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真栄産業　株式会社

代表取締役　堀之内　真司 /代表取締役　山﨑　孝一  　

昭和43年

2000万円

〒885-0005　宮崎県都城市神之山町4824番地

0986-38-3300

7月

9５名

特定建設業　宮崎県知事許可（特-3）第6620号

一般建設業　宮崎県知事許可（般-3）第6620号

産業廃棄物処分業　宮崎県知事許可番号第04543023989号

産業廃棄物収集運搬業　宮崎県知事許可番号第04513023989号

一般貨物自動車運送業　九運貨物第626号

特定建設業（土木・解体・建築・舗装工事業）

産業廃棄物収集運搬処分業

1級建築士　　2級建築士　

1級土木施工管理技士　2級土木施工管理技士　1級建築施工管理技士　2級建築施工管理技士　　

1級建設機械施工技士　2級建設機械施工技士　1級舗装施工管理技術者　 2級舗装施工管理技術者　　

建設業経理事務士2級　解体工事施工技士　舗装診断士　

■ISO9001:2015

登録日　　　 2019年8月27日/登録証番号 C2019-02215/認証機関　　ペリージョンソンレジストラー    

■ISO14001:2015

適用規格      ISO 14001:2015

登録日　　　 2019年8月27日/登録証番号 C2019-02216/認証機関　　ペリージョンソンレジストラー

■ISO45001:2018

適用規格      ISO 45001:2018

登録日　　　 2019年8月27日/登録証番号 C2019-02217-R-1/ 認証機関　　ペリージョンソンレジストラー   

有資格技術者

ー会社概要ー
会社名

代表者

創業

資本金

本社所在地

決算期

従業員数

認可番号

業務内容

電話番号

ー認証・取得ー

当社では、「ISO9001」の認証を取得し、品質マネジメントシステムの継続的な向上に努めています。今後もお客様からの一層
の満足が得られるサービスのご提供を目指し、さらなる品質向上活動の推進・展開に努めていきます。

認証範囲     土木工事(舗装・河川・橋梁・造成・道路・下水道等)

当社では,環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得し、環境管理システムの効率的な運用と継続
的改善を努めています。

認証範囲     土木工事(舗装・河川・橋梁・造成・道路・下水道等)

当社では、「労働安全衛生マネジメントシステム ISO45001:2018」の認証を取得し、企業活動の原点である「安全第一」の精
神に基づき、心身ともに健康で安全に働ける職場作りを目指します。

認証範囲     土木工事(舗装・河川・橋梁・造成・道路・下水道等)

適用規格      ISO 9001:2015
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ーアクセスー

舗
装
事
業

産
業
廃
棄
物

処
理
事
業

本社

〒885-0005都城市神之山町４８２４番地

電話番号：0986-38-3300

真栄ファイナルファクトリー

〒885-0113都城市関之尾町7221番297

電話番号：0986-36-6116



土木事業



土木事業



解体事業



解体事業



建築事業



建築事業



建築事業



舗装事業



舗装事業



産業廃棄物

処理事業



●主な解体工事実績

●主な工事実績

Ｈ29.12～Ｈ30.3

Ｈ29.7～Ｈ29.11

Ｈ28.4～Ｈ28.12

Ｈ26.6～Ｈ27.3

期　間 請負金額工事場所

Ｈ29.5～Ｈ30.3

Ｈ28.9～Ｈ29.6

Ｈ27.11～Ｈ28.2

Ｈ27.10～Ｈ28.5

旧宮崎市郡医師会諸施設解体工事

山之口運動公園旧霧島荘解体

五十市小校舎解体工事

祝吉小校舎解体工事

旧北消防署解体工事

コーポ妻ヶ丘解体工事

旧都城市医師会病院解体

旧都城大丸解体工事

77,746,185

61,053,300

28,492,310

48,811,896

26,276,292

30,780,000

68,472,000

98,280,000

R2.10～R3.7

R2.8～R3.3

R1.10～R2.3

Ｈ30.7～Ｈ30.11

平成29年度県単補修第01-2号 国道221号外 管内国県道舗装路面応急補修工事

平成25年度連携地方第2-1-12号 県道飯野松山都城線 梅北工区 道路改良工事

平成26年度交付広域第1-05-1号 国道222号 石原工区 舗装修繕工事

高崎総合体育館耐震補強改修（建築主体）工事

平成26年度県単補修第01-1号 国道269号外 管内国県道舗装路面応急補修工事

願蔵寺　納骨堂新築工事

中心市街地中核施設整備支援事業 子育て世代活動支援センター等複合施設（建築主体)工事

過疎対策事業 塚原･上轟線舗装1工区工事

平成27年度連携地方第2-01-1号 県道飯野松山都城線 梅北工区 道路改良工事

道修 第18号 高木原459号線外道路維持修繕工事

社総交 第25-Ａ1-1号 社会資本整備総合交付金事業 神之山･高木線 道路改良工事

大修更第2号 甲斐元通線（歌舞伎橋）整備事業 歌舞伎橋（2工区）下部工工事

25,928,640

41,579,244

72,433,500Ｈ25.7～Ｈ26.6

64,540,963Ｈ26.9～Ｈ27.3

防安関連 第2号 栢木･杉倉線舗装補修2工区工事

宮崎10号 都城道路外保全工事

第9号 大王小校舎大規模改造（建築主体）工事都城市

宮崎県都城土木事務所

都城市

宮崎県都城土木事務所

請負金額工事名発注者

R2.9～R3.3

R1.4～R2.10

R2.9～R3.5

R1.10～R2.7

R1.10～R2.3

R1.7～R2.2

765,380,000

69,676,762

82,500,000

56,792,628

34,390,400

43,201,778

JA宮崎経済連

期　間

JA宮崎経済連

宮崎県都城土木事務所

都城市

80,640,000

R1.6～R1.10

H30.12～R1.9

Ｈ30.7～Ｈ30.10

Ｈ30.5～Ｈ31.1

Ｈ30.10～Ｈ31.6

Ｈ29.9～Ｈ30.5

Ｈ25.6～Ｈ26.1

30,960,152

36,609,113

21,229,183

34,145,280

44,123,390

540,000,000

54,825,666

41,092,920

188,920,000

30,770,006

79,920,000

46,069,488

131,580,000

36,877,000

26,426,520

64,137,842

都城市

宮崎県都城土木事務所

Ｈ24.4～Ｈ24.6

Ｈ25.8～Ｈ26.2

Ｈ28.9～Ｈ29.10

Ｈ28.5～Ｈ28.10

Ｈ28.3～Ｈ29.2

宮崎県都城土木事務所

宮崎県都城土木事務所

宮崎県道路公社

都城市

宮崎県都城土木事務所

JA宮崎経済連山田第二肥育農場新築工事

県道飯野松山都城線　金御岳工区　県境部水路改修工事

JA宮崎経済連山田第二肥育農場新築工事（外構他付帯工事）

平成31年度大規模河第1-4号 横市川護岸工事（その3）

花木第3団地　集会所建替工事

平成31年度防安総大第11-4-4号 東岳川 掘削工事

平成31年度臨県打換第10-30-1号 一般県道中方限庄内線上水流工区 舗装補修工事

平成30年度臨県特改第30-6-1号 県道馬渡大川原線大塚工区 道路改良事業

平成30年度一ツ葉道路維持補修第5号 但し、北側歩道舗装打換工事

大岩田最終処分場埋立地有効活用事業1工区（基盤造成外）工事

平成29年度防安総大第90-21号 横市川護岸工事（その21）

㈱河中飼料：豚舎建築工事

旧マルショク都城店解体

ミヤチク豚舎解体

高千穂ビル解体

国交省（九州地方整備局）

15,120,000

58,044,000

13,900,000

26.1～H26.4

H25.2～H25.3

宮崎県都城土木事務所

㈱河中飼料

宮崎県都城土木事務所

都城市

都城市

Ｈ26.9～Ｈ27.2

Ｈ26.6～Ｈ27.8

Ｈ26.5～Ｈ27.3

Ｈ26.5～Ｈ27.1

宮崎県都城土木事務所

真宗大谷派　願蔵寺

都城市

都城市

宮崎県都城土木事務所

都城市



次世代の未来をともに築こう


