
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高松市春日町 129 番地 

TEL087-843-6350 

FAX087-843-6446 



1 　　　　　安全はすべてにおいて優先する。

2           良い商品をスピーディーに納め
　　 　 　顧客に喜ばれ満足される企業を目指す。

3 　　　　　自然と調和し地域社会に溶け込み
　　　　　豊かな文化づくりに寄与する。

これらによって社業の発展を通じて社会に貢献する。

企業理念



● 社　　　　名 　　　株式会社　誠良興業

● 所　在　地 　　　本社 　　　　　香川県高松市春日町１２９番地
　　　さぬき営業所 　　　　　さぬき市造田宮西８６９番地
　　　多度津営業所 　　　　　仲多度郡多度津町山階１８４７番地１

● 役　　　　員 　　　代表取締役　　　　 宮宇地　　佑樹
　　　取締役 宮宇地　　恵子
       会計参与 山本　　 　純
　　　監査役 南原　　　 勉

● 従　業　員 　　　営業部 ２名
　　　工務部 ３名
　　　総務部 ２名
　　　工事部    １５名

● 創　　　　業 　　　昭和　４４年　　４月　　１日

● 設　　　　立 　　　昭和　５４年　　１月　１２日

● 資　本　金      20,000,000円

● 建設業登録 　　　建設業許可 香川県知事許可　特-３　第２９７７号
　
　土木工事 水道施設工事 鋼構造物工事 とび・土工工事

石工事 しゅんせつ工事 舗装工事 塗装工事

解体工事

香川県知事許可　般-３　第２９７７号

建築工事 管工事

● 年　　　　商 　　　過去２年平均　　　 ８．５億円

● 主要取引銀行 香川銀行 水田支店

中国銀行 高松東支店

会社概要



● 所属団体 香川県建設業協会
高松市建設業協会
高松市上下水道組合

● 主要取引先 一般顧客
（順不同） 香川県　　　

高松市
屋島東町土地改良区
古高松土地改良区　　　
（株）一宮工務店
（株）合田工務店　　　　　　　　
（株）小竹興業
（株）大京穴吹建設
大鉄工業（株）
（株）NIPPO
前田道路（株）

● 保有機械等 バックフォー ０．７ｍ３ １台
バックフォー ０．４５ｍ３ ５台
バックフォー ０．２５ｍ３ １台
バックフォー ０．２ｍ３ ３台
バックフォー ０．１５ｍ３ ４台
バックフォー ０．１ｍ３ １台
ユニック車 ４ｔ １台
回送車 ８ｔ １台
ダンプトラック ４ｔ ２台
ダンプトラック ２ｔ ２台
トラック車 ６台
営業車 ２台
連絡車 ２台
安全パトロール車 １台

会社概要



● 昭和４４年 香川県高松市春日町１２９に於いて三協住宅設備創業

昭和５４年 有限会社三協水道法人設立（資本金　300万円）

昭和５６年 建設業許可　管工事業・水道施設工事業（般ー５６）第２９７７号

昭和５８年 誠良興業有限会社商号変更（資本金　300万円）

昭和５９年

昭和６２年

平成２年

平成５年

平成８年

平成１０年 ロゴマーク改訂

平成１２年 資本金増資　（資本金　2000万円）

平成１２年 株式会社　誠良興業　組織変更　（資本金　2000万円）

平成１７年 さぬき営業所設立

平成１８年 建設業許可　土木工事業・管工事業・水道施設工事業・とび土工工事業・石工事業

　　　　　　　　舗装工事業・しゅんせつ工事業・鋼構造物工事業・塗装工事業

（般ー１８）第2977号

平成１８年 特定建設業許可　土木工事業・水道施設工事業・とび土工工事業・石工事業

　　　　　　　　舗装工事業・しゅんせつ工事業・鋼構造物工事業・塗装工事業

（特ー１８）第2977号

平成２０年 建設業許可　建築工事業

（般ー２０）第2977号

平成２１年 ISO９００１と１４００１を新規取得
MSA-QS-3560
MSA-ES-0861

平成２２年 多度津営業所設立

平成２３年 特定建設業許可　土木工事業・水道施設工事業・とび土工工事業・石工事業

　　　　　　　　舗装工事業・しゅんせつ工事業・鋼構造物工事業・塗装工事業

（特ー２３）第2977号

建設業許可　建築工事業・管工事業

（般ー２３）第2977号

建設業許可　土木工事業・管工事業・水道施設工事業（般ー８）第２９７７号

建設業許可　土木工事業・管工事業・水道施設工事業（般ー５９）第２９７７号

建設業許可　土木工事業・管工事業・水道施設工事業（般ー６２）第２９７７号

建設業許可　土木工事業・管工事業・水道施設工事業（般ー２）第２９７７号

建設業許可　土木工事業・管工事業・水道施設工事業（般ー５）第２９７７号

会社変革



● 平成２８年 特定建設業許可　土木工事業・水道施設工事業・とび土工工事業・石工事業

　　　　　　　　舗装工事業・しゅんせつ工事業・鋼構造物工事業・塗装工事業

（特ー２８）第2977号

建設業許可　建築工事業・管工事業

（般ー２８）第2977号

特定建設業許可　解体工事業

（特ー２８）第2977号

令和2年 宮宇地佑樹 常務取締役に就任

令和3年 特定建設業許可　土木工事業・水道施設工事業・とび土工工事業・石工事業

　　　　　　　　舗装工事業・しゅんせつ工事業・鋼構造物工事業・塗装工事業・解体工事業

（特ー３）第2977号

建設業許可　建築工事業・管工事業

（般ー３）第2977号

令和3年 宮宇地佑樹 代表取締役に就任

会社変革



発 　注　 者 年　度

《公共工事》
平和公園墓園区画造成工事 高松市 H23

香川県 H24

高松市 H25

香川県 Ｈ26

三木町 Ｈ27

町道川西阿庄線道路改良工事 多度津町 H28

高松港港湾海岸津波等対策工事（朝日地区）（護岸工） 香川県 H29

香川県 H30

高松市 R1

高松市春日町口径75㎜配水管新設工事 R2

サンポート地下埋設物撤去工事 高松市 R2

《民間工事》
ケーズデンキ高松春日店開発工事 18,935㎡ ㈱ビッグ・エス H23

前田道路㈱ Ｈ25

小竹興業㈱ Ｈ26

36,057㎡ ㈱一宮工務店 Ｈ27

㈱マルナカ藍住店開発工事 ㈱一宮工務店 Ｈ27

（仮称）エブリイ高松多肥店開発工事 9,496㎡ ｹｲｴﾙﾘｰｽ＆ｴｽﾃｰﾄ㈱ Ｈ27

（仮称）エブリイ高松下田井店開発工事 20,348㎡ オリックス㈱ Ｈ28

大鉄工業㈱ Ｈ28

ソルトインドアテニススクール新築工事 4,787㎡ ㈱合田工務店 H29

新田町字本村開発工事 5,520㎡ ㈱ロータリーハウス H29

（仮称）マルナカ川部店新築工事 4,827㎡ ㈱一宮工務店 H30

屋島中学校屋内運動場等改築工事 ㈱高岸工務店 H30

シコクセイカ高速㈱基礎・外構工事 サンワサポート㈱ Ｈ30

新田町字本村開発工事（Ⅱ） 4,712㎡ ㈱ロータリーハウス Ｈ30

㈱一宮工務店 Ｈ30

22,977㎡ ㈱マルナカ H30

大鉄工業㈱ R1

（仮称）マルナカ春日店新築工事 小竹興業㈱ R1

（仮称）マルナカ円座店開発工事 14,046㎡ 大企建設㈱ R1

（仮称）タイム高松六条店開発工事 15,710㎡ ㈱ハローズ R1

（仮称）タイム高松六条店土工・外構工事 西本工業㈱ R2

グラスガーデン氷上開発工事 3,356㎡ ㈱ロータリーハウス R2

（仮称）コーナンPRO高松元山店新築工事 8,100㎡ ㈱一宮工務店 R2

㈱ムロオ高松支店坂出番の州ターミナル新築工事 ㈱一宮工務店 R2

（仮称）マルナカ円座店土工事・外構工事 ㈱一宮工務店 R2

（仮称）マルナカ北佐古店開発工事 9,343㎡ マックスバリュ西日本 R2

工　　　　事　　　　名

相引川　高潮等対策整備工事（第2工区）

庵治町口径150㎜配水管布設工事（No.2）

（防災安全社会資本整備交付金）公園東門線道路整備工事

農業集落排水事業三木東地区管路施設工事（36工区）

高松港朝日地区埋築工事・高松港港湾維持修繕工事（合冊）

庵治港胸壁建設工事

（仮称）エブリイ高松下田井店及びﾃﾅﾝﾄ棟新築工事

宿坊琴平敷島館新築工事

㈱マルナカ新味彩工房建設用地造成工事

㈱マルナカ新味彩工房建築工事

香川県広域水道企業団

香川県立中央病院建築工事（外構工事）

いちご高松ＥＣＯ発電所新築工事

㈱マルナカ鴨島店開発工事

工事経歴



〒７６１－０１０１ 香川県高松市春日町１２９番地
ＴＥＬ ０８７－８４３－６３５０ ＦＡＸ ０８７－８４３－６４４６

〒７６９－２３１１ 香川県さぬき市造田宮西８６９番地
ＴＥＬ ０８７９－５２－１３３７ ＦＡＸ ０８７９－５２－１３３８

所在地



　　〒７６４－００３４香川県仲多度郡多度津町山階１８４７番地１
　　ＴＥＬ　０８７７－３２－４６２０　ＦＡＸ　０８７７－３２－４６９０




