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会 社 概 要

◆社名 株式会社エスディーエス

◆所在地 ≪本社≫ 名古屋市港区知多1丁目118番
TEL 052-302-4524

≪静岡営業所≫ 静岡県沼津市江原町15-8
TEL 055-927-3655

≪東京営業所≫ 東京都北区田端新町3-19-1
TEL 03-5692-3352

≪伏見オフィス≫ 名古屋市中区栄2-9-26ポーラ名古屋ビル5F
TEL 052-684-8111

◆資本金 2,000万円

◆設立 昭和50年5月

◆従業員 46名

◆役員 代表取締役 島津裕次

常務取締役 木村昭彦

監査役 島津真由美

◆建設業許可 電気通信工事業、電気工事業、とび土工工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、水道工事業
国土交通大臣許可 （般-28）第24230号

◆電気工事業登録 経済産業大臣届出 第27029号

◆許可年月日

◆派遣事業登録

◆許可年月日

平成28年11月2日

労働者派遣事業許可 許可番号 派23-302556

平成30年7月1日

◆主要取引先 名鉄EIエンジニア株式会社
中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋株式会社
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
エヌデック株式会社
京セラコミュニケーションシステム株式会社
NSK株式会社
NDS株式会社
開発電子技術株式会社
三重中央開発株式会社
大日本印刷株式会社
日商エレクトロニクス株式会社
三菱電機システムサービス株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
ディーアイエスサービス&サポート株式会社
ネットワンシステムズ株式会社
株式会社ＰＦＵ
住友電気工業株式会社
株式会社オークローンマーケティング
富士ゼロックス愛知株式会社
天方産業株式会社
ナカヨ電子サービス株式会社



社員を積極的に経営に参画させその能力を多面的に発揮させうる企業とし、安全と高い技術力
をもって情報通信分野において社会に貢献し、私たちの生活向上を図るものとする。

自己進化（自分の殻を破る）

Ｓａｌｅｓ
売 上 高
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経 営 理 念

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｉｎｄｅｘ
経 営 指 針

売上（千円）

第39期 平成25年12月期 1,319,289

第40期 平成26年12月期 1,347,380

第41期 平成27年12月期 1,266,057

第42期 平成28年12月期 923,076

第43期 平成29年12月期 1,287,185

◆ 沿革 昭和50年5月 有限会社サンコー電業サービス設立

資本金300万円

代表取締役に山口征治が就任

平成7年5月

平成11年2月

資本金を300万円から1,000万円に増資

代表取締役に島津裕次が就任

平成11年5月 有限会社サンコー電業サービスを、株式会社サンコー電業

サービスに組織変更

資本金を1,000万円から1,700万円に増資

平成14年4月 岡崎市南八帖に三河営業所開設

平成15年6月 株式会社サンコー電業サービスから株式会社エスディーエス

に社名変更

本社を名古屋市港区知多に移転

平成19年1月 静岡県沼津市富士見町荷静岡営業所開設

平成23年7月 東京都北区田端に東京営業所開設

平成25年2月 静岡営業所を同市江原町に移転

平成25年3月 三河営業所を同市西大友町に移転

平成26年10月 資本金を1,700万円から2,000万円に増資

平成27年6月

平成30年3月

名古屋市中区栄に伏見オフィス開設

三河営業所閉鎖 本社に統合

◆ 取引銀行 中京銀行 南陽町支店

愛知銀行 南陽町支店

名古屋銀行南陽町支店



１． 移動体通信設備（携帯電話基地局工事）

２． 鉄道通信設備

３． ネットワークソリューション関連工事

４． 高速道路ETC設備、通信設備、電気設備工事

５． ECO関連設備（太陽光発電、LED照明等）工事

６． サーバ構築、ネットワーク構築

７． アプリケーション開発

８． その他、遮熱ガラスコート、外壁防汚コート等のコーティング剤の販売、施工

Ｉｎｔｒｏｄｕｃｅ
事 業 紹 介



◆ 光ネットワーク共同組合（愛知・岐阜・三重の通信工事会社の組合）

◆ Cisco Systems 認定パートナー

◆ 日本ヒューレットパッカード販売パートナー

◆ トレンドマイクロ ビジネスパートナー

◆ PANDUIT Partner

◆ F-Secure Partner                             

◆ 日本CA Partner

◆ CTC 販売代理店

◆ DIS mobile WiMAX 販売代理店

◆ エーエス 販売代理店

◆ フォーティーネットBronzeパートナー

◆ Aruba Networks認定パートナー

Ｌｉｃｅｎｃｅ Ｈｏｌｄｅｒ
有 資 格 者

Ｏｔｈｅｒｓ
そ の 他

第1級電気工事施工管理技士 3名

第2級電気工事施工管理技士 7名

第2級土木工事施工管理技士 2名

第1種電気工事士（試験合格者含む） 7名

第2種電気工事士 17名

第1級陸上特殊無線技士 15名

工事担任者総合種、DD1種 2名

CATV総合監理技術者 1名

光ケーブル接続技術者 8名

高力ボルト施工技術者 7名

その他技能講習、特別教育修了者、ベンダー資格 多数



主な工事実績

平成26年 KDDI様 au基地局附帯工事
SBM様 携帯基地局附帯工事
静岡県様 デジタル防災通信システム整備工事
瀬戸市様 新庁舎LAN工事
セントレア中継 第一セントレアビル様 屋内対策工事
NEXCO中日本様 中央自動車道可変式道路情報板設備工事
NEXCO中日本様 ハイウェイラジオ環状土岐局LCX張替え作業
西向マイクロ設備（中部）十里木中継局工事
木曽電力システムセンター様 CVCF更新工事
DHLセントレア空港様 倉庫IPカメラ追加工事
全農グリーンリソース衣浦発電所様 太陽光発電設備工事
日本コルマー様 太陽光発電所設置工事
大幸特殊鋼印刷様 太陽光発電設備工事
平安伸銅工業様 LED工事
GEO春日井様 LED交換作業
新日鐵住金名古屋製鐵所様 光融着工事
三重中央開発三重事業所様 光回線化工事
中部国際空港様 アクセスプラザデジタルサイネージ設置工事
ホテル123名古屋様 VOD工事
防衛省様 テレメントリー表示装置導入工事
新旭森林スポーツ公園様 スコアボード取付工事
三菱電機中津川製作所様 LANスイッチ設定作業
他

平成27年 KDDI様 au基地局附帯工事
静岡県様 デジタル防災通信システム整備工事
セブンイレブン ・サークルKサンクス様 新店 改装工事
岐阜市役所様 マイナンバー制度に伴うLAN配線工事
瀬戸市様 既設庁舎改修に伴うLAN工事
警視庁様 録音録画システム設置展開
名古屋国道様 道路管理用設備修繕工事
知多市様 広域消防救急デジタル無線設備工事
名古屋市様 市営地下鉄列車無線誘導線改修工事
名古屋福祉大学様 ネットワーク構築
中日本高速道路様 伊勢湾岸自動車道 ETC設備工事
中日本高速道路様 東海北陸自動車道 ETC設備改造工事
中部電力様 姫川第2ダム管内簡易ITV設備設置工事
旭化成住宅建設様 多機能電話機増設工事
王子マテリア名寄工場様 温度監視システム工事
名鉄病院様 ネットワーク設備工事
津市様 最終処分場太陽光発電設備設置工事
コインランドリーボーテ様 省エネガラスコート施工
三重中央開発様 構内IP放送システム構築
御前崎中学校様 校内LAN工事（無線LAN環境構築）
トヨタ部品岐阜共販様 監視システム構築
富士エンジニヤリング様 新オフィス10Gネットワーク構築
名古屋工業大学様 NTPサーバ導入
名古屋駅ツインビジョン+シリーズ・アド・ビジョン+J・ADビジョンサイネージ統合に伴うネットワーク更新
GateWalk様 デジタルサイネージ導入に伴うネットワーク構築
THKリズム様 無線LAN環境構築
他



主な工事実績

平成28年 名古屋第二環状自動車道様 ETC設備工事（平成27年度）
東海北陸道様 岐阜保全他 移動無線設備改造工事
セブンイレブン様 システム入替工事
NEXCO中日本羽島保全SS様 安全対策二重化工事
長久手IC様 ETC設備工事
富山富士通八尾センター様 配線工事
高鷲IC～荘川IC間4車線化支障移転工事
吾妻バイオパワーコンベア温度監視設備に伴う工事
中央自動車道様 伊那ＩＣ～中津川IC間防護柵工事（平成27年度）
飛騨トンネル中間電気室 保守用変圧器設置工事
吉川運輸倉庫様 太陽光発電設備設置工事
長篠設楽原PA上り線照明設備移設工事
岐阜県防災情報システム 整備工事
東海環状道 ゲート上屋LED化工事
非常電話内照明LED交換工事
ブリヂストン彦根工場様 高圧ケーブル敷設工事
新東名高速道路様 安全啓蒙表示板改修工事
道の駅ななもり清見様 急速充電設置工事
大名古屋ビルヂィング様 電話設備工事
ジェイアール東海エージェンシー様 名古屋駅ディスプレイ増設工事
他

平成29年 KDDI様不要管路撤去工事
第二東名高速道路 軸重計整備工事
セブンイレブン様 システム入替工事
飛騨川水系ダム管理集中化 川辺ダムケーブル取替工事
岐阜羽島IC 道路照明設備水銀灯更新作業
東海市 防災カメラ整備工事
飯田料金所 機器移設作業
レオパレスラ・フォーレ様 LP21カメラ設置工事
日立ジョンソンコントロールズ空調清水工場様 LAN工事
ファミリーマート様 ブランド転換作業
東名高速道路 軸重計整備工事
名鉄名古屋駅/栄地下街CRF化工事
平成28年度松河戸共同溝監視施設設置工事
岐阜県防災情報システム 整備工事
メタルカット滋賀工場様 太陽光発電設備工事
岡野バルブ製造様大型工場 太陽光発電設備設置工事
オークローンマーケティング様 札幌CCリノベーションに伴うデジタルサイネージ工事
中部テレコミュニケーション様ケージング工事
三重中央開発様 デマンド監視システム向 ネットワーク工事
名古屋本線 東枇杷島駅改良に伴う通信工事
伊勢湾岸自動車道 軸重計工事
豊丘神稲M7局 基地局工事
ユニクロ様各店舗 V1化工事
H28年度名古屋支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新等工事
ジェイアール東海エージェンシー様 名古屋駅桜通口改札前通路デジタルフラッグ新設工事
自然科学研究機構様 UPS設置工事
富士通 沼津工場様 電源工事
H28年度 豊田HSC管内施設建物電気・通信設備修繕工事
他
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