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流 体 制 御 技 術 × 人
豊 か な 地 域 社 会 の 発 展 と 、 お 客 様 の た め に
私たちは、事業環境の変化に迅速に対応し、
変化の先を見通す力と果敢な行動力で、市場と社会の発展を実現していきます。
そして、良き企業市民として地域社会の発展に貢献し、
お客様に喜ばれる製品を提供しつづけることを心がけています。
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品質第一　和衷協力　一歩研究

社是／経営理念

　当社は、1924年の創業以来、「流体を制御する

技術」と「材料技術」を活用した当社製品・サー

ビスを通して、CLEAN（環境）・SAFETY（安全）・

FRONTIER（最先端技術への貢献）を軸に、グロー

バル社会の発展に寄与して参りました。当社の市

場領域は多岐にわたり、半導体、エネルギー、化

学、自動車、船舶、土木・建築、医療・医薬、電

池などの分野に、独創的で高品質な製品を提供し

ております。

　技術・製品・サービス・生産技術の開発にも力

を入れ、半導体市場のさらなる技術革新やカーボ

ンニュートラル社会の実現など、グローバル社会

が発展していくなかで、必要とされる企業であり

続けるための挑戦をつづけています。

　また、当社の企業活動全体がサステナブルな社

会の実現に貢献できるよう、「SDGs」「ESG」の

取組みを強化しております。

　社是である「品質第一　和衷協力　一歩研究」

を行動指針として、企業価値向上とサステナブル

社会への貢献をともに実現できる、さらに進化し

た日本ピラー工業を創造してまいります。

　創業100周年を越えてもなお、変革を起こし、

成長をしつづけながら、社会にとって必要不可欠

な企業でありつづけることを目指します。

サステナブル社会で
必要とされつづける

経営理念

社是

１．住みよい地球と豊かな社会環境づくりに貢献します。

２．独創的で高品質な製品を提供し、お客様にとってかけがえのない企業を目指します。

３．法令・社会規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行います。

トップメッセージ

代表取締役社長
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私たちのミッション

“社会を支える”未来を創る
持続可能な社会に向けて新たな価値を創造していきます

　主に流体を移送する遠心ポンプなどの回転
体から流体を制御するメカニカルシール製
品、バルブのステム部分のシール材として使
用するグランドパッキン製品、並びに配管と
配管の間に設置するガスケット製品を扱って
います。

　ハイテク市場に特化しており、なかでも半
導体、液晶、医療分野に注力しています。特
に耐薬品性、耐熱性、クリーン性の高いふっ
素樹脂製の継手やポンプなどは、多様な薬液
にも影響されないため半導体基板（シリコン
ウエハー）の洗浄に用いられています。

産業機器関連事業電子機器関連事業

%

%

産業機器関連事業

24.9
百万円10,146

百万円40,670
2021年度売上高

グランドパッキン
ガスケット
メカニカルシール

ピラフロン
免震装置・
スライドベアリング

電子機器関連事業

74.8
百万円30,410

日本ピラー工業は、CLEAN・SAFETY・FRONTIERを軸として
独自の価値を生み出し、新しい可能性へとチャレンジしていきます。

SAFETY

CLEAN

仕事の質を高め、イキイキと働くためには、安全が全てに優先されます。
流体を制御することによって、引火性流体や有毒な流体等を定品・定
時・定量に制御することにつながります。
日本ピラー工業は、流体制御関連技術によって安心と安全な社会に貢献
します。

流体を制御することによって、省エネルギー・省資源に貢献し、クリー
ンな地球環境を実現することにつながります。
日本ピラー工業は、半導体・液晶の製造装置向けや産業用の主要な機器
向けに流体を制御する技術を用いて貢献します。

安全で安心な社会に貢献

クリーンな地球環境の実現

FRONTIER
創業以来、他社よりも一歩先を見据えた研究開発で独創的で高品質な製
品を生み出しています。
日本ピラー工業は、流体制御関連技術の最先端および新分野を切り拓く
チャレンジをしていきます。

最先端を切り拓く新分野へ挑戦
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建築
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール、
免震装置・スライドベアリング

5G 基地局
その他

半導体
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール、
サーキュレーション

宇宙
その他

ケミカル
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール、
サーキュレーション

石油精製・石油化学
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール

船舶
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール、
免震装置・スライドベアリング

医療・医薬、食品
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール、
サーキュレーション

エネルギー・環境
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール、
免震装置・スライドベアリング

上下水道
グランドパッキン、ガスケット、
メカニカルシール、
免震装置・スライドベアリング

自動車
グランドパッキン、ガスケット、
サーキュレーション、その他

鉄道
免震装置・スライドベアリング

サーキュレーション ふっ素樹脂アンテナ基板免震装置・
スライドベアリング

半導体の洗浄装置 免震建物 ふっ素樹脂アンテナ基板 バルブ 配管 ポンプ

CLEAN

FRONTIER

SAFETY

※サーキュレーション：クリーン市場向け循環系製品

グランドパッキン

ガスケット ガスケット

メカニカルシール

用途例

あらゆる流体を制御して、
暮らしと環境の安心・安全に貢献します
当社は、水や油、危険な薬液・ガスなどの
流体を制御する関連機器を設計・開発、製造するメーカーです。
生活を営むために絶対に必要な場所で使用されており、
地球環境保全や省資源、さらには私たちの生命や財産を守るために貢献しています。

私たちのミッション
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時代のニーズとともに、
新しい価値・製品を創出します
当社は創業以来95年以上にわたり、成長する産業が求めるニーズに応え、
また新たな素材にいち早く着目して製品化を目指すことで、持続可能な豊かな社会の実現に貢献してきました。
これからも固有の流体制御技術を進化させながら、独創的で高品質な製品・サービスを提供していきます。

成長ヒストリー

時代のニーズとともに取り組んできた歩み

特許製品ピラー#1
パッキン

自動車用ガスケット

スーパー300タイプ
ピラーフィッティング

ピラースペラ300
低脈圧ベローズポンプ

●岩波嘉重が船舶用レシプロエンジンの
　シリンダ－グランド用として
　合金製ピラーパッキンを考案し
　「日本ピラ－工業所」を設立

●株式会社に改組し、
　「日本ピラー工業株式会社」を設立、　

　資本金200万円
　東京出張所（現東京支店）を開設

●東京証券取引所及び
　大阪証券取引所市場第一部に上場

●台湾にTaiwan Pillar Industry Co.,Ltd.を設立

●本社社屋を新築竣工

●当社初の海外合弁会社 
　Korea Pillar Packing Co.,Ltd.
　を設立

●メキシコ合衆国に
　NPK Fluid Control Systems 
　Mexico S.A. de C.V.を設立

●アラブ首長国連邦に
　Nippon Pillar Middle East FZCOを設立

●タイ王国に
　Nippon Pillar (Thailand) CO.,Ltd.を設立

●東南アジアへの販売拠点として
　Nippon Pillar Singapore Pte Ltd.
　を設立

●京都府福知山市に
　福知山工場
　（現福知山事業所）が竣工

●大阪市西区に
　本社を移転

●米国CAA（大気浄化法）対応の
　新パッキンEDP※の本格納入を開始

●ドイツ連邦共和国に
　Nippon Pillar Europe GmbH
　を設立

●「ISO9001」認証を取得

●大阪証券取引所市場第二部に
　指定替え

●インドネシア共和国に
　PT. Nippon Pillar Manufacturing 
　Indonesiaと
　PT. Nippon Pillar Indonesiaを設立

●Nippon Pillar Corporation of 
　America Houston Officeに
　生産拠点を併設

●米国にNippon Pillar Corporation  
　of Americaを設立
●「ISO14001」認証を取得

●新・三田工場竣工

●中華人民共和国に
　Pillar Technology 
　(Chuzhou) Co., Ltd.を設立

●Pillar Technology 
　(Chuzhou) Co.,Ltd.
　稼働開始

●東京証券取引所
　市場第一部から
　プライム市場に移行

●世界初の画期的な
　シール機構を実現した
　「スーパー300タイプピラー
　フィッティング」の生産を開始

●ノンアスベスト化への早期切り替えに
　寄与する「#2603-EEEテクノブラック」の
　生産を開始

●中華人民共和国にSuzhou Pillar Industry 
　Co.,Ltd.を設立

●ISOシリーズ 
　メカニカルシールの
　生産を開始

●熊本県合志市　

　に九州工場が
　竣工

●大阪証券取引所市場第二部
　特別指定銘柄（新ニ部）に株式上場

●半導体製造装置向けふっ素樹脂製品の開発に着手し、
　初めて継手（ピラーフィッティング）を発売

●大阪市淀川区に工場を新設、
　工業用漏れ止めパッキンの
　本格的生産を開始

●わが国で最初に
　メカニカルシール
　（軸封装置）を開発し、
　生産を開始

●高温・高圧管フランジ用
　バーチカルガスケットを開発

●ふっ素樹脂製品
　（商品名「ピラフロン」）の
　生産を開始

●JIS・B・2404配管用
　うず巻形ガスケットの
　業界初のJIS認定工場になる

●新素材「炭化繊維」を開発し、
　生産を開始

●創業50周年

●自動車用及び船舶内燃機用の
　ガスケットの生産を開始

●兵庫県三田市に
　三田工場が竣工

●中華人民共和国に
　Shanghai Pillar Trading 
　Co., Ltd.を設立

●半導体市場向け
　新型ロータリー
　ジョイントの
　生産を開始

●膨張黒鉛編組パッキン
　「ピラーマークⅢ」を開発、
　生産を開始

創業者 岩波嘉重
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創業～
生産体制の確立

技術開発の
躍進

グローバル化
の深耕、

新事業の創出

ブランド確立、
世界進出へ

撹拌機用
メカニカルシール

日本初の
メカニカルシール

初の半導体継手
ピラーフィッティング

膨張黒鉛編組パッキン　
ピラーマークⅢ

ピラーEDP®パッキン

※  Emission Defence Packingの略。パッキン内部の浸透漏洩にまで
対策を施した低漏洩・高性能パッキンのこと
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時代のニーズとともに、
新しい価値・製品を創出します
当社は創業以来95年以上にわたり、成長する産業が求めるニーズに応え、
また新たな素材にいち早く着目して製品化を目指すことで、持続可能な豊かな社会の実現に貢献してきました。
これからも固有の流体制御技術を進化させながら、独創的で高品質な製品・サービスを提供していきます。

成長ヒストリー

時代のニーズとともに取り組んできた歩み

特許製品ピラー#1
パッキン

自動車用ガスケット

スーパー300タイプ
ピラーフィッティング

ピラースペラ300
低脈圧ベローズポンプ

●岩波嘉重が船舶用レシプロエンジンの
　シリンダ－グランド用として
　合金製ピラーパッキンを考案し
　「日本ピラ－工業所」を設立

●株式会社に改組し、
　「日本ピラー工業株式会社」を設立、　

　資本金200万円
　東京出張所（現東京支店）を開設

●東京証券取引所及び
　大阪証券取引所市場第一部に上場

●台湾にTaiwan Pillar Industry Co.,Ltd.を設立

●本社社屋を新築竣工

●当社初の海外合弁会社 
　Korea Pillar Packing Co.,Ltd.
　を設立

●メキシコ合衆国に
　NPK Fluid Control Systems 
　Mexico S.A. de C.V.を設立

●アラブ首長国連邦に
　Nippon Pillar Middle East FZCOを設立

●タイ王国に
　Nippon Pillar (Thailand) CO.,Ltd.を設立

●東南アジアへの販売拠点として
　Nippon Pillar Singapore Pte Ltd.
　を設立

●京都府福知山市に
　福知山工場
　（現福知山事業所）が竣工

●大阪市西区に
　本社を移転

●米国CAA（大気浄化法）対応の
　新パッキンEDP※の本格納入を開始

●ドイツ連邦共和国に
　Nippon Pillar Europe GmbH
　を設立

●「ISO9001」認証を取得

●大阪証券取引所市場第二部に
　指定替え

●インドネシア共和国に
　PT. Nippon Pillar Manufacturing 
　Indonesiaと
　PT. Nippon Pillar Indonesiaを設立

●Nippon Pillar Corporation of 
　America Houston Officeに
　生産拠点を併設

●米国にNippon Pillar Corporation  
　of Americaを設立
●「ISO14001」認証を取得

●新・三田工場竣工

●中華人民共和国に
　Pillar Technology 
　(Chuzhou) Co., Ltd.を設立

●Pillar Technology 
　(Chuzhou) Co.,Ltd.
　稼働開始

●東京証券取引所
　市場第一部から
　プライム市場に移行

●世界初の画期的な
　シール機構を実現した
　「スーパー300タイプピラー
　フィッティング」の生産を開始

●ノンアスベスト化への早期切り替えに
　寄与する「#2603-EEEテクノブラック」の
　生産を開始

●中華人民共和国にSuzhou Pillar Industry 
　Co.,Ltd.を設立

●ISOシリーズ 
　メカニカルシールの
　生産を開始

●熊本県合志市　

　に九州工場が
　竣工

●大阪証券取引所市場第二部
　特別指定銘柄（新ニ部）に株式上場

●半導体製造装置向けふっ素樹脂製品の開発に着手し、
　初めて継手（ピラーフィッティング）を発売

●大阪市淀川区に工場を新設、
　工業用漏れ止めパッキンの
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●わが国で最初に
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　生産を開始
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　ガスケットの生産を開始

●兵庫県三田市に
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　Co., Ltd.を設立
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　ジョイントの
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●膨張黒鉛編組パッキン
　「ピラーマークⅢ」を開発、
　生産を開始

創業者 岩波嘉重
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技術と人を磨き、素材開発から生産に至るまで
一貫した体制が整っています

兵庫県三田市に約43,000㎡の敷地を持ち、主にメカ
ニカルシールとグランドパッキンの生産を担うほか、
研究・開発の機能も有する当社のマザー工場です。約
50年ぶりのリニューアル工事により安全と環境に配
慮した最新鋭の工場に生まれ変わりました。自働化・
IT化などによる競争力の強化を図るとともに、培って
きた技術をさらに発展させ、市場が求める新しい製
品の開発にも取り組んでいます。

京都府福知山市に約39,000㎡の敷地を持ち、主に半
導体・液晶製造装置向けの継手（フィッティング）や
ポンプなどのピラフロン製品のほか、ファインセラ
ミックスの炭化珪素（SiC）製品なども生産していま
す。また、進化の著しい半導体技術に対応するため、
福知山事業所にも研究・開発部門が設置されており、
第二のマザー工場としての役割を担っています。

熊本県合志市に約18,000㎡の敷地を持ち、主に半導
体製造装置用の製品の設計、生産、組立を行ってい
ます。当工場は、半導体産業が集約された熊本県の
セミコンテクノパーク内に所在し、お客様の注文に
即応するため、スピーディーな生産体制で高品質な
製品を提供しています。

　技術研修センターでは、新入社員や中途採用者をはじめとする当社従
業員に向けた製品知識を習得する研修を実施しています。また、当社製品
をお取り扱いいただく販売取引先、協力会社、代理店の方々をお招きし、
実際に使用される機器を用いた施工技術習得の場としても活用されてい
ます。

当社グループの製品は、半導体や電力、石油、医薬品など幅広い産業分野の重要機能部品として使用されます。
用途により仕様が異なるため、それぞれに最適な設計や生産が求められます。
そこで当社は、必要なものは素材から内部製作し、全工程を社内一貫生産して
よりクオリティの高い製品づくりを実現します。

　社内分析機関として製品の品質を支えるとともに、技術者が分析技術
を学ぶことができる教育施設としても運用しています。これにより、設計
者自ら適切な分析を行うことができるほか、分析機器を集約することで
さまざまな分析依頼に迅速に対応できるなど、お客様ニーズに合致した
サービスを提供することができます。また、膨大な分析データを蓄積する
ことで、長期的な課題解決や製品開発に活用しています。

　約50年ぶりのリニューアルに伴い、工場見学に来られるお客様への営業
活動強化のため、ショールームも一新しました。グランドパッキンから始
まり、新たな素材にいち早く着目し時代のニーズに即した製品を提供する
ことで、さまざまな分野へ当社の事業が広がっていった様子を表現した印
象的なショールームです。また、展示品の多くは実際に触って動かしてい
ただくことができ、専門家の方だけでなく一般の方にとっても、当社製品
の機能や効果が視覚的・体験的に理解しやすい工夫をしています。

三田工場 福知山事業所

九州工場

技術研修センター1

分析センター2

ショールーム3
　当社は来る創業100周年、さらには次の100周年を見据え、当社にとっ
ての中核的な工場となるべき福知山第2工場の建設を進めています。

当社技術を「魅せる」福知山第2工場
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事業を支えるマザー工場

Column

・新生産体制の構築によるコスト競争力の強化

・顧客からの厳しい品質要求への対応

・開放感のあるつくりで当社技術を「魅せる」工場

コンセプト
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ます。
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そこで当社は、必要なものは素材から内部製作し、全工程を社内一貫生産して
よりクオリティの高い製品づくりを実現します。

　社内分析機関として製品の品質を支えるとともに、技術者が分析技術
を学ぶことができる教育施設としても運用しています。これにより、設計
者自ら適切な分析を行うことができるほか、分析機器を集約することで
さまざまな分析依頼に迅速に対応できるなど、お客様ニーズに合致した
サービスを提供することができます。また、膨大な分析データを蓄積する
ことで、長期的な課題解決や製品開発に活用しています。

　約50年ぶりのリニューアルに伴い、工場見学に来られるお客様への営業
活動強化のため、ショールームも一新しました。グランドパッキンから始
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販売子会社

アジア

6ヵ所

製造子会社

3ヵ所

販売子会社

ヨーロッパ

1ヵ所

日本

販売子会社

中東

1ヵ所

販売子会社

北アフリカ

1ヵ所

アメリカ
（フリーモント）

メキシコ

台湾

シンガポール

タイ

ドイツ

アルジェリア
UAE（ドバイ）

インドネシア

韓国

上海
滁州

（ヒューストン）

● 本社
● 海外販売子会社
● 海外製造子会社

販売子会社

北米・中南米

2ヵ所

製造子会社

2ヵ所

東京支店

増子製作所 青森工場

横浜支店

PSS・中部営業所

PSS・堺営業所

神戸支店

福知山事業所
日本ピラー精密 福知山工場　

日本ピラー精密 東条工場／
エヌピイ工業

PSS・岡山営業所

広島支店

PSS・山口営業所

名古屋支店

大阪支店／ PSS・本社／
エヌピイ不動産

三田工場

本社

PSS・滋賀営業所
京都支店

PSS・千葉営業所

PSS・川崎営業所

※ PSS＝ピラーシールソリューションズ

増子製作所 
本社工場

九州工場
九州支店
日本ピラー九州　

グループネットワーク

世界をフィールドに、
技術の架け橋となります

〈工場・事業所〉
三田工場（兵庫県三田市）
福知山事業所（京都府福知山市）
九州工場（熊本県合志市）
　
〈支店〉

東京支店
横浜支店
名古屋支店
京都支店
大阪支店
神戸支店
広島支店
九州支店

九州工場

三田工場

福知山事業所

日本ピラーシンガポール

日本ピラーアメリカ 日本ピラーメキシコ

〈国内主要グループ会社〉
株式会社ピラーシールソリューションズ
エヌピイ不動産株式会社
日本ピラー精密株式会社
エヌピイ工業株式会社
日本ピラー九州株式会社
株式会社増子製作所

Nippon Pillar Singapore Pte Ltd.
PT. Nippon Pillar Manufacturing Indonesia
PT. Nippon Pillar Indonesia
Nippon Pillar (Thailand) CO.,Ltd.
Taiwan Pillar Industry Co.,Ltd. Taipei Office
Taiwan Pillar Industry Co.,Ltd. Takao Factory
Pillar Technology (Chuzhou) Co., Ltd.
Shanghai Pillar Trading Co., Ltd.
Korea Pillar Packing Co.,Ltd.
Nippon Pillar Middle East FZCO
Nippon Pillar Corporation of America Houston Office
Nippon Pillar Corporation of America Fremont Office
NPK Fluid Control Systems Mexico S.A. de C.V.
Nippon Pillar Europe GmbH

当社グループは、1980年、初の海外拠点として
韓国ピラー工業（Korea Pillar Packing Co.,Ltd.）を設立したのを皮切りに、
グローバル化を進展させてまいりました。
現在では世界の11の国と地域で事業活動を展開しています。
今後も海外拠点網を増強し、世界の人々の暮らしに役立つ高機能な製品を提供してまいります。

26 16 832
国内全拠点数 海外全拠点数 連結従業員数

拠点 拠点 人

国内拠点一覧 海外拠点一覧
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日本ピラー精密 東条工場／
エヌピイ工業

PSS・岡山営業所

広島支店

PSS・山口営業所

名古屋支店

大阪支店／ PSS・本社／
エヌピイ不動産

三田工場

本社

PSS・滋賀営業所
京都支店

PSS・千葉営業所

PSS・川崎営業所

※ PSS＝ピラーシールソリューションズ

増子製作所 
本社工場

九州工場
九州支店
日本ピラー九州　

グループネットワーク

世界をフィールドに、
技術の架け橋となります

〈工場・事業所〉
三田工場（兵庫県三田市）
福知山事業所（京都府福知山市）
九州工場（熊本県合志市）
　
〈支店〉

東京支店
横浜支店
名古屋支店
京都支店
大阪支店
神戸支店
広島支店
九州支店

九州工場

三田工場

福知山事業所

日本ピラーシンガポール

日本ピラーアメリカ 日本ピラーメキシコ

〈国内主要グループ会社〉
株式会社ピラーシールソリューションズ
エヌピイ不動産株式会社
日本ピラー精密株式会社
エヌピイ工業株式会社
日本ピラー九州株式会社
株式会社増子製作所

Nippon Pillar Singapore Pte Ltd.
PT. Nippon Pillar Manufacturing Indonesia
PT. Nippon Pillar Indonesia
Nippon Pillar (Thailand) CO.,Ltd.
Taiwan Pillar Industry Co.,Ltd. Taipei Office
Taiwan Pillar Industry Co.,Ltd. Takao Factory
Pillar Technology (Chuzhou) Co., Ltd.
Shanghai Pillar Trading Co., Ltd.
Korea Pillar Packing Co.,Ltd.
Nippon Pillar Middle East FZCO
Nippon Pillar Corporation of America Houston Office
Nippon Pillar Corporation of America Fremont Office
NPK Fluid Control Systems Mexico S.A. de C.V.
Nippon Pillar Europe GmbH

当社グループは、1980年、初の海外拠点として
韓国ピラー工業（Korea Pillar Packing Co.,Ltd.）を設立したのを皮切りに、
グローバル化を進展させてまいりました。
現在では世界の11の国と地域で事業活動を展開しています。
今後も海外拠点網を増強し、世界の人々の暮らしに役立つ高機能な製品を提供してまいります。

26 16 832
国内全拠点数 海外全拠点数 連結従業員数

拠点 拠点 人

国内拠点一覧 海外拠点一覧
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売上高推移グラフ

　当事業は、最先端の半導体用途から自動車等の汎用
半導体、OLEDのパネルなど、幅広い分野の薬液移送
配管に継手、ポンプ、チューブなどの製品を供給して
います。使用される薬液は強酸、強アルカリなど人体
への危険性が高いものですが、当社独自の技術開発に
より、社会インフラを支える半導体製造現場に安心・
安全を提供しています。
　先端半導体産業はグローバル分業体制から戦略物資
としてのものづくりに変貌しており、当社も各地域の
動向に合わせた事業を展開しています。
 　ここ数年の世界的な半導体不足は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大により加速し、自動車・家電向け
で製品不足が顕在化し2021年度は過去に例をみない
規模で半導体工場の新設投資が拡大しました。当社製
品の需要も急増し、業績に大きく貢献した一方で、大

規模な半導体投資の長期化から、足元では製品材料と
なるふっ素樹脂不足が大きな課題となっています。引
き続き、需要は拡大基調にあり、当社も迅速な生産対
応に取り組んでいく考えです。

　当事業は半導体設備投資の拡大を予見し先行で導

入した設備を活用することで、急激な需要の増加に

対応することができ、計画最終年度の目標を1年前倒

しで達成することができました。また、福知山第2工

場の建設にも着手し、今後の増産体制に向けた準備

も進めています。課題としては、さらなる製品開発

の加速に加え、材料不足の解消が挙げられます。加

えて、現在、先端技術開発に向けた取り組みが進む

とともに、エネルギーを多く消費する半導体工場で

は省エネルギーに向けた動きも加速しており、当社

もスイープエルボなど、省エネ貢献型製品の投入に

よりその動きに的確に対応していきます。まずは、

主力製品である継手関連製品の増産に向けた設備投

資を日本、米国、中国の3拠点で実行する計画です。

新規分野では、ふっ素樹脂製基板による自動車用途

の通信に加え、センシング分野での用途開発に着手

しました。また海外での半導体市場の深耕を見据え、

販売強化のため、中国販売拠点の新設、米国販売拠

点の拡充を進める計画です。

　当事業は自社の原点である流体制御技術によるお客

様の課題解決に取り組むことで、お客様に価値ある製

品を提供し、社会に安心・安全を提供していきます。

例えば、原材料不足については、お客様とのすり合わ

せを通じ、代替の素材やデザインなどを提案すること

で課題解決に取り組み、今までになかった製品開発を

推進します。当社は、創業以来、時代の変遷とともに

成長する市場において、”流体を制御する技術”で事業

領域を拡大してきました。引き続き、この歩みを止め

ることなく、常に先を見据え、技術で社会に貢献する

企業でありたいと考えています。

電子機器関連事業
世界的な半導体市場の急拡大により
半導体製造装置向け製品が拡大、増産体制に取り組む
半導体工場の新設投資が急拡大し、当社製品の需要が急増する一方、
原材料のふっ素樹脂不足にも直面しています。
生産体制の強化と、当社の原点である流体制御技術による
お客様の課題解決に取り組み、価値ある製品を提供し続けていきます。

セグメント概要

事業概要と市場環境

今後の課題と目標

中期経営計画「BTvision22」の進捗

TOPICS

　電子機器関連事業市場向け製品のさらなる需要拡大に対応すべ
く、京都府福知山市に福知山第2工場を建設します。本投資による
最大生産能力は、九州工場を含めた当社全体の生産能力に対して、
最大80％増を見込んでいます。
　また、同規模工場をさらに3棟建設可能な拡張可能エリアを有し
ており、機動的に増強する計画です。

　今後ますます拡大が見込まれる米国及び中国市場に対応するた
め、拠点強化を進めています。
　米国ではフリーモント事務所に半導体製造装置メーカーの開発
ニーズの受け皿として簡易なラボを設置し、倉庫スペースを3倍に
拡大しました。
　中国では、 州の工場において、これまでの産業機器関連市場向
け製品の生産に加えて、電子機器関連市場向けの樹脂製品の生産を
開始します。

・流体制御技術等を活かした脱炭素と省エネルギーを実現する製品の開発・製造

・製造でのクリーンエネルギーと省エネの拡大

・化学物質による汚染防止と水資源保全に貢献する製品の開発・製造

・製品サービスの安全性追求と品質保証

生産能力の向上のための福知山第2工場建設

販売・生産拠点の拡充により海外展開を強化

ピラースペラ300
低脈圧ベローズポンプ

スーパー300タイプ
ピラーフィッティング

ユニトン支承

州ピラー工業

日本ピラーアメリカ
フリーモントオフィス
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売上高推移グラフ

　当事業は、最先端の半導体用途から自動車等の汎用
半導体、OLEDのパネルなど、幅広い分野の薬液移送
配管に継手、ポンプ、チューブなどの製品を供給して
います。使用される薬液は強酸、強アルカリなど人体
への危険性が高いものですが、当社独自の技術開発に
より、社会インフラを支える半導体製造現場に安心・
安全を提供しています。
　先端半導体産業はグローバル分業体制から戦略物資
としてのものづくりに変貌しており、当社も各地域の
動向に合わせた事業を展開しています。
 　ここ数年の世界的な半導体不足は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大により加速し、自動車・家電向け
で製品不足が顕在化し2021年度は過去に例をみない
規模で半導体工場の新設投資が拡大しました。当社製
品の需要も急増し、業績に大きく貢献した一方で、大

規模な半導体投資の長期化から、足元では製品材料と
なるふっ素樹脂不足が大きな課題となっています。引
き続き、需要は拡大基調にあり、当社も迅速な生産対
応に取り組んでいく考えです。

　当事業は半導体設備投資の拡大を予見し先行で導

入した設備を活用することで、急激な需要の増加に

対応することができ、計画最終年度の目標を1年前倒

しで達成することができました。また、福知山第2工

場の建設にも着手し、今後の増産体制に向けた準備

も進めています。課題としては、さらなる製品開発

の加速に加え、材料不足の解消が挙げられます。加

えて、現在、先端技術開発に向けた取り組みが進む

とともに、エネルギーを多く消費する半導体工場で

は省エネルギーに向けた動きも加速しており、当社

もスイープエルボなど、省エネ貢献型製品の投入に

よりその動きに的確に対応していきます。まずは、

主力製品である継手関連製品の増産に向けた設備投

資を日本、米国、中国の3拠点で実行する計画です。

新規分野では、ふっ素樹脂製基板による自動車用途

の通信に加え、センシング分野での用途開発に着手

しました。また海外での半導体市場の深耕を見据え、

販売強化のため、中国販売拠点の新設、米国販売拠

点の拡充を進める計画です。

　当事業は自社の原点である流体制御技術によるお客

様の課題解決に取り組むことで、お客様に価値ある製

品を提供し、社会に安心・安全を提供していきます。

例えば、原材料不足については、お客様とのすり合わ

せを通じ、代替の素材やデザインなどを提案すること

で課題解決に取り組み、今までになかった製品開発を

推進します。当社は、創業以来、時代の変遷とともに

成長する市場において、”流体を制御する技術”で事業

領域を拡大してきました。引き続き、この歩みを止め

ることなく、常に先を見据え、技術で社会に貢献する

企業でありたいと考えています。

電子機器関連事業
世界的な半導体市場の急拡大により
半導体製造装置向け製品が拡大、増産体制に取り組む
半導体工場の新設投資が急拡大し、当社製品の需要が急増する一方、
原材料のふっ素樹脂不足にも直面しています。
生産体制の強化と、当社の原点である流体制御技術による
お客様の課題解決に取り組み、価値ある製品を提供し続けていきます。

セグメント概要

事業概要と市場環境

今後の課題と目標

中期経営計画「BTvision22」の進捗

TOPICS

　電子機器関連事業市場向け製品のさらなる需要拡大に対応すべ
く、京都府福知山市に福知山第2工場を建設します。本投資による
最大生産能力は、九州工場を含めた当社全体の生産能力に対して、
最大80％増を見込んでいます。
　また、同規模工場をさらに3棟建設可能な拡張可能エリアを有し
ており、機動的に増強する計画です。

　今後ますます拡大が見込まれる米国及び中国市場に対応するた
め、拠点強化を進めています。
　米国ではフリーモント事務所に半導体製造装置メーカーの開発
ニーズの受け皿として簡易なラボを設置し、倉庫スペースを3倍に
拡大しました。
　中国では、 州の工場において、これまでの産業機器関連市場向
け製品の生産に加えて、電子機器関連市場向けの樹脂製品の生産を
開始します。

・流体制御技術等を活かした脱炭素と省エネルギーを実現する製品の開発・製造

・製造でのクリーンエネルギーと省エネの拡大

・化学物質による汚染防止と水資源保全に貢献する製品の開発・製造

・製品サービスの安全性追求と品質保証

生産能力の向上のための福知山第2工場建設

販売・生産拠点の拡充により海外展開を強化

ピラースペラ300
低脈圧ベローズポンプ

スーパー300タイプ
ピラーフィッティング

ユニトン支承

州ピラー工業

日本ピラーアメリカ
フリーモントオフィス
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売上高推移グラフ

　当事業は、石油プラントやLNGプラントなど、あ
らゆる製造現場で“流体を制御する”製品を提供してい
ます。特に、産業機器市場をターゲットとしたメカ
ニカルシール、グランドパッキン、ガスケットの設
計・開発とともに、「成長市場へのチャレンジ」とい
う基本方針に基づき、水素やアンモニア等を使用し
た新エネルギー市場及び自動車を中心とする量産市
場をターゲットとした製品設計・開発に注力してい
ます。2021年度の事業環境としては、未だ新型コロ
ナウイルス感染症拡大（コロナ禍）の影響を受けて
いるほか、海外情勢等により市場は回復せず原材料
不足と価格高騰によって不安定な状態となりました。
メカニカルシール、グランドパッキン、ガスケット

は脱炭素化の流れにより石油精製プラントや電力市
場向け製品が低調に推移し、自動車向け製品はコロ
ナ禍や半導体不足の影響を受け、伸び悩みました。
一方、こうした環境にありながら、国内の化学関連
及び舶用向け製品は拡大し、海外を含めた補修品需
要、半導体市場に関連する精密機器装置向け製品が
好調に推移し、売上高は増加しています。

　近年の電力市場における脱炭素化の進展に伴い、水
素・アンモニア発電や、火力発電におけるCO2回収設
備などに向けた新製品開発に取り組んでいます。ま
た、脱炭素化社会の実現に向け、水素ステーションや
BEV（二次電池式電気自動車）・FCV（燃料電池自動車）
向けの新製品開発を積極的に推進していきます。水市
場においては、環境配慮設計による高負荷シールの開
発や大型水利市場向け製品の開発を進めています。グ
ローバル化の深耕については、中国生産拠点の拡充に
より、同国市場に向けた製品供給体制の整備を行うと
ともに、グループ全体の生産対応力の強化を図ってい

ます。
　また、海外拠点にエンジニアをローテーションで派

遣することによりグローバル対応力の強化を進め、同
時に顧客満足度の向上に努めていく計画です。

　今後は、半導体市場向け製品に加え、さらなる柱と

なる新製品の開発、新市場・新用途の深耕に取り組み

ます。加えて、電力消費が小さい摺動面非接触シール

（ガスシール）や水力発電所などで実績のある大型分

割シール、米国の環境規制に適合した高気密性を有す

るパッキンEDPシリーズなど、既存製品の価値向上に

も努めていきます。当社製品は、環境への配慮や高い

安全性能を従来から強みとしているため、ESG/SDGs

との親和性も高いと自負しており、今後もエネルギー

やインフラ、自動車などさまざまな市場においてなく

てはならない存在を目指していきます。また、シール

製品の開発に関しては素材開発も重要であると考え

ており、2022年度に新設した材料開発グループで当

社独自の材料開発にもしっかり取り組む計画です。当

社は今後も環境負荷軽減に貢献できる新技術を開発す

るとともに、既存市場に対しても流体を制御する技術

で社会に貢献していきます。カーボンニュートラル、

SDGs関連などに資する技術、価値ある製品供給とサ

ポート体制によって、全てのお客様にとっての身近な

存在を目指していきます。

セグメント概要

産業機器関連事業
脱炭素化の流れにより石油精製関連、電力市場向け製品が
低調に推移するなか、半導体市場関連製品は拡大
新市場・新用途の深耕に取り組み、新製品の開発、
環境負荷の軽減に貢献できる新技術の開発を推進します。
また、既存市場も含め新たな社会に「流体」を制御する基盤技術で貢献し、
全てのお客様にとっての身近な存在を目指していきます。

事業環境と市場環境

今後の課題と目標

中期経営計画「BTvision22」の進捗

TOPICS

うず巻形ガスケット

ARⅡシール

グランドパッキン

MS自己循環フラッシング
水の循環特性解析

　2022年4月1日より、当社の販売会社7社を組織再編し、「株式会社ピラーシールソ
リューションズ」として発足いたしました。
　7つの営業所（千葉、川崎、中部、滋賀、堺、岡山、山口）から国内ユーザー様
に対して、産業機械向けシール製品やピラフロン（ふっ素樹脂）製品の販売、メカ
ニカルシールの修理業務に留まらず、寿命延長や安全対策などシール製品のコン
サルティング業務を提供することで、身近で頼れる総合シールメーカーの販売会
社として貢献いたします。

　ますます高まるデジタル化社会への対応に向け、IT・DX技術グループを新設し
ました。
　製品開発工程の上流段階から、コンピュータ上で作成した「モデル」を基に解析

（シミュレーション）による全体最適を図り、開発コストの低減・開発期間の短縮
を目指します。また、製品開発を通じ、熱・流体や構造の解析技術をアップデート
し、ものづくり上の知見やデータを蓄積することで、IT・DX技術の進化に取り組
みます。さらには理論と実験の実践により、人材育成を着実に図っていきます。

ピラーシールソリューションズ発足

新たな技術活用のためのIT・DX技術グループ新設
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・流体制御技術等を活かした脱炭素と省エネルギーを実現する製品の開発・製造

・省資源型製品の開発・製造

・化学物質による汚染防止と水資源保全に貢献する製品の開発・製造

・製品サービスの安全性追求と品質保証

注力するマテリアリティ
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売上高推移グラフ

　当事業は、石油プラントやLNGプラントなど、あ
らゆる製造現場で“流体を制御する”製品を提供してい
ます。特に、産業機器市場をターゲットとしたメカ
ニカルシール、グランドパッキン、ガスケットの設
計・開発とともに、「成長市場へのチャレンジ」とい
う基本方針に基づき、水素やアンモニア等を使用し
た新エネルギー市場及び自動車を中心とする量産市
場をターゲットとした製品設計・開発に注力してい
ます。2021年度の事業環境としては、未だ新型コロ
ナウイルス感染症拡大（コロナ禍）の影響を受けて
いるほか、海外情勢等により市場は回復せず原材料
不足と価格高騰によって不安定な状態となりました。
メカニカルシール、グランドパッキン、ガスケット

は脱炭素化の流れにより石油精製プラントや電力市
場向け製品が低調に推移し、自動車向け製品はコロ
ナ禍や半導体不足の影響を受け、伸び悩みました。
一方、こうした環境にありながら、国内の化学関連
及び舶用向け製品は拡大し、海外を含めた補修品需
要、半導体市場に関連する精密機器装置向け製品が
好調に推移し、売上高は増加しています。

　近年の電力市場における脱炭素化の進展に伴い、水
素・アンモニア発電や、火力発電におけるCO2回収設
備などに向けた新製品開発に取り組んでいます。ま
た、脱炭素化社会の実現に向け、水素ステーションや
BEV（二次電池式電気自動車）・FCV（燃料電池自動車）
向けの新製品開発を積極的に推進していきます。水市
場においては、環境配慮設計による高負荷シールの開
発や大型水利市場向け製品の開発を進めています。グ
ローバル化の深耕については、中国生産拠点の拡充に
より、同国市場に向けた製品供給体制の整備を行うと
ともに、グループ全体の生産対応力の強化を図ってい

ます。
　また、海外拠点にエンジニアをローテーションで派

遣することによりグローバル対応力の強化を進め、同
時に顧客満足度の向上に努めていく計画です。

　今後は、半導体市場向け製品に加え、さらなる柱と

なる新製品の開発、新市場・新用途の深耕に取り組み

ます。加えて、電力消費が小さい摺動面非接触シール

（ガスシール）や水力発電所などで実績のある大型分

割シール、米国の環境規制に適合した高気密性を有す

るパッキンEDPシリーズなど、既存製品の価値向上に

も努めていきます。当社製品は、環境への配慮や高い

安全性能を従来から強みとしているため、ESG/SDGs

との親和性も高いと自負しており、今後もエネルギー

やインフラ、自動車などさまざまな市場においてなく

てはならない存在を目指していきます。また、シール

製品の開発に関しては素材開発も重要であると考え

ており、2022年度に新設した材料開発グループで当

社独自の材料開発にもしっかり取り組む計画です。当

社は今後も環境負荷軽減に貢献できる新技術を開発す

るとともに、既存市場に対しても流体を制御する技術

で社会に貢献していきます。カーボンニュートラル、

SDGs関連などに資する技術、価値ある製品供給とサ

ポート体制によって、全てのお客様にとっての身近な

存在を目指していきます。

セグメント概要

産業機器関連事業
脱炭素化の流れにより石油精製関連、電力市場向け製品が
低調に推移するなか、半導体市場関連製品は拡大
新市場・新用途の深耕に取り組み、新製品の開発、
環境負荷の軽減に貢献できる新技術の開発を推進します。
また、既存市場も含め新たな社会に「流体」を制御する基盤技術で貢献し、
全てのお客様にとっての身近な存在を目指していきます。

事業環境と市場環境

今後の課題と目標

中期経営計画「BTvision22」の進捗

TOPICS

うず巻形ガスケット

ARⅡシール

グランドパッキン

MS自己循環フラッシング
水の循環特性解析

　2022年4月1日より、当社の販売会社7社を組織再編し、「株式会社ピラーシールソ
リューションズ」として発足いたしました。
　7つの営業所（千葉、川崎、中部、滋賀、堺、岡山、山口）から国内ユーザー様
に対して、産業機械向けシール製品やピラフロン（ふっ素樹脂）製品の販売、メカ
ニカルシールの修理業務に留まらず、寿命延長や安全対策などシール製品のコン
サルティング業務を提供することで、身近で頼れる総合シールメーカーの販売会
社として貢献いたします。

　ますます高まるデジタル化社会への対応に向け、IT・DX技術グループを新設し
ました。
　製品開発工程の上流段階から、コンピュータ上で作成した「モデル」を基に解析

（シミュレーション）による全体最適を図り、開発コストの低減・開発期間の短縮
を目指します。また、製品開発を通じ、熱・流体や構造の解析技術をアップデート
し、ものづくり上の知見やデータを蓄積することで、IT・DX技術の進化に取り組
みます。さらには理論と実験の実践により、人材育成を着実に図っていきます。

ピラーシールソリューションズ発足

新たな技術活用のためのIT・DX技術グループ新設
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・流体制御技術等を活かした脱炭素と省エネルギーを実現する製品の開発・製造

・省資源型製品の開発・製造

・化学物質による汚染防止と水資源保全に貢献する製品の開発・製造

・製品サービスの安全性追求と品質保証

注力するマテリアリティ
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S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

プランケット賞受賞

ESG/SDGs評価融資

海外展示会への参加

ISO認証

当社では、クオリティファーストの姿勢のもと
ISO9001認証及びIATF認証を取得しております。

以下の事業所で生産する車載用途製品に
対し、自動車産業の国際的な品質マネジ
メントシステム規格であるIATF16949の認
証を取得しました（2019年）。IATF16949は、
欧米の自動車メーカーと自動車産業関連
団体が、不具合の予防、並びにサプライ
チェーンにおけるばらつき及び無駄の削
減、継続的改善をもたらすために、部品
メーカーに対して要求事項を規格化したもので、ISO9001をベースに、
多数の固有要求事項が盛り込まれた品質マネジメントシステムです。

登録事業所：日本ピラー工業株式会社 三田工場 
認証範囲：ガスケット／パッキン／排気系成形品／ふっ素樹脂基板の設計、製造

IATF認証

当社の製品は、石綿（アスベスト）を使用しておりません。

石綿（アスベスト）不使用について

国際的な品質マネジメントシステムと
して、ISO9001を国内シールメーカー
で最初に取得しました（1995年）。現
在の認証機関は一般財団法人 日本
品質保証機構、認定機関はJAB（日
本）及びUKAS（イギリス）です。（本
社、 三田工場及び福知山事業所は
ISO9001の認証を取得しております）

TOPIXをユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性（売上高当たり炭素排出量）の水準に着目して、構成銘柄の
ウエイトを決定する指数です。当社では、2018年より継続的に組み入れられています。

三井住友銀行による「ESG/SDGs評価融資」において、「環境マネジメント」「環境配慮型の製品・サービスにおけ
る取り組み」「顧客に対する誠実さ」において非常に高い水準であると判断されました。また企業経営において優
れたESG側面の取り組みと情報開示を実施し、事業を通じたSDGs達成への貢献意欲が高いとの評価を受けました。

ピラフロン製品であるスーパーフィッティングが世界的に評価され、デュポン社のプラン
ケット賞を3度受賞しています。 

バルブワールド
バルブ製品・技術が一堂に集まる世界的な
見本市「バルブワールド」に出展しています。

SEMICON
世界的な半導体関連業界総合展示会。業界
に製品をアピールするとともに、最新の情報
を収集しています。

JQR-QMA16224

新たなる価値を求め、未知なる素材の研究・開発に努めて

統計的品質管理の取り組み

　特許製品を数多く所有する当社では、製品を社会に送り出すまでに、実際の使用条件を想定したいくつもの実験を
行っています。最新の検証技術によって支えられている研究・開発は、さらなる高みを目指して進化し続けています。

　製品開発から設計・生産・販売・アフターサービスに至る全ての段階で求められるクオリティを実現するために、
社内品質保証組織全てがお互いに協力し、一丸となって社是の「品質第一」を基本に時代の要請に応える品質の提供
を目指しています。

研究・開発／品質保証 外部評価・活動

研究開発 ISO認証・IATF認証

品質保証

バルブ用
低温試験装置
低温環境下（-150～0℃）
におけるバルブ用グランド
パッキンのシール特性、摺
動特性、応力緩和特性など
のデータを収集するための
試験装置です。低温環境下
に適したグランドパッキン
の開発に活用しています。

故障予知に向けた
データ収集・
分析試験装置
メカニカルシール の 故 障
予知技術の確立を目的とし
て、故障発生モードも含め
た運転条件下における、圧
力・温度・トルク・振動な
どのデータを収集・分析す
るための試験装置です。

3D CADによる設計
基本的な構造解析と設計を
シームレスに行い、よりス
ピーディーな製品の設計・
提案につなげています。

半導体・液晶製造
装置用実験設備
半導体市場で過酷な使用
条件での性能評価試験を
行うた め に、 高 温 ・ 低 温
を繰り返すことができる熱
サイクル 試 験 装 置を保 有
しています。

微量分析技術
半 導 体 の 微 細 化 に 伴うク
リーン度 要 求 の 厳 格 化 に
対 応 するた め、 多角的に
分析（無機・有機ともに）
できる体制の構築を進めて
います。

データ分析ソフトによる解析
測定結果は社内ネットワークで各生産
拠点と共有され、結果を解析。
今後はリアルタイムな成形条件の活用も
進めてさらなる生産性向上を図ります。

三次元測定器による高精度な
測定とデータの活用
成形体のシール機能に影響する重要
部分は三次元測定器で特性を把握して
フィードバックし、工程能力を含めて製
品の品質に反映します。

摩擦摩耗試験機
シール材に使用する評価材料と相手材とにお
ける、すべり摩擦と摩耗特性の技術的評価を
行う試験機です。リングオンリング方式、ピン
オンディスク方式にて試験可能です。

　半導体市場向けふっ素樹脂製品において、品質データを統計的な観点で解析し、さらなる品質及び生産性の向上に取
り組んでいます。
　今後も、測定データの変動監視や統計解析の環境を整えて、量産品質の向上や材料の有効活用を進めます。
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S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

プランケット賞受賞

ESG/SDGs評価融資

海外展示会への参加

ISO認証

当社では、クオリティファーストの姿勢のもと
ISO9001認証及びIATF認証を取得しております。

以下の事業所で生産する車載用途製品に
対し、自動車産業の国際的な品質マネジ
メントシステム規格であるIATF16949の認
証を取得しました（2019年）。IATF16949は、
欧米の自動車メーカーと自動車産業関連
団体が、不具合の予防、並びにサプライ
チェーンにおけるばらつき及び無駄の削
減、継続的改善をもたらすために、部品
メーカーに対して要求事項を規格化したもので、ISO9001をベースに、
多数の固有要求事項が盛り込まれた品質マネジメントシステムです。

登録事業所：日本ピラー工業株式会社 三田工場 
認証範囲：ガスケット／パッキン／排気系成形品／ふっ素樹脂基板の設計、製造

IATF認証

当社の製品は、石綿（アスベスト）を使用しておりません。

石綿（アスベスト）不使用について

国際的な品質マネジメントシステムと
して、ISO9001を国内シールメーカー
で最初に取得しました（1995年）。現
在の認証機関は一般財団法人 日本
品質保証機構、認定機関はJAB（日
本）及びUKAS（イギリス）です。（本
社、 三田工場及び福知山事業所は
ISO9001の認証を取得しております）

TOPIXをユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性（売上高当たり炭素排出量）の水準に着目して、構成銘柄の
ウエイトを決定する指数です。当社では、2018年より継続的に組み入れられています。

三井住友銀行による「ESG/SDGs評価融資」において、「環境マネジメント」「環境配慮型の製品・サービスにおけ
る取り組み」「顧客に対する誠実さ」において非常に高い水準であると判断されました。また企業経営において優
れたESG側面の取り組みと情報開示を実施し、事業を通じたSDGs達成への貢献意欲が高いとの評価を受けました。

ピラフロン製品であるスーパーフィッティングが世界的に評価され、デュポン社のプラン
ケット賞を3度受賞しています。 

バルブワールド
バルブ製品・技術が一堂に集まる世界的な
見本市「バルブワールド」に出展しています。

SEMICON
世界的な半導体関連業界総合展示会。業界
に製品をアピールするとともに、最新の情報
を収集しています。

JQR-QMA16224

新たなる価値を求め、未知なる素材の研究・開発に努めて

統計的品質管理の取り組み

　特許製品を数多く所有する当社では、製品を社会に送り出すまでに、実際の使用条件を想定したいくつもの実験を
行っています。最新の検証技術によって支えられている研究・開発は、さらなる高みを目指して進化し続けています。

　製品開発から設計・生産・販売・アフターサービスに至る全ての段階で求められるクオリティを実現するために、
社内品質保証組織全てがお互いに協力し、一丸となって社是の「品質第一」を基本に時代の要請に応える品質の提供
を目指しています。

研究・開発／品質保証 外部評価・活動

研究開発 ISO認証・IATF認証

品質保証

バルブ用
低温試験装置
低温環境下（-1 5 0～0 ℃）
におけるバルブ用グランド
パッキンのシール特性、摺
動特性、応力緩和特性など
のデータを収集するための
試験装置です。低温環境下
に適したグランドパッキン
の開発に活用しています。

故障予知に向けた
データ収集・
分析試験装置
メカニカルシール の 故 障
予知技術の確立を目的とし
て、故障発生モードも含め
た運転条件下における、圧
力・温度・トルク・振動な
どのデータを収集・分析す
るための試験装置です。

3D CADによる設計
基本的な構造解析を設計と
シームレスに行い、よりス
ピーディーな製品の設計・
提案につなげています。

半導体・液晶製造
装置用実験設備
半導体市場で過酷な使用
条件での性能評価試験を
行うた め に、 高 温 ・ 低 温
を繰り返すことができる熱
サイクル 試 験 装 置を保 有
しています。

微量分析技術
半 導 体 の 微 細 化 に 伴うク
リーン度 要 求 の 厳 格 化 に
対応するため、 多角的に
分析（無機・有機ともに）
できる体制の構築を進めて
います。

データ分析ソフトによる解析
測定結果は社内ネットワークで各生産
拠点と共有され、結果を解析。
今後はリアルタイムな成形条件の活用も
進めてさらなる生産性向上を図ります。

三次元測定器による高精度な
測定とデータの活用
成形体のシール機能に影響する重要
部分は三次元測定器で特性を把握して
フィードバックし、工程能力を含めて製
品の品質に反映します。

摩擦摩耗試験機
シール材に使用する評価材料と相手材とにお
ける、すべり摩擦と摩耗特性の技術的評価を
行う試験機です。リングオンリング方式、ピン
オンディスク方式にて試験可能です。

　半導体市場向けふっ素樹脂製品において、品質データを統計的な観点で解析し、さらなる品質及び生産性の向上に取
り組んでいます。
　今後も、測定データの変動監視や統計解析の環境を整えて、量産品質の向上や材料の有効活用を進めます。
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数字でわかるピラー

　 営業利益

　リサイクル率

　女性育児休業取得率

　 海外売上高比率

1株当たりの
当期純利益

1株当たり
純資産

　売上高

　　CO2排出量（連結/スコープ1＋2）

　有給休暇取得率

　    セグメント別売上高構成

　従業員数

純資産/ROE

　海外拠点数

406億円

12,897t-CO2

65.0％

113億円

73.3％

100％

30.5％約

8.4％

74:26％

15.6年

90 ％

　 成長率

　 男女比率（連結）

　 平均勤続年数

　 ピラー継手の世界シェア

配当金/配当性向

(2021年度）

(2021年度）

（2021年度）

(2021年度）

（従業員は正社員のみ　2022年3月末時点）

（2022年3月末時点）

（海外グループ会社）

電子機器関連事業

連結

産業機器関連事業

海外（単体）

（2021年度）

（2021年度）

（2021年度）

（2021年度）

（2022年3月末時点）

（年平均成長率：2016～2021年度）

（2022年3月末時点）

（2021年度）

（半導体洗浄装置向け）

（2021年度）

財務データ

非財務データ

75%約 25%約

832人

526 106億円

11 16ヵ国 拠点

円350 円 2,227円

人127

16.8 30.3% %

財務・非財務ハイライト

流体制御関連機器製品の製造販売

メカニカルシール、グランドパッキン、各種ガスケット、
ピラフロン（ふっ素樹脂製品）、ピラーユニトン支承

会社概要

商 号 日本ピラー工業株式会社
NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD.

本 社 大阪市西区新町1丁目7番1号

創 業 大正13年（1924年）

代 表 者 代表取締役社長　岩波 嘉信

上場証券取引所 東京証券取引所　プライム市場

資 本 金 49億66百万円

従 業 員 数 832人（連結）（2022年3月末現在）

部門別売上高構成比（2022 年3月期）

事業内容

業績の推移

営業品目

40,670

8,285

11,392

29,461 30,963
29,213 30,200

3,422 3,719

2,635
3,445

5,161 5,126

3,683

4,847

売上高（単位：百万円）
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第70期
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第71期
（2018年度）

第72期
（2019年度）

第73期
（2020年度）
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産業機器関連事業

10,146百万円
（24.9%）

電子機器関連事業

売上高

30,410百万円
（74.8%）

40,670百万円
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数字でわかるピラー

　 営業利益

　リサイクル率

　女性育児休業取得率

　 海外売上高比率

1株当たりの
当期純利益

1株当たり
純資産

　売上高

　　CO2排出量（連結/スコープ1＋2）

　有給休暇取得率

　    セグメント別売上高構成

　従業員数

純資産/ROE

　海外拠点数

406億円

12,897t-CO2

65.0％

113億円

73.3％

100％

30.5％約

8.4％

74:26％

15.6年

90 ％

　 成長率

　 男女比率（連結）

　 平均勤続年数

　 ピラー継手の世界シェア

配当金/配当性向

(2021年度）

(2021年度）

（2021年度）

(2021年度）

（従業員は正社員のみ　2022年3月末時点）

（2022年3月末時点）

（海外グループ会社）

電子機器関連事業

連結

産業機器関連事業

海外（単体）

（2021年度）

（2021年度）

（2021年度）

（2021年度）

（2022年3月末時点）

（年平均成長率：2016～2021年度）

（2022年3月末時点）

（2021年度）

（半導体洗浄装置向け）

（2021年度）

財務データ

非財務データ

75%約 25%約

832人

526 106億円

11 16ヵ国 拠点

円350 円 2,227円

人127

16.8 30.3% %

財務・非財務ハイライト

流体制御関連機器製品の製造販売

メカニカルシール、グランドパッキン、各種ガスケット、
ピラフロン（ふっ素樹脂製品）、ピラーユニトン支承

会社概要

商 号 日本ピラー工業株式会社
NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD.

本 社 大阪市西区新町1丁目7番1号

創 業 大正13年（1924年）

代 表 者 代表取締役社長　岩波 嘉信

上場証券取引所 東京証券取引所　プライム市場

資 本 金 49億66百万円

従 業 員 数 832人（連結）（2022年3月末現在）

部門別売上高構成比（2022 年3月期）

事業内容

業績の推移

営業品目

40,670

8,285

11,392

29,461 30,963
29,213 30,200

3,422 3,719

2,635
3,445

5,161 5,126

3,683

4,847

売上高（単位：百万円）
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産業機器関連事業

10,146百万円
（24.9%）

電子機器関連事業

売上高

30,410百万円
（74.8%）

40,670百万円
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