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■ 報告書の記述についての注意事項
この当期の事業活動についての業績予想に関する記述及び客観的事実以外の記
述に関しましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて、現時点で合理
的であると判断したものです。従って、実際の業績は、さまざまな要因により
見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご了承願います。
実際の業績に影響を与えうる要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場
の動向、為替相場の変動、法律及び規制、製品の開発状況などがあります。な
お、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるものではありま
せん。
また報告書に医薬品（開発品を含む）に関する情報が含まれていますが、これら
は宣伝・広告するものではありません。
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経皮吸収型過活動膀胱治療剤「 」の 
タイにおける製造販売承認を取得

経皮吸収型統合失調症治療剤「 」の
米国での販売を開始

お客様のQOL向上に資する効き目や使用感を大切にした商品開発を展開

　当社は、タイにおいて、経皮吸収型過活動膀胱治療剤「OABLOK®PATCH」
の製造販売承認を2020年7月に取得しました。本剤は、尿意切迫感や頻尿など
の症状を有する過活動膀胱の治療を目的に、当社のTDDS（経皮薬物送達シス
テム）技術を用いて開発した全身性の経皮吸収型製剤です。安定した血中薬物濃度を維持し効果
を持続させることで、タイにおける過活動膀胱治療の新たな選択肢となることが期待されます。

スポーツ時の肩・腰・足の
激しくつらい痛みに効く！

　当社の米国子会社であるノーベン ファーマシューティカルス社（以下ノー
ベン社）では、2019年10月に米国食品医薬品局から承認を受けた経皮吸収型
統合失調症治療剤「SECUADO®」について、2020年3月から販売を開始しま
した。米国での統合失調症治療における初の経皮吸収型製剤となる本剤は、薬物血中濃度が安
定的に推移することで、優れた有効性と安全性が期待でき、また患者さんの服薬状況を視覚的
に確認することができます。当社およびノーベン社は、本剤の適切な情報提供を通じ、統合失
調症患者様のQOL向上に貢献してまいります。

第119期第2四半期決算のご報告

　株主の皆様には、平素より格別のご
愛顧とご支援を賜り、厚く御礼申し上
げます。
　まずはこの度、新型コロナウィルス感
染症により困難に直面されている皆様に
お見舞い申し上げます。また、国民の健
康を守るために最前線でご尽力いただい
ている医療従事者の方々に心より感謝申
し上げます。
　ここに第119期第2四半期（2020年3
月1日～2020年8月31日）の営業概況と
決算についてご報告いたします。
　国内市場を振り返ると、医療用医薬品
事業は2019年10月と2020年4月の二
度の薬価改定や、後発品使用促進策によ
る影響に加え、新型コロナウイルス感染
症の拡大による受診抑制の影響を受けた
ことなどもあり、減収となりました。
　一般用医薬品事業は、全般的に新型コ
ロナウイルス感染症の拡大の影響を受け
ました。イベントの中止や店頭での販促
活動を自粛したことや訪日外国人の大幅
な減少により「サロンパス®」の売上が減

代表取締役社長　中冨 一榮 タイにおける 
過活動膀胱治療の

新たな選択肢となる
ことを期待

統合失調症の
新たな薬剤として

アドヒアランス改善
などの

アンメットニーズを
満たすことを期待

少しました。また、花粉の飛散量減少及
び外出自粛による鼻炎治療剤市場の縮小
により「アレグラ®FX」の売上が減少した
ことなどもあり、減収となりました。
　海外市場では、医療用医薬品事業は米
国にて「SECUADO®」の販売を開始し
ましたが、その他の製品が後発品の影響
を受け、減収となり、また一般用医薬品
事業は、積極的な販促活動を展開したも
のの、新型コロナウイルス感染症の拡大
による各国の外出規制等の影響や円高の
影響を受け、減収となりました。
　以上の結果、当第2四半期の連結業績
は売上高529億2千6百万円（前年同期比
16.5％減）、営業利益55億1千6百万円

（同45.9％減）、経常利益55億1千9百万
円（同48.1％減）、親会社株主に帰属す
る四半期純利益36億9千3百万円（同
51.1％減）となりました。
　株主の皆様におかれましては、今後と
も当社グループへの一層のご支援、ご鞭
撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げ
ます。

新たにロック式キャップレス
仕様を採用することで使用性
を向上させました。

一般用
医薬品

医療用
医薬品

米国での統合失調症治療における初の経皮吸収型製剤など
TDDS技術によるQOL向上で世界に貢献
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心地よい「ジンジン®」
刺激感をプラス！

肩こり・腰痛に
ピンポイント®！

スポーツシーンの
様々な「ガマン」を解決！

「Hisamitsu® BODYCARE シリーズ」

冷えからくる血行不良や筋肉の
コリや痛みなどの悩みの改善に
効果を発揮します。

直径2.5cmの丸型ミニサイズ
で部位を選ばず患部にピンポ
イント®で使用できます。

スポーツ前の筋肉のこわばりや
スポーツ後の汗のべたつきを感
じる時などに効果絶大です。
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今後とも熱きご声援を
よろしくお願いいたします！

新マスコット ハルちゃん
春（＝ハルちゃん）を告げる鳥「メジロ」がモチーフ。
グリーンをキーカラーにキュートで女性らしく、力
強さを持ち、久光スプリングスを世界へ大きく羽
ばたかせるためにやって来たスーパープレイヤー。

医療従事者の方々に感謝の意を表して
「渋谷スクランブル交差点前 サロンパス看板」「久光製薬ミュージアム」をブルーにライトアップ

　当社では、新型コロナウイルス感染症の治療のため、
医療現場の最前線で日々ご尽力されている医療従事者の
方々に感謝の気持ちを込めて、渋谷スクランブル交差点
前 サロンパス看板、また当社の創業来の歴史を紹介する

「久光製薬ミュージアム」を、ブルーにライトアップする取
り組みを始めています。
　ブルーライトアップは、新型コロナウイルス感染症が

通常 通常ブルーライトアップ ブルーライトアップ

世界的に拡大する中、医療従事者へ感謝の気持ちを表す
ことを目的として、イギリスから始まり、今や世界中に
広がっています。日本では、MAKE IT BLUE JAPAN実
行委員会が、医療従事者への感謝の意味を込め、日本全
国の主要都市を青く染める「LIGHT IT BLUEキャンペー
ン」を展開しており、当社もこの取り組みに賛同し、ブ
ルーライトアップを実施しています。

　当社は、スポーツ庁が推進する「スポーツの成長産業化」へ
の取り組みに賛同し、バレーボール事業を通じた更なる地域・
経済の活性化を促進すべく、本年3月に女子バレーボール部を
運営・マネジメントする新会社「ＳＡＧＡ久光スプリングス株
式会社」を設立しました。
　新会社名は、より地域社会に必要とされ、ファンの皆様に
愛されるチームとなることを目指し、チームの本拠地である「佐
賀県」の名を冠しました。また併せて本年7月には、チーム名
を「久光スプリングス」に変更しました。今後は、新会社によ
る新生バレーボールチームの運営を通じ、日本のスポーツ産業
の成長と、更なる地域・経済の活性化に貢献してまいります。

　本拠地である佐賀県鳥栖市と、バレーボール事業を通じた
更なる地域・経済の活性化を目的とした連携協定を締結し、
以下の具体的な取り組みを進めています。

（１） スポーツの振興に関すること
・久光スプリングスによるバレーボール教室や公開練習の実施

（２） 青少年の健全育成に関すること
・久光スプリングスによるジュニア選手との交流

（３） 地域及び久光スプリングスの情報発信に関すること
・久光スプリングスによる鳥栖市の情報発信
・鳥栖市による久光スプリングスの活動広報

（４） 久光スプリングスの活動促進及び、練習環境に関すること

特 

集
当社CSRの推進につながる
久光スプリングスのますますの躍動

バレーボール事業を通じた
更なる地域・経済の活性化を促進すべく、
チームのマネジメント新会社を設立

鳥栖市との連携協定締結

　この度、会社方針を受け新会社の代表就任を拝命いたしました。
　2020年3月2日付けで、新たに設立しました新会社につきまして
ファンの皆様に御報告させて頂きます。
　新会社の使命といたしましては、競技結果としての世界一を目指
すことはもちろん、社会・地域・スポーツ界の発展にバレーボール
事業を通じて貢献することです。
　新会社を設立し、バレーボール事業を、自立した組織で事業運
営を行うことは身が引き締まる思いで一杯です。
　運営する社員・スタッフはもちろん、選手も一丸となりプロフェ
ショナルな意識を持ち、努力致す所存ですので、改めてご声援の
程、何卒よろしくお願いいたします。

代表取締役　萱嶋 章

ご挨拶

新チーム名　久光スプリングス
新スローガン

「HEART of SPRINGS すべては“明日”のために」

2020/21
シーズン

渋谷スクランブル交差点前 サロンパス看板

販売
活動

研究開発
活動

生産
活動

久光製薬ミュージアム

国内医療用医薬品 
●  デジタルマーケティングの強化
国内一般用医薬品
●  新規販路の開拓に着手
海外事業
●  医療従事者・店舗に対する貢献活動

●  原材料の安定調達・商品の安定供給
●  毎日の健康管理、感染症対策徹底による生産活動の継続

●  時差出勤の活用、一定割合の在宅勤務
●  スケジュールどおりの臨床試験実施
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経営理念 :世界の人々のQOL向上を目指す
企業使命 : 貼付剤による治療文化を世界へ

「感染拡大防止」と「経済活動」の両立を図る働き方を実現

WITHコロナ・アフターコロナへの取り組み
　当社グループでは、感染拡大前の働き方に戻すのではなく、緊急事態宣言下で経験した在宅勤務やICTを活用した時
間・場所に縛られない働き方などを積極的に取り入れ、従業員が最大限に能力を発揮できる新しい働き方を実現します。
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連結第2四半期決算ハイライト英グローバル調査会社・ユーロモニター社による調査結果
が4年連続で販売シェア世界No.1ブランドに認定

被災地域の一日も早い復興を願って
令和2年7月豪雨災害に対する支援

省エネ事業により得られる省エネ量を事業者間で分配
連携省エネルギー計画の認定取得

令和2年7月豪雨災害において被災された皆様に対
し、心よりお見舞い申し上げます。

　当社は、義援金300万円とマッチングギフト制度「久
光製薬株式会社ほっとハート倶楽部」による義援金200
万円の計500万円を、日本赤十字社佐賀県支部を通じて
寄付いたしました。

カルビー(株)、キヤノン(株)、当社、東京ガスエンジ
ニアリングソリューションズ(株)(以下TGES)は、

清原工業団地スマエネ事業において、経済産業大臣より
「連携省エネルギー計画の認定制度」の認定を取得しまし
た。本制度は、複数の事業者が連携して行った省エネ事
業により得られる省エネ量を事業者間で分配し、省エネ
法に基づく定期報告書において報告することができるも
のです。例として、特定地域にて熱や電力を集中管理す
る地域冷暖房システムや分散型電源を導入することで大
幅な省エネが得られる場合に、連携する事業者間でその

営
業
報
告

災
害
支
援

C
S
R
活
動

2 020年5月、英国のグローバル市場調査会社・ユーロモニ
ター社より、OTC医薬品（一般用医薬品）市場の鎮痛消炎貼

付剤カテゴリーで、「Salonpas®」が2016年から4年連続で販売
シェア世界 No.1ブランドに認定されました。また同時に、同カ
テゴリーにおいて「久光製薬」が3年連続で販売シェア世界No.1
企業の認定を受けました。
　今後も貼付剤を通じて世界の人々のQOL向上に貢献してま
いります。

　また、日本赤十字社と2020年1月31日に締結した「災
害時における支援協力に関する協定」に基づき、支援物
資としてHisamitsu®アイスタオル4,080個、エアー®サ
ロンパス®アイシングスプレー2,400本を無償提供いた
しました。
　これからも被災された方々や支援活動にあたる方々へ
の支援を継続してまいります。

効果を分配できる新たな制度です。 
　栃木県宇都宮市の清原工業団地における本事業では、
カルビー・キヤノン・当社の3社7事業所が、TGESの新
設した清原スマートエネルギーセンターの高効率大型ガ
スコージェネレーションシステム・太陽光発電・ボイラ
によって効率的につくられたエネルギーを、ネットワー
ク化された電力自営線と熱導管を通して利用すること
で、単独事業所では難しい大幅な省エネ・省CO2を実現
しています。
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CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHT

久光製薬世界No.1企業認定書Salonpas®世界No.1ブランド認定書



科　目 当第2四半期末
（2020.8.31 現在）

前期末
（2020.2.29 現在）

資産の部
流動資産 197,445 209,251
固定資産 101,494 98,150

有形固定資産 38,147 38,596
無形固定資産 1,478 1,469
投資その他の資産 61,868 58,083

資産合計 298,939 307,401
負債の部
流動負債 30,714 41,055
固定負債 15,318 15,598
負債合計 46,033 56,654
純資産の部
株主資本 230,565 229,945
その他の包括利益累計額 20,667 18,838
新株予約権 213 491
非支配株主持分 1,458 1,470
純資産合計 252,906 250,746
負債純資産合計 298,939 307,401

科　目
当第2四半期
2020.3. 1 から
2020.8.31まで

前第2四半期
2019.3. 1 から
2019.8.31まで

売上高 52,926 63,401
　売上原価 19,577 22,892
売上総利益 33,349 40,509
　販売費及び一般管理費 27,833 30,319
営業利益 5,516 10,190
　営業外収益 1,074 1,182
　営業外費用 1,071 730
経常利益 5,519 10,641
　特別利益 1 —
　特別損失 5 4
税金等調整前四半期純利益 5,515 10,637
法人税等 1,702 2,955
四半期純利益 3,813 7,681
非支配株主に帰属する四半期純利益 119 133
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,693 7,548

連結貸借対照表 （単位:百万円）

連結損益計算書 （単位:百万円）

(      　 ) (      　 )

科　目
当第2四半期
2020.3. 1 から
2020.8.31まで

前第2四半期
2019.3. 1 から
2019.8.31まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,156 7,913

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,198 △ 4,655

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,612 △ 4,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 480 △ 813

現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額
（ △ は 減 少 額 ） 8,261 △ 2,436

現金及び現金同等物の期首残高 86,996 88,782

現金及び現金同等物の四半期末残高 95,258 86,345

(      　 ) (      　 )

-10,000

0

10,000

20,000

キャッシュ・フローの推移
（単位:百万円）

第117期第2四半期
（2018. 8）

営業活動CF 投資活動CF 財務活動CF
第118期第2四半期
（2019. 8）

第119期第2四半期
（2020. 8）

△4,655
△2,056 △3,612△4,880△3,612

7,1887,913

4,156

8,198

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位:百万円）

負債
当第2四半期末の負債合計は、前期末と比較して
106億2千1百万円減少し、460億3千3百万円と
なりました。主な増減は、支払手形及び買掛金

（36億8千9百万円減）電子記録債務（19億6千1
百万円減）及び未払法人税等（39億7千6百万円 
減）です。

純資産
当第2四半期末の純資産合計は、前期末と比較
して21億5千9百万円増加し、2,529億6百万円
となりました。主な増減は、その他有価証券評
価差額金（32億9千3百万円増）及び為替換算調
整勘定（15億5千7百万円減）です。

売上高・営業利益
当第2四半期までの売上高は前年同期比16.5%
減の529億2千6百万円となりました。国内市場
において、医療用医薬品事業は、二度の薬価改
定や、後発品使用促進策による影響に加え、新
型コロナウイルス感染症拡大による受診抑制の影
響などもあり、減収となりました。
一般用医薬品事業は、全般的に新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受けました。イベントの
中止や店頭販促活動自粛、訪日外国人の大幅な
減少による「サロンパス®」の売上減少、また、花
粉の飛散量減少及び外出自粛による鼻炎治療剤
市場の縮小による「アレグラ®FX」の売上減少な
どもあり減収となりました。
海外市場では、医療用医薬品事業は米国にて

資産
当第2四半期末の総資産は、前期末と比較して
84億6千1百万円減少し、2,989億3千9百万円と
なりました。主な増減は、現金及び預金（99億8
千7百万円増）及び受取手形及び売掛金（172億7
千6百万円減）です。

Po
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t

1

投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは81億9
千8百万円の収入（前年同期は46億5千5百万円
の支出）となりました。これは主に、有価証券
の減少額（103億3千9百万円）及び有形固定資
産の取得による支出（23億6千5百万円）などに
よるものです。

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは41億5
千6百万円の収入（前年同期は79億1千3百万円
の収入）となりました。これは主に、税金等調
整前四半期純利益（55億1千5百万円）、売上債
権の減少額（168億4千3百万円）、仕入債務の
減少額（52億3千9百万円）及び法人税等の支払
額（52億円）などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは36億1
千2百万円の支出（前年同期は48億8千万円の
支出）となりました。これは主に、配当金の支
払額（33億9千3百万円）などによるものです。
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「SECUADO®」の販売を開始しましたが、その
他の製品が後発品の影響を受け減収となりまし
た。一般用医薬品事業は、積極的な販促活動
を展開したものの、新型コロナウイルス感染症
拡大による各国の外出規制等の影響や円高の
影響を受け、減収となりました。
営業利益は売上の減少に加えて、売上原価率上
昇により前年同期比45.9％減の55億1千6百万
円となりました。
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連結財務諸表（要約）
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株主名 持株数（千株）
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6,959
日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社（信託口） 5,568

株式会社日本カストディ銀行 
（りそな銀行再信託分・株式会社西日本シティ銀行退職給付信託口） 4,370

野村信託銀行株式会社 
（退職給付信託三菱UFJ銀行口） 4,307

日本生命保険相互会社 3,910
株式会社福岡銀行 3,621
株式会社佐賀銀行 2,356

代 表 取 締 役 社 長 中　冨　一　榮 取 締 役 村　山　進　一 常　勤　監　査　役 中　冨　舒　行
専 務 取 締 役 杉　山　耕　介 取 締 役 市　川　伊三夫 常　勤　監　査　役 平　野　宗　彦
常 務 取 締 役 髙　尾　信一郎 取 締 役 古　川　貞二郎 監　　　査　　　役 小　野　桂之介
取 締 役 鶴　田　敏　明 取 締 役 安　西　祐一郎 監　　　査　　　役 徳　永　哲　男
取 締 役 齋　藤　　　久 取 締 役 松　尾　哲　吾
取 締 役 堤　　　信　夫

 （注）監査役 小野桂之介、徳永哲男は、社外監査役です。

 （注）取締役 市川伊三夫、古川貞二郎、安西祐一郎、
　　　　松尾哲吾は、社外取締役です。

会社の概要

取締役及び監査役（2020年8月31日現在）

株式の状況

大株主

所有者別
分布状況

株価の推移

発行可能株式総数 380,000,000株
発行済株式の総数 85,164,895株
株主数 5,794名

創　業 弘化４年（1847年）
設　立 昭和19年５月22日
資本金 8,473,839,816円
従業員 2,786名
事業所

金融機関 51.50%
その他の法人 20.54%
個人 9.96%
外国人   12.66%
証券会社 1.35%
自己名義     3.99%

金融機関 51.50%
その他の法人 20.54%
個人 9.96%
外国人   12.66%
証券会社 1.35%
自己名義     3.99%

事業年度 3月1日～翌年2月末日
定時株主総会 毎年5月に開催
配当金受領 2月末日
株主確定日 中間配当金を支払うときは、8月31日
基 準 日 定時株主総会の基準日は2月末日とします。
 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告します。
公告方法 電子公告により公告
 https://www.hisamitsu.co.jp/ir/koukoku.html
  ただし、やむを得ない事由により電子公

告を行うことが出来ない場合は、日本経
済新聞に掲載する方法により行います。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社特別口座の口座管理機関 
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 東京都府中市日鋼町一丁目1番
 TEL. 0120-232-711（通話料無料）
 郵送先 〒137-8081
 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
上場証券取引所 東京・名古屋証券取引所　
 各市場第1部及び福岡証券取引所
証券コード 4530 

（ご注意）
1.  株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きに

つきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）
で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合
せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませ
んのでご注意ください。

2.  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱
UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座
管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀
行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3.  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいた
します。

株式に関するお手続きについて
特別口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先
●  特別口座から一般口座への     

振替請求
特 別 口 座 の
口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
東京都府中市日鋼町一丁目1番
TEL. 0120-232-711（通話料無料）
[郵送先] 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

［手続き書類のご請求方法］
○インターネットによるダウンロード
　https://www.tr.mufg.jp/daikou/

●  単元未満株式の買取（買増） 
請求

●  住所・氏名等のご変更
●  特別口座の残高照会
●  配当金の受領方法の指定（＊）
●  郵送物等の発送と返戻に関    

するご照会
株 主 名 簿
管 理 人

●  支払期間経過後の配当金に  
関するご照会

●  株式事務に関する一般的な    
お問合せ

（＊）特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株
式数比例配分方式はお選びいただけません。

証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

●  郵送物等の発送と返戻に関 
するご照会

株 主 名 簿
管 理 人

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
東京都府中市日鋼町一丁目1番
TEL. 0120-232-711（通話料無料）
[郵送先] 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

●  支払期間経過後の配当金に 
関するご照会

●  株式事務に関する一般的な 
お問合せ

●  上記以外のお手続き、ご照 
会等

口座を開設されている証券会社等にお問合せくだ
さい。（円）
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

 https://www.hisamitsu.co.jp/

株式に関するお問合せ先 
久光製薬株式会社　　
九州本社総務部　株式課
〒841-0017　佐賀県鳥栖市田代大官町408番地
TEL. 0942-83-2101　FAX. 0942-83-6119
商品に関するお問合せ先
久光製薬株式会社　東京本社　
お客様相談室
フリーダイヤル　0120-133250
受付時間 9:00～17:50（土日、祝日、会社休日を除く）

最新の会社情報を当社ウェ
ブサイトに掲載しておりま
す。今後も、株主・投資家
の皆様にお役立ていただ
けるようさらなる工夫を加
え、掲載情報のより一層の
充実を図ってまいります。

ウェブサイト

 営業所 さいたま営業所、千葉営業所、横浜営業所、
金沢営業所、京都営業所、高松営業所

海外 ヒサミツ ユーエス インコーポレイテッド（米国）、
ヒサミツ アメリカ インコーポレイテッド（米国）、
ノーベン ファーマシューティカルス（米国）、
ヒサミツ ファルマセウティカ ド ブラジル リミターダ（ブラジル）､
ヒサミツ ユーケー リミテッド（英国）、
ヒサミツ イタリア S.r.l.（イタリア）、
ヒサミツ ベトナム ファーマシューティカル カンパニーリミテッド（ベトナム）、
久光製薬技術諮詢（北京）有限公司（中国）、
久光製葯（中国）有限公司（中国）、
久光製藥（香港）有限公司（中国）、
Ｐ.Ｔ.ヒサミツ ファルマ インドネシア（インドネシア）
他3社

国内 株式会社CRCCメディア（福岡県）、
佐賀シティビジョン株式会社（佐賀県）、

 株式会社タイヨー（佐賀県）、
 SAGA久光スプリングス株式会社（佐賀県）

久光エージェンシー株式会社（福岡県）

 工場 宇都宮工場、鳥栖工場
 研究所 筑波研究所、鳥栖研究所

 九州本社（本店） 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地
 東京本社 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
 支店 札幌支店、仙台支店、東京第一支店、

東京第二支店、名古屋支店、大阪支店、
広島支店、福岡支店、台北支店、
シンガポール支店、マニラ支店

子
会
社

当
　
社
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