会社案内
経営指針

会社概要
社名

イト電商事株式会社
〒099-0415

本社所持地
北海道紋別郡遠軽町岩見通南2丁目1-1
創業

昭和32年4月

会社設立

昭和35年2月

資本金

3,000万円

従業員

80名

代表社名

代表取締役社長 伊藤 太一
決算期

売上高（単位百万）

平成27年7月

4,451

業績

事業所一覧
本社

家電部
システム部

南町支店 電材部

北海道紋別郡遠軽町岩見通南2丁目1-1

北海道紋別郡南町4丁目2-34

建材部
北見支店 電材部
建材部

TEL：0158-42-3168 FAX：0158-42-8339
TEL：0158-49-2006 FAX：0158-49-2008
TEL：0158-42-3125 FAX：0158-42-0823
TEL：0158-42-5125 FAX：0158-42-0823

北海道北見市常盤町6丁目7-6

TEL：0157-69-1818 FAX：0157-69-2424

北海道北見市豊地69番地

TEL：0157-36-7311 FAX：0157-36-7312

営業種目
電気工事資材、建築資材、内装工事、断熱工事、
家電製品、ＯＡ機器、事務機器の卸し・小売業

取引銀行
北洋銀行遠軽支店
遠軽信用金庫本店
三菱東京ＵＦＪ銀行札幌支店
北見信用金庫三輪支店

主な事業内容
電気工事資材の販売
建築資材の販売
内装工事
断熱工事
家電製品の販売
ＯＡ機器の販売
事務機器の販売
太陽光発電システムの販売・施工
その他

主な仕入先
パナソニックES株式会社
矢崎総業株式会社
大光電機株式会社
オーデリック株式会社
マスプロ電工株式会社
未来工業株式会社
アイリスオーヤマ株式会社
富士電機株式会社
北海道コンクリート工業株式会社
北海道電機株式会社
パナソニック株式会社エコソリューションズ社
ケイミュー株式会社
三協立山株式会社三協アルミ社
株式会社ウッドワン
クリナップ株式会社
タカラスタンダード株式会社
株式会社LIXIL
YKK AP 株式会社
立川ブラインド工業株式会社
株式会社サンゲツ
三和シャッター工業株式会社
パラマウント硝子工業株式会社
日本オーチス・エレベータ株式会社
株式会社日江金属
セノー株式会社
パナソニック株式会社
シャープエレクトロニクス販売株式会社
ソニーマーケティング株式会社
日本ビクター株式会社
パイオニア株式会社
日立コンシューマ・マーケティング株式会社
株式会社三菱電機ライフネットワーク
東芝ライフエレクトロニクス株式会社
日本電気株式会社
リオン株式会社
富士ゼロックス北海道株式会社
タカラスタンダード株式会社
クリナップ株式会社
株式会社イグアス
エレコム株式会社
株式会社大塚商会
キャノンマーケティングジャパン株式会社
サンワサプライ株式会社
シャープエネルギーソリューション株式会社
ＪＢＣＣ株式会社
株式会社セラビ
ダイワボウ情報システム株式会社
富安株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
パナソニック株式会社
パナソニックホームエンジニアリング株式会社
富士ゼロックス北海道株式会社
株式会社ミロク情報サービス

会社経歴
昭和32年4月1日

1/2
伊藤電気店として、遠軽町東区に開業 電気製品、電気工事資材の
販売開始昭和３５年２月２２日
イト電商事株式会社として組織変更 初代社長 伊藤峯晴 就任（資本金 １００万円）

昭和35年4月1日
昭和36年4月1日
昭和38年11月1日
昭和39年2月5日
昭和40年1月26日
昭和40年4月1日
昭和43年2月20日

国鉄物資特約店として指定店契約
林野庁共済組合取引商社として契約
現在地 遠軽町岩見通り南2丁目に新店舗完成 移転
資本金 １００万円から２００万円に増資
資本金 ２００万円から３００万円に増資
建材部を併設 営業開始昭和４１年１月２５日 資本金 ３００万円から４００万円に増資
松下電工新建築チェーン店会 イト電支部結成
昭和４４年１月１４日 資本金 ５００万円から７００万円に増資

昭和44年5月31日
昭和44年6月11日

定款変更
建材部の事務所及び倉庫を南町４丁目に新築移転
昭和４７年４月１日 市町村共済組合特約店として指定店契約

昭和48年6月11日
昭和50年11月11日
昭和51年1月30日
昭和51年6月10日
昭和51年7月31日
昭和52年3月
昭和54年5月27日
昭和55年2月22日
昭和55年3月
昭和55年8月30日
昭和55年11月11日
昭和56年8月3日
昭和57年5月
昭和58年5月
昭和59年9月
昭和59年12月
昭和60年11月11日
昭和60年12月
昭和61年3月
平成01年3月
平成1年5月
平成3年11月14日
平成4年4月

初代社長 伊藤峯晴 死去 伊藤吉成 社長に就任
優良法人として表敬される
電材部事務所 南町４丁目に移転
店舗改築、建材倉庫新築及び建材倉庫増築
資本金 ７００万円から１０００万円に増資
コンピュータ導入 建材部
バッティングセンター（六郷スタジアム）開業
会社設立２０周年記念式典挙行
北見市三輪町に電材課 北見支店設立
資本金 １０００万円から２０００万円に増資
優良法人として表敬される
北見支店 新築落成
北見支店 建材課新設
エゾウコギ関連商品発売開始
北見支店 倉庫増築
岩見通り南２丁目４番地買収 ７２坪
優良法人として表敬される
北見支店倉庫（１００坪）を新築
生田原町字水穂 土地２３１坪、倉庫６０坪 買収
大通り北７丁目 土地買収 ３４０坪
北見市三輪４３４番地 倉庫用地として買収 ４００坪
優良法人として表敬される
野上 土地３００坪、倉庫１０３坪買収

会社経歴
平成5年1月
平成5年5月
平成6年3月
平成6年3月
平成6年4月
平成6年5月
平成6年6月
平成6年7月
平成6年12月
平成8年9月
平成8年11月13日
平成8年11月27日
平成11年10月25日

2/2
遠軽町大通り北７丁目 土地買収 １６０坪
川上郡弟子屈町字サワンチサップ 土地買収 ２２６坪
北見市豊地２６―２２ 土地買収 １６６坪
弟子屈保養所 完成
遠軽町大通り北７丁目３―７５、３―８２ 買収 １６６坪
遠軽町岩見通り南２丁目１―６ 買収 ７３坪
遠軽町岩見通り南２丁目１―７、１―８ 買収 １５０坪
北見市豊地２６―２２ 設備展示場 新築
本社社屋、店舗 新築
ＯＡ事業部（サイバースペース、大通り北７丁目）開設
優良法人として表敬される
資本金 ２０００万円から３０００万円に増資
伊藤 吉成 代表取締役会長に就任
伊藤 太一 代表取締役社長に就任

平成11年11月30日
平成12年5月
平成13年7月
平成13年11月3日
平成13年11月13日
平成17年1月

遠軽町岩見通り南２丁目１―９、１―１０、１―２３、１―２４ 買収 ４７７坪

平成17年3月30日

北見市豊地２６－２２、２６－３１、２６－３２ 松下電工展示場 増築

平成17年8月
平成18年4月
平成18年8月

遠軽町宮前町１－４９ 土地１１６坪 倉庫６６坪 買収

サイバースペース 大通り北７丁目より岩見通り南２丁目に移転
北見市豊地６９－２４ 土地７４５坪 買収
北見建材部 北見市豊地６９－２４に移転
優良法人として表敬される
北見市豊地２６－３１、２６－３２ 買収 ３３２坪

北見市三輪４３４－７ 土地３０８坪 買収
北見市常盤町６丁目７－３、７－６、７－５ 土地６７７坪 事務所、倉庫買収
北見電材部 北見市常盤町６丁目７－６に移転

平成18年8月

遠軽町大通北７丁目３－１３０ 土地１００坪 建物７７坪 買収
サントネージュ北７ ４戸 賃貸開始

平成18年12月
平成19年3月

北見市三輪４３４－５、７、１３、１４ オートバックスに賃貸開始
遠軽町１条通南１丁目６－２、３、４、５、６、１７、２０、２１ 土地５００坪
建物５０９坪 買収
サントネージュ１条通

平成19年10月
平成22年11月2日
平成24年3月
平成24年6月
平成25年5月
平成26年8月

賃貸開始

システム事業部 太陽光発電事業 開始
代表取締役社長 伊藤 太一 遠軽町功労者表彰 受賞
家電部 リフォーム事業 開始
北見支店 システム事業部 新設
遠軽町水穂に太陽光発電所 設置
北見市広明町 太陽光発電所 設置

