
フルマラソンを走り切る三好
社長はいつも元気一杯。社員の
皆さんも驚くほどポジティブで、
活気ある社内にアイデアが満ち
溢れています。社長のお考えと
ＦＦＧの理念は通じるとこがあ
ります。共に目指しているのは
「あなたのいちばんに。」では
ないでしょうか。

私の「経営理念」

経営理念は不動産事業のモデル企
業として社会に貢献し、会社の発展
と社員の幸せを実現するということ
です。
三好不動産の事業の基盤となって
いるのは、賃貸管理ビジネスです。
今でこそ賃貸管理ビジネスは全国的
に一般的になっていますが、これは
当社が最初に始めたビジネスモデル
です。管理受託から家賃の滞納保証
までをオーナー様から請け負う管理
業務をビジネスとして確立し、全国
へ広げていきました。
当社は、先進的な事業を開発する
という三好不動産のＤＮＡを受け継

ぎ、最近では外国人や高齢者など新
ターゲットに対するビジネスを展開
するなど、時代の変化を見極め、お
客様に求められる新しいサービスの
提供を行っています。
私は、社員の心の育成も会社の責
任であると考えており、毎日朝礼で
社員に熱い思いを伝えています。そ
の結果、当社には素直で逞しい社員
が育っていると感じています。お客
様に「感謝、感激、感動」していた
だけるサービスを実現するために、
従業員一同勤勉さを忘れず、知識・
技能・人格を備えた真のプロ集団と
して社会に貢献していきたいと考え
ています。

当社の「セールスポイント」

当社が福岡都市圏で管理している
賃貸物件は２５，５００戸にのぼり、こ
れは九州１位の管理戸数です。過去
２０年間で管理戸数は２．５倍になり、
家賃集金総額は年間約１６８億円に
のぼっています。また、お客さまに
信頼していただけるよう堅実な経営
を続けた結果、Ｓ＆Ｐの中小企業格
付けでは最高位の「ａａａ（トリプ
ルａ）」を３期連続取得しました。
今、私たちが目指しているのは、
不動産の枠にとらわれない「超・不
動産業」です。私たちは不動産を
「資産」のひとつと捉え、ファイナ
ンシャルプランナーとして「資産活

用コンサルティング」を行っていま
す。時代により移り変わる住空間の
ニーズをオーナー様に伝え、魅力的
な不動産づくりを支援するだけでな
く、保険や投資信託などの金融資産
に関するアドバイスも出来るような
体制を整えています。
また、福岡で困っている人たちの悩
みを解消したいという思いから、空
室で悩むオーナー様からアパートを
一括借り上げし、生活保護の高齢者
やホームレスの方に住宅を提供する
活動も行っています。住環境に携わ
る会社として福岡を住みやすい素晴
らしい街にすることを目指して、地
域密着企業としての努力を続けてま
いります。
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事｜業｜概｜要

会 社 名／株式会社 三好不動産
所 在 地／福岡市中央区今川１丁目１番１号
事業内容／不動産業
設 立／１９５１年７月３日
資 本 金／１，５００万円

従業員数／２９０名
年 商／２９億２８００万円（２００８年９月）
Ｔ Ｅ Ｌ／０９２‐７１５‐１０００
Ｆ Ａ Ｘ／０９２‐７２２‐１５１５
Ｕ Ｒ Ｌ／http://www.miyoshi.co.jp

代表取締役社長

三好 修氏

株式会社 三好不動産

推薦者コメント

福岡銀行 赤坂門支店
団支店長コメント
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創業以来、「安全・安心・高
品質（信頼）を食卓へ」を使命と
し、手間と労力を惜しまず、常
に安全性と品質向上への取り組
みを実践されている杉本社長。
今後の自社ブランド高級黒毛
和牛「黒樺牛」の更なる流通拡
大と益々のご発展を確信してお
ります。

h e a r i n g . 0 2

私の「経営理念」

私の経営理念は、牛肉の安全性に
対する消費者の不安や品質表示への
不信感を取り除き、安全・安心で高
品質な食肉を常にお届けすることです。
昨今、当業界を取り巻く環境は、
ＢＳＥや産地偽装など、食の安全性
を揺るがす諸問題の発生により、社
会そして消費者の皆様からの厳しい
目にさらされています。
当社では、創業以来、食肉の安定
供給と安全性に真摯に取り組んでま
いりましたが、これまで培ってきた
消費者の信頼をさらに深めるため他
社に先駆けて『生産情報公表牛肉Ｊ
ＡＳ』認定を取得しました。

この認定の取得により、私どもが
正確に記録・保管・公表した食品の
生産情報を消費者の皆様ご自身の目
で確認して頂き、安心して当社の食
肉を買い求めていただくことが出来
ます。
こうした、牛肉の安全性を徹底し
て追及する一方で、昨今では、小中
学校の社会科見学の受け入れなど
「食育」にも力を入れており、こう
した事業活動を通じ、ひいては、畜
産業界の振興に寄与していきたいと
考えています。
これからも、食肉流通の一翼を担
い食肉生産の源を司る業務に従事し
ていることを自覚し、誇りを持って
日々の業務に邁進していく所存です。

当社の「セールスポイント」

当社では、繁殖・肥育から出荷ま
で一貫した情報管理システムを構築
し、安心・安全かつ美味しい牛肉を
提供しています。
現在、当社では、鹿児島県や宮崎
県を中心とした２２の牧場で約
４，０００頭の牛を肥育しています。
そして、この大量の牛について、
熊本県内初となる生産情報公表ＪＡ
Ｓ認定取得（２００４年）に際し独自
に構築した「杉本本店生産情報グ
ループシステム」により、繁殖から
肥育時の投薬、出荷に至るまで、一
頭毎に徹底した健康管理・情報管理
を実施しています。

また、当社では肥育段階から飼料
にこだわり、細心の注意を払いなが
ら育てた最高級黒毛和牛を、自社ブ

くろはなぎゅう

ランド「黒樺牛」として売り出し
ています。
くろはなぎゅう

黒樺牛は、当社の直営店の他、
関東・関西など大都市圏で販売して
いますが、黒毛和牛独特の甘みとや
わらかさがお客様からの好評をいた
だいており、お蔭様で、発売以来、
黒樺牛を指名して購入いただいてい
るファンが増えています。
これからも、最新の設備や衛生技
術を積極的に取り入れ、小売店や消
費者の方々からの継続的な信頼を獲
得するとともに、安全で美味しい食
肉の安定供給を目指してまいります。

事｜業｜概｜要

会 社 名／株式会社 杉本本店
所 在 地／熊本県宇城市豊野町巣林５３８
事業内容／食肉卸
設 立／１９８３年１月
資 本 金／５，０００万円

従業員数／４５名
年 商／４２億円
Ｔ Ｅ Ｌ／０９６４‐４５‐２６１１
Ｆ Ａ Ｘ／０９６４‐４５‐２９８８
Ｕ Ｒ Ｌ／http://www.sugimotohonten.com/

代表取締役社長
とも や

杉本 知彌氏

株式会社 杉本本店

推薦者コメント

熊本ファミリー銀行松橋支店
永尾支店長コメント

黒樺牛
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明治４２年創業以来、一世紀
にわたって陸海を問わず地域に
安定したエネルギーを供給続け
てこられました。
「企業永遠・人財無限」を社
是に、人財育成にも力を注がれ、
地域に貢献されて来た事が永年
支持されてきた所以だと思いま
す。
今後も益々発展されるものと
確信しております。

私の「経営理念」

当社は創業８０周年を迎えた１９８９
年（平成元年）に、株式会社伊万里
石油商会からユウシード（Ｕ’ＳＥ
ＥＤ）東洋株式会社へ社名変更しま
した。これを機に、経営理念を「開
拓精神」としました。「開拓精神」
こそ先人たちが伝統を築いてきた力
であり、永遠の発展への道を照らす
灯りだと考えたからです。
当社では経営理念の「開拓精神」
をキーワードとして、作物づくりの
一連の過程である「土づくり」→
「種まき」→「育成」→「取り入
れ」→「評価」のサイクルを、日々
の営業活動に応用しています。すな
わち、「人づくり」→「顧客への告

知、説明、助言等」→「販売」→
「成果」→「評価・情報」という営
業サイクルの実践を徹底し、朝礼や
会議などあらゆる場において、行動
指針として取上げています。
社名の“ユウ（Ｕ）”は「裕」で
あり、「友」、「遊」、「ＹＯＵ」
など様々なユウを表し、“シード
（ＳＥＥＤ）”は種子を表します。
「ユウシード東洋」という社名には、
私たちが取り組むさまざまな形のふ
れあいとアプローチが、やがて大き
な実を結ぶようにという願いが込め
られています。
私たちのサービスステーションの
ある全ての街で、これからも様々な
種を蒔いていこうと考えています。

当社の「セールスポイント」

当社の社歴はまもなく１００年を

迎えます。古くは佐賀県で初めてと

なる給油所第一号店を出店するなど、

燃料に関わる様々な事業を手がけて

参りました。

当社の業務は、海上業務と陸上業

務に分けられます。海上業務では、

漁業事業者や外航船を対象に燃料で

ある重油を供給しており、所有する

油送船（タンカー）２隻を用いなが

ら業務を展開しています。

陸上業務では、８ヵ所のサービス

ステーションを、伊万里市をはじめ

とする佐賀県と長崎県に展開をして

います。近年はセルフスタンドを含

め、提供するソフトサービスの質の

重要性がますます高まってきていま

す。

当社ではドライブウェイサービス

を文化にまで高め、価格だけではな

くお客様が「また、行こう。来てみ

よう。」と思ってもらえる応対を、

いつでも、どのスタッフでもお客様

へご提供できるように準備していま

す。

エネルギー利用のあり方が大きく

変革しつつある現在、多様な商品の

取扱いとともに、新たなエネルギー

分野への参入にも積極的に取り組ん

で参ります。

h e a r i n g . 0 3

事｜業｜概｜要
会 社 名／ユウシード東洋 株式会社
所 在 地／佐賀県伊万里市新天町字中島４６０番地６
事業内容／石油精製品販売、車検・整備、自動車部

品及び自動車用品販売、洗車・高級コー
ティング処理、カーフィルム施工、船舶
用塗料・家庭用塗料販売、中古自動車販売、
生保・損保販売

設 立／１９０９年
資 本 金／１，０００万円
従業員数／１００名
年 商／５５億円
Ｔ Ｅ Ｌ／０９５５‐２３‐７１１１
Ｆ Ａ Ｘ／０９５５‐２３‐７１１５
Ｕ Ｒ Ｌ／http://www.u-seed.com/

代表取締役社長
ひろのぶ

池永 博逑氏

ユウシード東洋 株式会社

推薦者コメント

親和銀行 伊万里支店
是沢支店長コメント
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