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会社概要 (2020年10月末現在)

○代表取締役社⻑ 平沢 真也
早稲⽥大学理⼯学部卒

○設⽴ 1973年3月8日創⽴
店頭登録 1991年11月
東証2部上場 1997年7月
東証1部指定 2005年6月

○資本⾦ 20億46百万円

○発⾏済株式数 10,385千株

○⼯場 草加⼯場 埼玉県草加市
延床面積 6,433m2

群馬⼯場 群馬県伊勢崎市
延床面積 4,427m2

加須⼯場 埼玉県加須市
延床面積 4,800m2

(越谷⼯場 埼玉県越谷市)
延床面積 2,300m2

○業務内容
クリーンルーム・クリーン機器及び関連製品
の設計・製造・施⼯及び販売

○従業員 正社員 375名
準社員・パート 11名
合 計 386名

○国外関連会社
会社名称 出資⽐率

エアーテック台湾（台湾） 16％
蘇州エアーテック（中国） 25％
エアーテック・イクイップメント（シンガポール） 19％
WOOLEEエアーテック（韓国） 0％
PYRAMID AIRTECH（インド） 0％
PEA Pharma & Electro（ドイツ） 0％
AIRTECH THELONG（ベトナム） 3.5％
AIRTECH INNOVATION（インド） 0％

○営業所 東 京 東京都台東区入谷
関 ⻄ 大阪市北区中津
中 部 名古屋市中区錦
東 北 仙台市⻘葉区花京院
北 陸 富山市新桜町
中 国 広島市南区⾦屋町
九 州 福岡市南区向野
南九州 霧島市国分中央



社是
世界に通用するクリーンエアーシステム技術を
確⽴し、社会に貢献する。

１.株式会社本来の目的を達成する。
（従業員、株主、関連会社、社会貢献）

２．顧客の要求に合った製品開発を⾏う。

３．技術の進歩は実験・研究を主とする経験から。

４．人材の育成は創造、継続、忍耐を重点とする。

経営理念



会社業績状況
2018 2019 2020 Q2 2020 Q3 2020

通期予想

売上高(M¥) 10,190 10,442 5,001 8,368 11,250

営業利益(M¥) 427 435 345 843 1,020

経常利益（M¥） 586 585 490 988 1,170

配当/株（M¥） 20 22 ー ー （30）

従業員数(人) 359 368 375 375 375

※2020年通期予想値は、2020年11月9日に開示。
※2020年の配当予想は、⼀株につき普通配当22円に記念配当8円

を加えて30円としています。
※従業員数には取締役、パートは含みません。
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売上高推移と電⼦・バイオ分野の販売⽐率

︓バイオ（医療、製薬、⾷品、化粧品）

︓電⼦（FPD、半導体、電⼦材料・部品、⾃動⾞）
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※有価証券報告書には電⼦⼯業分野、バイオロジカル分野、その他と3種類に分類していますが、
便宜上「その他」分野の売上を等分割し、電⼦、バイオ分野に按分しています。



クリーンエアーシステムとは

空気清浄

一般室内 大気汚染対策

（居住、ビル、建屋内）
人

（公害防止）
環境

高精度

（建屋内局所）
建屋（製品、人）

クリーン
エアーシステム

空気清浄機 除塵装置
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1. クリーンエアーシステム技術とは
(目に⾒えない)微⼩粒⼦、微⽣物を除去する技術

1) 基礎
• 1940年代 超高性能フィルター（HEPA）の開発
• 1960年代 光散乱式粒⼦測定器の開発

粒⼦径をその反射光により測定することが可能

2) 利用分野の拡大
より安全に、より高精度に、そして更なる高品質化の為に

原子力 高精度機械

電子(半導体) 病院 食品・薬品 クローン技術

遺伝子 ガス除去 ナノ粒子 再生医療

航空・宇宙 バイオハザード



クリーンエアシステム市場の広がり
より安全に、より高精度に、そして更なる高品質化の為に
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軍事技術 宇宙 医薬品・食品バイオハザード

高精度機械 半導体・FPD 病院 クローン、遺伝子

電子部品・材料・自動車 その他 石綿、ナノ粒子、PM2.5 再生医療

写真はウィキペディア、トヨタ自動車㈱HP、日東電工㈱HP、㈱JTEC HPより



クリーンエアーシステム製品の広がり
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クリーンルーム クリーンユニット エアーシャワー

パスボックス

クリーンベンチ

バイオハザードルーム

CPF細胞加工用ルーム

無菌
治療室

SS-MAC、EC-MAC

オートパスボックス 安全キャビネット

アイソレーター

クリーンブース

サーマルチャンバー
クリーンパ－ティション



代表的な製品

エアーシャワー

ファンフィルターユニット

クリーンブース

クリーンベンチ

バイオセーフティーキャビネット

クリーンルーム



当社の強み①/7 総合クリーン専門メーカー

1) 営業、設計、製造、検査、据付、メンテナンス
2) クリーンルーム、クリーン機器、洗濯、消耗品
主⼒製品の国内市場シェアー（台数ベース）

• クリーンベンチ (1位 44%)
• クリーンブース (1位 51%)
• エアーシャワー (2位 33%)
• ファンフィルターユニット (1位 43%)
• バイオセーフティーキャビネット (1位 36%)
• HEPA/ULPAフィルター（5%）

※弊社独⾃調査による推定値 2019年4月より2020年3月迄

日本唯一、世界的にも少ない



当社の強み②/7 製品種類・在庫機種が豊富
特殊設計対応可

1) 機器売上の44%が標準・準標準品、56%が特殊品
2) 主⼒製品は高級型、標準型、安価型とシリーズ化
3) 納期管理体制
4) 蓄積した技術の応用 ⇒ 提案⼒

製品技術の応用、部品技術、分野別の思想の応用
5) 品質管理

① 早期対応するための社内体制が確⽴している
② 解決後の原因の徹底追及
③ 再発防止体制



当社の強み③/7
電⼦/バイオ 両分野へ広範囲な顧客を持つ
1) 電⼦ ︓精密（清浄度・温湿度）
2) バイオ ︓バイオハザード(危険除去)、クリーン（無菌）

特にバイオ分野は人命に関わるため電⼦とは全く異なる。
危険除去…排気、エアーバリア技術、気密＜封じ込め＞
完全無菌…10-12

⇒ 技術の融合
半導体
12.2%

FPD・
⾃動⾞
13.2%

その他電子
25.8%

病院、医療
6.3%

製薬、
化粧品
18.0%

食品
13.6%

その他
10.9%

2019年 分野別売上⽐率

日本唯一



当社の強み④/7 省エネルギー化

1) 20年前より直流モーターへの切り替え実施中
その半分以上が当社オリジナル

2) 従来と⽐較し、50%以上の省エネルギー化を達成
3) 導入初期の電⾷現象を克服し、再発防止技術確⽴
4) 取引モーターメーカー、モータ種類が多く、

多種多様な用途への応用が可能
5) ファン（ランナー）は、当社オリジナル品を約９割

使用

主要製品は業界で最も消費電⼒が低い



当社の強み⑤-1/７ ⽣産体制

1) 草加（開発・特殊） 109名
群馬（⼩型標準機種、フィルター、板⾦、塗装）62名
加須（中型準標準機種、アルミフレーム加⼯）38名

2) 2014年6月 群馬 増築⼯場稼働
2017年7月 加須 増築⼯場稼働 （クレーン下8m）
2021年1月 越谷新⼯場完成予定 2300m2

3) 最近の設備導入事例
アルミフレーム⾃動展開、⾃動加⼯機 2015年〜
ビニールカーテン内製加⼯開始 2016年〜
PTFEフィルター内製加⼯開始 2017年12月〜
クリーンクリーニング増強 2018年〜
⽣産管理システム増強（ソフト） 2020年9月〜



当社の強み⑤-2/７ 主要技術は内製化
1) 品質向上、納期対応、コスト競争⼒向上、基礎技術⼒向上
2) 内製化している技術と⽐率

HEPA・PTFEフィルター（全体の95%）、ファン（同15％）
板⾦（同10%）、塗装（同10%）、アルミフレーム加⼯（同100%）、
ビニールカーテン（同30%）、樹脂部品加⼯（同40％）



草加⼯場(6433m2)
特殊・開発品の製作

加須⼯場(4800m2)
中型標準品、アルミフレーム

ビニール内製

群馬⼯場(4427m2)
⼩型標準品、製缶、塗装

フィルター、ファン

越谷新⼯場(2300m2)
標準品、エアーシャワー製作



当社の強み⑥/7 海外7カ国に関係会社
シンガポール(1985)、台湾新竹(1990)、中国蘇州(1994)、
韓国(2004)、インド①(2007)、ドイツ(2015)、
ベトナム(2016)、インド②(2018) ※現地⽣産、サービス体制

SAT(China) ATE(Singapore)

WAT(Korea)

PAT(India①)

ATS(Taiwan) PEA(Germany)

ATV(VietNam)

ATI(India②)



当社の強み⑦/7 開発⼒
1) 社外(国内外)への論⽂発表を創業より継続
2) 特許取得 多数 （年間5件以上出願）
3) 常時20件以上の研究・開発テーマを進⾏
4) 設計39名、研究所4名体制



クリーンエアーシステムの市場動向
1) 電⼦⼯業分野

半導体関連
フラットディスプレー関連（液晶、有機EL）
スマートフォン
⾃動⾞関連産
電⼦部品・材料関連
宇宙・航空産業

2) バイオロジカル関連
製薬⼯業
医療関連
⾷品関連
化粧品⼯業
バイオロジカル研究



バイオ分野
人の生命より重いもの無し

日本PICS加入による新規・改修の需要
ジェネリック医薬品（医療費削減の為）
化学合成薬品→バイオ医薬品
ワクチン開発、製造

医療関連は、少子高齢化に伴い成長
特に再生医療関係が急成長中
院内感染防止

食品への異物混入防止（FSSC22000）
食品衛生法改正（2020年6月より施行）
食の安全への取組により裾野が拡大中

• 21世紀は感染症との戦い
•再生医療施設の急増、研究（iPS、ES）
の実用化に向けた研究投資は続く

品質改良技術加速
無菌

その他 PM2.5、ナノ粒子

電子分野
技術進歩と共に裾野広がる

自動運転実用化、低燃費化（電
気・燃料自動車等）への移行
クリーン技術の裾野が急速に広
がっている

スマートフォン成長継続 5Gへ
本関連顧客は底堅い
関連の部品・部材メーカーも良い

•半導体メーカ集約され限定的だ
が投資が巨額。
装置メーカー、関連企業は好調
5G通信、サーバー関係好調

•自動車・カメラ用は今後急成長

•中国市場は液晶は2021年で終
了、今後は有機EL投資へ

• 4K、8K

ICカード、フィルム、電池関連
材料、部品メーカーに動き有り
＜日本企業強み＞

宇宙・航空機産業は国産化が進
むと裾野が大きく広がる

クリーンエアーシステム市場の展望
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写真はトヨタ自動車㈱HP、シャープ㈱HP、京セラ㈱HP、JAXA HP、東洋水産、ウィキペディア



技術の発展に伴い市場（要求レベル）も変化
車 電子部品用

CR
＋
塗装用
CR

＋
精密機械
流体部品

＋
電池関係、内
装品、センサ等

電子分野

半導体 ライン全体
ISO3～5

ライン一部
ISO5
製造装置
ISO2～5

全体ISO7
製造装置内
ISO1～3
（PTFE Filter必要）

液晶 ライン全体
ISO4～6

ライン一部
ISO5～6
製造装置
ISO5～7

全体ISO6～8
製造装置
ISO5～6

要求される基本レベルは省エネルギーかつ、
高清浄度空間を合理的に設ける技術



⽣活の豊かさに伴い市場拡大

食品 不足 充分
豊富
(美味
･高級)

食の安全①
衛生管理
食中毒防止

食の安全②
異物混入
防止

食の安全③
容器･輸送
等を含めた
対策

バイオ分野

医療
病院・
医者不足

院内感染
防止

早期診断
治療技術
発展

高齢化
社会

病気になる前
に対策
健康寿命

農業
天候・害虫により
収穫が左右

環境整備
遺伝子組換え
メリクロン技術で強い品種

どの様な環境でも
育成可能な食品
（かつ多量収穫）

研究
電子、バイオ共に技術進歩に終わり無し
クリーン技術がより必要になる

再生医療

要求は省エネルギー性能に加え、特に安全性・無菌
レベル度（最⾼は無菌）が優先される。



拡大・多様化するクリーン化

半導体
前工程

半導体後工
程・FPD
その他の

電子部品・光学

組立・精密機械・
電池・フィルム・実装・素材

超微粒子
（＜0.1μm）

監視対象の粒子
PTFE FILTER

全領域で制御が必要

浮遊微粒子
（0.1～5μm）

完成品の品質・信頼性に影響を与える部品・材料・作業等
過去クリーンを求められなかった領域

拡大・多様化するクリーン化

微細化

大粒子
(＞5μm）

半導体、⾞、⾷品、医薬品産業



⾷品
(1)⾷品のウィルスや細菌による⾷中毒事故
(2)⾷品への意図的を含む異物混入、表示偽装事件

（中国冷凍餃⼦事件、カップ焼きそばへの⾍混入）

⾷の安全が脅かされている。

※ 1つの事故により全数回収、廃棄される。企業に
おいても大きな損害となる。

2018年6月に改正⾷品衛生法案が可決され、HACCPの制度化
2020年6月にはHACCPの義務化



会社の目的・使命
1) 当社に関わる全ての人々の幸せを追求し実現する。
2) 上場企業として継続的に成⻑し、社業を通して持続可

能な社会に貢献する。

中⻑期 経営方針
1) 標準・準標準製品の売上⽐率向上
2) 差別化（ハード、ソフト、創造）による脱価

格競争 → ブランド価値向上
3) グローバル化
4) 新市場への進出／新市場の創造

5) 中⻑期の経営⽅針と取組



短期的課題への取組

1) 渡航制限により設備据付が停滞していた海外案件対応
2) 医療機関への感染症対応機器需要に確実に対応
3) 半導体、FPD、⾷品、⾃動⾞関連への需要増へ対応

※主要企業との共同開発案件を確実に製品化に繋げる
4) 本年（2020年）コロナ禍により⼀時中断、延期となっ

てきた国内案件再開への対応
5) クリーン機器を使用する市場が急拡大中

※従来とは異なる市場への販路構築
6) 交換需要が拡大しているフィルター事業の拡大



当社は、本業（クリーンエアーシステムの設計、製造、販売）
を通じて、環境側面・社会側面の双⽅から、持続可能な社会の実
現に貢献していきます。

各種産業・研究機関の顧客を通じて社会の安全、快適な暮らし、
そして健康に直結する製品を多く有しており、急速な技術進歩が
進む中で、それらの技術（顧客）を縁の下で支える企業として
製品開発に尽⼒し、日本そして世界へ貢献していく所存です。

SDGsと当社社是、社業との関係





作成日 2020/12/25
日本エアーテック株式会社


