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2017年度が始まり、いよいよ50周年が間近となりました。
社長の熱い想いを共有し、誰もが羨む会社を、社員全員で築き上げませんか？　　

ー　確実に階段を登っている

  

 2016年度はセイコーグループ全体で、過去最高の 売上高 

45億円 を計上することができました。決して膨張することな

く、利益を効率良く生み出せる、筋肉質な土台を持った会社

に成長しました。2016年度は本当にお疲れ様でした。社員

の皆さんにも本当に感謝しています。 

  

 また、前年比減益という点に於いては反省すべき事柄も明

確化されましたが、売上高45億円もの仕事をさばける力が

付いたことを高く評価しています。次に繋がる様々な収穫が

あった１年として、私自身は大変満足をしています。今年度

はそれらを糧に、必ず50億円を達成しましょう。そして、セイ

コーグループの社員全員で売上高・収益ともに過去最高を

更新しましょう。 

  

  

 私自身でも、これまでに沢山の種蒔きをしてきました。自らが 率先して経営理念・経営方針、また''人間力を磨

く10ヶ条 ''や'' 5C ''を常に振り返り、自問自答しながら会社経営をしています。今後はM&A事業、太陽光事業、

新規事業が落ち着き、2017年度はまさに、種が芽吹き、咲く年になるだろうと思っています。更に腰を据えて、グ

ループ全体の経営に力を入れて行きたいです。 
 

 ちなみに、昨年のインタビューでは50歳までにシニアプロ級のゴルファーになると豪語していましたが、仕事に

力を入れすぎ、残念ながらこれだけは現状維持が精一杯です…（笑） 

  

 昨年12月には東西電設株式会社との事業継承をし、セイコーエレクトリックへ社名変更をしました。事業継承

をする際に決め手となったのは、セイコースミダやセイコーメンテナンスに於いても共通する事ですが、双方に

シナジー効果をもたらしてくれると確信ができたからです。決して、親会社と子会社という関係ではなく、グルー

プ会社が一体となり、共に発展ができる事業継承を目指しています。 

 私の想いとしては、それぞれがグループ内の単体の会社という位置づけではなく、セイコーエレクトリックであ

れば、グループ全体の電気部門として大いに活躍してもらいたい、それは先に事業継承してきたセイコースミダ

やセイコーメンテナンス、人材事業部として発足させたセイコーエージェントや、上海の清弘機電・空調にも言え

ます。それぞれの得意分野で力を発揮し、共に総合エンジニアリングを目指しましょう。 
 

 私は常に、グループ全体で 『ひとつ』 と考えています。今まで以上に協調関係を強化し、更なるシナジー効果

を期待しています。必ずや、今まで以上の業績を上げ、先代の想いや伝統を大切にしつつ、更に良い会社に造

り上げていくことを約束します。 

2016年度を振り返って 

社長自身が新たに挑戦されたことは？ 

目指すは  総合エンジニアリング 



ー 50億がゴールではない
 

 この四月からの組織体制は、私なりの意思表示です。50周年に向けて組織化を目指す為、随分思い切った

挑戦をしました。新たに指名されたメンバーは、当然強い覚悟と責任を持って各事業所を牽引して行って欲し

いです。 

 また、新たに発足した営業開発部は社長勅命で立ち上げた部署です。そこでは、開発営業・設計・技術・新

規事業の立ち上げ・購買・大型プロジェクト等を統括する、会社の心臓部とも言える役割を担ってもらいます。

現在は少人数で始動させましたが、今後はスペシャリストを集め、50周年に向けての準備をしていく予定です。 

 2017年度のグループ総売上高の目標は50億円です。これまで、50歳・清弘エンジニアリング50周年、グルー

プ総売上高50億円という絶対目標を掲げてきました。私自身、このノルマを達成出来なかった時には社長を退

く覚悟で挑んでいます。今年度には50億円を瞬間的に達成タッチすることはできそうですが、安定して50億円

を達成出来るようになってこそ、初めて目標をクリアしたと言えるのです。瞬間的に達成できたことに満足せず、

安定して50億円の売上を上げられるよう、共に頑張りましょう。 

 

 我がセイコーグループは、設備投資が無い分、個々の技術や人間

力、マンパワーで成る会社です。 

 事業計画にある 『人間力を磨く10ヶ条 』や、 昨年加わった『5 C 』を

基本姿勢とし、個々の技術を磨いたり、自らの努力を惜しまないこと、

それが人間力を更に高め、人望を集めます。その一人一人の集団

の力こそが、セイコーをブランド化してくれると信じています。事実、

既に知名度が上ってきていることに、手ごたえを感じることが多くな

りました。外部からは 「最近よくセイコーのロゴを見かけるね！」

「凄い会社になってきたね」等のお言葉をいただきます。 社員皆で

造り上げる ''セイコーブランド'' だということを自覚してください。 
 

  

 日々全国を飛び回り、お体が心配になるほどの過密スケジュールをこなしておられる井畑社長ですが、時間
がある時は 「アメトーク」 や 「しくじり先生」などのバラエティー番組も楽しまれるそうです。お笑いも大好きで、
以前は 「エンタの神様」 や 「レッドカーペット」 を良く見ておられたそうです。 

 好きな食べ物の質問に対しては、若干食い気味に「ハンバーグ！」と即答をされました。社長にお願い事が
ある方は、ハンバーグのおいしいお店にお誘いすると良いかも知れません。料理にも大変興味がおありで、引
退したら取り組んでみたい事の一つだそうです。井畑社長の手にかかれば、すぐに関西ナンバーワン、いや、
日本一 のハンバーグが出来てしまいそうです。その際には是非、その絶品ハンバーグを頂いてみたいですね。 
 

  

 現在セイコーグループは急激に発展しています。会社は生き物ですの

で、今日と明日では様々な状況が変わっていることもあり、指示・命令に

多少戸惑うかも知れません。今日より明日、朝より晩と比較した時に、少

しでもセイコーグループを良い方向へ導けるよう、会社の為、社員の為

に経営を行っています。是非、私を信じてついて来てください。近い将来、

皆さんがセイコーグループの一員であることに誇りを持ち、家族や周り

の方々に自慢できる会社になるように努力します。より一層、社員一丸

となって、素晴らしい会社を造り上げていきましょう。 

新組織体制は、私なりの意思表示 

井畑社長からのメッセージ 

社員皆で造り上げる  ''セイコーブランド

井畑社長の裏の顔とは！？ 
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国内外14拠点、清弘グループのネットワークは 

           全国各地に広がっています 

TEL：075-662-0735(営業技術部) 

TEL：075-662-0746(経営管理部) 

FAX：075-662-0736 

【関東支社/3F】  

TEL：048-871-6761 

FAX：048-871-6762 

TEL：077-552-7668 

FAX：077-552-7667 

【セイコーメンテナンス/2F】  

TEL：048-622-3985 

FAX：048-624-3114 

TEL：092-710-1750 

FAX：092-710-1760 

TEL：06-6916-9240 

FAX：06-6916-9241 

TEL：046-204-5455 

FAX：046-204-5477 

TEL：0743-65-1350 

FAX：0743-65-1370 

TEL：0749-24-6710 

FAX：0749-24-6713 

TEL：0567-55-7647 

FAX：0567-55-7648 

TEL：06-6147-4780 

FAX：06-6147-4180 

TEL：0255-72-2055 

FAX：0255-72-9471 

TEL：077-526-1727 

FAX：077-525-3116 

TEL：021-3250-5333 

FAX：021-3250-4195 

京都駅から車で15分 

TEL：077-577-2100 

滋賀県大津市比叡辻2-1-1 



2017年2月22日にキャンパスプラザ京都にて全体会議が行われました。 
グループ全体として63人が参加しました。 
冒頭に2016年度業績報告及び2017年度事業計画が 
当社代表取締役 井畑社長より発表されました。 
2017年度事業計画の発表と共に、セイコーブランドの 
構築を再確認し社員一同共有することが出来ました。 
その後、2016年12月よりグループ会社となった 
「セイコーエレクトリック」の紹介が行われました。2017年はまた一つ新たにグループが増え 
より多くの場所でセイコーブランドが大きく力を発揮する事でしょう。 
全体会議の中では安全会議も行われました。事故の危険。 
自分のまわりの見えない危険。「みんなで事故は防ぎ、みんなで安全管理を！」 
今年も安全に仕事をすすめたいと思います。 
全体会議終了後はお楽しみの懇親会！旅館「平新」にて開催されました。 
今回は70人が参加し、大いに盛り上がりました。年に1度のグループ全体の集合とあって 
普段会うことが出来ない社員同士も交流を深める事が出来ました。 
懇親会中には、セイコーエレクトリックの社員及び新入社員の紹介が行われました。 
上司・部下、若手・中堅・幹部関係なくワイワイと盛り上がるのも清弘グループならではの 
懇親会だと思います。 
2017年は新たなメンバーも加わり、より一層 
清弘グル―プを盛り上げてくれることでしょう！ 
 
 
 
 
 

SEIKO News 

全体会議・懇親会 

2016年10月3日に2017年度入社予定の方を対象とした内定式が京都本社にて開催されました。 
内定証書授与式が行われ、当社代表取締役 井畑社長より一人一人に 
内定証書が手渡されました。 
その後、シニアアドバイザーより「10年後の自分」について講習会が 
行われました。 
内定者と共に講習会に参加した幹部達も10年後の彼らを想像しながら、 
期待をいっぱいに入社を待っていることでしょう。 
 引き続き、昼食会が行われました。 
昼食会は当社幹部と内定者によって行われ幹部との交流を深めると共に 
内定者同士で交流を深められたことと思います。 
最初は緊張気味だった内定者たち。 
緊張は徐々にほぐれ、昼食会では元気な笑い声を聞くことが 
出来ました。 
清弘グループで過去最高人数の内定者たち。 
48期はフレッシュな力が各拠点で活躍すると思います。 
皆様が揃って元気に社会人への門出を清弘グループにて開くのを 
心より楽しみにお待ちしております。 
 

本社内定式 



ボウリング大会 

2016年12月19日 ラウンドワン京都河原町店で関西社員35名と平成29年度入社予定の方8名を交えてボウリング大会が 
開催されました。配属先が決まり、新年度から一緒に会社を盛り上げていく仲間と一足お先にボウリングで盛り上がりました。 

第一次ボウリング世代(マイボール・マイシューズ)の方々も 
今では、第二次ボウリング世代(ラウンドワン)に圧倒され・・・。 
仕事もこの調子で・・・いきましょうね!! 

SEIKOオリンピック 

                      最初は前日の懇親会のお酒が残って 
                        いるのか、元気のなさそうな人も数名 
                                  見受けられましたが、気合いの入れかたが違いました。 

回ったり・人を借りたり・乗って走ったり、様々な種目に真剣に取り組む姿は、 
どれも微笑ましく、「ナイス!!」「お疲れ!!」「よかったよ!!｣と飛び交う言葉はやさしく、 
ハイタッチをして仲間をたたえている姿は最高でした。 

三輪車を漕いで、漕いで 
漕ぎまくり（笑） 

綱引きは力と力のぶつかり合い 
「オーエス!!オーエス!!」どこともなく声が上がり 
胸が熱くなりました。 

こんな素晴らしい企画をしていただきました 
経営管理部の皆さん、ありがとうございました!! 

社長でさえ 
よろけてしまう 
過酷な種目も 
ありました→ 

2017年2月23日 ウィングス京都4Fスポーツルームにて総勢56名のSEIKOオリンピック(ミニ運動会)が、開催されました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

会長の永年の功績をたたえ、井畑充弘会長から花束の贈

呈が行われ、会場内に大きな拍手が響きわたりました。 

 
 

 

❏ 設立     1977年 8月 26日 

❏ 所在地  滋賀県大津市中央 4丁目 7番 27号 

❏ 資本金   2,500万円 

❏ 主な事業 電気通信工事業 

 

に社名変更しました 2017年 1月 1日 

  

 

2017 年 1 月 23 日、滋賀県大津市の琵琶湖ホテルにお

いて経営統合報告懇親会が開催されました。 

東西電設時代より長年お世話になっている協力会社様

13 名、セイコーエレクトリックと清弘エンジニアリン

グ社員 19名が出席、清弘のグループ企業として新たな

出発をしたことを報告しました。 

今後は清弘エンジニアリング関西圏と連携を図り、公共

事業の継続と、関西圏を中心に大手民間工場の受注拡大

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　10月16日～18日
　　　　　広島に行って来ました。
　　　　　広島名物＆お酒？！を
　　　楽しんできました！
　名場面の一部を

　　　お楽しみ下さい！！

視線の先にあるものは...（１人以外）

初日撮影の厳かな集合写真。引き締まっております!!

初日の宴会後にパチリ。皆様、笑顔が素敵です。

そして２日目の宴会後。。。

平和記念公園にて。幼い女の子の被爆のお話後。 お好み焼きを食して帰路につきました。お疲れ様でした。

関東支社＆横浜営業所＆福岡営業所の社員旅行♪ 

ｉｎ広島 

１日目宮島～２日目ゴルフ・尾道観光～３日目広島市観光 

ライトアップ

１日目宮島へ

２日目 

観光組と 

ゴルフ組。 

それぞれ 

楽しんだ後の 

乾杯!! 

３日目 

広島市内観光 



　　2017年2月24日（金）～26日（日） 2泊3日で京都を観光
　　歩いて、食べて・・・足も胃も疲れた旅でしたが、
　　３日間　天気にも恵まれ とても楽しい旅行になりました

川村さん 

焼くの 

上手すぎです 

うｯ…持ち上がらない 

旅行のスタートは「伏見稲荷大社」 

前日の運動会の筋肉痛にめげず 

山頂まで行ってきました（挫折者がいたかもしれません...） 

２年間かけて行われた修復で鮮やかで 

とても美しかった 「平等院鳳凰堂」 

 

      宇治で、抹茶スイーツを 

        生茶ゼリー おかわり～ 

「壹銭洋食」懐かしい昭和のイメージ   

待っている間も退屈しないお店 

お好み焼きのようでお好み焼きでない！  

食べなきゃ損 !! 

〆に食べてもペロッといけます 

ガイドさんより案内して頂きました 

京都の歴史・文化を深く知り、新しい発見ありと 思い出に残る一日でした 

高台寺で京料理 

生麩が特に気に入り☆ お土産に買いました 

清水寺 → 三年坂 → 高台寺 → 

円山公園 → 八坂神社 →  

三十三間堂 

京都タワー 

 
弁慶が使っていたとされる錫杖 

持ち上げるとご利益があるとか 

 

「たこ焼 居酒屋」トッピングを 

自由に組み合わせてオリジナルの 

たこ焼きを・・・美味しいたこ焼きと 

楽しみながらの食事 最高でした！ 

「東栄太泰映画村」 童心に返り 楽しみました 

       リアルなセットの恐怖に耐えた お化け屋敷 

       脱出の城でのミッションに挑戦 
鼠小僧 その正体は･･･ 

綺麗な女性に 

  引き寄せられ？     米俵を片手で持ち上げ？ 

 

     大蛇を手なずけたり？ 

 

 

 

         アレ？ 
時代劇の 

オープンセットで 

たわわちゃんと          


