








会社概要

認定更新日

認定有効期限

認定番号

2021年3月31日

2024年3月31日

2014016（03）

認定更新日

認定有効期限

認定番号

2020年4月1日

2023年3月31日

2010008(04)

当社はISO14001認証を取得しております。

・関西エリア：2006年3月27日取得

・ウイルテックグループ全社：2007年3月21日取得

労働者派遣事業許可番号 (派)27-180027
有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-180017

取得認定

2018年　守口工場にてISO9001（品質マネジメントシステム）認証を取得しました。

2022年　大分工場と住之江事業所にてISO9001（品質マネジメントシステム）認証を
　　　　 取得しました。

適用範囲：
登録事業者　株式会社ウイルテック　守口工場

登録活動範囲：
製造装置の設計、及び製造
「受託製造サービス」、及び付帯サービスの提供

適用場所、及び活動範囲：
株式会社ウイルテック

大阪府守口市寺方本通2-11-5
製造装置の設計、及び製造
「受託製造サービス」、及び付帯サービスの提供

大分県大分市大分流通業務団地2-5-1
 「受託製造サービス」

大阪府大阪市住之江区平林北1-2-150
 「受託製造サービス」

守 口 工 場

大 分 工 場

住之江事業所
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会社概要
株式会社ウイルテック （英文表記：WILLTEC Co.,Ltd.）
〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号
1992年(平成4年) 4月
代表取締役社長　宮城　力
136,830,000円
製造請負事業/製造派遣事業/製造装置受託事業/機電系技術者派遣事業/
修理サービス事業/海外事業
グループ連結：5,567名（2022年3月）
ウイルテック単体：4,282名（2022年3月）
株式会社ワット・コンサルティング
デバイス販売テクノ株式会社
株式会社パートナー
WILLTEC VIETNAM Co., Ltd.
WILLTEC MYANMAR Co., Ltd.
株式会社ウイルハーツ
株式会社サザンプラン
グループ連結：299億円（2022年3月期）
ウイルテック単体：186億円（2022年3月期）
電子・機械部品製造事業協同組合
一般社団法人 日本BPO協会
ロボット革命イニシアティブ協議会 (略称：RRI)
一般社団法人 インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ (略称：IVI) ※グループ会社加入
一般社団法人NEOA　※エンジニアリング事業本部加入 

商 号
本 店
設 立
代 表 者
資 本 金
事 業 内 容

従 業 員 数

グループ会社

売 上 高

所 属 団 体

事業所MAP

沖縄SC延岡SC、宮崎SC

大分工場、大分SC
熊本テクニカル
センター

基山サービスセンター

福岡SC

広島SC

社SC

津SC

名古屋SC、名古屋オフィス、
中部サービスセンター

京都SC

金沢SC
熊谷SC

水戸SC

仙台オフィス

横浜SC、横浜オフィス、
神奈川サービスセンター

東京オフィス、
東京研修センター

本社、大阪北SC、大阪オフィス、
プロジェクトデザインセンター、
大阪研修センター、守口SC、
守口サービスセンター、守口工場、
大阪キャリア開発センター

守口工場（大阪府守口市）
工場面積：907.2㎡
設備：汎用旋盤 / 溶接機 / フォーク
リフト / 汎用フライス /CAD 各種 /
クレーン×3/ エアー / チラー /各種
工具一式

大分工場（大分県大分市）
工場面積：2,359㎡
設備：クリーンブース20㎡ ×4/
フォークリフト/各種工具一式/その
他開発設備

神奈川サービスセンター
（神奈川県大和市）

工場面積：1,035㎡
設備：フォークリフト/各種工具一式

熊本テクニカルセンター
（熊本県合志市）

床面積：382㎡（2階建）

沿革

1992年  4月
2003年  4月
2003年  8月
2004年10月

2005年  3月
2005年  7月
2006年  3月
2007年  4月
2009年  4月

2011年  4月

2012年  4月
2013年  4月
2014年10月
2015年  4月
2015年12月
2016年  6月
2018年  2月
2018年  4月
2018年  6月
2020年  3月
2020年  6月
2020年12月
2022年  4月

株式会社アイピーエヌを大阪府門真市に設立：設立資本金10,000千円
製造技術部門設立、出来高請負を開始
一般労働者派遣事業許可・有料職業紹介事業許可を取得
株式会社ウイルテックに商号変更
株式会社ジェイシーアイ（現：株式会社ウイルハーツ）をグループ会社化（現連結子会社）
株式会社エフオーエスをグループ会社化（連結子会社）（2009年4月吸収合併）
株式会社ワット・コンサルティングをグループ会社化（現連結子会社）、「専門技術者・建設技術者派遣」へ進出
株式会社ウイルテック九州を設立（連結子会社）、九州地区重点地域化（2013年10月吸収合併）
ISO14001認証取得
株式会社ジェイシーアイ（現：株式会社ウイルハーツ）（現連結子会社）特例子会社認定、「障害者雇用」を促進
株式会社宮崎ウイルファームを設立（連結子会社）、「一次産業」へ事業拡大（2021年3月解散）
株式会社ウイルテック九州大分工場を大分県大分市に設立、EMS事業体制の確立
本店移転（大阪市淀川区）
製造請負優良適正事業者に第1号認定（製造請負事業改善推進協議会）
修理サービス事業を開始
事業開発部門の設置、設備製造と修理サービス事業を本格化
デバイス販売テクノ株式会社をグループ会社化（現連結子会社）、技術商社機能を取得
優良派遣事業者認定制度において優良派遣事業者に認定（厚生労働省委託事業）
ベトナム　ハノイオフィス開設、ASEANへ海外事業部門オフィスを設置
ミャンマー国立タウンジー工科大学にて日本語教育講座を開講（2016年2月合意書締結）、海外人財育成の本格化
WILLTEC VIETNAM Co., Ltd. 設立（現連結子会社）
株式会社ワット・コンサルティングの技術事業を譲受
WILLTEC MYANMAR Co., Ltd. 設立（現連結子会社）
東京証券取引所市場第二部に上場（証券コード：7087）
株式会社サザンプランをグループ会社化（現連結子会社）
株式会社パートナーをグループ会社化（現連結子会社）
東京証券取引所 スタンダード市場に上場

デバイス販売テクノ株式会社
本　　社：〒146-8540 東京都大田区千鳥2-9-18
事業内容：制御機器・デバイス部品の販売 /
　　　　  ユニット製品の製造・販売 /システム・ソフト開発
TEL : 03-3758-1781　https://www.dstec.co.jp/

株式会社ワット・コンサルティング
本　　社：〒104-0033 東京都中央区新川1-11-11
事業内容：建設系技術者派遣事業
TEL : 03-3537-8711　https://www.jp-wat.com/

WILLTEC VIETNAM Co., Ltd.
本　　社：Floor 12A, CDC Building, 25 Le Dai Hanh, 
　　　　  Hai Ba Trung, Hanoi, VIETNAM
事業内容：人財および教育コンサルティングサービス
TEL : (84)24-3633-1533　https://www.willtec-vietnam.com

株式会社ウイルハーツ
本　　社：〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4-3-1
事業内容：印刷事業 /Web制作事業 /シェアードサービス事業
TEL : 06-6399-9500　https://www.w-hearts.jp/

WILLTEC MYANMAR Co., Ltd.
本　　社：No,(169), Room No.6-B, MTP Condo, Insein Road,
　　　　　 (9) Ward, Hlaing Township, Yangon, MYANMAR
事業内容：人財および教育コンサルティングサービス
TEL : (95)9-443881177　https://www.willtec-myanmar.com/

株式会社サザンプラン
本　　社：〒169-0072 東京都新宿区大久保1-7-18
事業内容：中古OA機器の購入・修理・販売サービス
TEL : 03-6205-6425　https://thousandplan.com/

株式会社パートナー
本　　社：〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-3
事業内容：システム開発 / IT技術者派遣
TEL : 03-3547-0300　https://www.go-partner.jp/

WILLTEC GROUP


