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太閤木下建設株式会社は、昭和 45年（1970 年）の

創業以来、半世紀にわたり総合建設会社・総合不動産

会社として建築・土木事業及び不動産業務全般を行っ

てまいりました。これもひとえに、長年にわたる皆さま

方のご厚情とご指導の賜物と心より感謝申し上げます。

日本は戦後、団塊の世代を中心として、力強い経済

成長を成し遂げてきました。その後、バブル崩壊を経て、

現在の日本は低成長時代を迎え、人口の減少と超高齢

化社会への道を歩んでいます。

その時代の流れを的確に捉えつつ、弊社は業務内容

を変化させながら発展を遂げてまいりました。創業当

初は、施工という側面から建物づくりに専念し、その後、

建物とその土台となる土地の統合である不動産について

も、開発や投資運用の実績を積み上げてまいりました。

時代がどのように移り変わろうとも、お客様の多様な

ニーズを常に捉え、画期的な提案を行うこと、その提

案を実行するために必要となる豊富な技術力を提供す

ること、それが、総合建設会社・総合不動産会社として

の弊社に与えられた使命であり、役割であると考えてい

ます。

創業半世紀という歴史の中で蓄積してきた企画力・技

術力と経営基盤により、更なる進化と発展のため、全

社一丸となって全力を尽くしてまいる所存です。今後と

もなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願

い申し上げます。

　　　　　　　　　　代表取締役　　木下…吉数

ご挨拶

東京支店では、創業半世紀という歴史

の中で培った企画力・技術力と経営基盤を

基に、首都圏エリアのお客様にも、付加価

値ある企画提案業務を行っております。

また次世代を担う後継者として、社内シ

ステム化を推進しつつ、営業・建築工事・

管理部門全体が効率良く連携を取り、情報

共有を行い、タイムリーにお客様のニーズ

を把握し、それに対してスピーディーに対

応できる体制を構築することもまた重要な

役割だと考えています。そしてまた、シス

テム導入により、「より高い生産性」の実

現を目指しています。

首都圏エリアにおいても実績と信用を積

み上げるべく、本社と連携を取りながらお

客様に最適な企画・提案を行ってまいる所

存です。今後ともなお一層のご指導、ご鞭

撻を賜りますよう心よりお願い申し上げま

す。

　　　木下…博之代表取締役副社長
兼 東 京 支 店 長
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経
営
理
念

『国家を支える』
『顧客を支える』
『社員を支える』
『関係者を支える』

社章

この社章は、社員からアイデアを集めて決めま

した。社名の「太閤」のカタカナ表記、アルファ

ベットそれぞれの頭文字「タ」と「Ｔ」を組み

合わせ、経営理念にある４つの 「支える」をイ

メージしています。角が丸みを帯びているのは、

４つの「支える」を丸く収め調和を取りながら

事業を四方に発展させたいという願いを込めて

います。

経営方針
建設業および不動産業を主軸に「良い会社」を

目指していきます。様々な考え方がありますが、

弊社の考える「良い会社」とは、お客様から支

持され、社員の人間性を尊重し、世の中に必要

とされる会社です。

事業概要
■建築・土木事業部門

　◆ 建築・土木企画設計施工

　◆土地・建物有効利用企画

■不動産事業部門

　◆ 不動産売買・賃貸仲介

　◆ ホテルデベロップメント

　◆サブリース

　◆ 不動産投資・再生・買取（工場、物流倉庫、    

　　事務所、商業施設、社宅・寮等）

■関連事業部門

　◆ 商業施設「ソフィアモール」所有・運営

　◆天然温泉「多気の湯」所有・運営

　◆コンドミニアム「伊豆の家 UNO」所有・運営
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国があって弊社があります。健

全な国家は国全体、地域社会、

そして企業活動において力強

い基盤となります。

素晴らしい国、素晴らしい未

来への期待と希望を胸に、弊

社は国に対して何ができるの

かを考え、国の成長の一助と

なるよう貢献すべく行動、実践

してまいります。

会社が社員を支え、社員が会

社を支えます。社員の成長が

会社の力となり、その力が社

員とその家族の安定した生活

につながります。お互いが相手

の期待に応えながら成長して

いきます。弊社は社員に成長

の機会を提供し、やり甲斐あ

る仕事を通して充実した人生

が送れるよう応援してまいりま

す。

関係者とは仕入先、外注先な

どの協力会社、また弊社を支

えて下さっている金融機関や

各種企業のことを指します。弊

社がお客様のために理想の業

務を遂行できるのも、そうし

た方々の支えがあってこそ。お

互いを理解し合えるパートナー

として、それぞれの経営理念

を追求し継続発展していきた

いと考えています。

弊社はお客様があってこそ存

続できます。お客様の視点に

立った提案を行うことが弊社

の使命です。お客様のニーズ

は様々ですが、弊社はそのニー

ズに応えるために徹底的に考

えます。まさに、弊社の「提案」

とは「考える」ことです。長い

経験で培われた技術と知識を

基盤に、最良の提案でお客様

に喜んでいただくために徹底

的に考えます。

国家を
支える

顧客を
支える

社員を
支える

関係者を
支える



過
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培
わ
れ
た
強
み

経験に基づいて培われたノウハウ

弊社は昭和 45年の創業以降、時代の流れを捉えながら、建築・土木事業、不動産業務全般へと幅
を広げてきました。それは、数ある選択肢の中から、「お客様にベストな提案をしたい」という強
い思いが根幹にあるからです。弊社の提案はすべて経験に基づいています。例えば、オフィスビル
の新築企画・提案をさせていただく際にも、設計・施工管理はもちろん、土地取得という最初の
段階から建築後の賃貸物件の管理まで、弊社が自ら経験し、蓄積してきたノウハウと技術をお客
様にご提供します。

事例１　太閤長田ビルの完成から維持管理まで

現在の太閤長田ビルは平成１１年６月に完成しました。新たな本社ビルを建設

するにあたって、最初はどのような本社機能及び付加機能を持たせるかとい

う企画構想と、候補地選定からスタートしました。候補地が住居需要も旺盛

な現在の本社位置に決まった後、建物と不動産の価値を最大限に高められる

賃貸マンションと一体型の本社ビルを建築するプランを策定しました。このよ

うに、太閤長田ビルは、企画構想、土地の取得及び設計を自社で行いました。

施工については、自らがオーナーの立場に立ち大手ゼネコンへ発注しました。

竣工後、現在に至るまで、賃貸部分の運営管理も自社で行っています。

事例２　自社所有で運営してるからこそ、活きた　　

　       　 コンサルティングが可能

弊社が静岡県「JR 伊東駅」至近に所有するビルにて、インバウンド観光客向

けのコンドミニアム「伊豆の家 UNO」を運営しています。総合建設会社として、

建物の外装工事・内装デザインなど様々なノウハウ・技術的側面からご提案で

きることは当然ですが、加えてソフト面である運営・サービス内容においても

コンサルティングできることが弊社の強みです。現在「伊豆の家 UNO」の 2

号店・3 号店も企画検討中です。弊社によるコンドミニアムの運営に関する経

験を活かし、インバウンド向けの簡易宿泊所・民泊の運営を希望するお客様に

対し、ハード・ソフト両面からのご支援・企画提案が可能です。

「伊豆の家 UNO」

太閤長田ビル

企画
構想

設計
施工

維持
管理

土地
取得

コンサル

ティング

フラット型組織によるスピード経営

弊社は「スピード経営」「経営理念の浸透」「権限の委譲」を確実に実現させる為、フラット型組織形態をとっ
ています。

特色

2
特色
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「スピード経営」
指示系統がシンプルになるので、

事業案件の検討開始から決定ま

でのスピードが速くなります。縦

割組織の弊害もなく、意思伝達

もスムーズに進みます。

「経営理念の浸透」
企業は社長以下一丸となって進

んでいく必要があります。その根

幹にあるのが経営理念です。弊

社経営理念である「支える」が

浸透していくことで組織として大

きな力を発揮します。

「権限の委譲」
弊社は社員に多くの権限を与え

チャレンジさせながら人材育成を

行います。権限の委譲を受けた

社員は自らが考え自律的に行動

します。



長年のお取引により培われたお客様との強固な信頼関係

弊社は建物施工後も、お客様の大切な資産である建物の維持管理業務を行っています。維持管理業務は建物が
存在する長期間に亘って継続する業務であり、また、高い技術力・提案力が求められます。長期間に亘る業務を
通じてお客様との信頼関係を築き、円滑に意思疎通を行っていくことが重要になります。弊社のお客様の中には、
30 年、40 年と長きに亘りお取引くださっている方も多く、そうしたお客様からご紹介をいただき、新たなお客様
とのつながりが生まれています。

チャレンジを重ねてたくましく育った社員

弊社の社員は様々なことにチャレンジしています。チャレンジには成功と失敗がありますが、成功はやる気を育て、
失敗は忍耐力を育てます。弊社は社員の成長を見守ります。たとえ失敗しても、その失敗を糧に次の成功に結び
付けられるよう会社がサポートします。こうした企業風土が社員を育て、失敗を恐れずチャレンジできる仕事環境
になっています。また、専門性や企画提案力を高めるため、資格取得を積極的に推奨しており、資格保有者は厚
い資格手当が受けられる制度を設けています。

長年の安定経営により培われた金融機関からの信用

事業拡大においては、金融機関からの信用が不可欠です。弊社の事業の中でも、特に不動産投資事業
（不動産の買取から長期保有又は売却まで）は、今後更に拡大していく事業と考えています。そのため
にも、日頃より金融機関の信用を高めるため、情報開示に関する透明性を図る等の努力を続けています。

事例 4　マンションから店舗、事務所、社宅、駐車場まで、様々なタイプの物件を取得。エリアも様々です

薬王堂弘前安原店
（青森県弘前市 / 所有）

眼鏡市場 旭川末広店
( 北海道旭川市 / 所有 )

レジデンス CASA NOAH 名古屋Ⅰ 
 （名古屋市中村区 / 売却済）

石神井ドミトリー
（東京都練馬区 / 売却済）

ゲストハウス 迎賓閣
（京都市北区 / 所有）

レジデンス ビベル城町
（滋賀県彦根市 / 所有）

KOSCO 四日市西浦ビル 
（三重県四日市市 / 所有）

新規店舗 2019 年 10 月オープン予定  
（栃木県栃木市 / 所有）

レジデンス エクセレンス論田
（徳島県徳島市 / 所有）

南柏ドミトリー
（千葉県柏市 / 売却済）

レジデンス エクセレンス緑ケ丘 
（山梨県甲府市 / 所有）

特色

5
特色

3

特色

4

事例 3　保有資格者数（延べ人数）

建築・土木 一級建築士 ４名
二級建築士 ３名
住宅検査技術者（インスペクター） １名
一級建築施工管理技士 ８名
二級建築施工管理技士 ２名
一級土木施工管理技士 ８名
二級土木施工管理技士 ２名
建設業経理士一級 １名
建設業経理士二級 ４名

不動産 宅地建物取引士 １４名
マンション管理士 １名
管理業務主任者 １名
不動産コンサルティングマスター １名
賃貸不動産経営管理士 ３名

経理 日商簿記一級 １名
全経簿記一級 １名

財務・事業・投資
アドバイザリー

一級ファイナンシャル・
プランニング技能士

１名

日本証券アナリスト協会検定会員 １名
経営学修士（MBA） １名

2019 年 1月現在
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老人ホーム「若葉の丘」
（千葉県千葉市 / 譲渡済）

「ホテルビスタ大阪 [ なんば ]」
完成外観イメージ

「ホテルビスタ大阪 [ なんば ]」
完成内観イメージ

伊東駅前 2176 ビル
（静岡県伊東市 / 所有・運営）
※ 2 階にて「伊豆の家 UNO」運営

天然温泉「多気の湯」
（三重県多気町 / 所有・運営）

商業施設「ソフィアモール」
（京都府八幡市 / 所有・運営）

うねびクリニックモール
（奈良県橿原市 / 新築工事）

SHIMA 日本橋ビル
（東京都中央区 / 改修工事）

さくらインターナショナル
スクール文京校

( 東京都文京区 / 改修工事）

市立小阪こども園
( 大阪府東大阪市 / 新築工事）

株式会社布施興業 圧縮作業場
( 大阪府東大阪市 / 新築工事 )

府営 門真高層住宅 
( 大阪府門真市 / 新築工事 )

パティオ京橋 
（大阪府大阪市 / 新築工事）

老人ホーム「ライブクロス」
（東京都府中市 / 新築工事）

大阪大学基礎工学部シグマホール
（大阪府豊中市 / 改修工事）

施
工
実
績

運
営
実
績

ホテルデベロップメント事業開始…
宗右衛門町（大阪市中央区）　ホテル建設開発プロジェクト進行中
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完成年月 施主 工事概要 所在地
平成 30 年 12 ( 株 )フリーベアコーポレーション 第二工場改修工事 大阪府東大阪市

11 大阪府 府営堺若松台2丁第二期高層住宅新築工事 大阪府堺市
11 ( 株 ) オオエックス 外壁改修工事 大阪府東大阪市
10 ( 株 )ＫＢＣ キャンディーブーケ神保町店改修工事 東京都千代田区
5 ( 独 ) 都市再生機構西日本支社 片山公園団地外廻りアルミ製建具改修工事 大阪府吹田市
4 (株 )ジーエムエンジニアリング 横浜工場新築工事 神奈川県横浜市
2 大阪製罐 (株 ) 工場外壁改修工事 大阪府東大阪市

平成 29 年 6 大阪府 一級河川恩智川治水緑地池床掘削工事 大阪府八尾市
5 (株 )サンポテック サンポテック…事務所･倉庫新築工事 大阪府東大阪市
4 ( 独 ) 都市再生機構西日本支社 千島団地4号棟他1棟外部建具改修工事 大阪府大阪市
3 大阪府住宅供給公社 大阪府営原山台3丁住宅外住住戸内ﾊ ﾘ゙ｱﾌﾘｰ化工事 大阪府堺市
3 東大阪市 市立小阪認定こども園整備工事 大阪府東大阪市

平成 28 年 12 生興 (株 ) 生興関東事業所（事務所棟）改修工事 埼玉県吉川市
11 東洋ゴム工業 (株 ) ｸ ﾗ゙ﾝｼ ｱ゙伊丹 ･ ｸﾗｰﾙ伊丹…大規模外壁防水修繕工事 兵庫県伊丹市
10 ( 株 ) 大共 大共東京営業所ビル外壁改修工事 東京都北区
7 (株 ) 布施興業 布施興業圧縮作業場新築工事 大阪府東大阪市
6 (独 )高齢･障害･求職者雇用支援機構 雇用促進住宅私部宿舎1〜 6 号棟耐震改修建築工事 大阪府交野市
3 東大阪市 東大阪市営北蛇草住宅17･21号棟除却整備工事 大阪府東大阪市
3 東大阪市上下水道局 （A-22）吉田配水幹線布設工事 大阪府東大阪市
2 東大阪市 東部地域仮設庁舎整備及び耐震補強工事 大阪府東大阪市
2 東大阪市 東大阪市立高井田西小学校校舎増築その他工事 大阪府東大阪市
1 個人 SHIMA日本橋ビル４Ｆ事務所新装工事 東京都中央区

最近の主な建築・土木工事実績

2020…年の東京オリンピックや…2025…年の大阪万博を控え、今後更なる増加が見込まれる訪日外国人をコアターゲッ
トとした「ホテルビスタ大阪 […なんば…]」の建設プロジェクトを、弊社が事業主となって…2018…年…10…月にスタートし
ました。当ホテルは…2020…年春開業予定です。
当ホテルは水回り3…点ユニットを分割、バスルームとパウダールームを別空間とし、また家族連れにも対応できる
よう、ダブル・ツインルームのほか、トリプルルーム、フォースルームを備えた仕様となっています。

今回のホテル建設を機に、弊社は新たにホテルデベロッパーとしての事業を
開始しました。今後もマーケットニーズにお応えしたホテルを建設していく…
予定です。なお、「ホテルビスタ大阪…[…なんば…]」の建設状況をドローンなど
で撮影し、「太閤木下建設チャンネル」で配信しています。

◆…太閤木下建設チャンネル　QRコード



1. 現在行っている業務の内容を教えてください
地元東大阪での新築工事や営繕工事を中心に、不

動産企画営業部が仕入れた不動産のリノベーションも

行っています。最近では東京支店で仕入れた不動産の

工事も担当し、関西だけにとどまらず、全国へ赴いて

います。

総合建設会社でありますので、工場・倉庫からオフィ

スビル等幅広く工事を担当し大変やりがいがあります。

2. 普段から心掛けていることはありますか？
お施主様の身になって行動しようと思っております。

本社社内部門間及び東京支店との連携を密に、お互

いに助け合うことを心掛けています。

3.今後の目標を教えてください
今年で建設業界に入って 40 年経ちます。建設業界

だから建設業務だけをするのではなく、弊社の特性を

活かし、不動産業務についても知識を持つよう心掛け

ています。また、若い世代に一つでも建設業務のやり

がいを伝えていきたいと考えます。

4. 太閤木下建設とは？
創業半世紀の歴史ある会社です。お客様の信用が

あってからこそだと考えます。お客様の信用を第一に、

これからも永遠に続く会社です。

5. 好きな言葉や座右の銘を教えてください
精神一到（せいしんいっとう）です。精神を集中し

努力すればできないことはない。困難なことでも考え

て克服したときの喜びは一味違います。

6. 週末など休みの日はどう過ごしていますか？
休日はテニスをしています。汗をかいて体力維持に

頑張っています。

まだまだ、若い人に負けてられませんから。

仕事で疲れていても、運動して汗をかくと気持ちい

いものです。

1. 現在行っている業務の内容を教えてください
不動産のリノベーションや新築工事の設計を担当し

ております。また、バリューアップの観点から、建築

のハード面以外に、VI 計画やオペレーションなどソフ

ト面のご提案もさせていただいております。ワンストッ

プでのご提案が多いため、建設と不動産の両側面の

視点が担えますのでたいへんやりがいがあります。

2. 普段から心掛けていることはありますか？
お客様のご要望に沿いながら、時代の流れに沿った

ニーズおよび 10 年先を予測して、事業としての収益性を

確保しつつ、最終的にお客様の満足度を高めていくこと

を心掛けております。また、大阪本社との連携を深め、

お互いに助け合うことで、2 大都市圏をまたぐエリアで

の多岐にわたる受注の受け皿を持っている弊社の強みを

活かしていきたいと思っております。

3.今後の目標を教えてください
建築に関わる企画・提案業務に身を置いてきました

が、弊社の特性を活かして、不動産業務の知識を深め

ていき、より質の高いお客様へのプレゼンテーション、

および、コンサルティングへ発展させていきたいと考え

ております。

4. 太閤木下建設とは？
創業半世紀という歴史のなかで培った経験を基礎

に、社会の新しいニーズに対応して進化していく会社

です。また、お客様との信頼関係を第一に考え、今後

も継続していく会社だと思います。

5. 好きな言葉や座右の銘を教えてください
「 慢 心 は 人 間 の 最 大 の 敵 だ / シェイクスピア」  

主観から離れて客観的視点を持ち、自らを鼓舞する緊

張感を普段から持つように心掛けております。

6. 週末など休みの日はどう過ごしていますか？
新名所や美術館めぐり、ショッピングなどを楽しん

でおります。自らのアンテナの感度を上げて、行き先

を設定せずに散策することで、訪れる場所での新しい

発見や、気づきに出会えます。

1. 現在行っている業務の内容を教えてください
主に西日本エリアの収益不動産の仕入業務と売却業

務を軸としながら、売買仲介や不動産管理なども手掛

けています。仕入業務においては、収益物件の内容を

精査します。自社で仕入れる物件の精査は、特に綿密

な作業を要します。

常に最新の市況を理解したうえで同業他社と情報交

換を行いながら、コンサルティング営業に励んでいま

す。

2. 普段から心掛けていることはありますか？
仕事は迅速かつ丁寧に行い、お客様に対してはお客

様の立場に立って誠心誠意の気持ちで向き合うように

心掛けています。

3.今後の目標を教えてください
不動産業界に入り１０年以上経ちますが、日々学ぶ

ことが本当に多いです。お客様へのコンサルティング

に必要な知識向上のためにも、資格取得に励んで自身

の能力向上に努めたいです。自身の能力向上で、より

良いコンサルティングを提供することができると考えま

す。

4. 太閤木下建設とは？
お客様の信用を第一とする会社です。お客様の為に

常に何ができるかを考える会社で、今後もその姿勢を

貫く会社だと思います。

5. 好きな言葉や座右の銘を教えてください
『常に冷静沈着で』をモットーにしています。どうい

う状況下でも動じず冷静な判断ができなければならな

いと感じます。

6. 週末など休みの日はどう過ごしていますか？
子供２人と公園や買い物に行ったり、たまに遠方に

ドライブするなど、家族で過ごしています。家族と過

ごす１日は日頃の疲れをとってくれます。

1. 現在行っている業務の内容を教えてください
弊社の基本事業である建設業を中心に、不動産の

販売、賃貸、仲介、管理、コンサルティングの各事業、

ソフィアモール及び多気の湯の運営事業に関して一元

的な経理処理を行っております。また、会社運営上発

生する総務としての業務にも従事しております。

2. 普段から心掛けていることはありますか？
経理業務を行うものとしてどうあるべきかを常に自

問自答しながら、対外的、対内的に弊社の品位を維持、

向上すべく業務を行なっています。対外的には、太閤

木下建設の印象がアップするように、キメの細かい業

務遂行を行ない、また、対内的には、弊社社員がそ

の有する能力を十分に発揮できる環境づくりに留意し

ております。

3.今後の目標を教えてください
社長をはじめとする経営陣に対し、適時かつ有効に

計数的な情報提供を行なうことによって、会社運営が

スムーズに行えるように知識技量を高めて行きたいと

思います。

4. 太閤木下建設とは？
太閤木下建設は自己の有する能力を十二分に発揮で

きる場であり、さらに自己の成長を育んでくれる場を

提供できる会社だと思います。

5. 好きな言葉や座右の銘を教えてください
今やらない事は永遠にできない。

6. 週末など休みの日はどう過ごしていますか？
年に数回は姫路で生活している息子の様子を見に妻

と出かけます。その他の休日は長年連れ添った妻と楽

しい会話を楽しんだり、ショッピングに出かけたりしま

す。

本社　工事部
次長　中島　幹夫

東京支店　建築企画部
シニアマネージャー

柴崎　辰規
本社　不動産企画営業部　
次長　西原　清隆 次長　石井　康夫

本社　管理部　経理課

管理部次長
石井 康夫

取締役専務
木下 廣子

社員紹介
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　当社は、建築・土木事業を通じてお客様に満足して頂ける快適な
環境を提供するとともに、環境保全活動の視点から環境改善活動を
推進により社会へ貢献するために、以下のことを実行する。

１.…会社一丸となって、「品質向上」、「コスト削減」及び「納期順守」…………
　…を徹底的に追求することによりお客様に満足して頂ける施工サー…
　……ビスを提供する。

２.…顧客の多様なニーズに応えるために、社員一人一人が知識吸収と…
　……技能向上による自己改革に挑み、日々成長し続ける。

３.…事業活動において、資源の有効活用に努め、環境汚染を予防す
　…るとともに、法令その他の要求事項を順守することにより、社会
　…の信頼を得る。

４.…上記のことを実行するために、マネジメントシステムを確立し、よ
　…り効果的なシステムとするために継続的に改善する。

平成…30 年…8月…1日
太閤木下建設株式会社
代表取締役　木下　吉数

【適用範囲】
①太閤木下建設株式会社
　本社（所在地：大阪府東大阪市長田西４丁目４番21号）
　東京支店（所在地：東京都千代田区神田司町２丁目４番地２
…………………………………………………………………………………………………神田アーバンビルディング１階）
②当社が行う建設工事及び土木工事に関わる活動
③当社が行う建設・土木工事部従業員及び関係者
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PFI 事業への取り組み

プロフェッショナルの育成

不動産投資・再生事業

環境保全活動の推進

　PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティ
ブ）とは、公共の庁舎や宿舎、教育文化施設、
病院等の設計、建設工事、維持管理・運営に、
民間の資金とノウハウを活用することにより、
効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図
るという考え方です。PFI 方式により、全体的
なコストの低減、あるいは、同じコストでより
質の高いサービスの提供が可能となります。ま
た、民間の事業機会創出を通じて、経済の活
性化が期待できるため、全国の各地方公共団
体により強力に推進され始めています。
　弊社は建設工事だけでなく、建物維持管理・
運営、設備管理保守など、総合建設会社・総
合不動産会社としての豊富な経験と実績を積み
上げてまいりました。これらの経験と実績のす
べてを活かしPFI 事業に取り組み、より質の高
い公共サービスを地域社会へ提供できるインフ
ラ整備に貢献することを目指します。

　PFI 事業への取り組みや不動産投資・再生事業には、建設・不
動産に関する総合的かつ専門的な知識と経験が求められます。
また、関係者と連携しながら案件の具現化を推し進めていくこと
ができるマネージメント力とチームワーク力、コミュニケーション
力が求められます。今後も新たな人材の採用・育成を積極的に行っ
ていきますが、知識や経験もさることながら、組織作りやチーム
ワーク形成という観点から、弊社の掲げる理念や方向性に共感
できる人材の採用・育成を図りたいと考えています。

　国土交通省の2018 年データによりますと、日本のGDP 約 530
兆円に対し、不動産資産額は約 2,560 兆円あると言われていま
す。価値観やライフスタイルの変化などに伴い、土地や建物に対
するニーズも変化し続けています。不動産市場の規模が変化し、
領域が多角化・拡大する中で、顕在化していない不動産の価値を
見出し、収益に変えていくプロセスは、今後益々注目されていく
と思われます。
　このようなプロセスには、「建物の価値を見極める高度な技術
力」と「不動産が将来的に生み出す収益予測力」が求められます。
不動産投資・再生事業においても、総合建設会社・総合不動産
会社としての強みを十分に発揮し、弊社の売上・利益に占める割
合を着実に増大させていくことを目指します。

　建設事業を通じてお客様に満足して頂ける快適な環境
を提供するとともに、環境保全活動の推進により社会に
貢献していきます。品質マネジメントシステム、環境マネ
ジメントシステムの国際規格であるISO9001/ISO14001の
方針に従い、「お客様の声」に基づく品質の更なる向上と、
社会的要請に伴う環境問題に取り組んでまいります。
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過去から現在へ積み上げてきたものが未来への礎になります。弊社

は、創業半世紀という歴史の中で培われてきた経験や知識、実績、

技術を基に、未来へ更なる進化を続けていきます。

経済や金融のグローバル化、価値観やライフスタイルの変化などに

伴い、建設業界や不動産業界を取り巻く環境も日々変化しています。

こうした変化に着実に対応しながら、新たな価値を創造していくこと

が求められています。

今後弊社一丸となって新たに取り組んでいくために、また、既に取

組んできたことを更に深化させていくために、4 つの項目を強力に

推進していきます。

これまで育んでまいりました強固な事業・経営・財務基盤の下、役職員が一丸となり、弊社理念であ

る「支える」を胸に、時々刻々と変化する社会やお客様の多様なニーズを研究し、建設・不動産のプ

ロフェッショナルとして、更なる事業の拡大を目指していきます。

同時に、環境への取り組みや社会への貢献など、企業としての社会的責任を果たすべく、一層努力し

てまいる所存です。過去から現在、そして更なる未来に向けた弊社の挑戦にどうぞご期待ください。

＜ 品質・環境方針 ＞



ファミリーマート

東京メトロ丸ノ内線 / 淡路町駅
都営地下鉄新宿線 / 小川町駅
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