
ＮＰＳ研究会 会員会社の業種別分類　【 日本標準産業分類 （平成19年11月改定） 基準 】 令和04年04月01日現在

上場コード
Ａ 農業，林業
Ｂ 漁業 04 漁業機器・漁網
Ｃ 鉱業・採石業・砂利採取業
Ｄ 建設業 06 総合工事業

07 職別工事業
08 設備工事業 －

Ｅ 製造業 092 水産食料品製造業 紀文食品 2933 水産練製品
093 野菜缶詰・果実缶詰農産保存食料品製造業 新進 － 漬物・調味料・小麦でん粉・小麦蛋白食品

岩塚製菓 2221 米菓
イトウ製菓 － クッキー・ビスケット

094 調味料製造業 正田醤油 － 醤油・スープ類
094 米穀類卸売業 ミツハシ － 米穀、炊飯・加工商品
099 その他の食料品製造業 太陽化学 2902 鶏卵加工製品等の食品素材

10 飲料・たばこ・飼料製造業 102 酒類製造業 大関 1023 清酒製造業
11 繊維工業 115 繊維粗製品製造業、ロープ製造業、漁網製造業 日東製網 3524 漁業資材の製造
12 木材・木製品製造業 122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 朝日ウッドテック － 内装建材・床材・壁・天井材・床暖房
13 家具・装備品製造業 139 その他の家具装備品製造業 クリナップ 7955 システムキッチン・バス
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 143 加工紙製造業 東京コンテナ工業 1432 段ボール製造業
15 印刷・同関連業 151 印刷業 プロネクサス 7893 企業ディスクロージャー支援・有価証券印刷
16 化学工業
17 石油製品・石炭製品製造業
18 プラスチック製品製造業 183 工業用プラスチック製品製造業 三甲 － コンテナ・パレット
19 ゴム製品製造業 193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 バンドー化学 5195 自動車用Ｖベルト・ＯＡ精密部品・化成品
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 204 革製履物製造業 村井 － 製靴用副資材関連事業
21 窯業・土石製品製造業 212 セメント・同製品製造業 ノザワ 5237 押出成形セメント板「アスロック」（建築材）
22 鉄鋼業
23 非鉄金属製造業 232 非鉄金属第２次製錬・精製業 日本軽金属 5701 アルミニウム・アルミナ・化成品
24 金属製品製造業 249 その他の金属製品製造業 ＫＶＫ 6484 給水栓

259 その他の汎用機械・同部分品製造業 キッツ 6498 バルブ
251 ボイラ・原動機製造業 阪神内燃機工業 6018 中小船舶用エンジン

25 252 ポンプ・圧縮機器製造業 テラル － ポンプユニット・送風機ユニット
清水合金製作所 － バルブ
ヤマトプロテック － 消化装置・火災警報装置・消火器具機械・消化剤
オイレス工業 6282 無給油式ベアリング・免震装置
石川ガスケット － ガスケット

265 基礎素材産業用機械製造業 新東工業 6939 鋳造機械
273 計量器・測定器・分析機器・理化学機械器具製造業 オグラ宝石精機工業 － 貴石・金属精密加工 ・工作機械用部品

27 ジェイ・エム・エス 7702 医療器具
ゼオンメディカル － 医療器具

電子部品・デバイス・ 282 電子部品製造業 指月電機製作所 6994 コンデンサー
　　　　電子回路製造業 289 その他の電子部品製造業 三井ハイテック 6966 金型・ＩＣリードフレーム

292 産業用電気機械器具製造業 用賀精工社 － 通信・制御・計測機器組立加工
297 電気計測器製造業 横河電機 6481 工業計器（制御機器・計測機器）

かわでん 6648 電気機器
国分電機 － 配電盤

299 その他の電気機械器具製造業 カトーレック － プリント基板の実装
30 情報通信機械器具製造業 302 映像・音響機械器具製造業 アツデン － マイクロホン・ミキサー・ＰＡ
31 輸送用機械器具製造業 311 自動車・同附属品製造業 イクヨ 7273 合成樹脂製自動車内外装部品
32 その他製造業 326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 ゼブラ － 筆記具

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業
Ｇ 情報通信業
Ｈ 運輸業，郵便業
Ｉ 卸売業，小売業
Ｊ 金融業，保険業
Ｋ 不動産業，物品賃貸業
Ｌ 学術研究，

　専門･技術サービス業
Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 75 宿泊業

すかいらーく 3197 ファミリーレストラン「ガスト」等の運営
リンガーハット 8200 「長崎チャンポン」・「濵かつ」の運営

Ｎ 生活関連サービス業 娯楽業 78 洗濯・理容・美容・浴場業 781 洗濯業 新日本ウエックス － ホテルリネン・ユニホーム・産業リネン
Ｏ 教育，学習支援業
Ｐ 医療，福祉
Ｑ 複合サービス事業
Ｒ サービス業
Ｓ 公務
Ｔ 分類不能の産業

大分類 中分類 小分類 会社名 主力製品／業務

第
一
次
産
業

09 食料品製造業
097 パン・菓子製造業

汎用機械器具製造業

259 その他の汎用機械・同部分品製造業

266 金属加工機械製造業

業務用機械器具製造業
274 医療用機械器具・医療用品製造業

28

26 生産用機械器具製造業

29 電気機械器具製造業
291 配電盤制御設備

第
三
次
産
業

76 飲食店 761 食堂・レストラン

第
二
次
産
業
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