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会社案内

創   業 1991年6⽉1⽇

設   ⽴ 1994年6⽉2⽇

商   号 株式会社 秀 商 ［HIDESHO CO., LTD.］

代表取締役社⻑ 植村 光徳 ［MITSUNORI UEMURA］

資 本 ⾦ ８８,０００,０００円   （2017年5⽉31⽇現在）

従 業 員 38名 ［男⼦36名、⼥⼦2名］ （2017年5⽉31⽇現在）

役   員

代表取締役社⻑ 植村 光徳

代表取締役副社⻑ 植村 和徳

専務取締役 飯塚 義徳

取締役 植村 容⼦

取締役 植村佑美⼦

監査役 植村 裕⼈

監査役 植村 悠⼈

取引銀⾏

商⼯組合中央⾦庫  ⽔⼾⽀店

⽇本政策⾦融公庫  ⼟浦⽀店

常陽銀⾏  ⼟浦駅前⽀店

保有⾞両等

8ｔ ユニック付セフティーローダー 2台

10ｔ セフティーローダー 1台

13ｔ セフティーローダー 5台

20ｔ トレーラー（ショートトレーラー） 1台

25ｔ トレーラー（ショート3軸トレーラー） 1台

35ｔ トレーラー 3台

40ｔ トレーラー 13台

45ｔ トレーラー 2台

ICT情報化施⼯油圧ショベル3DMC・ブルドーザ3DMC 6台

ダンプ（アスファルト合材・アスファルト廃材収集運搬）
 （可動式バンパー搭載⾞）

10台
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植村建設株式会社 沿⾰

 
 秀徳享年16歳 銅像

1966年（昭和41年） 植村建設を創⽴・建設業法の規定により茨城県知事登録を受ける
 ⽯津⼯務店（常総開発⼯業株式会社）⿅島臨海⼯業開発⼯事・下⽔道⼯事

1991年（平成3年） 建設機械の運送を開始する・セフティーローダー・トレーラー導⼊

1994年（平成6年） 株式会社秀商設⽴ ⼀般貨物⾃動⾞運送事業･第⼀種利⽤運送事業

1999年（平成11年） 株式会社秀商 建設業許可を取得 ・建設機械導⼊・EPR⼯法協会⼊会

2014年（平成26年） 植村建設株式会社設⽴・建設業許可を取得・道路機械導⼊

2015年（平成27年） 株式会社秀商･⼤型ダンプ切削廃材収集運搬開始する・ダンプ⼯事開始する

2016年（平成28年） 株式会社秀商・重機⼯事ICT情報化施⼯油圧ショベル3DMC・ブルドーザ
3DMC導⼊ PC200LCI・D37PXI・D37PX

2017年（平成29年） 株式会社秀商・ICT建機3DMC・PC200LCI・D37PXI・D61PXI導⼊
 ⽇本建設機械施⼯協会情報化施⼯部会⼊会・⽇本機械⼟⼯協会⼊会

2017年（平成29年） 植村建設株式会社・道路機械導⼊
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会社案内

 
 植村建設創業者 銅像

創   業 1966年6⽉1⽇

設   ⽴ 2014年6⽉6⽇

商   号 植村建設 株式会社    [UEMURA CORPORATION]

代表取締役社⻑ 植村 和徳    [KAZUNORI UEMURA]

資 本 ⾦ ２１,０００,０００円   （2017年5⽉31⽇現在）

事 業 内 容 総合建設業 路⾯切削・路盤再⽣・舗装⼯事・産業廃棄物収集運搬業

従 業 員 27名 ［男⼦25名、⼥⼦2名、(冬期作業員60名)］ （2017年5⽉31⽇現在）

役   員

代表取締役社⻑ 植村 和徳

取締役 植村 光徳

取締役 飯塚 義徳

取締役 新⾏内 正⾂

取締役 ⼭崎 徹

監査役 植村 佑美⼦

監査役 福村 剛史

取引銀⾏

商⼯組合中央⾦庫  ⽔⼾⽀店

⽇本政策⾦融公庫  ⼟浦⽀店

常陽銀⾏  ⼟浦駅前⽀店

保有⾞両等

モータグレーダー・ブルドーザ・油圧ショベル・タイヤロー
ラ・マカダムローラ・コンバインドローラ・ホイールローダ

 

12台

道路⼯事施⼯班    2tダンプ・4tダンプ 
 Ｗキャブ･サクシード･プリウス･カローラフィルダー

25台
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道路⼯事施⼯班･フィニッシャーオペレーター･グレーダーオペレーター･切削機オペレーター業
 ※つくば従業員宿舎・個室冷暖房テレビ完備･ユニットバス･洗⾯所･洗濯機完備賃貸可能

つくば従業員宿舎  ◎⼟⽊部事務室 １室 ◎舗装部事務室 １室 ◎会議室 １室
 ◎個室 冷暖房テレビ完備 ６0室  ◎⾷堂 冷暖房テレビ完備 ２室

 ◎ユニットバス・脱⾐所・洗⾯所・洗濯機完備 １５室  ◎⽔洗トイレ １５室
 ◎従業員駐⾞場・作業⾞駐⾞場・路⾯清掃⾞駐⾞場・給⽔⾞駐⾞場完備

企業理念・⾏動指針・品質⽅針・環境⽅針・企業⾏動・安全作業の誓い
 ◎道路⼯事施⼯班・グレーダーオペレーター・切削機オペレーター業

 ◎フィニッシャーオペレーター・アジャスターリース業
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道路⼯事施⼯班･フィニッシャーオペレーター･グレーダーオペレーター･切削機オペレーター業
 ※つくば従業員宿舎・個室冷暖房テレビ完備･ユニットバス･洗⾯所･洗濯機完備賃貸可能

◎個室・冷暖房テレビ完備 60室(収容⼈数60名〜120名)
 ◎⾷堂 冷暖房テレビ完備 ２室

 

◎ユニットバス・脱⾐所・洗⾯所・洗濯機完備 １５室
 ◎⽔洗トイレ １５室
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