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三建設備工業は、空調・衛生・電気・建築を通じて、

人々に快適で安全な空間を提供しています。

そして、地球環境のためにエネルギーを無駄なく使う技術を追求。

ZEBの実現に向けて挑戦を続けています。

空気と水の環境創造企業として、

お客様とともに、脱炭素社会の実現を目指しています。

空気と水の環境創造企業

編集方針
　本レポートは、当社の企業理念にもとづきサステナビリ
ティ情報を基本とした年次報告として編集しており、GRI

スタンダードの中核（Core）オプションを参考に情報開示
を行っています。なお、三建設備工業は本レポート以外にも、
ホームページなどの媒体を通して、ステークホルダーの皆
様とのコミュニケーションの向上に努めています。

報告対象期間
　本レポートの報告期間は当社会計年度を基準とし、2021

年度（2021年4月1日～2022年3月31日）を期間としてお
りますが、一部の活動において前後期間を含みます。
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規律を守り、勤勉努力し、職責を全うしよう。責　任

つねに創意工夫を凝し、自己啓発につとめ、より優れた技術革新を実現させよう。創　造

積極的に仕事に取り組み如何なる困難にもひるまず果断に物事を処理しよう。進　取

事業は人であり人の和は力である。健全明朗な心身の鍛錬につとめ、協調して事に当り共存共栄を期そう。調　和

すべて誠意をもって事に当り、確実に業務を遂行し、信頼される人になろう。誠　意

社　訓社　是

我々は設備の建設を通じて、「新しき社会の環境づくり」をめざし、

産業の能率と豊かな生活の増進に貢献することに

誇りと自信を持ってすべてに全力を尽くそう。 

技術の練磨と弛まざる努力に依り、信用を培い健全なる経営を進めて、

相互の繁栄と社会への奉仕に努めよう。

1.  私たちは、法規制および社内外の規則を遵守することはもとより、社会の良心的慣行に従い、常に良識ある行動をとります。

2.  私たちは、全ての取引先と透明な関係を維持し、契約に従って誠実で公正な取引を行います。

3.  私たちは、『環境創造企業』として、地域環境および地球環境について配慮することを事業の最重要課題の一つとして掲げ、 
全力で取り組みます。

4.  私たちは、快適で安全な建築設備をお客さまに提供し、満足していただくために、常に品質を向上させる努力を惜しみません。

5.  私たちは、社員および家族が充実した生活を送り、信頼し合い、夢を語り合える、希望にあふれた会社であり続けます。

6.  私たちは、業務上得た情報の適正な管理に努め、特に個人情報についてはプライバシー保護を最優先し、守秘義務を厳守します。

7.  私たちは、事業活動をさせていただいている各地域の発展に協力し、共に快適で安全な生活が営めるよう努めます。

8.  私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対し、断固たる態度で関係を遮断し、 
不当な要求に対しては組織をもって毅然と対処します。

9.  私たちは、本憲章の理念の下にコンプライアンス委員会を設置し、本憲章に反する事態が発生した場合、 
直ちに当委員会を中心に問題の解決に当たり、速やかに情報を開示し、説明責任を明確に果たします。

10.  経営者は、本憲章に基づき、企業活動を健全かつ発展的に推進し、社会に対する弛まざる貢献を果たすため、率先垂範して努めます。

三建グループ倫理憲章

私たちは、

空気と水に関わる『環境創造企業』として、

設備の設計・施工・サービスを通じて、

お客様に高度な技術を提供することにより、

社会に貢献する。

三建設備工業の使命

環境創造企業として

設備のライフサイクルに対応した

技術とサービスを提供する。

お客様や社員からくりかえし信頼を得られる

脱炭素社会づくりの

リーディングカンパニーを目指す。

三建設備工業のビジョン

三建設備工業の目指す姿
三建設備工業は1946年（昭和21年）の創業以来、

お客様のご愛顧と協力会社の皆様に支えられ、

2021年（令和3年）に創業75周年を迎えました。

社是・社訓に表されている創業当初からの経営理念と行動規範は、

一貫してぶれることなく今日まで受け継がれています。

これからもステークホルダーの皆様との信頼関係の構築と

社会課題・環境課題の解決に努め、 

「新しき社会の環境づくり」を目指します。 ※ この体系図は、人権・コンプラ
イアンスを全ての土台とした当
社の考え方を表現しています。

社是

使命・ビジョン

社訓・三建グループ倫理憲章・方針

人権尊重・コンプライアンス推進

行動規範経営理念
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三建設備工業の軌跡
　三建設備工業の始まりは、1946年（昭和21年）3月。社員17名でスタートした事業は、昭和20年代には全国に営業を拡大し、

多くの経験と実績を積み上げてきました。また、地球温暖化対策のひとつとして、いち早くZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ

ル）の技術開発に取り組み、2014年には業界に先駆けて当社施設のつくばみらい技術センターで全館のZEBを達成いたしました。

その後も北海道支店、さいたま技術センターのZEB実現や海外へのZEB普及活動を行うなど、「環境創造企業」として邁進して

います。

1 2 3 4 5 6 7
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1946（昭和21年）
●　 初代社長松井實が社員17名と 
日本橋兜町に三建工業合資会社を 
創業 

●　 仙台出張所開設 
（現 東北支店）

1947（昭和22年）
●　 三建設備工業株式会社に改組 
（資本金100万円）
●　 札幌出張所開設 

（現 北海道支店）

1

1961（昭和36年）
●　 創立15周年記念式典 
（東京・椿山荘） 

1962（昭和37年）
●　 横浜出張所開設 
（現 横浜支店）

1965（昭和40年）
●　 本社新社屋完成 
（東京都中央区日本橋蛎殻町）
●　 千葉出張所開設 
（現 東関東支店）

3

4

1992（平成4年）
●　 つくば総合研究所完成 
（現 つくばみらい技術センター）

1996（平成8年）
●　 創業50周年

1999（平成11年）
●　 ISO9000全店認証取得
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1950（昭和25年）
●　 名古屋出張所開設 
（現 名古屋支店）

1952（昭和27年）
●　 大阪出張所開設 
（現 大阪支店）

1953（昭和28年）
●　 広島出張所開設 
（現 中国支店）

1954（昭和29年）
●　 福岡出張所開設 
（現 九州支店）
●　 本社を東京都中央区 
日本橋箱崎町に移転 2

1976（昭和51年）
●　 埼玉出張所開設 
（現 北関東支店）

1978（昭和53年）
●　 本社第二ビル竣工 
（東京都中央区箱崎町）

1981（昭和56年）
●　 取締役社長に三舟誠一が就任

1984（昭和59年）
●　 大阪支店社屋完成

1985（昭和60年）
●　 取締役社長に寺本明男が就任

2010（平成22年）
●　 つくばみらい技術センターを 

ZEB化を目指し改修

2012（平成24年）
●　 執行役員制度導入

2013（平成25年）
●　 本社・東京支店を 
東京都中央区新川に移転

●　 ASEAN市場開拓を目指しタイ
に進出

2014（平成26年）
●　 つくばみらい技術センターZEB
化達成

2016（平成28年）
●　 平成27年度省エネ大賞 
「資源エネルギー庁長官賞」を受賞
●　 創業70周年
●　 タイ駐在員事務所開設
●　 ジャカルタ駐在員事務所開設
●　 ミャンマー現地法人設立

2017（平成29年）
●　 ZEBプランナーに登録
●　 北海道支店のZEB化を目指し
建替え

2018（平成30年）
●　 北海道支店・北海道三建サー
ビス工事の新社屋（札幌三
建ビル）完成。BELS（ZEB 
Ready）認証を取得 6

2002（平成14年）
●　 ISO14000全店認証取得
●　 東京事業本部を東京本店に改組 
（現 東京支店）

2005（平成17年）
●　 リフレッシュ60 推進プロジェクト発足

2006（平成18年）
●　 創業60周年

2008（平成20年）
●　 取締役社長に松井栄一が就任

2021（令和3年）
●　 創業75周年
●　 埼玉県伊奈町の 
上尾倉庫を取り壊し、ZEB研
修施設建設に向けて着工

●　 国連グローバル・コンパクトに
署名

●　 ミャンマー現地法人閉鎖

2022（令和4年）
●　 さいたま技術センター竣工
●　 パートナーシップ構築宣言を
公表

●　 令和3年度省エネ大賞2部門受賞 
・省エネルギーセンター会長賞 
・審査委員会特別賞 

●　 札幌三建ビルNearly ZEBを達
成（2021年度実績）

●　 さいたま技術センターでBELS
（ZEB Ready）認証を取得
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　この2年以上にわたり、人類は新型コロナウイルスという脅

威に直面しており、世界中で従来の生活様式に変更を迫られ

る状況が続いています。

　こうしたパンデミックの状況下においても化石燃料の消費は

進み、主要な温暖化ガスの一つである二酸化炭素の大気中の

濃度は一貫して増え続けています。温暖化ガスの増加は気候

変動を引き起こし、人類がこれまで築いてきた文明社会を脅か

しつつあり、地球全体の課題となっています。

　この課題には人類が協力して解決に当たらなければなりませ

んが、ロシアによるウクライナ侵攻にみられるような力による

現状変更や世界貿易機関（WTO）における先進国と新興国の

対立、権威主義の政府による人権侵害などが、平和を維持す

る枠組みや人や物、情報の自由な移動を推進するしくみを機

能不全に陥れています。

　しかし、持続可能な社会をつくろうとする動きに吹き付ける

強い逆風の中でも気候変動への対策によって脱炭素社会の実

現に向けた産業構造の劇的な変化が進みつつあり、新技術へ

の投資も期待されています。私たち三建設備工業は脱炭素社

会を支える思いを「SANKEN Challenge 2030」として掲げ、

持続可能な社会の実現を目指して努力を続けてまいります。

　現在取り組んでいる中期経営計画（2021~2023年）は、こ

の行動の第一段階と位置づけます。私たちの手がける環境づく

りにおいても、温暖化ガス排出抑制やZEB（ネット・ゼロ・エ

ネルギー・ビル）の普及といった課題を解決するのみならず、

脱フロン、省資源、廃棄物抑制・リサイクル処理など、ますま

す複雑化する要求にお応えしていきます。そして、数十年にも

わたる設備のライフサイクルに対応した技術とサービスを提供

する企業として日々邁進しております。

　社会とのさまざまな協力関係の構築とともに、コンプライア

ンスの推進をはじめとする会社のしくみとしての内部統制のレ

ベルアップをはかり、それをもとに行動する「人」の意識を高

める努力を続けてまいります。また、お客様に継続して安心と

信頼をいただき、ご支持いただくために、従業員と関係するす

べての人々が働きやすい環境づくりにも心がけております。環

境をつくり上げ、その維持にたずさわるのは人であり、風通し

の良い人間味豊かな組織風土の中で、意欲に溢れかつ日常に

おいても心豊かに生活している人 こ々そ、お客様に本当に良い

環境やサービスを提供することができると考えるからです。

　私たちは、企画段階から設計、施工、メンテナンス、そし

てリニューアルに至るまで総合的な環境づくりのプロフェッショ

ナル集団として、これからもお客様に、社会に、地球環境の

保護に貢献してまいります。そして、これからも空気と水の環

境創造企業として脱炭素社会づくりのリーディングカンパニー

を目指し、今まで70年余の歴史を通して築いてきた経営基盤

をさらに一歩一歩しっかり固め、100年に向けて歩んでまいり

ます。

トップメッセージ

　建築設備のエンジニアリング技術を軸に、快適性と省エネ性を両立させた建物に関わる様々なサービスをご提供いたします。

事業概要

空調設備
人々の暮らしを健康でかつ快適にし、医療・福

祉環境の向上や産業・技術革新などの経

済活動を支える様々な空調設備に取

り組むと共に、地球環境にも配慮

した温熱環境をご提供いたします。

給排水衛生設備
生活に欠くことのできない、安全で衛生的な社

会をつくるための給水・給湯・排水・ガ

ス設備、工場のユーティリティ設備な

ど、資源を有効に利用する設備を

ご提供いたします。

電気設備
日々の業務や生活を安定して支える、

空調などの様 な々機器への動力の供給や、

灯り、通信などに必要とされる電力を、効率

的に使用できる電気設備をご提供いたします。

建築
ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

実現のための企画・提案、 リニューアル
の内装工事 、健康の維持・生産性向上のた

めの室内環境デザインなどをご提供いたします。

ファシリティ
マネジメント
ソリューション
設計・施工・

ライフサイクル計画

代表取締役社長

松井 栄一

空気と水の環境創造企業として、脱炭素社会の実現に貢献します
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　三建設備工業は、お客様の建物の企画・提案からスタート

し、計画・設計、施工・システム調整、お引き渡し後のメン

テナンスやリニューアルまで、建物のライフサイクルにおける様々

な局面でエンジニアリング技術を活かしたトータルサポートを

ご提供しています。

　お客様のリニューアルニーズに対し、省エネ診断、劣化診断、

運転状況調査などを必要に応じて実施し、国や自治体が省エ

ネに寄与する高効率システムを導入する際に必要な資金の一

部を負担する補助金利用をサポートするなど、より効果的な

リニューアル計画をご提案いたします。

建物のライフサイクルを
トータルサポート

カーボンニュートラル社会の実現を目指し、デジタル技術を活用したビルの企画・提案・運用管理、省エネ診断など、

建物を効率的に運用していくためのソリューションをご提案いたします。

ファシリティマネジメント ソリューション

エンジニアリング
技術を活用

企画・提案

計画・設計

施工・
システム調整

メンテナンス・
コンサルティング

リニューアル

研究・開発　




