のエネルギー量が概ね 
ゼロとする住宅です。 

2. ＺＥＨ支援事業 

 経済産業省では平成28年度住宅・ビルの革新的省エネルギー
技術導入促進事業費補助金（ネット・ゼロ・エネルギーハウス支
援事業）を設けて、補助対象住宅・蓄電システムに対する支援を
おこなっています。 

＊当社は、工務店・ハウスビルダーに対して、タイムリーな勉強会を 
 開催する等、啓蒙活動に注力しています。 



創エネのためには 
【創る】【蓄える】【管理】が大事！！ 

太陽光発電 

【創る】 

スマートフォン 

【外出先から操作】 

HEMS 

蓄電池 

燃料電池 電気 
自動車 

給湯機 

HEMS【管理】 

蓄電池・電気自動車 

   【蓄える】 

））） エアコン 

照明(LED)  照明(LED)  

ＺＥＨ（ゼッチ）の啓蒙活動 



「地域型住宅グリーン化事業」への参画 

（１）関連事業者の連携体制を構築して申請 
                    （２０１５年度） 



（２）クワザワは「住宅環境推進協議会北海道」を組織           
                       （２０１５年度） 

会員の主事業 会員数（社） 

原木供給事業者   ９ 

製材・集成材製造・ 
    合板製造事業者 

１２ 

建材（木材）流通事業者 １２ 

プレカット事業者   ７ 

設計事業者 １８ 

施工事業者 ２１ 

合  計 ７９ 

「地域型住宅グリーン化事業」への参画 



（３）補助金の実施額 
                     (２０１５年度) 

補助対象の種類 
対象会社数 

    （社） 
補助金額 
（万円） 

長寿命型（新規・長期優良住宅） １ １２０ 

長寿命型（長期優良住宅） ２ １１０ 

長寿命型（長期優良住宅） ２ １００ 

高度省エネ住宅（認定炭素住宅） １ １１０ 

三世代同居対応住宅（長寿命型） １ １４０ 

三世代同居対応住宅（高度省エネ型） １ １４０ 

合   計 ８ ９３０ 

「地域型住宅グリーン化事業」への参画 



ＳＰＲ工法 

道内の下水道の現状 

設置後４０年を経過した下水道の総延長距離は、現在１,１００ｋｍもある 

今後も１００キロメートル単位で増えていく 

「ＳＰＲ工法」とは 
地面を掘り起こすことなく、下水管路を使用したままの状況で、 

その内側に新しい管路を布設するという管路構成工法 

新しい管路は、「硬質塩化ビニル製プロファイル」の「更生管」 



ＳＰＲ工法 

クワザワの活動例（紋別市下水管の更生工事） 

（積水化学工業様の会でのプレゼン資料から） 



本社周辺の清掃（ＣＳＲ活動） 



ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り  

平成２１年 ６位入賞 

平成２２年 優秀賞 

平成２３年 ６位入賞 

平成２４年  敢闘賞 

平成２５年      優秀賞  

平成２６年      優秀賞 

平成２７年      優秀賞 

平成２８年      優秀賞 
セミ 

ファイナル 

セミ 
ファイナル 

セミ 
ファイナル 



「経営理念・行動指針」 

「経営理念」 

一、社業を通じて地域社会の生活向上に 
               貢献する。 

一、お客様から強く信頼される会社となる。 

一、利益ある成長を遂げる。 

一、働きがいのある会社をつくる。 

一、仕事を愛し、会社を愛する。 

「行動指針」 

一、お客様満足を全力で追及する。 

一、創造的・革新的であり続ける。 

一、社会の法令と社内のルールを遵守する。 

一、人材育成に力を注ぐ。 

一、上司は自ら率先垂範する。 

「スローガン」 

「スローガン」 

   「自分が燃えれば、他人も燃える」 
ひ と 




