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取締役会長

田中素行

代表取締役

田中大成

ごあいさつ
平素は皆様方に格別のご愛顧を賜り有難く厚く御礼申し上げます。
弊社は昭和３３年会社設立以来、御得意様各位の絶大なるご指導・
ご支援のもとに創業以来の理念とも云うべき「お客様の身に添った作
品の創造」をモットーとして技術の向上に

全社員一丸となって努め

てまいりました。お陰さまにて逐年、業績も確実に進展致し、土木･建
築･住宅事業･不動産の各分野にわたり

又県外での業績も増加して

営業範囲が広がってまいりました。これもひとえに皆様方の終始変わ
らぬご援助の賜と心から感謝申し上げる次第でございます。
今後とも大変厳しい環境の中で皆様のお力添えを賜りながら、全社
員心を合わせ、意識の改革と創意工夫により弊社「社是」を基本とし
て尚一層の精進努力を致しますので、更なるお引立の程を伏して御願
い申し上げます。

代表取締役

田中 大成

建設業許可

昭和３２年４月１日
昭和３３年４月１０日
３０，０００，０００円
①土木及び建築工事の請負
②土木及び建築の設計及び監理業務
③土地、建物の維持管理に関する業務
④宅地建物取引業
⑤都市開発、地域開発、宅地造成等の事
業に関するコンサルタント業務
⑥大型店舗、スポーツ施設の施工、経営、
賃貸、管理、及び土地造成に関する業務
⑦家具、調度品の販売
⑧ソーラーシステムの販売、取付工事
⑨特定労働者派遣事業
⑩損害保険代理業務
前記各号に付帯する一切の業務
国土交通大臣許可(特)第２０４８９号
土木工事業、建築工事業、
とび・土工工事業、
電気工事業、管工事業、
水道施設工事業、
タイル･れんが･ブロック工事業
屋根工事業、板金工事業、
ガラス工事業、防水工事業
内装仕上工事業、建具工事業
左官工事業、鋼構造物工事業
塗装工事業、解体工事業

一級建築士
福井県知事登録 (い)第６９０号
事務所登録
宅地建物
福井県知事 第９２７号
取引業免許
従 業 員 数 １３２名(令和３年４月現在)
１級土木施工管理技士･･･････････１５名
２級土木施工管理技士･･･････････ ８名
一級建築士･････････････････････１４名
二級建築士･････････････････････２４名
１級建築施工管理技士･･･････････３２名
２級建築施工管理技士･･･････････ ８名
１級電気施工管理技士･･･････････ １名
２級造園施工管理技士･･･････････ ２名
１級管工事施工管理技士･････････ ４名
２級管工事施工管理技士･････････ ５名
１級建設機械施工技士･･･････････ ２名
コンクリート技士･･･････････････ ４名
１級建設業経理士･･･････････････ ３名
２級建設業経理士･･･････････････ ６名
宅地建物取引主任者･････････････１０名
主要取引銀行 福井銀行武生支店
北陸銀行武生支店
みずほ銀行東京中央支店
福井信用金庫武生北支店
福邦銀行武生支店
加 盟 団 体 (一社)福井県建設業協会
福井県建築工業協同組合
(一社)丹南建設開発機構
越前市建設業会
(社)福井県建築士事務所協会
(社)福井県宅地建物取引業協会
(財)性能保証住宅機構(住宅１０年保証)
武生商工会議所
南越法人会 等

会社の沿革
昭和３２年 ４月 １日
昭和３３年 ４月１０日
昭和３４年 ６月１０日
昭和３５年 ５月２０日
昭和３５年 ６月２８日
昭和３９年 ５月１７日
昭和６２年 ６月１２日
昭和６２年 ６月２１日
昭和６３年 ７月１８日
平成 ９年 ４月１２日
平成１３年 ９月 ７日
平成１４年 ２月２８日
平成１５年 ６月 ６日
平成１８年 ５月１５日
平成１９年 ７月１５日
平成２０年 ６月 １日
平成２２年１２月２４日
平成２５年 １月 ４日
平成２７年１１月２４日
平成２９年 4月１５日
令和 ２年 4月 １日

田中素行（現会長）個人経営にて武生市南吾妻町で創業
土木、建築工事の請負及びコンクリート二次製品の製造販売を始める
法人組織とし、北陸ブロック建設株式会社と称す
武生建設業会へ入会。
社名を田中建設株式会社に変更し、本店を武生市旭町９０番地へ移す
コンクリート二次製品製造販売施工部門を分離独立し、北信ブロック株式会社<現(株)山岸組>を設立
事業拡張のため武生市本保町２１号１０番地(現在地)に社屋を新築し、本店を移転する
一級建築士事務所登録
創業３０周年に当たり記念式典を挙行
宅地建物取引業免許登録
創業４０周年に当たり記念式典を挙行
鯖江営業所を開設
田中大成 社長就任
東京支店を開設
名古屋営業所を開設
創業５０周年に当たり記念式典を挙行
山梨営業所を開設
コンプリートホーム建築設計事務所登録
ソリューションセンターを設置
東京支店を東京都港区西新橋3丁目5番２号 西新橋第一法規ビル５階502号室に移転
創業６０周年に当たり記念式典を挙行
名古屋営業所を愛知県名古屋市中区栄2丁目5-13 アイエスビル9階に移転

受賞など
昭和５５年 ７月１１日
平成 元年 ７月１１日
平成 元年 ７月１２日
平成 ２年 ７月１７日
平成 ３年 ７月１１日
平成 ４年 ７月１４日
平成 ６年 ７月２１日
平成 ７年 ７月１２日
平成１１年 ７月１５日
平成１７年 ７月２５日
平成１７年 ７月２５日
平成１７年 ７月２５日
平成２１年 ７月２９日
平成２１年 ８月 ７日
平成２２年 ９月３０日
平成２２年１０月 4日
平成２３年 ７月２８日
平成２４年 ７月２６日
平成２５年 ７月２４日
平成２８年１０月 3日
平成３０年 ８月 1日
平成３０年 ８月２３日
令和 ２年 ８月 7日

福井県立丹南高等学校体育館建築工事 福井県優良工事土木部長賞
武生市 昭和６３年度年間土木工事部門 検査成績優秀につき武生市長表彰
武生高等学校池田分校体育館建築工事 福井県優良工事土木部長賞
武生市 平成元年度年間土木工事部門 検査成績優秀につき武生市長表彰
武生市 平成２年度年間建築工事部門 検査成績優秀につき武生市長表彰
武生市 平成３年度年間土木工事部門 検査成績優秀につき武生市長表彰
武生市 平成５年度年間土木工事部門 検査成績優秀につき武生市長表彰
武生市 平成６年度年間建築工事部門 検査成績優秀につき武生市長表彰
近畿地方建設局より武生職安朝日出張所建築工事において、第５１回国土建設週間優良工事表彰
武生市 平成１６年度年間土木工事部門 検査成績優秀につき武生市長表彰
南越地区養護学校（仮称）幼小・中学部棟建築工事 福井県優良工事知事賞
家国４中央第６汚水幹線工事 武生市長賞
８号武生大橋（上り）耐震補強工事 近畿地方整備局福井河川国道事務所長賞
家国６吉野第２汚水支線工事 越前市長賞
池ノ上工業団地造成事業 第１工区造成工事（その３） 越前市長賞
舞鶴若狭自動車道 東山工事用道路工事 中日本高速道路株式会社 優良安全事業所賞
家国３吉野第２汚水支線工事 越前市長賞
家国（基)2吉野第2汚水支線外工事 越前市長賞
国道8号余座高架橋上ランプ耐震補強他工事 近畿地方整備局福井河川国道事務所長表彰
北陸自動車道福井管内コンクリート構造物補修工事（平成25年度）中日本高速道路株式会社 金沢支社長表彰
国道27号野神高架橋若葉町地区他橋梁耐震補強工事 近畿地方整備局福井河川国道事務所長表彰
越前市総合体育館（仮称）改築工事 越前市長賞
越前市役所本庁舎（東工区）建設工事 越前市長賞

