
会社案内
CORPORATE PROFILE



ｸﾞﾙｰﾌﾟﾐｯｼｮﾝ・行動指針 Group mission・Action agenda



会社概要 Company overview

  

 会社名

 創業年月日

 設立年月日

 資本金 

 代表者

 従業員

 決算期

 本店

 本社

札幌営業所
〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷四条二丁目8番5号
　TEL 011-873-9907　FAX 011-873-9978

仙台支店
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野三丁目１番地の14
　TEL 022-254-6751　FAX 022-254-6753

新潟営業所
〒950-0208 新潟県新潟市東区東中野山1丁目1番地20号 東中野山ﾋﾞﾙ2階203号室
　TEL 025-278-4010　FAX 025-278-4011

東京支社
〒104-0041 東京都中央区新富一丁目8番9号 THE GATE GINZA EAST 3階
　TEL 03-3537-2021　FAX 03-3537-2025

横浜営業所
〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1726番地1 ｴﾙﾄﾞﾒｰﾇ志村1階
　TEL 045-978-4901　FAX 045-978-4902

名古屋支店
〒464-0853 愛知県名古屋市千種区小松町7丁目41番地の3 冨田ビル1階
　TEL 052-731-5551　FAX 052-731-5573

大阪支社
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋一丁目１番22号　大江ビル9階
　TEL 06-6942-4515　FAX 06-6942-4557

高松営業所
〒760-0080 香川県高松市木太町1943番地7 木太ビル1階
　TEL 087-861-7831　FAX 087-834-0688

広島支店
〒733-0005 広島県広島市西区三滝町11番18号 FUJIビル1階
　TEL 082-509-2721　FAX 082-509-2723

福岡支社
〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田二丁目3番23号 FMT榎田ビル 3号室
　TEL 092-433-6750　FAX 092-433-6751

 特機事業部　

プラント営業課
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋一丁目１番22号　大江ビル9階
　TEL 06-6942-4512　FAX 06-6942-4557

152人（2018年12月31日現在）

12月31日

　〒573-1153 大阪府枚方市招提大谷二丁目17番1号

株式会社 横井製作所
（英文名：YOKOI MANUFACTURING LTD.）

1958年9月

1960年10月31日

5,000万円

代表取締役社長　横井　亮

 営業

 消火栓事業部

　〒104-0041 東京都中央区新富一丁目8番9号 THE GATE GINZA EAST 3階
　　TEL 03-3537-2021
　　URL https://www.yokoi.co.jp
　
　【業務部】〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋一丁目１番22号　大江ビル9階
　    　　　　TEL 06-6942-4510 FAX 06-6942-4513（総務・経理担当）

 事業内容

消防設備機器の製造販売
　屋内消火栓設備
　屋外消火栓設備
　スプリンクラー設備
　連結送水管設備
　消防用ホース（　　　　　　　 ）
　パッケージ型消火設備
　ピット消火システム（YPS）

防災関連機器の製造販売
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 工場

　（本社）　　　　 〒104-0041 東京都中央区新富一丁目8番9号 THE GATE GINZA EAST 3階
　TEL 03-6280-5718　FAX 03-6280-5907

　（大阪営業所）　 〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋一丁目１番22号 大江ビル9階
　TEL 06-6942-4501　FAX 06-6942-4505

　　　（名古屋営業所） 〒464-0853 愛知県名古屋市千種区小松町7丁目41番地の3 冨田ビル1階
　TEL 052-731-5551　FAX 052-731-5573

　　（本社）  　　　 〒526-0015 滋賀県長浜市神照町818番地5
　TEL 0749-63-7703　FAX 0749-63-7888

　　（京都営業所）　 〒601-8144 京都府京都市南区上鳥羽火打形町11-1
　TEL 075-644-5253　FAX 075-644-5254

   ヨコイ三重販売(株)
〒518-0007 三重県伊賀市服部町1087番地の1
　TEL 0595-21-1215　FAX 0595-21-1783

アキツ精機（株） URL http://www.akiz.co.jp

 販売会社

 関連会社

  青島横井消防設備有限責任公司

   ＡＣＴヨコイ(株)

   ヨコイ京滋販売(株)

   伊賀工場、上野工場、柘植工場、新潟工場、枚方工場



会社組織図 Company organization chart

《2019年4月現在》
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沿革 Company history

1958(昭和33)年 9月 大阪市大淀区にて創業者、横井清四郎が消火栓メーカー、横井製作所を創業

1960(昭和35)年10月 株式会社横井製作所に改組

1961(昭和36)年12月 資本金90万円に増資

1962(昭和37)年10月 大阪府寝屋川市に寝屋川工場新設、本社を移転

1970(昭和45)年 8月 東京都文京区に東京営業所(現東京支社）開設

1971(昭和46)年 5月 寝屋川工場内に本社ビル建設

1976(昭和51)年 2月 株式会社横井製作所広島店(現広島支店の前身）設立

1977(昭和52)年 5月 香川県高松市に四国営業所（現高松営業所）開設

1978(昭和53)年 7月 愛知県名古屋市に名古屋支店開設

1978(昭和53)年12月 横井清四郎 会長就任、横井伸 社長就任

1981(昭和56)年10月 資本金4,400万円に増資

1981(昭和56)年 11月 新潟県新潟市に新潟支店(現新潟営業所）開設

1983(昭和58)年 4月 北海道札幌市に札幌支店（現札幌営業所）開設

1984(昭和59)年 4月 株式会社横井製作所岡山店設立

1984(昭和59)年10月 神奈川県横浜市に横浜店（現横浜営業所）開設

1985(昭和60)年12月 資本金5,000万円に増資

1987(昭和62)年 2月 宮城県仙台市に東北営業所（現仙台支店）開設

1989(平成元)年11月 三重県上野市に上野工場新設

1990(平成 2)年 5月 福岡県福岡市に福岡支店開設

1990(平成 2)年 5月 株式会社横井機版(現ヨコイ京滋販売（株）の前身） 設立

1991(平成 3)年11月 大阪枚方税務署より優良申告法人表敬

1992(平成 4)年 4月 新潟県新潟市に新潟工場新設

1998(平成10)年 3月 大阪市北区に本社移転

1998(平成10)年 4月 ヨコイ三重販売株式会社設立

1999(平成11)年 5月 消火栓メーカーとして初めて消防用ホースの製造を開始

2003(平成15)年 1月 三重県上野市に伊賀工場新設

2003(平成15)年 8月 ヨコイ岡山販売株式会社設立

2004(平成16)年 5月 社長横井伸が永年の業務精励を認められ、黄綬褒章を受賞

2005(平成17)年 5月 三重県伊賀市に柘植工場新設

2006(平成18)年 7月 ヨコイ京滋販売株式会社設立

2009(平成21)年 3月 広島県広島市に広島支店開設

2009(平成21)年 7月 東京都江東区に本社移転

2009(平成21)年11月 青島横井消防設備有限責任公司設立

2011(平成23)年 2月 消防用ホース（消防検定合格本数）累計100万本突破

2012(平成24)年 1月 ACTヨコイ株式会社設立

2012(平成24)年 3月 横井伸 取締役会長に就任、横井亮 代表取締役社長に就任

2013(平成25)年 4月 東京都中央区に本社移転

2013(平成25)年 4月 一般社団法人 日本消防ホース工業会へ入会

2016(平成28)年12月 広島支店がヨコイ岡山販売株式会社の事業を継承

2018(平成30)年 1月 J-STAR株式会社の資本参加を受ける

2018(平成30)年 8月 大阪市中央区に大阪支社移転

2019(平成31)年 3月 福岡市博多区榎田に福岡支社移転

2019(令和元)年 6月 ＡＣＴヨコイ株式会社名古屋営業所開設



業績 Company performance

取引銀行 Company dealings bank

加盟団体 Member group

三菱ＵＦＪ銀行

りそな銀行

南都銀行

みなと銀行　

三井住友銀行

(一社)全国消防機器協会

(一社)日本消防放水器具工業会

(一社)日本消防ホース工業会

(一社)日本消火装置工業会

(公財)東京防災救急協会

東京商工会議所

大阪商工会議所

【業績の推移】　（単位：百万円）

決算期 売上高
平成30年12月期 5,254
平成29年12月期 5,191
平成28年12月期 4,978



MEMO


