
The World is one family.
We make the world a family and create an equal and peaceful society.

We are an urban problem solving company.
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THE World is
One Family

NAGAKENは、都市問題解決カンパニーです。

Principle

私たちは、世界を一つの家族とし、
平等で安らぎのある社会を創造します。

NAGAKENの5つの行動指針

The World Is One Family とは…全世界を一つの家と想うこと。
そうすることで、様々な問題や課題を自分事として捉え、支えあい、助け合う世の中に。
人種・国・立場に関係なく尊重しあい、協力し合える世界。
それは、平等で、安らぎのある世の中。

地域のこと、国のこと、世界で起こっていることなどを
一つ屋根の下で起こっていることとし、協力しあい、助け合うこと。
人と人、地域、国と国を、和合の道にしていくこと。
これがNAGAKENの理念です。

一人は全員のために、全員は1つの目標のために
One for all, All for one

社員一人一人が自分の使命を自覚し全力で取り組み、
それぞれの持ち場で全力を尽くすことによって、
都市問題を解決に導いていくことを考えています。
これによって、全社員で出来ることを皆で協働し
より良いサービスをお客様、お得意様へ提供して参ります。

果てなき成長と挑戦
Endless growth and challenges

私たちは、可能性を求め続けます。新しい技術を、
積極的にとりいれ、人々がより豊かで持続可能な
幸福を享受できるよう、学び、実践します。

利他主義
Altruism

私たちは、人と人のつながりを大切にし、
一人一人がとなりの人を尊重し、助け合い、
みなが安心して生活できる社会を作ります。

一隅を照らす
Lighting up a corner

私たちは、各自がおかれた状況を正しく理解し、
現状に甘んじることなく、つねに改善の意識で
ことにあたり、精一杯のベストを尽くします。

他者・異文化を受け入れ変化する
Accepting others and different cultures

私たちは、異なる意見や価値観を尊重します。
自己満足な仕事をせず、見えない壁をつくらず、
組織の変容を柔軟に受け入れ、変化し続けます。
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代表取締役CEO

永草  孝憲

NAGAKENは“地域の問題解決精神”のもと、1955年に創業しました。
そして、現代に生きる私たちも、当時の精神を変わらず継承し、

さらに、地域・国・世界の問題や課題に目を向け、自分事として捉えています。

あらゆる現代社会の課題を解決するための、“技術” と “人” を創造すること。
そのために、常に新しく、確固たるNAGAKENの事業基盤を築き上げ続けること。
それこそが、三代目である私の使命であると考えております。

NAGAKENが目指す発展とは、
目先の利益の追求ではなく、
創業来の「一隅を照らす」姿勢、
すなわち、自ら輝き、周りを照らす活動が、
人々に広がっていく社会の実現です。
それは、当社が本社を置く、
春日井市をはじめとした地域での活動や、
当社のSDGsへの取り組みなどを通じて、
感じていただけることでしょう。

お客様、地域とのパートナーシップ
NAGAKENの得意としてきた、土木・建築・不動産の
領域は、事業の仕組みも形も時代に合わせて
大きく変化しております。
当社の豊富な人材をもってしても、
単独ではひとつの事業も完結することはできません。
さまざまな分野のパートナー企業様と
ともに日々学び、切磋琢磨しながら歩み続け、
お客様の信頼に応えられる企業であるべく、
日々邁進してまいります。

企業様とのパートナーシップ

EVERY GREAT BUSINESS IS
BUILT ON FRIENDSHIP
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OUR BUSINESS 

それ、ちょっとNAGAKENに聞いてみよう
NAGAKENの基幹事業である建築・土木・不動産や、
先進の技術について、ご紹介します。

わたしたちNAGAKENには、土木、建築、土地活用といった
多方面にわたる領域から、それぞれのスペシャリストが集っています。
たとえば、他社で断られた案件も、ご満足いただけるご提案を
ワンストップでご提供できるかもしれません。

また、地元である春日井の地域活動にも、長年とりくんでまいりました。
その経験から、さまざまな都市問題の解決に一定の知見を蓄えております。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

土木

産学連携に積極的に取り組んでおります。NAGAKENの土木の原点は、
大地と環境の調和にあります。常に人命第一の安全対策。何よりも
お客様の課題への総合対応力など、一味違うNAGAKENの土木にご期待ください。

建築

建ててからが始まり。愛知は春日井に創業し、地域に愛される建築企業として、
実績を積み重ねてきたNAGAKENの結論です。お客様のご満足はもとより、
末長く地域の財産となりうる建築を、NAGAKENはこれからも作り続けます。

不動産

物流倉庫のような大規模な建築計画のための土地をお探しでしたら、NAGAKENに
おまかせください。用地選定から取得の交渉、造成や建築、保守運用まで
ワンストップでサポート。他社では難しい案件も、柔軟に対応いたします。

新規事業開発

Civil engineering

Architecture

Real estate

New business development
日進月歩の土木・建築業界にあって、NAGAKENでは産学連携をはじめとした、技術開発
研究に積極的に取り組んでおります。なかでもNB工法といった、先進技術への取り組みを
はじめ、一般社団法人NB研究所や、日本福祉大学の学生達と取り組むプロジェクトなど、
将来にわたって公共の利益になりうる研究開発について成果を形にしてまいりました。

各領域の専門家が集うNAGAKENには、
実はひとつの仕事だけに特化した人間はおりません。
ひとつのプロジェクトを完成させるまで、
それぞれの専門知識を持ち寄り補い合い、
総合的な知見をメンバー全員が蓄積していく。
それがNAGAKENのスタイル。
すなわち、柔軟かつアイディアが豊富な社員が多く在籍しており、
業界の常識を超越したソリューションを提供できる素地があるということです。
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まちづくり
社会貢献活動、またアレンジャーとしても支えます。

企業は社会の公器です。
NAGAKENが地元社会に貢献するのは当然のこと。
様々な地域への支援活動や、事業継承の支援を行っています。

不動産活用
多角的な視点による市場調査を通じ、
お客様の潜在ニーズを引き出します。
不動産を媒介としたソリューションをご提案。
売却先・購入先とのマッチング、
造成開発・建築による問題解決まで、一気通貫でご支援。
さらに、小回りが利く組織構成により、対応の迅速化も図っています。

福祉
保育園や老人ホームをはじめとした
福祉施設のご提案はお任せください。
NAGAKENでは保育園や福祉施設の運営にかかわる
ノウハウを持つ、様々なパートナーと常に最適な
ご提案ができる体制を持っております。
用地から始まり運営までワンストップで
ご相談にお応えしていきます。

空間設計
地域のランドマークである公共の建築には、ふさわしい内部空間が必要です。

規模の大小を問わず、人々が快適に過ごすことができ、さらに審美性の高い上質な空間をご提案いたします。
NAGAKENには、一級建築士に加えて美術系バックグラウンドをもつ専門家が在籍。
センスのよい、誰にも喜ばれる空間設計が可能です。

新規事業開発
産学連携などの研究開発に積極的に取り組んでいます。

社会環境における様々な課題について、NAGAKENでは産学連携をはじめ
とした、研究開発を積極的に取り組んでおります。なかでも、一般社団法人
NB研究所との連携により国家プロジェクトを支える先進技術の研究、
日本福祉大学の学生達とニューノーマルな生活様式のひとつとして毎日
つかう手洗い場、洗面台を対象に飛沫を抑制し、より衛生的な生活環境を
提供する研究など、将来にわたって公益に資する研究を進めております。

BU
SI

N
ES

S
H

IG
LI

G
H

TS



5

まず、足元の取り組みとして社員とその家族に最大限の還元を
することを目指しています。
さらに春日井市を中心に、里親や、様々な家庭環境の方々、学
童保育支援等、多方面で支援させていただいております。

NAGAKENは子供たちが安心して遊べる公園に交通安全啓蒙
のサイン看板を整備、地元の春日井市に複数、お納めしています。
未来に生きる子供たちが将来巣立っていった際に、故郷の風景
として、春日井の公園を思い起こしてくれることを夢見て。

NAGAKENでは、公共事業において特に下水工事に重きを置
いています。KPM、PPC、PFI等、様々な有識者、ファイナンス
との渉外活動を通じ、最良最適なご提案をし続けてまいります。

社員の夢を実現する環境を整備するのはもちろん、働きやすさ
の追求を惜しみません。 現場直行直帰に加え、フルフレックス
勤務、社内IT環境の強化で生産性を上げ、業務効率化を進め
ております。

NAGAKENの建設は、デザイン設計を信条とし、単なる建設
請負に留まりません。施主様はもちろん、近隣の住民の皆様に
もご納得いただけるよう、まちづくりの根幹として、提案と設計
を行っております。 

NAGAKENでは工事で欠かせない資材、仮設材などリサイク
ル材料を優先的に利用し、どうしても工事から排出される産業
廃棄物は分別しマニュフェストによる徹底管理をおこなってい
ます。さらにエシカル消費を考慮した生活環境と衛生向上に寄
与する技術開発にも取り組んでいます。

名称

本社所在地

代表

創業

資本金

主要取引先

事業内容

取引銀行

売上高

建設業許可

宅地建物取引業者免許

株式会社 永賢組（ナガケングミ）

〒486-0829 愛知県春日井市堀ノ内町四丁目1番地20

代表取締役 永草 孝憲

1955年3月

1億5千万円

<土木>

・春日井市 ・株式会社MARUWA ・矢作建設工業株式会社 ・ヤハギ道路株式会社

・株式会社竹中土木 ・株式会社エサキホーム ・積和建設中部株式会社 他

<建築工事業>

・株式会社MARUWA ・名古屋ヤクルト販売株式会社 ・中京大学

・社会福祉法人なごや福祉施設協会 ・株式会社アクアス 他 （敬称略）

■土木工事業

造成開発・外構工事など

■建築工事業

工場・商業施設・倉庫・教育施設・医療/福祉施設などの建築、リフォーム

■不動産業

売買・仲介・開発

・三菱UFJ銀行

・中京銀行

・東濃信用金庫

・名古屋銀行

・愛知銀行

・静岡銀行 他

50億円（2021年6月期）

愛知県知事許可(特-2)第12806号

一級建築士事務所 愛知県知事登録(い-1)第12874号

愛知県知事許可(1)第24905号

COMPANY PROFILE

SDGs
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1955年

1955年

1965年

1966年

1971年

1974年

1979年

1981年

1981年

1983年

1985年

2000年

2009年

2012年

2016年

2016年

2018年

2018年

2019年

2019年

2020年

2022年

創業

建設業（土木）に土砂販売業を併業

資本金2,000千円で、株式会社永賢組を設立

最初の建設業登録（わ）第4579号（土木）

資本金を8,000千円に増資

最初の建設業登録（特-49）第12806号（土木・建築）

資本金を16,000千円に増資

資本金を24,000千円に増資

追加の許可（特-56）第12806号（とび土工・鋼構造物・舗装）

名古屋営業所を設置

資本金を32,000千円に増資

会長に永草賢治、社長に松井利行就任

水道施設工事業許可（特-21）第12806号

代表取締役に永草孝憲就任

豊田支店を開設

名古屋支店を開設

労働者派遣事業許可

資本金を150,000千円に増資

ISO9001・ISO14001・ISO45001の認証取得

株式会社ナガケン不動産を吸収合併

特許出願

コーポレートロゴリニューアル

3月

3月

12月

9月

5月

6月

8月

6月

8月

5月

8月

3月

5月

2月

8月

11月

6月

6月

6月

6月

11月

3月

残念なことに古くから建設業界では男性中心という常識があり
ましたが、NAGAKENはこれを改め、現場事務所の環境や、男
女別トイレの設置など、本来、当たり前のことを、当たり前に整
備してまいります。

新しい技術に接する携わる場を積極的に創ってまいります。産
学官連携の機会を創出する「開発事業本部」を設置。 業界経
験者だけでなく、芸術、学術分野、電機業界等、異業種、 異事
業の経験者が活躍しています。

NAGAKENでは、社員のレベルアップはもちろん、提携企業様
とのパートナーシップ強化と相互成長を実践。そのために、他
業種との渉外活動を通じて最新の技術に接し、学術研究にも
積極的に参加しています。

HISTORY

NAGAKENは1955年、愛知県春日井市に創業。
以来、地域の困りごとを解決する土木・建設業として、一歩一歩あゆみを進め、
地元のみなさまに愛され、そして現代では世界へ目を向ける企業として成長して参りました。
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