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主な業界団体加盟状況
●   一般（社）日本空調衛生工事業協会
●   公益（社）空気調和・衛生工学会
●   一般（社）建築設備技術者協会
●   一般（社）日本計装工業会　
●   一般（社）日本建築設備診断機構
●   公益（社）腐食防食学会　

●   一般（財）省エネルギーセンター
●   世界省エネルギー等ビジネス推進協議会
●   一般（社）アルミ配管設備工業会
●   公益（社）日本ファシリティマネジメント協会　
●   公益（社）日本空気清浄協会　
●   一般（社）buildingSMARTJapan

会社概要　2022年9月1日現在

コーポレートデータCorporate Data

社名 三建設備工業株式会社

英文名 SANKEN SETSUBI KOGYO CO., LTD.　 

本社所在地 東京都中央区新川1-17-21　茅場町ファーストビル

電話 03-6280-2561

資本金 10億円

社員数 技術系 937名　事務系 343名　社員総数1,280名

売上高 750億円（2022年3月期）

代表取締役社長 松井栄一

建設業許可番号 国土交通大臣許可（特 -29）第1879号

建設業許可種 管工事業・建築工事業・電気工事業　他

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61948号

ZEBプランナー登録       一般（社）環境共創イニシアチブZEB29P-00006-PGC（設計・コンサル )

主要技術資格保有者数 

寺本 明男

代表取締役会長
松井 栄一

代表取締役社長・社長執行役員
（SDGs推進責任者）

佐藤 朋巳（働き方改革担当 兼 IT推進担当 兼 管理本部長）
小柳 雄司（技術統括本部長 兼 DX推進担当）
中根 且統（名古屋支店長）

三舟 敏夫（営業担当）
櫻木 雅之（デザイン生産センター長 兼
                   SDGs推進担当兼技術広報担当）
藤岡 裕次（CSR推進担当）
新宅 洋治（東京支店虎ノ門事業所長）
山田 幸男（東京支店長）
廣瀬 彰信（東北支店長）
永田 博巳（九州支店長）
中村 成利（北関東支店長）
森川 浩二（横浜支店長）
沖浦 孝男（北海道支店長）
井上 勝磨（東関東支店長）
柴田 稔　 （名古屋支店副支店長 兼 エンジニアリング部長）

役員一覧　2022年6月27日現在

尾崎 正道

取締役・専務執行役員
（安全統括兼コンプライアンス推進統括 

兼 エンジニアリング担当
兼 生産性向上担当）

赤瀬 宏司

取締役・専務執行役員
（営業統括本部長
兼 首都圏統括兼首都圏事業部長
兼 北海道東北地区統括）

後藤 逸文

取締役・専務執行役員
（営業統括本部副本部長
兼 西日本統括 兼 西日本事業部長
兼 名古屋地区統括 兼 大阪支店長）

取締役

常勤監査役

西田 誠

監査役※

馬塲 杉夫

監査役※

三河 正宏

監査役※

横溝 正子

常勤監査役・監査役

常務執行役員 執行役員

技術士 12名

1級管工事施工管理技士 708名

消防設備士（甲種） 497名

1級電気施工管理技士 39名

一種電気工事士 4名

1級建築士 23名

1級建築施工管理技士 39名

エネルギー管理士 42名

建築設備士 128名

1級計装士 164名

空衛学会設備士 232名

建築設備検査資格者 12名

CASBEE建築評価員 3名

RSTトレーナー 14名

建設業経理士1級 7名

博士 6名

※会社法第2条第16号に定める社外監査役

横溝法律事務所
弁護士

専修大学大学院
経営学研究科長 教授

さくら銀行（現 三井住友銀行）
元理事
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事業所一覧

コーポレートデータ  Corporate Data

組織図

営業部　

業務部

安全環境グループ　

コストグループ　

品質グループ　

技術企画グループ　

開発グループ

電気計装グループ　

生産システムグループ　

建築グループ

技術部　

営業開発部　

業務部

総務人事部

経理部

情報企画部

株
主
総
会

取
締
役
会

会
長

社
長

内
部
監
査
室

経
営
企
画
室

法
務
室

監
査
役
会

首都圏事業部

横浜支店

大阪支店

東京支店

名古屋支店

北海道支店

中国支店

東関東支店

北関東支店

西日本事業部

東北支店

九州支店

営業統括本部

技術統括本部

グローバル事業本部

管理本部

本社

デ
ザ
イ
ン
生
産
セ
ン
タ
ー

タイ駐在員事務所〈バンコク〉 
インドネシア駐在員事務所〈ジャカルタ〉

海外事業所 

三建サービス工事（株）

北海道三建サービス工事（株）

東北三建サービス工事（株）

西日本三建サービス（株）

三建商会（株）

ウイトコインダストリー（株）

グループ会社

東北支店●
●青森営業所 

●岩手営業所 

●秋田営業所 

●山形営業所 

●福島営業所

北海道支店●
●釧路営業所 

●函館出張所 

●旭川出張所 

●帯広出張所 

●北見出張所

●西日本事業部
●大阪支店
●京滋営業所 

●神戸営業所 

●四国営業所 

●奈良出張所

●名古屋支店
●北陸営業所 

●岐阜営業所 

●静岡営業所 

●三重営業所 

●富山出張所 

●福井出張所

●九州支店
●佐賀営業所 

●長崎営業所 

●大分営業所 

●宮崎営業所 

●沖縄営業所

●北関東支店
●新潟営業所 

●宇都宮出張所

●本社
●つくばみらい技術センター

●さいたま技術センター

●首都圏事業部
●東京支店
●多摩営業所 

●山梨営業所 

●長野営業所 

●諏訪出張所

●東関東支店
●茨城営業所

●横浜支店

●中国支店
●岡山営業所 

●山口営業所
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営業利益

コーポレートデータ  Corporate Data

貸借対照表

損益計算書

（2022年3月31日 現在）

(2021年4月1日から2022年3月31日まで )

 （単位 :千円）

資産の部 負債の部

流動資産 55,953,823 流動負債 36,369,106

固定負債 6,991,112

   負債合計 43,360,219

純資産の部

固定資産 9,055,351 株主資本 20,493,059

　有形固定資産 438,419 　資本金 739,954

　無形固定資産 204,886 　利益剰余金 19,753,104

　投資その他の資産 8,412,044 　　利益準備金 184,988

　　その他利益剰余金  19,568,116

評価・換算差額等 1,155,896

純資産合計 21,648,955

 資産合計 65,009,175 負債純資産合計 65,009,175

 （単位 :千円）

完成工事高 75,095,749

完成工事原価 65,650,695

　完成工事総利益 9,445,054

販売費及び一般管理費 6,453,099

　営業利益 2,991,954

　　営業外収益 245,805

　　営業外費用 1,246,364

　経常利益 1,991,395

　　特別利益 107,802

　　特別損失 7,712

　税引前当期純利益 2,091,485

　　法人税、住民税及び事業税 1,070,267

　　法人税等調整額 △ 82,516

　当期純利益 1,103,734

三建設備工業株式会社 IR情報　　https://skk.jp/corporate/ir/

https://skk.jp/corporate/ir/
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営業の概況 （2021年4月1日から2022年3月31日まで）

今後の見通しおよび対処すべき課題

経営方針

コーポレートデータ  Corporate Data

　当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の相次ぐ変異株の出現に対して、ワクチンの普及や景気

支援策により、景気は回復基調で推移しました。

　一方で、直近においては、ロシアによるウクライナに対す

る軍事侵攻を起因とする資源価格の高騰やサプライチェーン

の混乱の影響が懸念されます。また、急激な円安の進行がみ

られるなど、経済の不透明感は益々高まっています。

　建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移しており

ますが、受注価格競争は厳しさを増しており、施工面におい

ても慢性的な労働者不足や資機材価格の急激な上昇により、

厳しい経営環境が続いております。

　このような事業環境の下で、当社では受注の確保と収益の

向上に総力を挙げて取り組み、採算性と施工体制を重視した

事業活動を続けてまいりました。

　その結果、完成工事高は750億9千5百万円（前期比5.9%

減）となりました。コスト管理の徹底や施工および現場事

務処理の効率化により、営業利益は29億9千1百万円（同

13.7%増）となりました。また、経常利益については営業外

費用が前期より減少したことにより、19億9千1百万円（同

181.8%増）となり、当期純利益については11億3百万円（同

956.6%増）となりました。

　今後のわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染

拡大の影響を受けて輸出は大幅に減少し、全国に緊急事態宣

言が発令される事態となったことで、外出の自粛が続き、個

人消費の減少傾向も見込まれます。コロナ禍が長期化した場

合は、さらなる景気悪化も考えられ、先行きの見通せない厳

しい状況が続いています。

　建設業界におきましては、政府の景気対策による公共投資

の増加が期待されますが、民間企業の経営環境悪化による設

備投資の下振れは避けられず、厳しい環境になることが予想

されます。

　また、技術者・技能労働者の不足と長時間労働問題は建

設業界の構造的な課題となっています。

　今期（2021年度〈2021年4月～2022年3月〉）は、前年

度までの5ヶ年にわたる中期経営経計画を見直して、CSR活

動推進に対応した新たな3ヶ年の中期経営計画を策定し、更

なる組織の見直しを含めた活動を実施しました。新経営計画

の策定にあわせて2022年以降の安定的な経営環境を醸成す

るために、当社のビジョンを基に引き続き目標達成のための

事業を継続します。

経営目標（受注・完工・利益）の設定（三建設備工業単独値）

　次年度の新中期経営計画の策定にあたり、新年度（2022

年度）における安定した経営環境を目指すため新たに目標を

設定しています。

●   受注工事高：823億円
●   完成工事高：819億円
●   完成工事利益：85億円

経営方針

1.  CSR推進・脱炭素社会の実現に貢献する

 ・ サステナビリティ（Sustainability:持続可能性）を

高め、事業活動を成長させる

 ・ SANKENCallenge2030をわが社のCSRの柱とし

てより深化させていく

 ・CSR関連活動の継続

2.  競争激化と自己変革

 ・ 基本となる内容の良い受注を積み重ね生産性の向

上をはかる

 ・ CS活動とあわせ、民間分野のアルファ受注活動

の更なるレベルアップを目指し変革を求める

 ・ 営業本部を営業統括本部とあらためて首都圏事業

本部、西日本事業部、各支店と有機的につながり

全社的な営業活動を進め、総合的な受注力の向

上をはかる

 ・ 空調、衛生、電気計装の専門性を生かし「設備

の総合エンジニアリング会社」となって、わが社

の強みを育てる

3.  グループ経営

 ・ 総合的な受注力を高め、グループ全体の売り上げ

1000億円を目指し、グループ会社経営の効率化

と内部統制やコンプライアンスの強化をはかる

4.  働き方改革の仕組みづくりと人材育成

 ・ タレントマネジメントシステム活用による能力に応

じて活躍できる職場づくりを進める

 ・ 働き方改革のマイルストーンである2024年に向けて、

業務分掌、職務基準、人事考課や報酬のしくみを

見直す

 ・ 人材育成において、ICTを使いこなす能力を高める

 ・ デザイン生産センターの立ちあげに伴い、モデル

物件の計画やSANKENSmartBAの導入、コンカ

レントエンジニアリングやフロントローディングを

推進する
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第三者意見

目標・取組みがよく判るレポート。
今後の発展に期待
　「空気と水の環境創造企業」を標榜する三建設備工業が最初の

コーポレート・レポートを作成しました。このレポートでは「新し

き社会の環境づくり」を目指す三建設備工業の決意表明として、経

営理念、行動規範が提示され（pp.4-5.）、今までの軌跡と共に松

井社長の力強いメッセージが語られています（pp.6-9.）。地球温暖

化に対して「SANKEN Challenge 2030」による持続可能な社会

の実現の道筋が示されます。

　「SANKEN Challenge 2030」のページ（pp.10-11.）では具体

的な5つのテーマが掲げられ、それぞれがESGのどれに該当するの

か、ISO26000中核課題との関連はどこにあるのか、そして、17の

SDGsゴールにどのように関連しているのかが一目瞭然に解るよう

になっています。それぞれの2021年度目標と成果、そして2022年

度と2030年度目標が示され、三建設備工業のチャレンジ意欲が良

く感じられる構成です。

　三建設備工業は業界でも最も早い段階から年間の一次エネルギー

消費量の収支をゼロとすることを目指すネット・ゼロ・エネルギー・

ビル（ZEB）に取り組んできました。1992年に設立された「つく

ばみらい技術センター」ではリニューアルを繰り返し、2013年度に

全館でNet ZEBを達成しています（p.25.）。技術のページ（pp.16-

21.）ではこのZEBへの取り組み、そして実現状況の進展が判りや

すく述べられています。それを補完する放射空調などの技術群、そ

してエコサラ、Sanken Smart BA System、ヒートパイプLEDといっ

た製品サービスがあり、地球温暖化問題への取り組みの具体化が

窺われます（pp.22-25.）。

　後半ではESGそれぞれの具体的な取り組みが纏められています。

Eの環境面のページ（pp.28-31.）では、ZEBの具体例として寒冷

地型ZEB「札幌三建ビル」、ZEB Ready「さいたま技術センター」

が紹介され、ZEB取り組み状況が判りやすく紹介されるので読みや

すさを増加させています。ZEBのためには再生可能エネルギー利用

が不可欠で、地中熱（地下水）、太陽熱利用などの技術が判り易く

解説され、納得のいく環境対策となっています。

　Sの社会面のページ（pp.32-45.）では「お客様のニーズに応え

るべく組織力と人間力で邁進」という品質方針のもと、様々な取り

組みが紹介されていますが、特に目を引くのが人材教育活動とワー

クライフバランスという、組織力と人間力の一層の強化策です。各

種社内研修による若手育成、様々な働き方を支援する制度と働き方

プロフィール
　企業と社会フォーラム学会理事、公認会計士試験経営

学試験委員、中外製薬CSRアドバイザリーコミッティ委

員などを歴任。専門は計量経営学・企業評価論。主著に

『CSRと社会的責任は違う！』（千倉書房、2018）など。

慶應義塾大学商学部教授
博士（商学）、
慶應義塾大学商学部長、慶應義塾理事

岡本 大輔氏

 　「コーポレートレポート2022」発行

にあたり貴重なご意見を賜り誠にあり

がとうございます。弊社のESGへの

取組みと持続的な成長戦略に評価を

いただいたことは大きな励みになります。

　ご指摘いただいた「エントリー・ポ

イントとしての役割の充実」と「明確

化した価値創造プロセスの公表」は課

題として真摯に受け止め、次回以降の

レポートは改善し作成するように努め

ます。来期は弊社をより深くご理解い

ただくためにホームページの充実を進

めてまいります。

　弊社は今回のコーポレートレポート

作成により、新たな時代に第一歩を踏

み出しました。これからも「SANKEN 

Challenge 2030」を軸にPDCAを推

進し、持続可能な社会の実現を目指

す活動を行います。

　経済的側面だけにとらわれず、環境

と社会に対しても、当たり前に貢献で

きるバランスの取れた企業へと成長で

きるように努力をし、わかりやすいレ

ポートを公表して皆様の理解を得てま

いります。今後も忌憚のないご意見と

ご指導を賜りますようお願い申し上げ

ます。

意見を受けて

取締役　専務執行役員
尾崎 正道

改革の推進により、三建設備工業の真摯な取り組みが感じられま

す。ページは戻りますが、「体験型研修施設　さいたま技術センター

が運用開始」というインタビュー記事（pp.12-15.）でも社員研修

のための配管・ダクトなどの設備の見える化、管工事・電気工事・

建築工事の自社一括施工とZEB Ready計画、社内外ステークホル

ダーとの交流拠点など、三建設備工業がめざす技術と社会の融合

計画が身近に感じられるような工夫がたくさん紹介されています。

　Gのガバナンス面のページ（pp.46-49.）ではコーポレート・ガ

バナンスに対する基本的な考え方として、すべてのステークホルダー

からの信頼に応えるべく、経営の監督と業務執行のバランスを取

り、透明・公平かつ迅速・果断な意思決定を行なうことが宣言され、

具体的なガバナンス体制、内部統制システム、リスクマネジメント、

公正な事業慣行が纏められ、信頼のおけるガバナンス体制が内外

部共に認められる状況が良く判るようになっています。

　さて、今回のコーポレート・レポートは統合報告書という名称に

はなっていませんが、それを目指す第一歩との位置づけであると認

識しています。そのためには統合報告書に期待される、エントリー・

ポイントとしての役割の充実が求められます。そもそも統合報告書

は、従来の財務報告書とCSR報告書・環境報告書・サステナビリ

ティ報告書などの非財務報告書を統合したもの、という理解が一般

的です。しかし、単純に財務報告書と非財務報告書を統合してしま

うと、情報が多すぎ、さらに焦点が曖昧になってしまい、報告書と

しての位置づけが不明確になってしまいます。そこで登場するのが

エントリー・ポイントとしての統合報告書です。いろいろなステーク

ホルダーが、それぞれの関心で企業の全体像を理解し、さらに細

かい情報に関しては「ここに行けば得られる」というポイントのみ

を示すのがエントリー・ポイントの考え方です。WEBサイトの特定

のページに誘導するも、別の報告書の掲載場所を提示するも、方

法はいろいろあると思いますので、次号では是非、工夫をしていた

だきたいと思っています。

　更に今後に期待されるのは統合報告書に求められる価値創造プ

ロセスの明確化です。国際統合報告協議会（IIRC）では国際統合

報告フレームワークを提唱し、そこで長期の価値創造プロセスとし

てオクトパス・ダイヤグラムと呼ばれる概念図を示しています。それ

をそのまま採用する必要はありませんが、それらを参考に、三建設

備工業の価値創造プロセスの公表を期待したいと思います。
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