


ご挨拶

経 営

方 針

はじめまして

弊社は 「人」 と 「人」 をつなぎ、豊かな暮らしを実現し、より快適で安心・安全な社会環境を創造すること、

そして、先進的な業務遂行を目指しています。

現在、マルチメディアを中心とする情報通信ビジネスの発展とグローバルなネットワークの拡大等、

地球上には新しい世界が創造されております。

時代を先取りし、その先進性を効果的に役立てることを目的としてお客様の価値観の多様化・多元化に沿い、

効率化を心がけ、情報・技術の変化に対応すべく邁進しています。

また、環境問題に関しても、「地球環境にやさしい企業」を目指しています。

私たちは常に、お客様に満足していただくことを目標にし、信頼される企業として、会社一丸、さらなる努力を積み重ねてまいります。

皆様のご支援、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

代表取締役社長 田島 貴博

基 本 理 念 質の高い設備等の設計施工を通じて顧客の満足と信頼、

さらに地域社会からの高い評価を獲得する。

経 営 理 念 われわれは、新しい目標に向かって常に進化し技術の

向上につとめます。

経 営 方 針 一、業界の一流を目指します。

二、徹底したコストダウンと安全管理につとめます。

三、自由な論議と明るい社風をつくります。

四、迅速な対応と処理につとめます。



商号 株式会社　九設

事業目的 空調衛生消火設備・電気設備・設計施工

所在地 本社　 大分県大分市大字津守500番地

福岡支店　　 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目11-25　TAビル2F

熊本支店　　 熊本県熊本市東区東野4丁目12-7

資本金 2,000万円

設立 平成8年3月4日

決算 2月末日(中間決算なし)

建設業許可 建設業の種類／電気工事業・管工事業・水道施設工事業・建築工事業

許可番号／大分県知事　許可（特-30）　第12000号

　　　　　　　(有効期限／平成30年6月6日～平成35年6月5日まで)

　　　　　　　大分県知事　許可（般-30）　第12000号

　　　　　　　(有効期限／平成30年6月6日～平成35年6月5日まで)

雇用保険乃事業所番号 4401-208430-1

労働保険番号 44105940175-173

役員 代表取締役会長　　　 田島　政博

代表取締役社長　　 田島　貴博

常務取締役　　　　　　 吉野　利彦

常務取締役　 後藤　正秀

取締役　　　　　　　　 田島　揚

取締役　　　　　　　　 宮田　力

執行役員福岡支店長　　 與座　伸司

執行役員熊本支店長　　 井手　浩文 

社員構成 総務部　　9名　　　　営業部・設計積算課　14名　　　工事部　38名

取引銀行 大分銀行（古国府支店） 大分みらい信用金庫（滝尾支店） 筑邦銀行（千早支店）

西日本シティ銀行（大分支店） 福岡銀行（大分支店） 豊和銀行（下郡支店） 

関連企業 株式会社　エンジニアリング九設

合同会社　九設エナジー

会 社

概 要



平成 8年 3月 4日 有限会社タシマを設立する（資本金300万円）

平成 10年 5月 13日 建設業許可の電気工事業を登録する

平成 11年 7月 5日 建設業許可に管工事業を追加する

平成 16年 10月 1日 有限会社九設に社名変更する

平成 16年 10月 1日 大分県大分市大字津守500番地に本社移転する

平成 19年 1月 10日 有限会社を株式会社に改組し資本金を2,000万円に増資する

平成 19年 2月 20日 福岡営業所を開設する

平成 20年 6月 6日 建設業許可に建築工事業を追加する

平成 22年 1月 27日 建設業許可に水道施設工事業を追加し、一般から特定に変更する

平成 23年 5月 10日 福岡営業所を支店とし事務所を移転する

平成 23年 5月 16日 熊本営業所を支店とし事務所を移転する

平成 24年 10月 30日 ＳＰＣ（特別目的会社）　合同会社九設エナジー設立

平成 26年 10月 1日 売電事業開始

平成 27年 3月 1日 代表取締役社長に　田島 貴博　就任

12期 13期 14期 15期 16期 17期 18期 19期 20期 21期 22期 23期

H19年H20年H21年H22年H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 Ｈ29年 H30年
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株式会社アイビック 株式会社アメイズ 株式会社イチケン 上村建設株式会社

梅林建設株式会社 江藤産業株式会社 株式会社大石企画 大木建設株式会社

株式会社奥村組 金子建設株式会社 九州建設株式会社 起産建設株式会社

九工建設株式会社 黒木建設株式会社 株式会社鴻池組 株式会社サンコービルド

新成建設株式会社 株式会社菅組 大和ハウス工業株式会社 大和リース株式会社

株式会社大洋建設 株式会社利根建設 株式会社中野建設 西日本土木株式会社

日本建設株式会社 平倉建設株式会社 株式会社平野工務店 株式会社へいせい

株式会社北洋建設 松井建設株式会社 株式会社増永組 株式会社松尾組

マックスバリュ九州株式会社 村本建設株式会社 森田建設株式会社 株式会社吉永産業

りんかい日産建設株式会社 リンクスポーツ株式会社 株式会社和田組

旭電業株式会社 株式会社ありたや 株式会社川本製作所 木村電機株式会社

空研工業株式会社 栗本商事株式会社　 興陽電機株式会社 株式会社後藤産業

三共電気株式会社 株式会社千歳商会 株式会社デンザイ東亜 TOTO九州販売株式会社

東洋機材株式会社 ポエック株式会社 株式会社メイク機材 柳井電機工業株式会社

ヤマトプロテック株式会社 渡辺パイプ株式会社

主なる

販売先
(順不同)

主なる

仕入先
(順不同)
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