2019年4月15日号（通巻52号）

京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地／日東精工株式会社経営企画室発行

日東精工グループは広がっています!

日東精工 国内の連結子会社・
関連会社を一覧にして紹介

日東精工では本年2019年、今後10年を見据えた長期経営ビジョンを策定し、
『世界中で認められ、求められる「モノづくりソリューショングループ」を目指す』としています。
そして2019年から2022年までの4年間をファーストステージとして、

中期経営計画「NITTOSEIKO Mission “G”」を推進してまいります。
この“G”はGroup‘s、Global、Growthの3つのGのこと。日東精工グループ全体のベクトルを合わせて
互いのシナジーを追求する、グループの提案力と行動力でグローバルに展開・海外シェアを高めていく、
そしてまた革新的QCDI※の向上でグループ全体での成長を目指すものです。
成長路線に乗ってM&Aなどを進めており、日東精工グループが拡大しています。
今号では日東精工の国内での拠点やグループ会社を整理してご紹介します。

（海外の拠点は次号でご紹介する予定です）。

日東精工の国内販売拠点
⃝本社（京都府綾部市）
⃝東京支店
⃝名古屋支店
⃝大阪支店
⃝北関東営業所
⃝広島営業所
⃝九州出張所

日東精工国内製造・研究拠点
⃝本社（京都府綾部市）
⃝本社工場：ファスナー事業部／工業用ファスナー
⃝八田工場：ファスナー事業部／工業用ファスナー
⃝城山工場：産機事業部／自動組立機械
⃝制御システム工場：制御システム事業部

計測制御機器

⃝京都R&Dセンター（京都府京都市）

京都府綾部市にある日東精工本社
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※QCDはQuality Cost Delivery（品質・コスト・デリバリー）の略。
QCDにInformation（情報提供）の「Ｉ」を加えたものがQCDI

日東精工グループ（国内編）
日東精工国内連結子会社 9 社並びに関連会社2 社の所在地や特長を一覧にしました。
また本社のある京都府綾部市を中心に日東協力会に所属する協力企業が約20社あり、
多くの方々に支えていただいています。

日東公進㈱

和光㈱

京都府綾部市

群馬県邑楽郡

日東精工創業の功労者・四方重吉氏が興した個

メーカ商社ならではの調達力を活かし、自動車

人企業がその前身。日東精工産機事業部製品の組

分野から産業機器、医療機器、住宅、家電、楽器

立及び調整（自動ねじ締め機・ねじ供給機）を担

まで、あらゆる分野のお客様ニーズに最適な製品

当し「日東精工グループのトップランナー」を目

とサービスを提供しています。国内外に拠点を設

指しています。また、日東精工の製品だけでなく、

け、香港、ベトナムには国内販売部品の調達ルー

自社ブランド製品として計数包装機（袋詰め、箱

トを独自でもっており、標準品から金属加工品、

詰め）・計数機・外観検査装置・搬送収納装置・

プラスチック製品、アッセンブリ品に至るまでネ

基板検査装置・アルカリ電解水洗浄装置・アルカ

ットワークを活かして様々な製品を調達し供給し

リ電解水生成ユニットなどを製造販売しています。

ています。

環境機器分野から省力化機器・検査機器分野まで

日東精工のファスナー、産機、制御システムの

を、自社製品の設計・製造・販売及び開発。設計

３事業部の製品のほかにも、切削プレス製品から

から加工・組立・据付まで一貫して対応できます

住宅関連部品まで多岐にわたる製品群が特長で、

ので、小回りの利く細やかな対応やさまざまな提

国内に約300社、海外にも数十社と幅広い提携先

案ができることを強みとしています。

があり、良好な関係を築いていることが強みとな

たとえば、お客様の工

っています。

場が水害に遭われたとき

創業以来保ち続けている

に設備の復旧に直ちに駆

当社の不変のテーマは「挑

けつけ、短時間で完了。

戦」です。今日という日を

「予定よりも早く生産で

着実に積み重ねながら、未

デバッグ作業

きるようになり助かっ

知の明日へチャレンジして

た」と大変喜んでいただ

いく姿勢こそが輝かしい未

いたことがあります。感

来を創造する力の源である

謝状をいただき社員全員

とし、こうした思想から生

の誇りでもあります。

ハイブリットカー用高圧コ
ネクタ（プラスチック、プ
レスなどのアッセンブリ）

まれた数々の商品は、信頼

計数包装機

の証として大きな評価を獲
得しています。

住宅用タイル
（ベトナムから調達）

複合加工機

朝礼風景
（群馬本社）

http://www.nittokoshin.co.jp/

http://www.wacohkk.co.jp
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東洋圧造㈱

群馬県前橋市

昭和32年の創業以来、冷間圧造技術を得意とし
ており、自動車産業向けを中心にボルト、リベッ
ト、特殊部品など高品質な製品を製造販売してい
ます。通常のボルトから脱却し、圧造・転造加工
品に切削やプレス加工を施した特殊形状部品や、

特殊ボルト品

ブレス加工品

ベンダー機を使用した曲げ加工品などを生産。
呼び径6〜20ミリの〈太モノ〉を扱う同業他社
は少なくありませんが、自社で調質炉を整備し焼
入れまで行う一貫加工メーカであることも当社の
強みです。特殊部品化、冷間圧造部品とプレス部
品とのドッキングなど新しい部品加工に取り組み、
親会社である日東精工との連携強化により技術提
案型企業を目指しています。

http://www.toatsu.co.jp

日東工具販売㈱

画像選別機

㈱ニッセイ

大阪府東大阪市

京都府綾部市

日東精工100％出資の販売会社で、日東精工大

日東精工100％出資の子会社で、日東精工で製

阪支店内に会社をおいています。日東精工のファ

造された工業用ファスナー類や製造工具の熱処理

スナー、産機、制御システム事業部には、それぞ

及びめっきを行っています。そして、これらは

「日東精工のねじに魂を入れる仕事である」と自

れ個別に販売部があり販売チャンネルをもってい
ますが、日東工具販売はこれら３事業部やグルー

負しています。

プ会社を横断、連携させる役割を担っています。

平成15年・16年には、日東精工内の熱処理部門、

またヘッディングパ

平成22年にはめっき部門もすべて移管され、日東

ンチや転造平ダイス、

精工の熱処理・めっきを一手に請け負っています。

一般工具などは日東

また、工具部門では近郊の会社の部品も熱処理し

工具販売のみが販売

ています。また、損害保険の代理店もしています。

しています。
納期やロットなど、
よりきめの細かい対
応ができることが当
社の強みであり、大
手だけでなく中小企
業にも販路をもって

浸炭焼入後製品

浸炭焼入戻炉

硬度検査

亜鉛クロメート処理後製品

いるため、より現場
の声が拾えることが
でき、情報収集の最
前線でもあります。

https://www.nittokog.co.jp
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㈱ファイン

京都府綾部市

日東精工ファスナー事業部八田工場の最終工程に

一般製品の終品検査・受入検査・巡回検査。精密製

属する検査包装業務を請負う日東精工100％出資の

品、特品製品、中空製品の機械画像選別・製品の袋

子会社です。

詰め、小箱詰め、バラ詰め包装・製品の入庫と梱

主な業務内容は精密製品、特品製品、中空製品、

終品検査

東陽精工㈱

包・自動ラック倉庫の入出庫までを担当しています。

包装工程

画像選別機

㈱協栄製作所

京都府綾部市

奈良県五條市

ねじ製造用鍛造金型を中心に各種金属の加工を

昭和21年創業。当初は切削でねじをつくって

行っています。とくに鍛造用金型に用いられる、

いましたが、その後、圧造にて「六角ボルト」や

超硬合金、ダイス鋼、ハイス鋼等を切削、円筒研

「コーチスクリュー」を開発。軸力が強いなどの

削、内筒研削、型彫り放電、ワイヤー放電等、幅

特性を生かし、今でも住宅関連を中心に自動車分

広い加工機でお客様のニーズに応えるべく、日々

野などの幅広いニーズに応えています。ねじを大

努力を重ねています。

量に生産する場合、一般には原料となる線材を引

最近では難削材料で

き抜き加工して鉄線をつくります。この鉄線は一

ある純チタン、64チ

般に伸線メーカから購入することが多いのですが、

タンなどの切削、研

当社ではこの伸線から最終製品までの一貫生産体

削に至るまで加工分

制を保持していることが他社にはない大きな強み

野を拡大しています。

になっています。精密ねじ・極小ねじを得意とす

当 社 は「丸 物 大 好

る日東精工に対し、P３で紹介した東洋圧造同様

き」をキャッチフレ

に、太モノをメイン

ーズに丸い加工品を

としており、グルー

得意としている会社

プ間連携を強化して

です。

いくことで、大きな
可能性が広がってい
きます。

六角ボルト

http://www.touyouseikou.jp

営業社員新人教育

伸線機への材料投入

http://www.neji-kyoeiseisakusyo.co.jp
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㈱伸和精工

長野県上伊那郡

ミクロン単位の精度を実現する

「精密プレス加工」のプロフェッ
ショナル集団です。困難な加工に
も積極果敢に挑戦し、お客様の課
題解決に貢献いたします。ミクロ
ン単位の加工を実現すると同時に、
様々な材料への対応、抜き、曲げ、
絞り、潰しといった様々な要素技

プレス製品

術への対応が可能な、数少ないプ
レスメーカでもあります。切削で
しか対応できなかった精密部品の
プレス化や、ダイキャストでしか
対応できなかった複雑形状のプレ
ス化を実現し、多くのお客様のコ
ストダウンに貢献しています。

プレス加工作業風景

https://www.shinwaseiko.co.jp

松浦屋㈱

九州日東精工㈱

東京都品川区

昭和9年創業。電気機械、スプリング耐火煉瓦、

福岡県福岡市

九州地区をメインとするモノづくり技術提案型

自動車、電球等の国内販売及び輸出業を始めた

の商社です。産業用省力機械、工業用流量計、各

「松浦屋商会」が前身です。ファスナー製品（締

種金属加工品、樹脂製品も取り扱っています。小

結部品）
、産業用機械装置、表面処理装置を中心

さなねじからハイテク部品まで、人と人、モノと

に商社業務を行っています。北は北海道の苫小牧

モノの間を結び、新たな可能性に挑戦し続けます。

市、南は兵庫県姫路市に事業所をもち、海外展開

各種金属の加工技術

が進むなか、現在では医療分野やトラック輸送機

による幅広い製品で、

器関連など国内生産に力を入れる取引先をメイン

信頼と実績を得ていま

にしています。商社が介在することで付加価値を

す。お客様の課題や
“困

いかに提供できるかに注力し、とくに入荷製品の

った” を、いち早く共

徹底したチェッ

有化し、提案と試行の

ク体制による品

繰り返しを通じて、モ

質管理を行って

ノづくりの実現に、ひ

おり品質不具合

とつでも多くお役に立

ゼロを目指して

ちたいと願っています。

います。

社員参加の研修会

代表的な取り扱い製品

http://www.matsuuraya.com

http://www.q-nittoseiko.com
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松浦屋
（株）
と九州日東精工
（株）
の２社は持分法適用関連会社です

2018年12月期決算説明会を
東京・日本橋で開催しました

受験生7251名をゆるみ止めねじ
「ギザタイト」で応援しました。

2月28日に東京日本橋にある㈱日本投資環境研究

前号のニュースレターでもご紹介しましたが、受

所において2018年12月期決算説明会を開催、当社代

験生応援ゆるみ止めねじプレゼントキャンペーンは

表取締役社長材木正己が決算報告をさせていただき

回を重ねるごとに応募数が増えています。5年目と

ました。当期も増収増益であったことや新製品情報、

なる本年度は全4回のうち最終受付を待たずして昨

業界動向とそれに対しての当社の取り組みなどを丁

年度までの数字を上回り7000名を超えました。そし

寧に解説。そして本年から新しい中期経営計画がス

て3月1日から4回目となる最終受付を開始し、3月8

タートしたことや、4月から採用した日東精工グル

日に締め切らせていただきましたが、最終応募総数

ープの新しいロゴマークについてもご説明いたしま

は7251名となりました。同キャンペーンは日東精工

した。

のこと、そしてねじの大切さを若
い世代を中心にたくさんの方に知

ご用意した席がすべて埋まるほど盛況で、アナリ
ストの方々から多数ご質問をいただきましたが、こ

っていただく一助

れは当社への興

となっており、こ

味や関心をおも

れからもこの企画

ちいただいてい

を大切にしてまい

ることと理解し、

ります。

今後も企業価値
向上に努めてま
いります。

京都府立工業高校に
ねじ締めロボットを寄贈しました

異種金属接合「AKROSE」の可能性を
学会発表しました
当社ファスナー事業部で開発した異種金属接合技

今般、京都府立工業高等学校から学科改編に伴う

術「AKROSE（アクローズ）」は昨年10月に発表以

教育振興基金設立に関する案内を受け、2018年度よ

降、自動車業界をはじめ様々な分野で注目され、ま

り新設されたロボット技術科への適合も考慮した結

た多くのメディアなどにも取り上げられています。

果、当社主力製品である「位置補正カメラ搭載ねじ

3月22日には
（一社）
溶接学会の研究会「異材接合の

締めロボット（ねじロボ®）」（637万円相当）を寄贈

最新トレンド」
（於 名古屋市工業研究所）にお招き

しました。同校からは

いただき、当社ファスナー事業部の手島政和が「塑

多くの卒業生が当社に

性変形を利用した異種金属接合技術」というテーマ

就 職 し 、本 製 品 の 設

でプレゼンテーション。低コスト、省エネ、軽減化に

計・製造に携わる者も

役立つことはもちろん、強度や耐熱性の信頼性も高

多く、活躍の場を広げ

く、環境・安全面でもメリットが多いことなどをご紹

ています。当社のねじ

介し、参加者の方々から

締めロボットが有益な

高評価をいただきました。

機器となり、工業実習

「AKROSE」で新しい時

において新たな教育が

代のニーズに応えてまい

推進されることを期待

ります。

しています。
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3月11日京都府立工業高等学校での
寄贈式

横浜・みなとみらい
リレーマラソンに2チーム編成

昭和の写真集に日東精工が
紹介されました

2月24日横浜・みなとみらいで「FMヨコハマ マ

日東精工が本社をおく綾部、

ラソン」が開催されました。これは個人ではなくチ

そしてお隣の福知山の昭和初

ームとしてのリレーで42.195キロを走り抜くという

期から戦後の姿を記録した貴

ものです。駅伝のように区間が決まっているのでは

重な写真が、書籍となり発売

なく、規定のコースをたとえばAさんが 5周、Bさん

されています。

は1周というように各人の実力に合わせたチーム編

弊社も写真提供だけでなく、

成ができるというもの。走力がある人もそうでない

マーケティング課長高見裕臣

「福知山・綾部の昭和」

人もそれぞれの力を発揮しゴールを目指すものです。

と監査課長布川貴英が原稿執

（樹林舎

日東精工東京支店か

筆の協力をさせていただきました。フォトコラムと

らは制御システム中

して日東精工のことが 5ページにわたり紹介されて

心チームと産機中心

います。

チームが出場し、参
加220チーム中、58
位と83位という成績
でした。表彰台には

十字穴付きねじの
目視検査の様子。
昭和34年、日東精
工第三工場

届きませんでしたが、
社員同士の絆を深め
ることができました。

『絆経営で目指す新しい地方創生』
書店で1位を獲得。
早くも増刷決定!
当社代表取締役社長材木正己著『絆経営で目指す新しい地方創
生』が 3月4 日、扶桑社から発売されました。既に多くの方から
好意的な感想を寄せていただいておりますが、書店での売れ行き
も好調で、京都のふたば書房チェーンや大垣書店三条本店、福知
山の福島文進堂などでは週間ランキング１位を
獲得、大阪梅田紀伊國屋本店でも２位となり、
発売ひと月を待たずして増刷が決定しています。
本書はこのニュースレターでの連載コラムや対
談などを再構成したもので、読み応えのある内
容ですので、ご興味をおもちいただける方は、
ぜひご一読ください。
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9,250円＋税）

「平成」の意味ある言葉を選んでみました

と一般人を並列に考えるのは

天皇陛下のおかれたお立場

もそれは︑天皇陛下のお言葉

てとても大切なことです︒で

自体は﹁向上心﹂に結びつい

まのお言葉です︒当社

います﹂

運ぶものでありたいと願って

成から令和へと新しい
御代となります︒
おこがましくもありますが︑

を借りれば﹁その継続性や従

精工も先人が築いた大切なも

平
このニュースレターも今号
お 言 葉 の﹁公 務 ﹂を﹁仕 事 ﹂

来の公務との関係もよく懸案

日東

美智子さ

が平成最終号となりますので︑
という表現におきかえれば︑

のを守り︑次代につなげてい

これは皇后陛下

平成の天皇陛下︑皇后陛下の

していく﹂ことがあって成立

変えること︑変わることを

より身近なものになり︑ビジ

おそれない︑しかし︑守るべ

お言葉をいくつかご紹介しま
日々やらねばならないこと

きことは守るという姿勢︑先

きたいと思います︒

はたくさんあります︒それが

するものです︒

﹁与えられえた公務を真摯に

ルーティン化︑マンネリ化し

人への感謝の思いをもち続け

ネスヒントにもなるでしょう︒

果たしていく中から︑新たに

てくると︑ときにはつまらな

しょう︒

年前︑平成

これは今から

生まれてくる公務もある﹂︒

ることも大切にしたいです︒
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日︑天皇誕生日

く感じることがあるかもしれ

月

﹁前の御代からお受けしたも

年︑

ません︒でもつまらないと腐

にある踏切は舞鶴線の踏切と山陰線の踏切が交わる

に︿次世代の皇室の活動につ

で間近で見られるのは珍しいです。また綾部駅東側

1

り離したり連結したりします。その手作業がホーム

４月 日は﹁号外﹂も発行された︒夕刊
トップで新元号を発表する新聞各紙

行」「舞鶴行」と併結して運行、綾部駅で車両を切

のを︑精一杯︑次の時代まで

橋立方面に向かいますが、綾部は舞鶴線の始発駅で

っているのではなく︑一つひ
とつに誠実に︑真摯に丁寧に

ければ福知山、そして京丹後鉄道で日本三景 天の

いて﹀の考えを述べられたも
のです︒

向き合ってこなしていくこと

与えられたということは︑

﹁秋篠宮の﹃公務は受け身の

それを生かしていけるという

で︑新たに見えてくるものが

ます︒新たな公務も︑そこに

可能性がたくさんあるという

もの﹄と皇太子の﹃時代に即

個人の希望や関心がなくては

こと︒受け身であることは︑

店がある、知る人ぞ知

ある︑喜びが生まれてくると

本当の意義を持ち得ないし︑

切（遮断機）の間にお

した公務﹄とは︑必ずしも対

また与えられた公務を真摯に

けっしてネガティブなことで

州のようにふたつの踏

いうことでしょうか︒

果たしていく中から︑新たに

はないということですね︒

ところですが、川の中

極にあるものではないと思い

生まれてくる公務もあること

そして︑時代に即して変え

がっています。京都発着の特急の多くは「天橋立

15

を︑私どもは結婚後の長い年

今号はJR綾部駅のご紹介。京都駅から山陰本線

23

ていく︑新しいものを求める

の特急で、約1時間で綾部に到着。そのまま乗り続

12

月の間に︑
経験したからです﹂

⁝⁝変化を求めること︑それ

JR 綾部駅近辺は
ワンダーランド

16
と続きます︒

る珍八景！

あやべ ちょっと寄り道

連載⑯

正己語録⓰
f rom 社 長 室

もありここから東舞鶴、そして福井方面へともつな

