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第120期 第2四半期（中間期）決算を終えて
2021年3月1日から2021年8月31日まで

久光製薬アートプロジェクト参加作品



■ 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、様々な要因により見通
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・広告を意図するものではありません。
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経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤
「ジクトル®テープ75㎎」

新発売と効能追加承認申請のお知らせ

原発性手掌多汗症治療剤HP-5070
国内第Ⅲ相臨床試験結果のお知らせ

　当社は、原発性手掌多汗症治療剤（開発コード：
HP-5070、一般名：オキシブチニン塩酸塩、以下「本
剤」）の国内第Ⅲ相臨床試験（以下「本試験」）の結果を
得ました。
　本剤は、当社のTDDS技術を用いて開発した塗布剤
です。原発性手掌多汗症患者を対象に実施した本試験
の結果、有効性の主要評価項目において、本剤投与群
のプラセボ投与群に対する統計学的な有意差が認めら
れました。また、安全性に関しても開発上の問題とな
る副作用は認められませんでした。
　今後は、現在実施中の国内第Ⅲ相長期投与試験の結
果を踏まえ、2022年度中の製造販売承認申請を目指
してまいります。

　当社は、2021年5月19日付で薬価収載された経皮吸収型持
続性がん疼痛治療剤「ジクトル®テープ75mg」（一般名：ジクロ
フェナクナトリウム、以下「本剤」）について、同年同月21日に
新発売しました。
　本剤は、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あり、非ステロイド性抗
炎症薬（NSAIDs）を含有する経皮吸収型製剤として、本邦初の
がん疼痛治療剤となります。また同年8月20日には、本剤の腰
痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎への効能追加に
関する承認事項一部変更承認申請を行いました。
　当社は本剤の発売、さらには効能追加が承認されることで、
がん疼痛、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎
に対する治療の新たな選択肢となり、患者さんのQOL（クオリ
ティ・オブ・ライフ）向上に貢献できるものと期待しております。

第120期第2四半期決算のご報告

2022年度中の
製造販売承認申請を目指す

2022年度中の
効能追加に関する承認取得を目指す

代表取締役社長　中冨 一榮

　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。
　新型コロナウイルス感染症により困難に直面されている皆様にお見
舞いを申し上げるとともに、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。
　まず事業の報告に先立ち、本年8月12日に佐賀県から行政処分を受
けた件について、お客様をはじめとする当社の全てのステークホルダー
の皆様に心からお詫び申し上げます。経営陣及び従業員一人ひとりが、
今回の行政処分を真摯に受け止め、社会からの信頼回復に向けて全力
で取り組んでまいります。
　ここに第120期第2四半期（2021年3月1日～2021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今年度に初めて実施さ
れた薬価の中間年改定や、継続的な後発品使用促進策による影響を引
き続き受けましたが、経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療
剤「ハルロピ®テープ」の売上が伸長したことや、デジタルマーケティン
グを効果的に活用したことに加え、2020年4月の全国を対象とした緊
急事態宣言下における受診抑制の反動もあり、増収となりました。
　一般用医薬品事業は、店頭・デジタルマーケティングの双方を活用
した効果的な販促活動を行い、主力商品の「サロンパス®」や「フェイ
タス®」シリーズ、「アレグラ®ＦＸ」が売上を伸ばしたこと等により、増
収となりました。
　海外市場では、医療用医薬品事業は米国で後発品の影響を受けた
ものの、その他の地域では売上を伸ばし、増収となりました。また一
般用医薬品事業は、一部地域においては新型コロナウイルス感染症の
拡大による影響を受けたものの、米国及びアジアを中心としたその他
の地域で売上を伸ばし、増収となりました。
　以上の結果、当第2四半期の連結業績は売上高585億5千1百万円

（前年同期比10.6％増）、営業利益57億6百万円（同3.5％増）、経常利
益68億3千6百万円（同23.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利
益50億2百万円（同35.4％増）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。
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中
なかとみ

冨 博
ひろたか

隆
生年月日：1937年2月6日（享年84歳）

　当社名誉会長 中冨博隆が2021年8月16日に逝去い
たしました。

　中冨博隆は1981年に当社の代表取締役社長に就任
以降、基本方針である「お客様第一主義」を徹底しな
がら、営業現場を重視し「三現主義（現場主義、現品
主義、現実主義）」に取り組み、得意とする貼付剤分野
に集中した経営に努めました。医療用医薬品分野へ本
格的に進出し、1988年には「モーラス®」、1995年に
は「モーラス®テープ」を発売し増収増益を重ね、社業
の発展に尽力しました。　

　ここに生前の皆さまのご厚誼に深く感謝いたします
とともに謹んでお知らせ申し上げます。

第7期中期経営方針「HX2025」

「Hisamitsu Transformation 2025」
新・企業使命

「手当て」の文化を、世界へ。
Promoting “TE-A-TE” Culture Worldwide 

「第7期中期経営方針」策定の背景 
　当社は将来に渡る持続的な成長を遂げる
ため、第6期中期経営方針を策定し、実行
しておりました。一方、新型コロナウイル
ス感染症拡大に端を発した急激な外部環境
の変化や競争の激化などが発生した結果、
進行中であった第6期中期経営方針の前提
条件が大きく異なってまいりました。その
ため、当社は新しく認識した課題の克服
と、2022年2月期（2021年度）を起点とし
た5ヵ年（最終年度2025年度）の目標を確
実に達成すべく、このたび、新たに第7期
中期経営方針を策定いたしました。

新企業使命：「手当て」の文化を、世界へ。 
　当社は創業以来、貼付剤の研究開発、製
造、販売を通して世界中の人々のQOL向
上を目指してまいりました。その中には、
大切な人に手を添え心を込めて癒す、「手
当て」の思いが含まれておりました。これ
からは貼付剤に留まらず、様々な商品、
サービスなどを通じて世界中の人々へ思 
いやりに溢れた「手当て」の文化を広げる
活動を展開していく為、新たな企業使命、 

『「手当て」の文化を、世界へ。』のもと
企業活動を展開してまいります。

団体役職歴

1982年5月～　外用製剤協議会 副会長
1985年3月～　日本OTC医薬品協会 理事
1997年6月～　佐賀県製薬協会 会長
1997年9月～　日本製薬団体連合会 評議員
1998年9月～　日本家庭薬協会 副会長
2015年5月～　日本製薬工業協会 理事

主な受賞
2012年5月 厚生労働大臣表彰
 （厚生労働行政推進功績）
2014年7月 全国発明表彰（特許庁長官賞）
2014年7月 紺綬褒章（公益の為の寄附功績）
2015年4月 経済産業大臣表彰（知財功労賞）
2015年11月 日本赤十字社感謝状
 （多額社資寄付功労）
2016年4月 文部科学大臣表彰（科学技術賞）
2019年5月 旭日小綬章（薬事功労）

略歴

1966年2月 当社入社
1975年4月 取締役
1979年5月 常務取締役
1981年5月 代表取締役社長
2015年5月 代表取締役会長
2020年7月 名誉会長

サロンパスの海外展開
（重点地域への
リソース集中、

新サロンパスの拡大）

痛みのケア
（ジクロフェナク貼付剤、

飲まないがん疼痛治療）

新たな活動
（手掌多汗症の疾患啓発、

経営資源を
活かした事業） 

研究開発力
（製剤開発、

研究体制の再構築）

製造力
（国内工場の再編、
海外生産体制の強化）

販売力
（販促活動×デジタル、
整形外科×ロコモ商品） 

Rxの海外展開
（Novenの収益性改善、

Rxの水平展開）

マイクロニードル
（治療に留まらない

用途開発、
大量かつ安価な供給）

Eco活動
（CO2排出削減、

地球環境に配慮した
商品開発） 

サステナビリティ実現に向けて
マテリアリティ（重要課題）を特定

「手当て」の思いにあふれる
商品・サービスの創出「貼る文化」を世界へ広める

環境経営の
推進

コンプライアンス推進と
ガバナンス強化

高品質な商品・
サービスの供給

地域社会への貢献

医薬品・サービス等および
情報アクセスの向上

責任あるマーケティング・
情報収集活動

D&Iおよび
働き方改革の

推進

「手当て」は、
笑顔をつくる。

新たな
価値創造

医療
アクセス環境

人材

適正情報品質

ガバナンス

地域社会

「Exceed」
“超える”

「Enhance」
“強化する”

 HX2025 活動方針（3E）
「Expand」
“拡大する”

当社が目指す共有価値

2025年度 目標
売上高成長率*1 CAGR5.0%以上
ROE*2 8.0%以上
海外売上高比率 50.0%以上
株主還元 安定的な配当
*1 2020 年度の実績を基準とする
*2 ROE:Return on Equity（自己資本純利益率）
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SNAP SHOTSNAP SHOTSNAP SHOT

LINE公式アカウント
はじめました！

お得なキャンペーン情報や最新ニュースをお届けします！

発売50周年を迎えた「サロンシップ®」からの新提案！
新パッケージ「のびのび®サロンシップ®フィット®」10枚入 新発売！

令和3年8月大雨災害に対する支援活動

　当社では、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、支援物資としてリフレッシュボディシート5,040
枚を無償提供いたしました。
　また被災者支援のため、義援金200万円を日本赤十

　当社初の新パッケージを採用した商品（ポケシップ®）を、2021年8月18日に発売しました。
ESG推進の一環として、当社従来品に比べパッケージのサイズを縮小し、包材使用量を約24％
低減（紙削減量：年間3.0t）することで地球にやさしい「エコ＆コンパクト」パッケージを実現
しました。
　また、ポケットに入れて持ち運びたくなるようなコンパクトさと、シップ剤をティッシュのよ
うに1枚ずつ取り出すことができる利便性の高さを兼ね備えています。

当社の通信販売 Hisamitsu® いきいきOnline®限定で新発売！
機能性表示食品「Hisamitsu® 歩かんと®」

字社佐賀県支部を通じて寄付いたしました。
　久光製薬は、今後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。そして、被
災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

友だち追加は
QRコードから！

　機能性関与成分であるブラックジンジ
ャ ー 由 来 ポ リ メ ト キ シ フ ラ ボ ン を
7.2mg 配 合 し た 機 能 性 表 示 食 品、

「Hisamitsu®歩かんと®」を2021年9月
10日に発売しました。ブラックジンジ
ャー由来ポリメトキシフラボンは、年
齢とともに低下する脚の筋力に作用し、
中高年の方の歩く力を維持することが
報告されています。

\みんなに、エールを。/ ニッポンを元気に！ 東京2020応援キャンペーン 

東京2020大会に関する取り組み

東京2020オリンピック・パラリンピック日本代表選手団への商品提供

WEBショーケーシング「貼るスタ®online」の実施

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向
けて、日本代表選手団に対して、当社商品を提供しま
した。

当社では力を尽くしたすべての選手たちにとって、そして、応援
する方々にとって東京2020オリンピック・パラリンピックを楽
しむ支えとなることを願い、WEBショーケーシング「貼るスタ® 

online」を実施しています。

「ニッポンを元気に！」をテーマにしたキャンペーンを実施しました。

LINE公式アカウント
はじめました！

サロンパス®　40枚
東京2020オリンピック

日本代表選手団
各1,100個

東京2020パラリンピック
日本代表選手団

各500個

のびのび®サロンシップ®フィット®　10枚
エアー®サロンパス®ジェットα　25mL
フェイタス®Zαジクサス®　7枚
キネシオロジーテープ　5本
クールウェアスプレー　50mL
クールジェルシート　2枚
リフレッシュボディシート　5本

期間
2021年6月1日（火）～2021年9月30日（木）
内容
景品として、当社オリジナル東京2020グッズや47都
道府県カタログギフトが当たる豪華なキャンペーン。
また、日本オリンピック委員会（JOC）ならびに日本
パラリンピック委員会（JPC）の活動を応援するため、
皆様のご応募１件につき10円を当社から各々の団体
に寄付いたします。

期間
2021年7月23日（金）～2021年12月31日（金）
内容
スマートフォンの画面上で「はるお」が競技をし、人類が挑戦の末に
打ち立てた世界記録をARで体感できます。

提供日
東京2020オリンピック日本代表選手団：2021年6月28日（月）
東京2020パラリンピック日本代表選手団：2021年8月18日（水）
提供商品
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「サロンシップ®」は、
1971年から発売し、
多くのお客様に支えられ、
おかげさまで
発売50周年を迎えました。 

新商品情報や、LINEお友だち特典など各種キャンペーン
を中心に様々な情報を発信してまいります。また、LINE
のトーク画面から直接Webサイトにアクセスすることが
でき、Webでの注文がより簡単になりました。

「貼るスタ®」ページ画面ARイメージ
※写真はイメージです。



科　目 当第2四半期末
（2021.8.31 現在）

前期末
（2021.2.28 現在）

資産の部
流動資産 206,060 198,061
固定資産 103,522 101,800

有形固定資産 38,368 37,354
無形固定資産 1,503 1,178
投資その他の資産 63,651 63,267

資産合計 309,583 299,861
負債の部
流動負債 31,722 30,057
固定負債 17,324 15,994
負債合計 49,046 46,051
純資産の部
株主資本 234,317 232,707
その他の包括利益累計額 24,369 19,359
新株予約権 234 232
非支配株主持分 1,614 1,510
純資産合計 260,536 253,809
負債純資産合計 309,583 299,861

科　目
当第2四半期
2021.3. 1 から
2021.8.31まで

前第2四半期
2020.3. 1 から
2020.8.31まで

売上高 58,551 52,926
　売上原価 23,120 19,577
売上総利益 35,430 33,349
　販売費及び一般管理費 29,723 27,833
営業利益 5,706 5,516
　営業外収益 1,356 1,074
　営業外費用 226 1,071
経常利益 6,836 5,519
　特別利益 659 1
　特別損失 328 5
税金等調整前四半期純利益 7,168 5,515
法人税等 2,022 1,702
四半期純利益 5,145 3,813
非支配株主に帰属する
四半期純利益 143 119

親会社株主に帰属する
四半期純利益 5,002 3,693

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
2021.3. 1 から
2021.8.31まで

前第2四半期
2020.3. 1 から
2020.8.31まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 14,663 4,156

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 7,164 8,198

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 3,572 △ 3,612

現金及び現金同等物に
係る換算差額 2,116 △ 480

現金及び現金同等物の
増減額 6,041 8,261

現金及び現金同等物の
期首残高 91,354 86,996

現金及び現金同等物の
四半期末残高 97,395 95,258

(      　 ) (      　 )
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キャッシュ・フローの推移

（単位:百万円）

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）

第120期第2四半期
（2021. 8）

△4,655 △4,880△3,612△3,572

7,913

4,156

14,663

△7,164

8,198

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位:百万円）
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自己資本比率

82.6 81.9 84.0 83.6

0

2,500

7,500

5,000

10,000

第117期
第２四半期
（2018．8）

第118期
第２四半期
（2019．8）

第119期
第２四半期
（2020．8）

第120期
第２四半期
（2021．8）

（百万円）

9,158

7,548

3,693

5,002

親会社株主に帰属する四半期純利益
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連結財務諸表（要約）
CONSOLIDATED FINANCIAL DATA

連結第2四半期決算ハイライト
CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHT



株主名 持株数（千株）

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6,691
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,104
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 3,371
久光製薬取引先持株会 2,382

会社の概要 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 6,014名

創　業 1847年（弘化４年）
設　立 1944年５月22日
資本金 8,473,839,816円
従業員 2,825名
事業所

金融機関 51.75%
その他の法人 20.36%
個人 9.95%
外国人   11.92%
証券会社 2.03%
自己名義     3.99%

金融機関 51.75%
その他の法人 20.36%
個人 9.95%
外国人   11.92%
証券会社 2.03%
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　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

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 齋　藤　　　久 取 締 役 安　西　祐一郎 監　　　査　　　役 徳　永　哲　男
取 締 役 堤　　　信　夫 取 締 役 松　尾　哲　吾

 （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。

取締役及び監査役（2021年8月31日現在）
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 営業所 金沢営業所、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）、
ヒサミツ ファーマシューティカル マレーシア Sdn. Bhd（マレーシア）、
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

インフォメーション会社の概況／株式情報 （2021年8月31日現在）
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