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伸び率 2012年
粗利益率
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2012年 2012年 2011年 2011年～

2012年

1 1 HONEYWELL SECURITY 米国 複数 $2,500.0 $2,400.0 4.2% * * * *

2 2 BOSCH SECURITY
SYSTEMS ドイツ 複数 $1,972.2 $1,923.0 2.6% * * * *

3 3 SAFRAN
（セキュリティ製品部門） フランス 複数 $1,610.7 $1,258.5 28.0% * * * *

4 5 HIKVISION DIGITAL
TECHNOLOGY 中国 映像監視 $1,110.6 $819.2 35.6% $377.1 $281.5 33.9% 34.0%

5 4 ASSA ABLOY
（グローバルテクノロジ部門） スウェーデン 入退管理 $969.1 $890.8 8.8% * * * *

6 7 AXIS COMMUNICATIONS スウェーデン 映像監視 $643.5 $549.5 17.1% * * * *

7 6 FLIR SYSTEMS
（サーマルビジョン、測定部門） 米国 映像監視 $628.0 $660.3 -4.9% * * * *

8 8 SAMSUNG TECHWIN 韓国 複数 $603.6 $576.7 4.7% * * * *

9 10 DAHUA TECHNOLOGY 中国 映像監視 $575.5 $359.4 60.1% $123.0 $67.4 82.5% 21.4%

10 9 TYCO SECURITY PRODUCTS 米国 複数 $500.0 $406.0 23.2% * * * *

11 11 アイホン 日本 入退管理 $374.2 $346.2 8.1% * * * *

12 15 TKH GROUP
 （セキュリティシステム部門） オランダ 複数 $234.4 $155.1 51.1% * * * *

13 14 NEDAP オランダ 複数 $204.4 $182.0 12.3% * * * *

14 12 NICE SYSTEMS
（セキュリティ・ソリュ－ション部門） イスラエル 複数 $185.9 $191.9 -3.1% * * * *

15 19 IDIS 韓国 映像監視 $137.1 $131.5 4.2% * * * *

16 13 RCG 香港、中国 入退管理 $131.8 $178.6 -26.2% -$82.8 $32.7 -353.2% -62.8%

17 35 INFINOVA 米国 映像監視 $123.5 $57.8 113.5% $1.2 $6.6 -82.2% 1.0%

18 16 VERINT SYSTEMS
（映像インテリジェンス） 米国 映像監視 $119.5 $138.0 -13.4% * * * *

19 22 VIVOTEK 台湾 映像監視 $116.0 $96.1 20.7% * * * *

20 24 MOBOTIX ドイツ 映像監視 $108.5 $97.3 11.5% $82.5 $74.7 10.4% 76.0%

21 - HITRON 韓国 映像監視 $105.2 $110.8 -5.1% $7.9 $8.0 -1.1% 7.5%

22 21 オプテックス
（センサ製品事業部門） 日本 映像監視 $100.6 $81.9 22.8% * * * *

23 32 AVIGILON カナダ 映像監視 $97.7 $58.5 67.0% $48.1 $26.8 79.6% 49.3%

24 18 タムロン 
（一般向け＆産業向け） 日本 映像監視 $92.9 $83.3 11.6% * * * *

25 20 AVTECH 台湾 映像監視 $88.6 $104.9 -15.6% $37.7 $40.8 -7.6% 42.6%
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26 17 CNB TECHNOLOGY 韓国 映像監視 $87.2 $109.5 -20.4% $21.8 $27.5 -20.6% 25.0%

27 26 COMMAX 韓国 複数 $79.7 $87.5 -8.9% $21.5 $21.6 -0.5% 26.9%

28 27 EVERFOCUS ELECTRONICS 台湾 複数 $76.2 $80.0 -4.8% * * * *

29 30 KOCOM 韓国 複数 $75.0 $72.9 2.9% $19.5 $19.7 -1.0% 26.0%

30 33 SYNECTICS                英国 映像監視 $74.5 $57.9 28.7% $29.6 $22.7 30.1% 39.7%

31 29 NAPCO SECURITY
 SYSTEMS 米国 複数 $70.9 $71.4 -0.6% $21.2 $20.1 5.2% 29.8%

32 38 HDPRO 韓国 映像監視 $70.3 $54.2 29.8% $13.2 $6.7 97.6% 18.7%

33 41 DYNACOLOR 台湾 映像監視 $70.2 $46.8 50.0% $28.7 $18.4 56.0% 40.8%

34 28 GEUTEBRUCK ドイツ 映像監視 $69.9 $82.5 -15.3% * * * *

35 36 GEOVISION 台湾 映像監視 $67.4 $55.5 21.4% $38.5 $33.6 14.6% 57.2%

36 34 SIMONSVOSS
 TECHNOLOGIES ドイツ 入退管理 $63.8 $61.6 3.6% * * * *

37 43 MILESTONE SYSTEMS デンマーク 映像監視 $56.6 $47.4 19.4% * * * *

38 39 FERMAX スペイン 入退管理 $51.9 $52.5 -1.2% $30.5 $30.8 -1.0% 58.8%

39 40 VICON 米国 映像監視 $49.7 $47.2 5.2% $19.6 $18.2 7.9% 39.6%

40 47 SUPREMA 韓国 入退管理 $46.7 $37.5 24.5% $22.3 $17.1 30.4% 47.6%

41 42 INDIGOVISION 英国 映像監視 $46.6 $44.5 4.8% $27.5 $24.9 10.6% 59.0%

42 48 DALI TECHNOLOGY          中国 映像監視 $44.4 $37.6 17.9% $5.9 $5.8 0.9% 13.2%

43 44 C-PRO ELECTRONICS 韓国 映像監視 $41.1 $39.3 4.5% $7.3 $6.4 13.4% 17.7%

44 45 ITX SECURITY           韓国 映像監視 $40.6 $38.9 4.6% $11.7 $9.6 22.4% 28.8%

45 37 YOKO TECHNOLOGY 台湾 映像監視 $40.1 $53.0 -24.3% $7.3 $9.8 -25.4% 18.1%

46 49 WIN4NET 韓国 映像監視 $36.2 $31.9 13.5% $9.9 $9.4 5.1% 27.3%

47 46 HI SHARP ELECTRONICS 台湾 映像監視 $34.1 $37.2 -8.3% $3.9 $5.0 -22.6% 11.3%

48 50 MAGAL SECURITY SYSTEMS
（境界監視製品） イスラエル 侵入検知 $33.9 $30.0 13.1% * * * *

49 - HUNT ELECTRONIC 台湾 映像監視 $28.7 $27.6 4.0% $8.4 $6.0 40.0% 29.3%

50 - EVERSPRING INDUSTRY 台湾 侵入検知 $25.4 $22.8 11.2% * * * *

平均 $294.3 $263.7 12.3%
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