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ご注意
本資料に含まれる予想に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、

日本及び世界の経済動向、新たな技術開発の進展により変動することがあります。従って、当社と
しては、その正確性を保証するものではありません。



会社概要

1

Ａ(アナログ) Ｄ(デジタル)変換技術を根幹に

「はかる」を事業領域として

様々な分野の電子計測機器を提供します

会 社 名 株式会社エー・アンド・デイ

事 業 所 本社：東京都豊島区 / 開発・技術センター：埼玉県北本市

事業所・営業所・出張所 １４拠点

設 立 昭和52年 5月 6日

資 本 金 63億8,867万円(2019/3現在)

従 業 員 708名(連結 2,697名）(2019/3/31現在)

事業内容 電子計測器、電子計量機器、医療用電子機器、材料試験機

その他電子応用機器の研究開発、製造、販売



創業の経緯

２

２ 社名の由来

開発・技術センター

タケダ理研工業㈱
（現「アドバンテス
ト」で世界的な半導
体試験装置メーカ）

14名が集団でスピンアウト 自分達が持つ技術を最大
限生かし発展させ、産業
社会に貢献する計測器の

創造を目指して創業

１ 技術者が集まって立ち上げたベンチャー企業です

「重さ」や「音」と
いった「アナログ量」 デジタル数値変換

アナログの「Ａ」 デジタルのＤ」

当社の創業当時からの基幹技術

Ａ＆Ｄ



会社の沿革

３

1977年 ㈱エー・アンド・デイ設立

重量指示計のインジケータを開発し計量機器事業に参入

電電公社(現 ＮＴＴ)電気通信研究所より電子ビーム露光装置のビーム偏向

用「Ｄ/Ａ(デジタル／アナログ)変換器」を受注

1978年 超ＬＳＩ研究組合向けＤ/Ａ変換器を受注

1982年 研精工業㈱を子会社化、電子天びん事業に参入

北米・中南米の販売拠点として、米国にA&D ENGINEERING, INC.を設立

1983年 音・振動の波形を解析するＦＦＴアナライザ「ＡＤ－３５２１」を開発(１５

ｂｉｔ,１００ｋＨｚは当時世界最高性能)

1987年 ㈱タケダメディカル（1989年に合併）と一手販売契約を締結、医療・健康機

器事業に参入

1993年 ㈱オリエンテック（現 連結子会社）と業務提携、試験機事業に参入

2000年 計測・制御・シミュレーションシステム「ＡＤ－５４００シリーズ」を開発

2005年 MTS Systems Corporation社のPowertrain Technology部門を譲り受ける

2006年 東京証券取引所第一部上場

2013年 ウェイトチェッカ・金属検出機等の検査機器事業に参入

2015年 日本アビオニクス㈱より工業計測事業を譲り受ける

2018年 半導体測定・検査装置メーカーの㈱ホロンを連結子会社化



事業内容と売上規模（2018年度）
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計量・計測機器事業医療・健康機器事業

483
億円

計測機器
３３億円

計量機器
１６６億円

ＤＳＰ機器
６１億円

半導体関連
４０億円

医療機器
３３億円

健康機器
１５２億円

引張・圧縮試験機 振動式粘度計

小型振動・騒音
解析システム

分析用電子天秤

トラック
スケール ウェイトチェッカ

車載統合計測
システム(VMS)

タイヤ転がり
抵抗試験機

リアルロード
シミュレータ電子銃・ビーム偏向回路

生態情報モニター 全自動血圧計
バリアフリー

スケール

家庭用血圧計
体組成計 超音波温熱吸入器

※ＤＳＰ＝
高速演算処理装置



事業内容①

５

計測機器事業

音や振動、あるいは厚みや強度、変位など、様々な現象・物理

量を計測し、解析するための計測機器を開発している事業です。

航空宇宙、防衛、自動車などの産業用から家庭用に至る幅広い

用途に向けて、多様な製品をご用意しております。



事業内容②

計量機器事業

対象物の質量（重さ）を測定するための計量機器を開発している事

業です。

研究開発向けから生産、検査、学校向けまでの幅広い用途にお応え

しており、１μｇから数千ｔまで、高精度かつ容易に量ることがで

きる多彩なラインナップを揃えております。

６



事業内容③

７

ＶＭＳ
（Vehicle Measurement System）

ＲＲ-ＣＤ
（Real road-Chassis dynamo）

テストベンチ

（Test Bench）

MILS(Model in the Loop simulation)

HILS(Hardware in the Loop simulation)

台上走行試験

エンジン・駆動系
ユニット試験

シミュレーション
による車両設計検証

実車走行試験

ＤＳＰ機器事業
ＤＳＰ（Digital Signal

Processing）は、計測・制御・

シミュレーションを一体化した、

当社独自のテクノロジーです。

計測したデータを基に実際の動

作を制御する技術に加え、これ

まで設計段階でコンピュータモ

デルを使い、次いで試作機で

データを収集・分析するといっ

た過程を踏んでいたシミュレー

ションの作業を一度に行うこと

ができるため、開発期間の短縮

やコスト削減に貢献します。
車両開発プロセス



事業内容④

８

半導体関連事業

微細な半導体の回路を描画するための手段とし
て、主にマスク製造（半導体のネガの様なもの）
に電子ビームが利用されておりますが、当社は電
子ビーム露光装置に組み込む基幹ユニットを半導
体露光装置メーカーに提供しています。

当社が提供するビーム偏向回路は電子ビームの
照射方向を制御するもので、精度・速度ともに世
界最高水準です。

また、電子銃は電子ビームを発生させる設備で、
世界でもトップクラスの出力と安定稼働率を備え
ており、ナノスケールの観察測定が可能な電子顕
微鏡や、ナノスケールの加工に利用する電子ビー
ム微細加工装置などへ応用されています。



事業内容⑤

９

医療・健康機器事業
医療・健康産業から家庭用に至るさまざまな計測機器を開発す

る事業で、取り扱う機器としては、医療現場で用いられる血圧計

やベッドサイドモニターなどの医療機器、産業用計量器で培われ

た技術を活かし病院・医療施設向けに開発した車椅子用体重計や

ストレッチャー型体重計などのメディカル計量器、家庭用の血圧

計や体重計などの健康機器があります。

全自動血圧計 セントラル
モニター

ストレッチャー
スケール

バリアフリー
スケール

家庭用血圧計 通信機能付
体重計

医療機器 メディカル計量器 健康機器



企業の特徴について

10

１ 最先端を追求する技術開発型企業

開発を重視し、常に世界最高レベルの技術水準を目指しています

⇒社員の半数近くが設計・開発に携わっており、研究開発費も売上の10％以上

２ グローバルな事業展開
創業当時からグローバルな事業を目指しており、世界をマーケットとする販売

体制、並びに最適生産戦略を推進しています

⇒現在は世界13カ国に開発・製造・販売拠点を設置

３ 多種・多様な製品を提供
各種研究機関や企業の開発・製造分野等の産業向けから一般消費者向けまで、

幅広い製品を提供しています

⇒電子天びん＝研究機関・企業向け、家庭用血圧計＝一般消費者向け



グループの概要

11

Ａ＆Ｄは開発および販売を中心に活動
生産主体は国内外関係会社
海外販売は関係会社経由と直販を併用

国内
当社営業所および事業所 １４箇所
関係会社 ８社

海外
製造関係会社 ３社
製造兼販売関係会社 ２社
販売関係会社 ９社



地域別売上高

12

総売上高：483億円（2019年３月期）

海外売上比率：53％

欧州

89億円
（18％）

ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

67億円
（14％）

米州

99億円
（21％）

日本

229億円
（47％）



グローバルに展開する当社の製品①

13

電子天びん～世界シェア３位、国内シェアトップ（60％）

電子天びんとは？

・薬品等の軽量な物の重さを高精度に計測して
デジタル表示する計量器です

・読み取り精度は最高で1マイクログラム(μｇ：
1ｇの100万分の1)まで計れます

・研究開発向けから生産、検査向けまで幅広い
用途に使用されます



グローバルに展開する当社の製品②

14

米国向けモデルの家庭用血圧計「UA-767F」

・2019年4月、ニューヨーク・タイム
ズのWebサイト「wirecutter」で家庭
用の『一番すぐれた血圧計』として紹
介

ロシア子会社が、ロシア国立医薬品評価会
から「血圧計プロデューサー賞」を受賞

・2018年12月、ロシア国内の薬局を
調査し、販売台数などのデータをもと
に、A&Dの血圧計のシェアが50％と
マーケットリーダーであると評価され、
受賞



成長戦略と新市場開拓への取り組み①
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当社が成長分野と定め、現在注力している新事業は以下の通りです。

成長を見込む新市場 当社の取り組み

自動車・タイヤ関連機器
（ＤＳＰ機器）

・１０年以上に渡り開発投資を集中
・米国MTS社のPowertrain Technology部門の営業
譲受(2005年)、自動車関連試験装置メーカのサ
ム電子機械㈱および環境測定機器メーカの㈱ベ
スト測器の子会社化(2008年)

工業計測事業
日本アビオニクス㈱からの工業計測事業の譲受お
よび販売代理店三栄インスツルメンツ㈱の子会社
化（2015年7月）

ｳｪｲﾄﾁｪｯｶ・金属検出機
マイテック工業㈱からのウェイトチェッカおよび
金属検出機事業の譲受（2013年6月）

ラボラトリ市場
マイクロ天秤・マイクロピペットをはじめとする
分析機器のラインナップ拡充



成長戦略と新市場開拓への取り組み②
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◆ 自動運転やＥＶ開発に対応した統合HILSプラットフォーム（DSP機器）

車両の電動化、先進運転支援システム(ADAS)、自動運転などにより、車両シス
テムが複雑化しています。制御開発/検証には、一つ一つの機能が複雑な演算や
サードパーティーのモデリングツールを使用するHILS(Hardware in the Loop 
Simulation)や、パワートレイン系HILS（エンジン・トランスミッション・バッテ
リなど）/ボディー系HILS/車両の周囲環境/気象環境/操縦安定性などの複数の
HILSが用いられます。

当社は様々なHILSを自動車関連企業に提供しておりますが、更にこれらを一つ
のシステムにまとめる統合HILSを構築するための、拡張性の高いHILSプラット
フォームを提供することで、次世代自動車開発の検証に必要な大規模試験環境の
構築に貢献します。



成長戦略と新市場開拓への取り組み③
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◆ ３Ｄプリンタの応用による実路面再現（DSP機器）

既存のドラム式タイヤ試験機などの仕様を大きく

変更することなく、試験機に直接貼り付けることを

目的に開発した模擬路面です（業界初）。

対象の実路をレーザースキャナで計測・データ化

し、高性能3Dプリンタによって路面性状を正確に再

現・作成します。素材は、特殊ゴムあるいは特殊樹

脂を使用しており、用途や使用機種に応じてその硬

度や素材スペックを選ぶことが出来ます。

路面情報はデータとして保存されているため、追

加の製作は実路の再計測をすることなく、短納期で

の供給が可能です。

これにより、実際の路面を走行したときのタイヤ

やサスペンションなどの状態を既存の台上試験機で

再現することが可能になります。

ドラム式試験機への適用例

ベルト式試験機への適用例



成長戦略と新市場開拓への取り組み④
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◆ 工業計測機器の取り組みの一例
宇宙航空研究開発機構（JAXA）で開発中の次期基幹ロケット「H3ロケッ

ト」の燃焼試験用計測システムを、三菱重工様へ納品いたしました。

これは2017年度に実施したJAXA種子島宇宙センターにおける第1段エン

ジン燃焼試験、JAXA角田宇宙センターにおける第2段エンジン燃焼試験

の計測システム（2016年度納品）に続く売上となります。

エンジン燃焼試験の概要
2017年度に種子島、角田両宇宙センターにて行われ

ているエンジン燃焼試験は、いずれもエンジン単体で
の試験です。
これらの試験を受けて、2018年度に三菱重工様の田

代試験場（秋田県）にて実施予定の燃焼試験は、より
ロケット打ち上げに近い状態をつくるために模擬タン
クとエンジンを組み合わせて行われる計画であると発
表されています。エンジン燃焼試験の際に必要とされ
る情報（圧力、推力、加速度、温度、流量、歪みなど
）のアナログデータを取得→中継点にて利用可能なデ
ジタルデータに変換→光ファイバで計測・制御室に伝
送後、データ解析を行います。



成長戦略と新市場開拓への取り組み⑤
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・当社の基盤技術を駆使した高感度セン

サ技術、AD変換技術、信号処理技術によ

り、高応答・高精度なウェイトチェッカ

（重量選別機）や金属検出機、X線検査

機を市場投入し、他社との差別化を図っ

ております。

・特に金属検出機については、金属量を高

精度に検出することで、アルミ包装内の

金属検査や、鉄を主成分とする脱酸素剤

有無と金属異物の同時検出が可能で、

ユーザーより好評を得ております。

◆ 食品加工産業を中心とするウェイトチェッカ、
金属検出機事業

金属検出機

X線検査機



成長戦略と新市場開拓への取り組み⑥
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◆ マイクロ天秤やマイクロピペットを中心とした製品群
によるラボラトリ市場

・生科学・製薬市場に於ける研究・開発

の重要性の高まりを背景に、分析機器

市場向けの製品として、日本で唯一の

マイクロ天秤や、既存の電動ピペット

の弱点（重い・高価etc.）を克服したマ

イクロピペット、高精度な再現性を実

現した振動式粘度計など、ユニークな

測定機器を市場投入し、好評を得てお

ります。

・今後も市場の要望に応える製品を開

発・提供することで同市場への更なる

浸透を図ってまいります。



トピックス ①
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当社は㈱ホロン（証券番号：7748 JASDAQ市場）の普通株式
を公開買付けにより取得し、平成30 年６月に同社を連結子
会社化いたしました（計測・計量機器事業）。

当社は㈱ホロンの株式を30.58％保有し、同社を持ち分法適用関連
会社としておりましたが、このたびの平成30 年６月に実施した公開
買付けにより所有割合を51.00％とし、連結子会社化いたしました。

当社が創業以来、半導体製造装置関連事業として電子ビーム露光装
置向けD/A変換器（デジタル／アナログ変換器）や電子銃の開発を
行ってきた一方、㈱ホロンは半導体の製造工程の検査に用いる走査型
電子顕微鏡を応用したマスク用CD-SEMとマスク用DR-SEMを主力製
品としております。

両社のリソースを最大限利用し、両社のより一層の企業価値向上を
図るため、具体的に、半導体関連機器、電子ビーム及びイオンビーム
応用装置に関わる事業における、製品開発、製造・生産、販売及び保
守に関わる協力によりシナジーの実現を目指してまいります。



トピックス ②
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黒球付き熱中症指数モニター『みはりん坊プロ/AD-5698』

・「みはりん坊プロ/AD-5698」は、日常生活や

労働環境、スポーツなどにおける熱中症予防の

ためのWBGT指数を簡単に知ることができる製

品で、熱中症の発症リスクを把握するために使

用することができます。

・輻射熱の測定も可能な黒球付きでポータブルな

仕様は当社独自のもので、ＪＩＳ規格にも準拠

しており、その利便性と信頼性からユーザー様

より多くご採用いただいております。

・工場、道路工事、建設工事、農作業など、暑熱

の作業現場や屋外や体育館、学校などにおける

スポーツでの安全管理に役立ち、この夏の猛暑

でも大活躍いたしました。



トピックス ③
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健康診断データ自動収集システムによる健診のＩＴ化

・手書き・手入力によるマニュアル運用から、データ収集の自動化へ、

最小の機器構成による簡単で廉価なデータ収集システムの構築が可能。

・導入いただいた大学の健診センターなどでは、健診の無人化や、ス

ピード化、健診後のデータ処理時間の短縮化が実現されています。

健診データ自動収集システムのイメージ図
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四半期別売上高および営業利益の推移

25

(単位：百万円)

売上高・営業利益とも着実に前年同期を上回り推移
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配当の推移
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株主様への利益還元が経営上の最重要施策のひとつと認識し、業績に

応じて安定的に配当を実施することを基本方針としております。
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