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会社概要 ���� 年 � 月 現在 ���� 年 � 月 期

マックス株式会社

昭和�� 年��月��日

���億 �千�百万円 

�,���名（ ����.�.�� 現在）

毎年�月��日（年�回 ）

東京（第�部）

����

オフィス機器部門

インダストリアル機器部門

HCR 機器部門

沿革

山田航空工業（株）の名称で、群馬県高崎市に

航空機のウィング部品メーカーとして設立。

山田興業（株）と改称、事務器の生産を開始し、マックスの基礎を築く。

販売体制確立のため、販売会社としてスマート製販（株）を設立。

（'�� マックス製販（株）と改称。）

山田興業（株）をマックス工業（株）と改称。

米国ボステッチ社（'�� テキストロン社傘下に。）と資本・技術・販売提携。

マックス工業（株）とマックス製販（株）が合併、マックス（株）と改称。

製造から販売までの一貫体制 を敷く。

東京証券取引所 に上場。

資本・技術・販売の� 部門で提携関係にあった、テキストロン社の出資比率 ��％へ。

東京都中央区日本橋 箱崎町に本社を移転。

図形機器の主力工場として玉村工場を新設・稼働。

マレーシアにMAX FASTENERS(M)SDN.BHD.を設立。

玉村工場敷地内にネイラの専用工場を新設・稼働。

米国スタンレーワークス社（'�� テキストロン社からボステッチ事業部を買収）との

資本・技術・販売提携を解消。アメリカに販売会社 MAX USA CORP.を設立。

独自の海外戦略開始。

藤岡工場再開発。

浴室暖房換気乾燥機メーカーのシンワハイテクグループ � 社を買収し、

住環境機器事業に進出。

中国に電子事務機の生産を目的とする美克司電子機械（深圳）有限公司を設立。

タイに釘打機の生産を目的とするMAX (THAILAND)CO.,LTD.を設立。

オランダに販売会社 MAX EUROPE B.V. を設立。

住環境機器事業の主力工場として、吉井工場を新設・稼動。

車いすメーカーである（株）カワムラサイクルの株式を取得し、連結子会社化。

中国に浴室暖房換気乾燥機の生産を目的とする美克司電子機械（蘇州）有限公司を設立。

シンガポールに販売会社 MAX ASIA PTE.LTD. 設立。

玉村工場敷地内に社屋を新設し、開発本部を高崎より移転。

タイに事務機の生産を目的とするイースタン シーボード工場を新設・稼動。

表示作成機「ビーポップ」欧州代理店のLighthouse(UK)Holdco Ltd.の全株式取得。

国内販売子会社を統合し、マックス販売（株）と改称。

タイ工場敷地内に鉄筋結束機消耗品「タイワイヤ」の

生産を目的とする工場を新設・稼動。

オランダに表示作成機「ビーポップ」販売拠点としてLighthouse Europe B.V.を設立。
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営業利益 / 売上高営業利益率
営業利益 売上高営業利益率

［単位：億円 ］

（年度）����
計画

������������ ���� ����

売上高〈部門別〉

数字で見るMAX

主要な事業内容

オフィス機器部門

ホッチキス、ホッチキス針、紙針ホッチキス、オートステープラ、パンチ、スタンプ台、朱肉、タイ

ムレコーダ、タイムカード、表示作成機、ラベルプリンタ、チューブマーカー、筆耕ソフト、筆耕

マシンなどの製造・販売。

インダストリアル機器部門

釘打機、ガンタッカ、ねじ打機、ステープル、ネイル、ねじ、エアコンプレッサ、レーザ墨出器、鉄

筋結束機、コンクリート用ピン打機、ガスネイラ、ハンマドリル、充電式インパクトドライバ、充

電式ピンネイラ、野菜結束機、誘引結束機、袋とじ機、充電式剪定はさみ、浴室暖房換気乾燥

機、��時間換気システム、床暖房システム、ディスポーザシステム、住宅用火災警報機などの製

造・販売。

HCR 機器部門

車いす、その他福祉用品の製造・販売。

商号

創立

資本金

従業員数

決 算期

上場証券取引所

証券コード

主要な事業

　
取締役

　
執行役員 斎藤 篤

中村 浩

安江 大輔

岩本 尚士

石井 英之

吉田 信太郎

北谷 明雄

真鍋 克則

五十嵐 均

加藤 浩二

樫原 英男

上席執行役員

上席執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

黒沢 光照

山本 将仁

小川 辰志

角 芳尋

海老 尚登

平田 稔

神田 安積

木内 昭二

代表取締役社長

常務取締役 上席執行役員

常務取締役 上席執行役員

取締役 上席執行役員

取締役 監査等委員

取締役 監査等委員（社外）

取締役 監査等委員（社外）

取締役 監査等委員（社外）

オフィス機器部門 インダストリアル機器部門 HCR 機器部門

［単位：億円 ］

（年度）����
計画
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国産初��号ホッチキス
発売から

国産初エアネイラ
発売から

世界初充電式鉄筋結束機
発売から

連結営業利益

地域別売上高

浴室暖房・換気・乾燥機
累計出荷台数

�株あたり配当金

創立年月日 連結売上高〈部門別〉

ホッチキス 累計売上台数

オフィス機器部門 インダストリアル機器部門
HCR 機器部門

�,���人 �億台以上

世界約��ヵ国

��円

欧州

��.�億円

アジア
��.�億円

日本

���億円

北米

��.�億円

���万台

����年
��月��日

�������� ���� ����

連結従業員数

����

����

����

����

��年

����　  ����
���

��

���

���

���

��

���

���

���

��

���

���

���

��

���

���

���

��

���

���

���

��

���

���

��.�

��.�

��.�

��.�

�.� �.�
��.� ��.�

��.� ��.�
��.� ��.�(%)

�
�
�
�
�

��
��
��
��

���億円

��億円

���億円

���
億円



国内拠点
拠点名
本社
札幌支店
仙台支店
盛岡営業所
東京支店
新潟営業所
多摩営業所
群馬営業所
長野営業所
東関東営業所
千葉営業所
名古屋支店
静岡営業所
大阪支店
京滋営業所
神戸営業所
広島支店
福岡支店
南九州営業所
沖縄営業所
東日本受注センター
西日本受注センター
マックス販売（株） 本社
　埼玉営業所
　横浜営業所
　金沢営業所
　岡山営業所
　四国営業所
　松山営業所
開発本部
玉村工場
藤岡工場
吉井工場
倉賀野工場
高崎事業所
マックス高崎（株）
マックス常磐（株）
マックス物流倉庫（株）
マックスエンジニアリングサービス（株）
　札幌サービスステーション
　仙台サービスステーション
　高崎サービスステーション
　埼玉サービスステーション
　東京OP サービスステーション
　名古屋サービスステーション
　大阪サービスステーション
　広島サービスステーション
　福岡サービスステーション
　東京事業所

（株）カワムラサイクル

販売拠点等

開発
生産

物流・
サービス

事業会社

販売

生産

住所
〒���-����　東京都中央区日本橋箱崎町 �-�
〒���-����　北海道札幌市中央区大通東 �-��-�
〒���-����　宮城県仙台市若林区卸町 �-�-�
〒���-����　岩手県盛岡市東安庭 �-��-�
〒���-����　東京都中央区日本橋箱崎町 �-�
〒���-����　新潟県三条市東裏館 �-��-��
〒���-����　東京都立川市錦町 �-��-��
〒���-����　群馬県高崎市上大類町 ���
〒���-����　長野県松本市笹賀 ����
〒���-����　茨城県土浦市上高津 ���-�
〒���-����　千葉県千葉市中央区港町 ��-��
〒���-����　愛知県名古屋市北区平安 �-�-��
〒���-����　静岡県静岡市葵区幸町 ��-�
〒���-����　大阪府大阪市福島区玉川 �-� -��
〒���-����　京都府京都市伏見区竹田段川原町 ���
〒���-����　兵庫県神戸市中央区楠町 �-�-� ハーバースカイビル �F
〒���-����　広島県広島市西区南観音 �-��-��
〒���-����　福岡県福岡市博多区上牟田 �- � -�
〒���-����　鹿児島県鹿児島市東開町 �-��
〒���-����　沖縄県浦添市伊祖 �-��-�
〒���-����　群馬県高崎市上大類町 ���
〒���-����　大阪府大阪市福島区玉川 �- � -��
〒���-����　埼玉県さいたま市北区日進町 �-���
〒���-����　埼玉県さいたま市北区日進町 �-���
〒���-����　神奈川県横浜市旭区さちが丘 �- �
〒���-����　石川県金沢市森戸 � -��
〒���-����　岡山県岡山市北区野田 �-��-��
〒���-����　香川県高松市上天神町 ���-�
〒���-����　愛媛県松山市小栗 �-�-�� 第� 白石ビル�Ｆ
〒���-����　群馬県佐波郡玉村町川井 ����
〒���-����　群馬県佐波郡玉村町川井 ����
〒���-����　群馬県藤岡市森 ��-�
〒���-����　群馬県高崎市吉井町岩井 ���-�
〒���-����　群馬県高崎市倉賀野町 ����
〒���-����　群馬県高崎市上大類町 ���
〒���-����　群馬県高崎市吉井町岩井 ���-�
〒���-����　茨城県北茨城市関本町富士ヶ丘 ���
〒���-����　群馬県高崎市吉井町岩井 ���-�
〒���-����　群馬県高崎市上大類町 ���
〒���-����　北海道札幌市中央区大通東 �-��-�
〒���-����　宮城県仙台市若林区卸町 �-�-�
〒���-����　群馬県高崎市上大類町 ���
〒���-����　埼玉県さいたま市北区日進町 �- ���
〒���-����　東京都立川市錦町 �-��-��
〒���-����　愛知県名古屋市北区平安 �-�-��
〒���-����　大阪府大阪市福島区玉川 �- � -��
〒���-����　広島県広島市西区南観音 �-��-��
〒���-����　福岡県福岡市博多区上牟田 �- � -�
〒���-����　東京都中央区日本橋箱崎町 �-�
〒���-����　兵庫県神戸市西区上新地 �- � -�
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海外拠点
MAX USA CORP.
　TEXAS OFFICE
　CALIFORNIA OFFICE
MAX EUROPE B.V.
Lighthouse(UK)Ltd.

Lighthouse Europe B.V.
MAX ASIA PTE. LTD.
　MUMBAI OFFICE

　HO CHI MINH OFFICE

MAX CO.,(H.K.)LTD.

MAX (SHANGHAI) CO.,LTD.

MAX (THAILAND) CO.,LTD.

MAX FASTENERS(M)SDN.BHD.
MAX ELECTRONICS MACHINE 
CO. (SHENZHEN) LTD.
MAX ELECTRONICS MACHINE
(SUZHOU) CO.,LTD. 
ZHANGZHOU LEATAI MEDICAL 
INSTRUMENTS CO.,LTD.

��� Express Street Plainview, New York �����, U.S.A.
��� Powerhouse Street Suite ��� McKinney, Texas �����, U.S.A.
���� Dow Ave. Suite ���,Tustin CA �����,U.S.A.
Antennestraat ��, ����AH Almere, The Netherlands
Unit��,Charnwood Business Park North Road Loughborough 
Leicestershine,England
Centurionbaan �� D,���� AV Soesterberg,The Netherlands
��� Cecil Street #��-�� Tong Eng BuildingSingapore ������
Oberoi Splendor, A-����, J.V.L.R., Opp. Majas Bus Depot, 
Andheri(East) Mumbai-��� ���, India
���.�, �th Floor, Me Linh Point Tower, �� Ngo Duc Ke Street, 
District �, Ho Chi Minh City, Vietnam
�-B, Chuan-Kei-Fty Bldg., ��-��, Kin Hong St.,Kwai Chung, 
New Territories, Hong Kong
Room ����, Blook E, Jin Hongqiao Guangchang, NO.�,
Lane ���, Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai, P.R. China
WHA Eastern Seaboard Industrial Estate �　���/� Moo �,Khaokansong 
Sub-District,Sriracha District,Chonburi �����, Thailand 
Lot ��, Kulim Industrial Estate, ����� Kulim, Kedah, Malaysia
No.�� of Jiayi Industrial Park,GuiYue Road, Guixiang Community, 
GuanlanTown,LongHua District, Shenzhen City, Guangdong province, P.R.China
Building��, SND-EPZ Sub-Industrial Park, NO.��� Jianlin Road, SND, 
Suzhou City,Jiangsu province, P.R.China
GUNONG  INDUSTRIAL  LAND,CHANGTAI  AREA,FUJIAN  PROVINCE,CHINA
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顧客情報資産の保護と社内
情報資産の保全を企業経営
上の重要な基本方針とし、情
報セキュリティマネジメント
システム（ISO/IEC�����）の
認証を取得しております。

自然災害や感染症等によるリ
スクが発生した場合に備え、重
点商品群の継続的な生産と
供給を目的に事業継続マネ
ジメントシステム（ISO�����）
の認証を取得しております。

釘打機・ホッチキス・電 動ホッ
チキス・文字表示機器および
住環境機器、ならびにその消
耗品の設計・開発および製
造において、品質マネジメン
トシステム（ISO����）の認
証を取得しております。

この印刷物は、環境への配慮のため、FSC®認
証材および管理原材料、VOC（揮発性有機化合
物）を含まないU Vインキを使用しています。 

玉 村工場・藤 岡 工場・吉 井
工 場・高 崎事業 所・倉賀 野
工場において、環境マネジメ
ントシステムの（ ISO�� ���）
の認証を取得しております。

https://www.max-ltd.co.jp

JQA -����

JQA-EM����


