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（1）基本情報

1. 会社概要

会社名 津福工業株式会社

代表取締役 会長 津福 啓二
社長 津福 一宏

事業内容 特殊空調設備
環境試験室 恒温恒湿室 クリーンルーム 手術室

一般空調設備
冷暖房設備 換気工事 ボイラー工事

省エネルギーサポート事業
冷凍冷蔵設備

設立 昭和38年6月1日

資本金 4,500万円

所在地 【本社】
〒830-0048 福岡県久留米市梅満町1202
TEL 0942-53-0120 FAX 0942-39-4079

【筑後工場】
〒833-0001 福岡県筑後市一条1331
TEL 0942-53-0120 FAX 0942-53-7774

【東京事業部】
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-3-13 萬屋ビル3階
TEL 03-5980-9600 FAX 03-5980-9314

【大阪事業部】
〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町3-2-6
TEL/FAX 06-6834-2160

建設業許可 福岡県知事
特定建設業 許可（特-22）第18148号

管工事業
一般建設業 許可（般-22）第18148号

建築工事業 電気工事業 機械器具設置工事業

特許 赤外線を吸収する透光体
及び赤外線吸収フィルター（特許番号2588124号）

空気調和装置および空気調和方法（特許番号3402440号）
冷凍機およびその比例制御方法 （特許番号3434683号）
空気調和装置 （特許番号4471394号）

社員 役員 4名 従業員 29名 （平成23年2月21日現在）
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（2）沿革

◆前身【津福鉄工所】の時代

昭和 ４年 津福鉄工所にてアンモニア冷凍機の製造を開始
冷凍機・アイスクリーム装置メーカーとして国内をはじめ
中国大陸へも輸出

戦後 冷凍冷蔵庫・空調設備業にも進出

◇【津福冷機工業】の時代

昭和４５年 冷凍冷蔵設備および空調設備を主とした
津福冷機工業株式会社を設立 資本金５００万円

昭和５０年 株式会社三英製作所と業務提携
特殊空調設備の販売および設備工事に進出

昭和５２年 資本金１，０００万円に増資

昭和５３年 現在の本社社屋完成

昭和５４年 福岡営業所開設
主として民防空調工事および家電品の販売を行う

昭和５５年 資本金１，５００万円に増資

昭和６０年 水フィルター装置に関する特許を申請

昭和６２年 タバイエスペック株式会社と水フィルター装置に関する
特許の実施権に関する契約を締結

平成 ５年 大分県由布市に保養所完成

平成 ７年 資本金３，０００万円に増資

平成 ９年 空気調和装置および空気調和方法と
冷凍機およびその比例制御方法に関する特許を申請

平成１５年 特許取得
空気調和装置および空気調和方法（第3402440号）
冷凍機およびその比例制御方法（第3434683号）
同年 筑後工場完成
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平成１６年 資本金４，５００万円に増資
同年 関東営業所開設

平成１７年 筑後工場事務所棟完成
本社機能を除きすべての業務を筑後工場に移転

平成１９年 筑後工場および本社において
ＩＳＯ(国際標準化機構)9001を取得

平成２１年 新規事業参入と取扱商品の拡充のため
社名を津福工業株式会社に変更

平成２２年 東京都豊島区に東京事業部を開設

平成２３年 大阪府豊中市に大阪事業部を開設
同年５月 筑後工場にショールーム完成予定

【筑後工場 事務所】【本社】

【筑後工場】 【大分県 保養所】



5

（3）経営理念

◆ 社会に信頼される人材づくり

◆ 社会に貢献する製品・サービスの提供

◆ 社会に必要とされる企業づくり

（経営理念についての考え）
企業の存在価値は、企業活動が“役に立つ”“助かる”という感覚をお客さ
ま・取引先に持ってもらえるかどうかであると考えます。社会にとって、そ
の企業が必要とされていること。そのためには、質の高い製品とサービスで
社会に貢献することが求められます。質の高い製品・サービスを提供するに
は、人材づくりが必要だと考えます。

（4）社是

◆ 『誠実・努力・革新』

（社是についての考え）
企業理念を達成するために、社是を行動規範とし、日々の活動に努めます。

（5）品質方針

◆ 高度な技術
◆ 高品質な製品
◆ 迅速なサービス

この提供を通じて社会の発展に貢献します。
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2. 業務プロセス

営業
ｼｽﾃﾑ
設計

購買 施工
民間企業、
研究機関
など

営業
製品
設計

購買 製作
エンジニア
リング会社
など

営業 購買 施工
官公庁、
民間企業
など

営業
点検・修
理・保守

津福工業株式会社 お客様

※購買の仕入先 ・・・ エンジ：機器メーカー 装置：資材・部品会社 空調：空調メーカー
※装置作りのコアユニット・・・①低圧タンク冷凍サイクル、②二層式空調機、③ヒートクール無段階比例制御

【エンジニアリング・装置づくり】
環境実験や、半導体などの製品加工、精密機械の運用、美術品の保管などに、

一般的には作りだすことが難しいとされている恒温・恒湿・クリーンなどの特殊
環境を提供しています。

多様化するお客さまのご要望に応える“エンジニアリング”と“装置づくり”
を行っています。

エンジニアリングは、省エネルギーを重視した最適設計を心掛け、その省エネ
ルギーを実現するための空調機・制御盤(シーケンサープログラム)の装置づくり
を行っています。

【一般空調】
オフィスビルや事務所、店舗、医療施設、公共施設、工場などのお客様には、

店舗・事務所用エアコンなどの空調設備を提供しています。
機器の販売および施工だけでなく、温度・湿度をはじめとして、換気や臭い、

省エネ対策などトータルな環境改善をおこなっています。

【サービス】
サービスでは、特殊環境（特殊空調設備）、一般空調を保有するお客様に点

検および修理を行っており、万が一のときは24Hご連絡がとれる体制を整えて
おります。

また、故障を未然に防ぐため、お客様と保守契約・定期点検契約を行い、メ
ンテナンスを行っています。

エンジニア
リング

装置づくり

一般空調

サービス
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3. 当社製品のご紹介

【エンジニアリング・装置づくり】
 恒温室
 恒温恒湿室
 環境試験室
 低温低湿庫
 高温度室
 外気処理ユニット
 恒温恒湿ユニット
 ファイトトロン
 グロースチャンバー
 クリーンルーム
 シールドルーム

【一般空調】
 店舗・事務所用エアコン
 換気設備

【サービス】
 故障対応（24H体制）
 空調機器清掃
 保守・メンテナンス契約
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4. 当社を取り巻く環境

日本経済は、2002年２月から緩やかな回復を５年半にわたり続けてきました

が、2007年以降、世界規模の金融危機に伴い、急速に減速しました。

現在は、アジア新興国の発展の恩恵を受け、徐々に回復の兆しが見えています。

当社の事業分野である特殊環境づくりの業界は、技術進歩のスピードは緩やか

であるものの、低価格帯から高価格帯まで、事業の分野ごとに多様なライバルが

存在します。

材料（金属類・断熱材）、冷媒ガスなどの仕入価格の高騰や、主要なお客様で

ある精密機械・半導体業界の好不況の影響を受けやすいという傾向はありますが、

反面、機会として、ＬＥＤ・セラミック・フィルムなどの素材産業や健康・機能

性食品などの分野が伸長しており、これに伴うメーカーの設備（特殊な研究環境、

製造環境）投資が期待されます。更に、温暖化等に伴う農業関連の投資拡大、医

療の高度化に伴う医療品・薬品メーカーの投資拡大も予想されます。また、省エ

ネ法改正により、企業の省エネニーズが高まっています。

当社は、このような状況の中、特殊環境設備のニーズが高まる伸長分野に対し、

高精度で節電効果の高い、高付加価値の特殊環境を提供し、成長・発展を図って

まいります。



9

人材投資
の経営判断

向上心の
高い社員

協力業者との
信頼関係

関係資産人的資産 組織資産理念

社会に信頼される
人材づくり

社会に貢献する
製品・サービス

の提供

社会に必要と
される

企業づくり

チャレンジ
する風土

全員開発
の仕組み

豊富な
成功・失敗

体験

高い設計力

高い
施工技術力

（現場管理力）

高精度管理
ノウハウ

（温度管理）

オーダーメイド
迅速な対応

５. 当社の強み

当社は、『社会に信頼される人材づくり』という理念のもと、誠実な人材の育成をこころが

けています。また、常に新しいことにチャレンジする革新の精神と、信頼性の高い製品・シス

テムづくりを成功させるための努力を惜しまない風土、そんなマインドをもって日々の業務に

あたっています。

こうして着実に積み上げてきた高い設計力やノウハウ、施工・サービス技術は、質の高い製

品・サービスの提供につながっています。

そして『社会に必要とされる企業』となれるよう、長年に渡り蓄積した技術主導の提案・設

計から、信頼性の高いシステム・装置づくり、納品およびその後に至る現地設置やサービス・

メンテナンスまで、また特殊環境づくりから、工場・事務所などの環境改善まで、温度・湿

度・換気・気流・気圧・臭気・清浄度など空気調和をトータルにサポートします。
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６. 将来のビジョン

◆ 特殊環境づくり（エンジニアリング、装置づくり）

『制御技術の革新』『ものづくりの精度ＵＰ』『システム提案力の
充実』を図り、恒温恒湿空調おいて日本のトップブランドを目指し
ます。

このために、九州をはじめとして、関東圏・近畿圏において、特
殊環境づくりの要望のあるお客さまに対し、高い設計力・施工技術
力・高精度空調管理ノウハウを、提供していきます。

ターゲットとするお客さまとしては、精密加工・素材業界（ＬＥ
Ｄ、セラミック、フィルムなど）、先端医療・薬品研究業、農業・
工業技術センター・試験場、栽培キノコ・野菜工場などであり、環
境づくり・環境改善を中心に力を発揮していきます。

◆ 一般空調

きめ細かな対応に努め、福岡県南トップの奪還と、直受比率８
０％を目指します。このために、福岡県南部の企業に対し、高い提
案（ソリューション）力・サービス対応力を、提供していきます。

ターゲットとするお客さまは、省エネ提案や環境改善提案など技
術的な解決の要望がある、多店舗展開する企業・工場などを中心に
展開していきます。

◆ サービス

九州および関東圏・近畿圏のユーザーに対し、空調設備の修理・
メンテナンスを、高い技術と迅速な対応で、幅広く提供してきます。

また、保守・メンテナンス・定期点検の提案により、新規顧客獲
得に繋げていきます。

◆ 売上目標

2015年には12億円、2020年には20億円の売り上げ達成を目
指します。
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7. あとがき

現在、企業競争力の源泉は、土地や建物、機械などの有形資産か
ら、企業風土や組織力、ブランドや技術、ノウハウなど、いわゆる見え
ない資産（知的資産）に移行しています。
知的資産経営とは、持続的に利益を生み出すために、自らの有す
る固有の能力（見えない資産）を強化し進化する経営手法を意味し、
利害関係者と情報共有を図ることを目的に文書化したものを知的資
産経営報告書と呼んでいます。
平成17年10月、経済産業省は「知的資産経営の開示ガイドライン」
を発表し、報告書の構成や評価指標について指針を示しました。福
岡県中小企業団体中央会は、ガイドラインに準拠した文書を「ちから
の経営」設計書と名づけ、地域中小企業への普及を推進しています。

記載内容は、本書の作成日現在において入手可能な情報をもとに、
当社の判断にて記載しております。取り巻く経営環境の変化によって、
これらの記載内容などを変更すべき必要が生じることもあり、当社が
将来にわたって予想する業績等を保証すものではありません。

『ちからの経営（知的資産経営）』とは

本書の取扱いについて


