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御　挨　拶

金秀グループ  会長

　郷土復興のために、わずか3名で興した村の小さな鍛冶屋。

1947年、弱冠19歳の創業者呉屋秀信が、沖縄民政府から

企業免許を取得したのが、現在の金秀グループの始まりでした。

　鍛冶屋から鉄工所へ。

　金秀グループの社訓である「誠実　努力　奉仕」のもと、

沖縄の経済発展に貢献すべく、グループの礎を築いてまい

りました。

　現在の事業領域として、建設関連事業、スーパーマーケット

を核とした小売・流通業をはじめ、ゴルフ・リゾートホテル等

の観光サービス業、バイオ事業と幅広く展開しており

ます。

　刻々と変化する時代を見据えて、グループ企業の総力を

結集し、更なる成長を目指し新しい時代へ挑戦し続けると

ともに、沖縄の豊かな発展と飛躍に貢献してまいります。

KANEHIDE GROUP
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Build up Okinawa
街がある。人がいる。小さなこの島にも、

たくさんの人、くらし、夢があります

地域とともに歩み、育む豊かな未来。

金秀グループは複数の事業をグループ14社で展開し

暮らしに新たな価値を創造していきます

＜金秀グループの事業領域＞
■ 建設関連事業
■ 小売・流通関連事業
■ 観光事業
■ バイオ事業

街、技術、自然を生かす街づくり

建設関連事業
豊かな地域資源である沖縄の特性を生かしたサービス展開

観光事業
バイオ事業

豊かな地域資源である沖縄の特性を生かしたサービス展開

観光事業
バイオ事業

スーパーマーケット、フランチャイズを通して人々のくらしを豊かにします

小売・流通関連事業小売・流通関連事業小売・流通関連事業

確かな技術で人と環境を見つめ
時代をつくる社会基盤づくりに努力しています

沖縄だからこそできる美しい自然を感じるリゾートと
健やかなからだづくりを提供してまいります

選び抜かれた商品で食と暮らしを彩る
豊かな毎日をお届けします

総合建設業 鋼材・資材卸 アルミサッシ製造

鉄骨・橋梁・鋼構造物の
設計・製作・施工

プレストレスト
コンクリート製造施工

ビルメンテナンス・総合管理
不動産の売買

かねひで
恩納マリンビューパレス

かねひで
喜瀬ビーチパレス

かねひで
喜瀬カントリークラブ

金秀ファームクッチーナ地中海 健康食品の
研究開発・製造

スーパーマーケット 小型店舗 コンビニエンスストア・
ドラッグストア

ホームセンター 通信事業
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金秀商事株式会社

リゾート
事業部

金秀建設
株式会社

金秀琉球
ファシリティーズ
株式会社 金秀商事

株式会社

金秀商事
不動産
株式会社

金秀
アルミ工業
株式会社

金秀バイオ
株式会社

株式会社
かねひで総合
研究所

金秀
フードサプライ
株式会社

農業生産法人
株式会社

金秀ファーム

金秀興産
株式会社

金秀鉄工
株式会社

金秀
ホールディングス
株式会社

沖縄ピーシー
株式会社

金秀鋼材
株式会社

暮らしの中の金秀グループ 戦後、沖縄の復興とともに成長してきた金秀グループ。業容を拡大しながら、県民の暮らしとともに歩んできました。

金秀建設株式会社
● 建築工事一式　
● 土木工事一式
● リニューアル工事
● 設計監理業務　
● 宅地建物の売買、仲介

● 一般鋼材（形鋼・鋼板・ステンレス・トタン・溶接棒等）の販売
● 建設資材（鉄筋・木材等）の販売
● 土木資材（公園・スポーツ関連施設・環境エクステリア）販売
● 重仮設リース、中空スラブ工法、建築外構資材販売
● 給油所運営、産業用燃料販売及びLPガス販売業務、
　電力小売事業
● 電気設備、機械設備、照明設備等の販売
● 屋根・外壁工事、金属内装工事、電気工事

● スーパーマーケット運営
　 ● タウンプラザかねひで（スーパーマーケット）
　 ● かねひでジップマート（小型店舗）
　 ● ツルハドラッグ（ドラッグストア）

● リゾート施設運営
　 ● かねひで喜瀬カントリークラブ（ゴルフ場及びコンドミニアム）
　 ● かねひで喜瀬ビーチパレス（リゾートホテル）
　 ● かねひで恩納マリンビューパレス（リゾートホテル）
　 ● クッチーナ地中海（レストラン）
　 ● スカイラウンジ マリーエ（レストラン）

● アルミニウム及びその合金による
　押出形材の製造販売　
● アルミサッシ設計・製造・加工・建付
● 防音サッシ設計・製造・加工・建付

● 沖縄の素材を活用した健康食品の
　研究開発、製造販売
● 代替医療向け商品、機能性食品の
　研究開発、製造販売
● 機能性食品の原料販売
● 沖縄素材原料調達／ハードカプセル充填／
　レトルト充填／錠剤／顆粒／抽出／濃縮／
　スプレードライ／乾燥／混合／造粒／打錠／
　包装（スティック、アルミ袋、瓶詰、箱詰）

● 保険代理店業務 かねひで保険サービス
● ドコモ携帯電話（販売代理店業務）
　 ● ドコモショップ与那原店
● ホームセンター事業 
　 ● カインズFCサンプラザ糸満店
　 ● カインズFCあがり浜店
　 ● カインズABLOうるま店
● 不動産賃貸業 
　 ● サンプラザいとまん商業施設

金秀鋼材株式会社

金秀アルミ工業株式会社
金秀商事株式会社

金秀商事株式会社 リゾート事業部

金秀バイオ株式会社

● プレストレストコンクリート工事の請負、
　企画、設計及び監理
● プレストレストコンクリート製品及び
　一般コンクリート製品の設計製造及び販売

沖縄ピーシー株式会社

株式会社
かねひで総合研究所
● 産業、経済、金融、市場、各種マーケティング
　に関する調査、研究
● 地域産業、経済及び地域開発に関する調査研究
● 情報の収集、提供並びに調査研究の受託
● 講演会、各種セミナーの企画・運営業務、
　各種研修の受託
● 企業経営についての情報提供並びに
　経営相談業務
● 資料の収集、保管、編集及び各種出版物の刊行
　並びに各種情報提供
● 各種広告並びに各種宣伝に関する業務の受託
● 前各号に付帯関連する一切の事業

金秀興産株式会社

● グループの統括管理業務
● 所有不動産の運用と金融業
● コンビニエンスストア事業

金秀ホールディングス
株式会社

金秀鉄工株式会社

● ビルメンテナンス業務
● ホテル・オフィスビル・商業施設の建築設備、
　清掃・衛生管理等の総合管理業務

● 建物の維持・保全を目的とした修繕、設備、電気工事

● 警備業務　1号業務(施設警備等）、
   2号業務(交通誘導警備・雑踏警備）

●賃貸管理業務　

金秀琉球ファシリティーズ
株式会社

● 不動産の売買、貸借及びその仲介と管理
● 不動産の売買、貸借の代理

金秀商事不動産株式会社

● 農産物の栽培
● 農産物の生産及び販売

農業生産法人株式会社
金秀ファーム

● 金属カーテンウォールオーダー設計・建付
● Ｒサッシ及び特殊物製造・建付　
● 玄関ドア、トイレドア、フラッシュドア等の製造販売　
● 建築用板硝子、強化・防火硝子の販売・施工
● 輻射式冷暖房装置（エコウィン）の製造・販売

● 土木及び建築一式工事請負に関する業務
● 鉄骨、橋梁、鋼構造物の設計・製作・施工・
　診断及び補修に関する業務
● 土木及び建築の設計・監理に関する業務
● 橋梁商品「パネルブリッジ」｢角太橋®」　
　設計・製作・施工
● FRP製品の製作・施工
● 鋼管杭

　

● 特定建設業許可　認定番号：（特－30）　 
　第11355号
● 国土交通大臣認定鋼構造物製作工場
　Hグレード認定認定番号：TFBH－193408
● 品質マネジメントシステム ISO9001:2015
● 県産品登録　　　　　　　　　　　　　
　FRP検査路、FRP飛沫塩分遮断版　　　　
　FRP合成床版、FRPマンホール
　G-ECSPILE（ジーエクスパイル）

沖縄総販売代理店：㈱三誠
施工代理店：㈱三誠、㈱アース・エコ、
タイガー産業㈱、ガイアパイル㈱
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金秀建設株式会社
金秀建設は、
「暮らし、未来をカタチにする」会社です

　弊社は創業以来、地域に密着した総合建設業として、確かな技術力と品質、豊富

な実績をもとに、安全で快適、環境や景観に配慮した美しい街づくりをめざしてお

ります。

　橋梁、道路、モノレール関連等の土木工事、学校などの公共施設をはじめ、ホテ

ルや工場、大型物流施設等の建築工事、既存建物の増改築、住宅の改修工事など

のリニューアル工事まで、ものづくりのプロとして、お客様のニーズに最大限応えら

れるように幅広く事業を展開しております。

　沖縄の風土に適した企画・設計・施工の総合プロデュースで、お客様の夢をカタ

チに、笑顔あふれる住まいづくりをご提供いたします。

設立年月日

1947（昭和22）年5月25日

3億円

【本社】
〒900-8527
沖縄県那覇市旭町112番地1
金秀ビル東館4階
TEL  098-869-1350
FAX  098-869-1353

【西原支店】
〒903-0118
沖縄県西原町字小波津567番地

資本金

所在地

事業内容

●建築工事一式
●土木工事一式
●リニューアル工事
●設計監理業務
●宅地建物の売買・仲介

かねひで喜瀬カントリークラブかねひで喜瀬カントリークラブ

JA会館
琉球新報
本社ビル

市道国際センター線
都市モノレール
（下部工）

農連市場地区防災街区整備事業

ホテル アンテルーム那覇

各社の業務の連携強化によって
グループの総合力を引き出し、
百年企業を目指します

　「金秀グループは一つの運命共同体」。このグループ運営の理念のもと、私たち

はさらなる企業発展のために、各社と連携し、変革を続けてまいります。

　変わらない「誠実　努力　奉仕」の社訓の精神を基幹に、グループ運営の要とし

ての役割に徹し、百年企業を目指します。

設立年月日

1961（昭和36）年3月30日

1億円

【本社】
〒900-0029
沖縄県那覇市旭町112番地1
金秀ビル8階
TEL 098-868-6699
FAX 098-862-2506

【東京営業所】
〒105-0013
東京都港区浜松町1-29-10
東京ラインビル5階
TEL 03-6402-5858
FAX 03-6402-5859

【ベトナム金秀駐在員事務所】
 Room P7-41.OT17,Park7,
Vinhomes Central Park,
720A Dien Bien Phu St.,Ward
22,Binh Thanh Dist.,
Ho chi minh city,Vietnam.
TEL　 +84-28-3535-2320

資本金

所在地

事業内容

●グループの統括管理業務
●所有不動産の運用と金融業
●コンビニエンスストア事業

グループの会議体の運営 企業説明会等の採用活動

ゴルフトーナメント等の開催・運営コンビニエンスストア事業 金秀グループ社内報の発行

金秀ホールディングス株式会社

金秀ビル　1989（平成元）年「西館」、2000（平成12）年「東館」落成

建設本部　　TEL  098-882-9920
　　　　　　FAX  098-882-9933

金秀HD Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
金秀建設 Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
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「もっと身近に、より確かに」
安心仕様の製品をお届けします

　弊社は沖縄軽金属株式会社として本土復帰前年の昭和46年に創業、昭和63年

に金秀アルミ工業株式会社と社名を変更し、県内で唯一のアルミ形材の押出機と

アルマイト表面処理施設を備える会社です。

　これまで、県民の皆様に支えて頂きながら『もっと身近に、より確かに』をキャッ

チフレーズに役職員力を合わせて業務に汗を流しております。

　県内において秀和会と称する29社からなる協力店と共に台風銀座と呼ばれる

沖縄県で安心してお住まい頂くためにアルミサッシ窓やアルミ製雨戸等を製造・販

売しております。

　金秀グループの社訓である「誠実  努力  奉仕」を弊社も共有しつつ、県内での

雇用の確保など地域貢献に日々努力して参ります。

設立年月日

1971（昭和46）年6月18日

1億円

【本社】
〒903-0204
沖縄県西原町字掛保久217番地
管理本部 TEL 098-835-8100
 FAX 098-835-8106

資本金

所在地

事業内容

●アルミニウム及びその合金による押出形材
の製造販売

●アルミサッシ設計・製造・加工・建付
●防音サッシ設計・製造・加工・建付
●金属カーテンウォールオーダー設計・建付
●Ｒサッシ及び特殊物製造・建付
●玄関ドア、トイレドア、フラッシュドア等の
製造販売

●建築用板硝子、強化・防火硝子の販売・施工
●輻射式冷暖房装置（エコウィン）の製造・
販売

1993年 押出機新設及び押出工場増設1993年 押出機新設及び押出工場増設

金秀アルミ工業株式会社

1997年　新アルマイト工場完成

形材倉庫 アルミサッシ加工工場

イメージキャラクター　サンバちゃん

4,050万円

1971（昭和46）年1月16日

金秀鋼材株式会社
私たちは、お客様のニーズにお応えし
優れた資材とエネルギーをお届けします

　弊社は、昭和36年3月、戦後復興の沖縄に、初めて鋼材を中心とする建築資材

を安定供給する事を目的に創業致しました。

　創業以来、｢誠実　努力　奉仕｣の社訓のもと、県民に必要とされる企業、県民

に役立つ企業を目指して、役職員一丸となって努力を重ねております。

　現在は、建築資材販売部門に鋼板並びに設備工事部門、更にSS店舗を中心とし

たエネルギー部門の事業拡大に取り組んでおります。

　これからも金秀鋼材は、「お客様目線」を第一に地域に根ざし建設資材とエネ

ルギーを通して地域に貢献するべく、様々な挑戦を続けて参ります。

【本社】
〒903-0205
沖縄県西原町字小那覇1212番地
TEL  098-946-9898
FAX  098-946-2828

資本金

所在地

事業内容

設立年月日

●一般鋼材（形鋼・鋼板・ステンレス・トタン・
溶接棒等）の販売

●建設資材（鉄筋・木材等）の販売
●土木資材（公園・スポーツ関連施設・環境
エクステリア）販売

●重仮設リース、中空スラブ工法、建築外構
資材販売

●給油所運営、産業用燃料販売及びLPガス
販売業務、電力小売事業

●電気設備、機械設備、照明設備等の販売
●屋根・外壁工事、金属内装工事、電気工事

各種異型鉄筋 各種木材・新建材

金属屋根工事 かねひでSS

鋼材部鋼材部

金秀鋼材 Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
金秀アルミ工業 Webページ金秀アルミ工業 Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）

新規事業「金秀でんき」
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皆様の健やかな笑顔のために
豊かな恵みを確かな機能性に代えて

　ここ沖縄は日本で唯一の亜熱帯性気候の県で、この地で育つ健康食品素材は、

たくましく、眩しいほどの生命力にあふれています。

　弊社の経営目的は、沖縄素材にこだわった安全・安心な健康食品を製造・販売

することです。工場は、食品安全の国際規格であるISO22000の認証及び健康補

助食品ＧＭＰ認定を取得し、原材料の受入検査から製品を出荷するまで、一貫した

製造管理体制を構築しています。さらに、確かな機能性のある製品をお届けする為、

県内外の大学、研究機関との共同研究に注力し、エビデンスの構築に努めて参り

ます。

　これからも従業員一同心を込めて、安全・安心な健康食品をお届けいたします。

設立年月日

1988（昭和63）年9月10日

4,300万円

【本社】
〒901-0306
沖縄県糸満市西崎町5丁目2番地2
TEL 098-994-1001
FAX 098-994-0636

資本金

所在地

事業内容

●沖縄の素材を活用した健康食品の研究開
発、製造販売

●代替医療向け商品、機能性食品の研究開
発、製造販売

●機能性食品の原料販売
●沖縄素材原料調達／ハードカプセル
充填／レトルト充填／錠剤／顆粒／
抽出／濃縮／スプレードライ／乾燥／
混合／造粒／打錠／包装（スティック、ア
ルミ袋、瓶詰、箱詰）

社屋・工場社屋・工場

金秀バイオ株式会社

減圧濃縮機

製品チェック 充実したエビデンス 検査・研究

取扱製品一例

信頼・安心の認定証明マーク

3,000万円

1982（昭和57）年7月1日

金秀商事株式会社
地元に貢献するナンバーワン企業を目指して
より便利で身近な毎日の暮らしをお届けします

　鮮度の良さ、価格の安さ、環境に配慮した安心・安全

な商品を提供して、地域に根ざした店舗づくりを目指し、

スーパーマーケット「タウンプラザかねひで」をはじ

め、小型店舗「かねひでジップマート」ドラッグストア

「ツルハドラッグ」も展開しております。

　リゾート事業部では、県内はもとより、国内外のお

客様に沖縄県の恵まれた自然を活かしたリゾートライ

フを提供し、沖縄県の観光産業に貢献できるよう取り

組んでおります。

【サポートセンター】
〒903-0103
沖縄県西原町字小那覇494番地1
TEL 098-946-2830
FAX 098-946-3522

資本金

所在地

事業内容

設立年月日

●スーパーマーケット運営

 ・タウンプラザかねひで
　（スーパーマーケット）

 ・かねひでジップマート（小型店舗）

 ・ツルハドラッグ（ドラッグストア）
●リゾート施設運営

 ・かねひで喜瀬カントリークラブ
　（ゴルフ場及びコンドミニアム）

 ・かねひで喜瀬ビーチパレス
　（リゾートホテル）

 ・かねひで恩納マリンビューパレス
　（リゾートホテル）

 ・クッチーナ 地中海（レストラン）

 ・スカイラウンジ マリーエ（レストラン）

社屋

コザ十字路市場

かねひでフードセンター

クッチーナ地中海 かねひで喜瀬カントリークラブ

かねひでジップマート美原店 かねひで喜瀬ビーチパレス

ツルハドラッグ かねひで恩納マリンビューパレスすまいる保育園
金秀商事 Webページ金秀商事 Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
金秀バイオ Webページ金秀バイオ Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
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鉄でつなげる未来へのバトン
高い技術力で工場から現場施工まで、確かな製品をお届けします

　弊社は、平成20年4月に金秀建設より分社し、金秀グループの創業部門としての

誇りのもと、基幹産業の工場建設や都市形成における公共建物及び商業ビルの建

築工事、歩道橋・道路橋や離島架橋そしてモノレール建設等の橋梁製作架設工事

に携わってまいりました。「安全は全てに優先する」を合言葉に全員で安全活動に

取り組んでいます。

　工場の生産能力は県内最大であり、溶接ロボットや一次加工にあたる孔明け・

切断ラインも充実しております。 お客様の期待に応える製品づくりをするため、人

材を育成し、設備を充実して、高品質な製品を提供するために常に成長していく企

業体であることをお約束します。 

設立年月日

2008（平成20）年4月1日

1億円

【本社】
〒903-0118
沖縄県西原町字小波津567番地
TEL 098-945-3351
FAX 098-945-9974

資本金

所在地

事業内容

●土木及び建築一式工事請負に関する業務
●鉄骨、橋梁、鋼構造物の設計・製作・施工・
診断及び補修に関する業務

●土木及び建築の設計・監理に関する業務
●橋梁商品「パネルブリッジ」｢角太橋®」　
設計・製作・施工

●FRP製品の製作・施工
●鋼管杭

　

●特定建設業許可　認定番号：（特－30） 
第11355号

●国土交通大臣認定鋼構造物製作工場
Hグレード認定認定番号：TFBH－193408

●品質マネジメントシステム ISO9001:2015
●県産品登録　　　　　　　　　　　　　
FRP検査路、FRP飛沫塩分遮断版　　
FRP合成床版、FRPマンホール
G-ECSPILE（ジーエクスパイル）

（仮称）沖縄トヨペット豊見城店新築工事（仮称）沖縄トヨペット豊見城店新築工事糸満西崎ロジスティクス新築工事糸満西崎ロジスティクス新築工事

金秀鉄工株式会社

組立溶接ロボット

FRP工事 鋼管杭工事

Hグレード大臣認定 県産品

2億2,875万円

1960（昭和35）年9月14日

金秀興産株式会社
暮らしに安心と豊かさを
お客様に寄り添い、豊かな暮らしをサポート致します

【本社】
〒903-0103
沖縄県西原町字小那覇494番地1
金秀商事（株）3階
TEL 098-975-7733
FAX 098-975-7788

資本金

所在地

事業内容

設立年月日

●保険代理店業務

 かねひで保険サービス
●ドコモ携帯電話（販売代理店業務）

 ドコモショップ与那原店
●ホームセンター事業

 カインズFCサンプラザ糸満店

 カインズFCあがり浜店

 カインズABLOうるま店
●不動産賃貸業

 サンプラザいとまん商業施設

カインズABLOうるま店

　弊社は、昭和35年に南部製糖株式会社と沖縄農興製糖株式会社の二社合併に

より、「第一製糖株式会社」として製糖事業を開始したのが起源であります。

　創業以来、時代の変化と共に事業再編を行い、常に沖縄県民の身近なパートナ

ー企業としてお客様の生活ニーズに沿った商品、サービス・情報の提供を心がけ、

皆様の暮らしに安心と豊かさを提供出来る様、日々努め歩んで参りました。

　金秀興産株式会社は、これからもお客様に寄り添い、共に成長し続ける企業で

ありたいと考えております。

カインズ工房

ドコモショップ与那原店 かねひで保険サービス

ペットコーナー 園芸コーナー

金秀興産 Webページ金秀興産 Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
金秀鉄工 Webページ金秀鉄工 Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）

沖縄総販売代理店：㈱三誠
施工代理店：㈱三誠、㈱アース・エコ、
タイガー産業㈱、ガイアパイル㈱
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かねひで総研は、
沖縄県内外の経済と産業の動向に関する
調査・研究・分析を通じて得られた知見を
グループ経営に提言する研究機関です

　弊社は、グループ各社の経営数値等を分析し、課題の抽出

を行うことや収益性の向上のための活動展開、AI、ICT活用

等の方策について調査・研究を進めて参ります。

　また、研修制度につきましては内容と整合性を吟味し、様々

な業容・業態を抱える各社に適したあり方を提言し充実化を

図ります。

設立年月日

2018（平成30）年4月２日

900万円

〒900-0029
沖縄県那覇市旭町112番地1
金秀ビル 東館２階
TEL 098-917-2256
FAX 098-917-2257

資本金

所在地

事業内容

●産業、経済、金融、市場、各種マーケティン
グに関する調査、研究

●地域産業、経済及び地域開発に関する調
査研究

●情報の収集、提供並びに調査研究の受託
●講演会、各種セミナーの企画・運営業務、
各種研修の受託

●企業経営についての情報提供並びに経営
相談業務

●資料の収集、保管、編集及び各種出版物の
刊行並びに各種情報提供

●各種広告並びに各種宣伝に関する業務の
受託

●前各号に付帯関連する一切の事業

株式会社かねひで総合研究所

マネジメントゲーム研修

首都圏視察研修

首都圏視察研修
（小売・サービス系）

SDGs研修新入社員研修

「沖縄経済シンポジウム 
  2019」小冊子

グループ創業者
メモリアルルーム併設沖縄経済シンポジウム開催

2億円

1996（平成8）年10月1日

沖縄ピーシー株式会社
人・夢・未来の架け橋
沖縄生まれの知と技でふるさと発展に全力投球

【本社】
〒900-0029
沖縄県那覇市旭町112番地1
金秀ビル西館2階
TEL 098-868-3050
FAX 098-868-3051

資本金

所在地

事業内容

設立年月日

●プレストレストコンクリート工事の請負、企
画、設計及び監理

●プレストレストコンクリート製品及び一般コ
ンクリート製品の設計製造及び販売

農連市場地区再開発

　沖縄ピーシーは平成８年に県内の建設業者の出資により設立以来、PC工法に

よる橋梁工事の施工を手がけ、お蔭様で今日までに300橋余の国道・県道・市町

村道のPC橋梁を完成させて参りました。

　また、沖縄市海邦町の工場は、JIS認証工場として厳しい品質管理のもとPC桁

橋・PC床版・PC覆工板・建築プレキャスト部材等の各種コンクリート製品を製造

いたしております。

　「沖縄生まれ、沖縄育ち」を自らの原動力と誇りに代え、地域の皆様及び関係

業者との「協調」、お客様からの「信頼」を得て、併せて「PC技術」の向上を図り、

社会資本整備充実の為に、微力ながらも貢献させていただく所存でございます。

　今後とも、尚一層のご支援、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

恩納南ＢＰ１号橋

大城ダム１号橋

恩納南ＢＰ１号橋

大城ダム２号橋
沖縄ピーシー Webページ沖縄ピーシー Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
かねひで総合研究所 Webページかねひで総合研究所 Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）
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自社農場として
安心・安全な農産物の
生産を行い豊かな
食をお届けします
　農園として葉野菜・草花・樹木の供
給を可能とする「かねひでフローラル
ファーム」を整備いたしました。
　機能的なハウス栽培で次世代に向
けた沖縄の緑豊かな暮らしに貢献して
まいります。

金秀商事不動産株式会社

農業生産法人
株式会社金秀ファーム

設立年月日

2004（平成16）年3月10日

1,000万円

資本金

・農産物の栽培
・農産物の生産及び販売

事業内容

【農場兼事務所】
〒903-0112
沖縄県中頭郡西原町我謝524番地1
TEL　098-943-2155

所在地

街づくりと
不動産の未来を
見つめて
　金秀グループの保有する技術やサ
ービスを活用し、不動産等の資産価値
を最大限に引き出します。また、住環
境に配慮した住宅の開発を通し豊か
な暮らしに貢献します。

設立年月日

2007（平成19）年2月1日

5,000万円

資本金

・不動産の売買、貸借及びその仲介と管理
・不動産の売買、貸借の代理

事業内容

【本社】
〒900-0029
沖縄県那覇市旭町112番地1
金秀ビル東館4階
TEL　098-943-6917
FAX　098-943-6921

所在地

「写真提供　ザ・リッツ・カールトン沖縄」

5,000万円

2015（平成27年）年1月27日

金秀琉球ファシリティーズ株式会社
施設・建物の設備維持管理・衛生管理・
安心安全のトータル管理サービスを提供
いたします

〒900-0029
沖縄県那覇市旭町112番地１
金秀ビル東館2階
TEL　098-917-0537
FAX　098-917-0538

資本金

所在地

事業内容

設立年月日

●ビルメンテナンス業務
●ホテル・オフィスビル・商業施設の建築設備、
清掃・衛生管理等の総合管理業務

●建物の維持・保全を目的とした修繕、設備、
電気工事

●警備業務　1号業務(施設警備等）、
  2号業務(交通誘導警備・雑踏警備）
●賃貸管理業務　

　お客様に選ばれる高品質で、きめ細かなビル管理サービスを提供し、保有資産

のポテンシャルを最大限に引き出すと共に、建物維持に係る最適な工事提案、省

エネ技術を活かしたソリューションによる「エコ」の普及にも努めてまいります。

　また、金秀グループの関連事業との相乗効果を図り、新築から管理、建替えまで

の「建物のライフサイクルをトータルでマネジメントできる体制」をグループ企業と

一体となって実現します。

　私たちの活動を通じ、限りある資源の有効活用、地域発展にも貢献してまいります

ので、皆様の変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げ

ます。

金秀ビル（清掃・設備管理）

商業施設（施設総合管理）

設備点検

当社警備ロゴマーク

かねひで喜瀬ビーチパレス（清掃･設備管理） 24ｈ緊急対応

金秀琉球ファシリティーズ Webページ金秀琉球ファシリティーズ Webページ
金秀グループ公式Web

サイト内（　　　　　　）

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座（客室清掃）

金秀グループ公式Web
サイト内（　　　　　　）

金秀商事不動産
Webページ
金秀商事不動産
Webページ

金秀グループ公式Web
サイト内（　　　　　　）

金秀ファーム
Webページ
金秀ファーム
Webページ



Town Plaza KANEHIDE

Town PlazaKANEHIDE

鉄工所

めざせ

30回

金秀太郎

売上高
千円

75

96,541,000

円
（2億円）

合計200,000,000
従業員数チャリティ合計金額

創業

グループ
会社数

シニアゴルフ
トーナメント開催数

複数業種を有する盤石な経営基盤で今後も
成長を続けてまいります。

活力のある生きがいづくりとスポーツ交流
を目的にこれまで10回以上の開催を行っ
ています。2017年には日本プロゴルフ
選手権大会日清カップヌードル杯も開催。

鉄工業から始まり総合建設業・流通業・観光業へと業容を拡大し、
現在は複数業種を包括するグループ企業です。
※個社ごとの概要ページでは13社を紹介しております。

1947年に創業。
2022年5月25日で創業75周年を迎えます。
今後も沖縄県に貢献できるよう成長を続けていき
ます。

正社員は約1500人。一人ひとりの能力を活かし、
個性豊かな組織づくりに努めてまいります。

5,000人約

14社

13回

　年

（2020年度実績）

2014年度以降、
6期連続  売上高1,000 億円台、
経常利益 20 億円台

地域活性とスポーツ振興の
発展のために！

百年企業を目指しています！

いろんな仕事を支える色々なメンバー
金秀グループでは様々な機会を通して寄付を行っています。
地域社会への貢献は企業活動の使命として今後も取組んで
まいります。

これまでの金秀青少年育成財団、
ゴルフイベント等のチャリティ収益金、
奨学金や寄付金額

私達の特長や強み
をコンパクトに早わ

かりでご紹介します
金秀グループの一年は様々な年間行事で彩られています。

地域社会への貢献をはじめ、お客様への謝恩や社員の研修、

また家族も一緒に楽しめるイベントで社員間の交流を図っています。

活発な交流を通してグループの総合力向上を目指します。

金秀グループの一年の主な行事

金秀グループ成人式

金秀グループ新年会

金秀グループ合同入社式 金秀グループ新入社員研修

金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント

金秀グループ永年勤続表彰

金秀グループ
連結決算発表

1月

4月

5月

2016

金秀グループ安全衛生大会

金秀グループ
幹部研修会
（春季・秋季開催）

ペルー共和国独立記念チャリティゴルフ大会

6月

7月

金秀グループ大運動会
※2020年はソフトボール大会を実施

海外研修

10月

金秀グループ創業記念チャリティーゴルフ大会

8月

Kanel Hidel HOTEL

CAINZ
HOME CENTER

SS 24

金秀商事株式会社

リゾート
事業部

金秀建設
株式会社

金秀琉球
ファシリティーズ
株式会社 金秀商事

株式会社

金秀商事
不動産
株式会社

金秀
アルミ工業
株式会社

金秀バイオ
株式会社

株式会社
かねひで総合
研究所

金秀
フードサプライ
株式会社

農業生産法人
株式会社

金秀ファーム

金秀興産
株式会社

金秀鉄工
株式会社

金秀
ホールディングス
株式会社

沖縄ピーシー
株式会社

金秀鋼材
株式会社

約
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終戦
昭和20年

昭和21年

昭和58年

創業者呉屋秀信が
西原村字我謝の自宅庭で
農機具づくりをはじめる

昭和36年 金秀鋼材株式会社設立

昭和43年 「鐡と琉球」発刊
昭和46年 金秀アルミ工業株式会社設立

昭和47年 日本復帰

昭和50年 沖縄国際海洋博覧会
昭和53年 金秀事業協同組合設立

昭和54年 金秀グリーン株式会社　グループ加盟
昭和56年 金秀グループ会報「かねひで」創刊

昭和57年 「鉄と共に35年」発刊

●エコー商事株式会社から金秀商事株式会社へ社名変更
●株式会社金秀から株式会社金秀本社へ社名変更

昭和59年 「誠実　努力　奉仕」社訓に決定
昭和62年 連結決算スタート

昭和63年 整理統合実施　11社1事業協同組合

御殿下がりの生家

社訓

設立当時の金秀鋼材社屋

設立当時の沖縄軽金属（現  金秀アルミ工業株式会社）

「鐡と琉球」発刊

「新聞報道と
呉屋秀信創業者」発刊

金秀ビル
第85回日本プロゴルフ選手権大会
日清カップヌードル杯　開催

金秀グループ
創業65周年記念誌
「沖縄の産んだ小さな
風雲児（上下巻）」

喜瀬別邸HOTEL&SPA（現ザ・リッツ・カールトン沖縄）

金秀商事株式会社
新社屋完成

第75回日本プロゴルフ選手権
大会開催

マリンプラザあがり浜

美田時代の金秀鉄工所／1950年

平成元年 金秀ビル西館落成
平成2年 第一回 世界のウチナーンチュ大会 平成3年 金秀バイオ株式会社　

　　 グループ加盟

●首里城復元
●金秀グループ創業45周年

平成5年 新入社員研修ウォーカソン始まる

●呉屋秀信創業者講話集「志を立てて」発刊
●経営構造改革実施  7社1事業協同組合

平成7年 財団法人金秀青少年育成財団設立

●「金秀50年史」発刊
●金秀グループ創業50周年
●金秀リゾート株式会社設立

平成11年 金秀興産株式会社　グループ加盟

令和元年 

次世代につなぐ
金秀グループSDGs宣言

令和2年 

金秀琉球ファシリティーズ株式会社　
グループ加盟

令和元年 

ツルハドラッグ宮城店、
セブン-イレブン
サンプラザ糸満兼城店
オープン

令和3年 

株式会社　金秀本社から　
金秀ホールディング株式会社へ社名変更

かねひで喜瀬カントリークラブオープン

平成17年

 「新聞報道と呉屋秀信創業者」発刊

●金秀グループ60年史「運玉森の麓から」発刊
●第75回日本プロゴルフ選手権大会開催
●喜瀬別邸ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ落成開業
●金秀グループ創業60周年

モノレール旭橋周辺地区第一種市街地再開発事業Ｂ街区ホテルについて
ロイヤルホテルと運営委託締結

金秀商事株式会社　物流センター完成
●リーガロイヤルグラン沖縄　開業
●金秀グループ創業65周年記念誌
「沖縄の産んだ小さな風雲児（上下巻）」発刊
●沖縄ピーシー株式会社　グループ加盟
●金秀グループ創業65周年

●金秀リゾート株式会社　金秀商事株式会社へ吸収合併
●呉屋秀信創業者が西原町初の西原町名誉町民章受章

●「金秀グループ創業70周年記念誌」発刊
●金秀商事株式会社フードセンター落成
●LPGAステップ・アップ・ツアーかねひで美やらびオープン開催
●金秀グループ創業70周年
●第85回日本プロゴルフ選手権大会日清カップヌードル杯　開催
●金秀シニアメモリアルプロアマトーナメント開催（第10回記念大会）

●株式会社金秀本社、喜瀬別邸ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡについて
ザ・リッツ・カールトンホテル・カンパニーL.L.Cと運営委託締結

●カインズＦＣサンプラザいとまん店・あがり浜店オープン
●東日本大震災発生

平成25年 財団法人金秀青少年育成財団　公益財団法人へ移行

平成27年 呉屋秀信創業者旭日小綬章受章

●新人事制度導入
●金秀グリーン株式会社　金秀建設株式会社へ吸収合併
●金秀商事株式会社　新社屋完成

●「創業者の思い出」発刊
●株式会社かねひで総合研究所設立
●ベトナムホーチミン市に金秀駐在員事務所開所

●マリンプラザあがり浜オープン
●第１回金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント開催
●金秀鉄工株式会社設立
●リーマンショック

●金秀アルミ工業株式会社　県内資本初のデミング賞
　実施賞を受賞
●グループ連結決算で売上高１０００億円を突破
●金秀ビル東館落成
●九州沖縄サミット開催

●呉屋守將会長が在那覇ペルー共和国名誉領事に就任
●金秀グループ東京営業所開所
●金秀グループ会長に呉屋守將就任
●金秀グループ創業55周年

●沖縄都市モノレール「ゆいレール」開通
●かねひで喜瀬ビーチパレス開業

昭和22年 企業免許取得「　 鉄工所」設立

History

金秀グループ会報
「かねひで」創刊号

「金秀グループ
五十年史」
発刊

金秀鉄工
「鉄と共に三十五年」発刊

「運玉森の麓から」
金秀グループ
六十年史発刊

平成6年

平成4年

平成9年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

平成22年
平成24年

平成23年

平成21年

平成20年

平成29年

平成30年

平成19年

平成26年

平成28年

地域とともに明日のために　

皆様に支えられて歩んできた道のり

金秀グループのあゆみ

22 23



地元の皆様に支えられ、沖縄と共に成長してきた金秀グループ。

私たちは、常に感謝の心で、地域と社会の発展に貢献し、

より明るい未来を実現するために

様々な活動に取り組んでまいります。

金秀グループでは、SDGsの17項目を社訓である「誠実  努力  奉仕」に落とし込んだ内容で、

取り組んでいくべき課題を定義しています。

公益財団法人金秀青少年育成財団
社員一人ひとりが
働きがいを持って誠実に
健康で生き生きと！

沖縄の未来のために、健やかな成長を見届け、夢を応援したい。

● 多様な人材の活躍を推進
● 限りない可能性への挑戦
● 定時退社の取り組み　など

青少年育成支援

国際貢献

社会福祉

人材育成

　金秀グループ創業50周年事業として、1995年（平成7年）に「財団法人金秀児童育成財
団」として設立しました。青少年が心身ともに健やかに生まれ育ち、時代を担う有為な社会
人として成長していくために必要な援助を行い､社会的貢献を果たすことを目的としていま
す。2002年（平成14年）、育成事業の範囲を拡げるため「財団法人金秀青少年育成財団」
へ名称変更、また、2013年（平成25年）10月に公益財団法人金秀青少年育成財団へと
移行しました。 経済的に困難な学生に奨学金として支給することには、将来有望な学生に対
し、立派な社会人となって沖縄のためにがんばって欲しいというメッセージを込めて青少年
の勉学に寄与すべく、今後とも支援を継続してまいります。

社員一人ひとりが働きがいを持って
誠実に健康で生き生きと働くことの
できる職場環境づくりに努め、地域
社会とともに持続発展する未来づく
りに貢献します。

共有エリアに17項目のポスターを貼り
出し、話題喚起につなげています。

金秀グループ全体でワークショップ等
を行い、啓蒙普及に努めています。

クリーン活動に加え、地域コミュニティ
との交流を通し、沖縄の自然環境につ
いて学びました。

日々の努力で
持続発展する暮らしと
住まいづくりを目指して

● 食生活・住環境に配慮した
　安心安全な商品の提供
● 生活者の利便性の向上
● 低コストで付加価値の高い
　製品の追及　など

日々の事業に努力を重ね、人と人の
暮らしに寄り添いながら事業の創造
と拡大に取り組み、持続発展する安
心で安全な暮らしと住まいづくりに
貢献します。

社会問題解決に向けた
事業と社会奉仕への
取り組み

● 次世代育成の支援
● 余暇・レクリエーションの
　提供　など

人と人の繋がりを大切に事業活動と
ともに社会奉仕に取り組み、持続発
展する社会づくりに貢献します。

金秀グループのCSR
次世代につなぐ

金秀グループSDGs

まずは知ることから。社員一人ひとりがSDGｓアンバサダーを目指して
社員一人ひとりの理解を深め、広げていく取り組み

社内の共有エリアに17の目標を
貼り出し

グループ内の普及活動 ビーチクリーン活動

在那覇ペルー共和国名誉領事館
様々な交流を通して、ペルーと沖縄の架け橋となります。

　2002年(平成14年)に呉屋守將会長がペルー名誉領事に任命され、その後2005年（平
成17年）に外務省から国内の名誉領事として正式に承認をうけました。現在は、在名古屋
ペルー共和国総領事館の下、県内在住のペルー国籍者へ手続のサポートを行っています。
　また2006年（平成18年）の沖縄県人ペルー移住100周年を機に、ペルー共和国独立記
念チャリティゴルフ大会を実施。
　その収益金を基金として、『沖縄県出身ペルー移住者子弟給付奨学生』を募集し、沖縄県
出身ペルー共和国移住者の子弟を対象に奨学金を支給しています。

創業記念チャリティーゴルフ大会
地域社会への感謝の気持ちを届けていきます。

　2005年(平成17年)より、奉仕活動の一環として社会に資するべく開催しております。
大会に伴うチャリティー収益金は、県内の社会福祉及び人材育成に全額寄付をしております。
　回を重ねるごとに協賛企業様が増え、おかげ様でこれまでの寄付金総額は3,000万円
以上となりました。

西原町への寄付金
創業の地への報恩として。

　金秀グループの創業の地である西原町の人材育成に役立ててほしいと、毎年西原町へ
100万円を寄付。創業40周年を記念しスタートしてから、これまでの総額は3,300万円
以上になりました。
　また、同じく同町社会福祉協議会へも、毎年30万円の寄付を行い、現在までに総額は
1,000万円を超えております。 

24 25



KANEHIDE GROUP

Build up Okinawa.
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連結決算の売上・経営利益の推移

KANEHIDE GROUP Build up Okinawa.

年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

連結前
売上 91,895,545 102,662,866 106,529,958 106,652,921 107,550,450 108,206,062 109,541,352 107,127,790 110,656,226 106,225,435 112,052,134 100,170,235 99,566,784 101,477,464 104,235,782 106,057,154 105,961,513 109,308,430 108,522,000 113,927,000 108,211,000 111,027,000 106,007,000

経常利益 2,432,744 2,731,634 2,502,342 1,693,742 2,149,097 2,182,169 1,752,251 2,084,120 2,153,615 298,060 774,141 1,383,198 1,570,026 1,071,480 1,102,725 1,882,951 2,456,050 3,409,645 1,885,000 3,225,000 2,230,000 2,653,000 2,324,000

連結後
売上 87,116,465 92,826,554 95,240,558 99,188,291 99,221,218 99,483,905 100,087,858 98,998,644 96,710,131 96,910,171 100,171,867 92,707,353 93,409,257 95,545,945 96,275,627 98,971,350 100,707,730 102,769,857 100,311,000 105,502,000 102,667,000 104,231,000 96,541,000

経常利益 2,314,827 2,686,031 2,466,621 1,637,819 1,947,880 2,128,645 1,923,738 2,071,698 2,103,671 245,672 765,583 1,267,451 1,500,799 1,009,055 1,015,571 1,807,630 2,379,318 3,294,591 3,172,000 2,853,000 2,113,000 2,558,000 2,239,000

（単位／千円）
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