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〒910-0856 福井県福井市勝見３丁目２１－１６ 

電車の場合 JR福井駅から京福バス 6分（福井駅西口→西方 1丁目）徒歩 3分 
お車の場合 北陸自動車道 福井 ICから 10分    ※駐車場 10台 

〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原 40 番地 1 

電車の場合 近鉄向島駅下車 京都京阪バス 槇島コミセン 徒歩 1分 
近鉄小倉駅下車 徒歩 20分 

お車の場合 宇治西インターチェンジから 600m  ※駐車場 20台 

【京都本社】                                       【北陸営業所】 

K

Koei Corporation 

 



2019年度  

東淀川橋上駅新設他工事 

芦原温泉駅付近支障移転他工事 

木幡駅昇降設備新設他工事 

東部市場前駅昇降設備新設他工事 

足羽川橋梁他建設工事 

京阪各駅メンテナンス工事（4） 

京都本屋２号外天井改良他工事 

足羽川付近土留他工事 

樟葉・牧野間新名神支障移転工事 

京阪祇園四条駅対向壁改修工事 

南福井駅付近支障移転他工事 

中ノ庄駅他３駅改良工事 

大津市役所前駅下手側溝整備工事 

吹田車両所埋設物等試掘調査他工事 

敦賀駅上下乗換線設備新設他工事 

大阪駅西高架橋撤去他工事 

京阪三条駅対向壁改修工事 

大阪駅天井改良他工事 

橋本駐輪場整備工事 

京橋駅北口ファサード設置工事 

 

2020年度  

京橋駅改良他工事 

野崎駅橋上化工事 

大阪市北野海老江下水道幹線建設工事 

北陸幹第１南福井高架新設他工事 

京阪各駅メンテナンス工事（5） 

八木駅橋上化工事 

淀屋橋駅対向壁撤去工事 

西大路駅昇降設備新設他工事 

新大阪駅基盤整備工事 

山崎駅昇降設備新設工事 

枚方市駅信号機移設に伴う建築工事 

大津線柵垣整備工事 

大津線ホーム改修他工事 

芦原温泉駅自由通路新設他工事 

京阪三条駅下り対向壁改修工事 

加賀温泉旅客上屋修繕他工事 

千代川駅バリアフリー化他工事 

2018年度  

敦賀駅付近支障移転他工事 

京阪祇園四条駅改修工事 

藤森変電所改良他工事 

吹田会食所１号耐震補強他工事 

金沢駅エスカレーター新設他工事 

枚方市駅リニューアル工事 

甲南駅橋上化工事 

石動駅自由通路新設他工事 

心斎橋停留場地下通路改造工事 

太田高架橋改修工事 

京都本屋２号外天井改良他工事 

加賀温泉旅客上屋修繕他工事 

金沢駅ロードヒーティング設置工事 

向日町本屋１号応急復旧工事 

京都駅商業ゾーンリニューアル工事 

足羽川付近土留他工事 

樟葉・牧野間新名神支障移転工事 

 

2021年度  

芦屋駅改良他工事 

京阪各駅メンテナンス工事（6） 

奈良線六地蔵駅外改良他工事 

東富山こ線橋増築他工事 

北陸自動車道今庄・武生間床版取替工事 

富山・東富山間新駅新設工事 

加賀温泉駅新築他工事 

鴫野駅高架下新築工事 

大阪駅西口外新設他工事 

梅田３丁目計画敷地外工事 

烏丸丸太町幹線公共下水道工事 

奈良線六地蔵駅外改良他工事（2） 

JR 大阪駅地冷導水配管敷設工事 

吹田総合車両所近代化改良他工事 

大住駅スロープ新設他工事 

加賀笠間・松任間新駅新設他工事 

福井駅改良他工事 

 

企業理念                                                                                施工例 

私たちは、確かな技術と経験でインフラ事業の鉄道関連工事と土木・建設事業 

をとおして皆様と共に安心して暮らせる社会を創造してまいります。 
 

 

 

社 訓 

一、やり遂げるという強い意志は どんな能力にも勝る 

一、失敗を恐れず 失敗を教訓として生かす 

一、社員として誇りを心に秘めて顧客と向き合う 

一、法令を順守し、お客様をはじめすべての事象に対し誠実・謙虚な姿勢で取り組む。 

  

 

 

沿 革                                     会社概要 

 

 

 

 

  

 

  

 

       

 

 

 

 

 

登録免許 

施工実績 

2013 年 11 月 株式会社光栄を宇治市槙島町目川に創業設立 

2014 年 02 月 建設業許可（建築・土木・管・舗装）を取得 

2014 年 03 月 資本金を９９０万に増資 

2014 年 04 月 建設業許可（大工･とび土工･鉄筋･防水･水道施設･左官･ 

鋼構造物･塗装･機械器具設置）を取得 

2014 年 05 月 一級建築士事務所を開設・登録 

2014 年 10 月 産業廃棄物収集運搬許可（京都･大阪･兵庫･奈良･滋賀）を取得 

2015 年 12 月 京都府宇治市槇島町大川原に新社屋竣工 

2016 年 01 月 本社を京都府宇治市槇島町大川原４０番地 1 に移転 

2016 年 09 月 北陸営業所を福井県福井市勝見３丁目２１−１６に開設 

2016 年 12 月 建設業許可（石･屋根･ガラス･解体･熱絶縁･しゅんせつ 

内装仕上･板金・建具・ﾀｲﾙ ﾚﾝｶﾞ ﾌﾞﾛｯｸ）を取得 

2016 年 12 月 産業廃棄物収集運搬許可（福井県・石川県）取得 

2018 年 08 月 外国人技能実習生 1 期生受入 

2020 年 01 月 外国人技能実習生 2 期生受入 

2021 年 07 月 ソーシャル企業認証制度 S 認証を取得 

2022 年 07 月 資本金を２，０００万に増資 

会 社 名 株式会社 光栄 

資 本 金 20,000,000 円 

設 立 2013 年 11 月 22 日 

代 表 者 代表取締役 宮本 実 

所 在 地 京都府宇治市槇島町大川原 40 番地 1 

事業内容 ＪＲ営業線近接工事･一般土木工事全般･一般建築工事 

プラント設備工事･橋梁工事･造成工事･鉄骨工事･法面工事 

鉄筋コンクリ－ト造建築工事･リフォーム工事 

主要取引先 大鉄工業㈱ 前田建設工業㈱ ㈱京阪ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

ＪＦＥシビル㈱ 奥村組土木興業㈱ ㈱荏原製作所 

主要取引銀行 京都信用金庫 三井住友銀行 滋賀銀行 

従業員数 ３０名（2022 年 7 月現在） 

ホームページ http://www.koei.kyoto.jp 

電 話 0774-22-7751 

資格者数 １級建築士       １名 

     ２級建築士       １名 

１級土木施工管理技士  ４名 

２級土木施工管理技士  ２名 

     １級建築施工管理技士  ３名 

１級管工事施工管理技士 １名 

     ２級管工事施工管理技士 １名 

     ＪＲ資格 工事管理者 １０名 

          重機ＯＰ  １３名 

建 設 業 許 可 【京都府知事 許可（般－30）第 39942号】 

土木工事業 建築工事業 管工事業 とび・土工工事業 

大工工事業 左官工事業 舗装工事業 鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 塗装工事業 防水工事業 水道施設工事業 

機械器具設置工事業 タイル・レンガ・ブロック工事業 

石工事業 屋根工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 

板金工事業 熱絶縁工事業 建具工事業 解体工事業 

しゅんせつ工事業  

 

一級建築士事務所 【京都府知事登録 （01Ａ）第 02416 号】 
 

産業廃棄物収集運搬許可 【第 179433 号】 
          京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県 

          福井県・石川県 

ドラッグストアー新築工事 ホーム路面覆工工事 駅前広場整備工事 

地下鉄工事（開削工） 浄化センター設備機器基礎工事 マンション免振工事 

新駅基礎工事 土留め簡易枠 


