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伊丹名所図会【vol.1】
有岡城跡 （兵庫県伊丹市伊丹１丁目）
南北朝時代に伊丹氏によって築かれた伊丹城は、荒木
村重の時代に大改修を施され「有岡城」と名を改められま
した。大河ドラマの主人公「黒田官兵衛」が説得交渉に
赴き、幽閉されてしまった事でも有名です。その後、有岡
城は落城、官兵衛は家臣の栗山利安によって救出されま
した。織田信長の家臣である池田之助が次の城主となり
ましたが、城主の転封に伴い、廃城とされ現在に至って
います。



当期の業績と来期の見通しについて説明します

グループ規模が拡大し、売上高、利益ともに
過去最高を記録しました。
当期における国内経済は、積極的な経済政策を背景に円安・
株価上昇が進み、企業収益の改善傾向が見られました。一方で、
４月からの消費増税による影響が懸念されるなど、依然として
先行き不透明な状況で推移しました。
当社グループの関連する業界では、情報通信端末事業に

おいては、スマートフォンやタブレット型多機能端末市場が引き
続き拡大しています。情報通信システム事業においては、国民

の安心・安全な暮らしを守る
社会インフラの整備・強化
が求められています。
また、総務省により
700/900MHz帯周
波数再編が進められ
ています。

当期の業績とその背景について

259.2億円売上高 40.1%の増加

前期との比較当　期

11.5億円営業利益 73.9%の増加

11.3億円経常利益 73.6%の増加

6.5億円純利益 46.9%の増加

代表取締役社長

西岡 伸明

Q 1 このような状況下、当社グループはスマートフォン市場の
拡大などに伴う販売単価の上昇ならびに携帯端末修理再生
事業における受付台数の増加、情報通信システム事業における
周波数帯再編需要の取り込み、公共向け監視システム・警報
システムやＭＣＡ防災行政無線などの防災・減災案件の
増加、ＩＰ無線事業（携帯電話網を活用した無線）の拡大に加え、
２０１３年７月のコーナン電子株式会社の全事業承継、鳥取
ケーイーシー株式会社の子会社化により、前期に比べ大幅に
規模が拡大しました。その結果、前期比74億17百万円の増収
となり、過去最高の売上高となりました。また、ＩＰ無線システム
をはじめとする各種システム開発・販売促進、社内体制強化
など積極的な投資を推進したことで販売費及び一般管理費が
増加しましたが、売上高増加による売上総利益の増により、
営業利益、経常利益は前年度に比べ大幅増となりました。この
結果、当期純利益は、前年度比２億８百万円の増加となり過去
最高の業績となりました。

当期の業績について
Top Message01



１株当たり配当は当期35円、
次期は45円※を予定しています。
当社グループは、株主に対する利益配分を経営の最重要
政策の一つと考えており、会社の競争力を維持・強化して株主
資本の拡充と同利益率の向上を図るとともに、配当の安定化
に努める方針です。
内部留保資金については、今後予想される経営環境の変化

に対処すべく、通信関連新規分野への取り組み強化及び市場
ニーズに応える技術力の強化を図るために、有効に投資して
いきたいと考えています。
当期の配当については、１株当たり35円とさせていただきま

した。また、次期の配当については、これまで年１回期末配当と
して剰余金の配当を行ってきましたが、株主の皆さまへの利益
還元の機会を充実させる目的で、2014年９月30日を基準日と
する中間配当を実施します。なお、配当については、１株当たり
45円（中間配当20円、期末配当25円）を予定しています。

配当について
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※ 中間配当20円、期末配当25円

ICTソリューション企業として、
さらなる成長を目指します。
当社グループは、ＩＣＴソリューション企業として企業価値拡大

に向け、「市場浸透」「新製品開発」「新市場開拓」「多角化」
「企業体質強化」を中長期の経営戦略に掲げ、次の５点の戦略
に果敢に取り組んでいきます。
❶ 市場浸透戦略
営業力強化・技術力強化による既存顧客への販売量増加、
潜在顧客の掘り起こしなどをしていきます。

❷ 新製品開発戦略
開発力強化（開発リソース強化）による業容拡大をします。
既存顧客への新システム投入・更新需要などに応えていき
ます。

❸ 新市場開拓戦略
マーケティング力強化が必須となり、また、既存の営業力・
技術力で新市場進出・新顧客開拓を図ります。「安心・安全」
分野から新たな市場に横展開します。

❹ 多角化戦略
製造領域への進出、新たな製品・サービスの開発により、
新市場への進出を目指します。

❺ 企業体質強化戦略
西菱電機グループの成長を支える人材強化、財務体質強化、
付加価値・生産性の向上等の横断的戦略を推進します。

成長のための取り組みについてQ 2 Q 3

当期の業績について
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■ 情報通信端末事業 ■ 情報通信システム事業

情報通信システム事業の連結業績は、前期に比べ増収増益
となりました。
700/900MHz帯周波数再編需要の取り込み、ソフトバンク

モバイル株式会社様向けＩＰ無線事業の拡大、監視システム・
警報システムやＭＣＡ防災行政無線システムなどの防災・減災
案件が増加したことに加え、2016年のタクシー無線デジタル
化期限を前に、タクシー向け自動配車システムの販売が伸長
しました。また、京都・阪神競馬場の映像配信運営や、ＭＣＡ
無線機・ＣＣＴＶ監視カメラをはじめとする、各種通信・映像シス
テム保守業務などのストックビジネスは引き続き堅調に推移し
ました。
これらの結果、情報通信システム事業の売上高は170億
76百万円（前期比53.7％増）、営業利益は18億17百万円
（同34.5％増）となりました。

情報通信端末事業の連結業績は、前期に比べ増収増益とな
りました。
携帯電話販売がスマートフォン市場の拡大に伴い堅調に推移

しました。携帯端末修理再生では、事業が本格稼働したことに
加え、市場におけるスマートフォン稼働台数の増加などから修理
受付台数が増加しました。パソコン販売では、WindowsXPの
メーカーサポート終了に伴う更新需要や消費税増税前の駆け
込み需要があったことなどから、販売台数が増加しました。
これらの結果、情報通信端末事業での売上高は88億50百
万円（前期比19.7％増）、営業利益は７億16百万円（同74.7％
増）となりました。

88.5億円売上高 19.7%の増加

前期との比較当　期

7.1億円営業利益 74.7%の増加

170.7億円売上高 53.7%の増加

前期との比較当　期

18.1億円営業利益 34.5%の増加

携帯ショップの運営 携帯端末の修理再生 ＭＣＡ防災行政無線システム タクシー向け自動配車システム

セグメント別の業績についてQ 4

当期の業績について
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積極経営を推進し、一層の飛躍を目指します。
経済・金融政策による効果が下支えする中で、引き続き緩や

かに景気は浮揚すると見られるものの、消費増税の影響など
悪化懸念は依然残っています。
情報通信端末事業における携帯電話販売では、スマート

フォン市場で低廉なＭＶＮＯ端末の登場、新料金プランの発表
など、大きな転換期を迎えることが予想される中、顧客満足度
の向上を目指し、お客様にお選びいただける店舗づくりに取り
組みます。店舗運営システムについては納入済みの株式会社
ＮＴＴドコモ関西支社様以外の地域及び異業種への拡販に引き
続き取り組みます。携帯端末修理再生事業では、修理再生事業
のシェア縮小など事業環境の厳しさが予想されることから、
生産性の向上に取り組みます。また、パソコン販売では、パソ
コンに関するソリューションに積極的に応え、地域に密着した
店舗づくりを推進します。
情報通信システム事業においては、周波数帯移行需要が終息

するものの、引き続き公共投資は堅調に推移すると予測され
る中、ＭＣＡ防災行政無線や監視システム・警報システムなどを
中心に防災・減災需要の取り込み、保守などストックビジネスの

確保に取り組みます。民間向けでは、システム技術力・営業力の
強化を図り、お客様のニーズに合わせた各種情報通信システム
によるソリューションの提供を実現するとともに、ソフトバンク
モバイル株式会社様向けに当期に発売を開始したハンディ型
業務用ＩＰ無線機の積極的拡販やデジタル化期限を迎えるタク
シー向け自動配車システム更新需要の取り込みなどを図ります。
また、昨年度事業承継したコーナン電子株式会社及び鳥取
ケーイーシー株式会社を含めたグループ付加価値のさらなる
向上に努めます。
これらにより、2015年３月期の売上高は240億円と、前期に
比べて約19億円減りますが、引き続き200億円を超える規模
を目指します。営業利益・経常利益は、売上高の規模減に加え、
事業規模拡大に伴う人材増強や製品競争力強化・新規メニュー・
新規顧客開拓を目的に、開発費などが
増加することにより前期に比べ減益
となり、その結果、当期純利益
は4億80百万円となる
見通しです。

次期の見通しについてQ 5

当期の業績について
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SoftBank301SJ

「SoftBank301SJ」特集
ハンディ型の業務用ＩＰ無線機を全国で販売開始

　ソフトバンクテレコム株式会社様（本社：
東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：孫
正義、以下「ソフトバンクテレコム」）と連携
して、2014年2月から、全国の工事業、運送業、
警備業者向けにハンディ型の業務用IP無線機
「SoftBank 301SJ」（西菱電機製）の販売を
開始しました。「SoftBank 301SJ」は持ち
歩きに便利なハンディ型です。携帯電話網を
活用しており、プラチナバンドを含むソフト
バンクモバイル様の通信サービスエリア内
であれば、どこでも通信・音声通話（単方向）

ができ、従来の業務用無線のような無線免許申請や無線資格従事
者による工事は不要です。プレストークによる一斉・グループ・個別
の呼び出しやGPSによるトラッキング、動態管理などの需要にも
対応しています。また、感圧式タッチパネルディスプレイを採用して
おり、手袋をした状態でも操作可能です。防水・防塵性能も備えて
おり、過酷な使用環境にも耐え得る製品です。今後は、タイピン型の
マイクやスピーカーマイクなどの周辺機器を提供し、ユーザーの
仕事現場での利便性向上を図っていく考えです。
引き続きソフトバンクテレコム様と当社は連携して、お客さまの

ニーズにお応えする携帯電話網を活用した業務用無線サービスの
提供に努めてまいります。

■ サービス概念図

営業所・指令所
ハンディ型IP無線機
SoftBank 301SJ

車載型IP無線機
SoftBank 201SJ

ソフトバンクモバイル網

デジタル
携帯通信

デジタル
携帯通信

デジタル
携帯通信

IP無線機
301SJ

SEIRYO VOICE ～ビジネスの現場から～
SEIRYO VOICE  ～ From the Business Forefront ～05



「ものづくり」の難しさを地道な努力で乗り越える

情報通信ソリューション事業部
ICT開発部　技術１課長 柳沢 准弥

当社は、システムインテグレーターとして既存
の製品を用いたソリューションの提供が中心で、
本格的なハードウェアの企画・開発から携わる
チャンスはあまりありませんでした。そのため、
本製品では「ものづくり」の難しさに直面し、日々
起きる技術的な課題と格闘する毎日でした。特に
防水性能の確認では、真冬の屋外や海外の工場で

何台も水を掛けては分解して確認するという
地道な検証を行うこととなりました。今後の
展開としては、タッチパネルや日本語入力機能
を活かして、情報端末としての幅広い活用方法
を模索していきたいですね。

開
発
企
画
・
設
計
担
当

海外での生産においても高品質なジャパンクォリティを確保

情報通信ソリューション事業部
品質保証部長 田中 宏征

開発段階からキャリアの検証部門及び当社開
発部門と協力し、キャリアブランド製品端末として
性能保証が出来るように努めました。
今まで、携わってきた情報通信機器と異なり
量産品の開発・生産となった事から直接、中国の
委託工場に赴いて製造品質改善に取り組みました。
今回の中国での業務は、国民性の違いなどを

乗り越えて実現したものづくりで
あり、経験を通して得たものは
大きかったです。今後一層お客様
にとって使いやすい無線機をご
提供していきたいと思います。

品
質
保
証
・
生
産
管
理
担
当

代理店様やユーザー様からの要望を企画提案に結び付ける

情報通信販売事業部
情報通信営業部長 橋本 徹

製品企画、価格交渉、営業全般を担当しました。
昨年度の車載型IP無線機２０１SJの販売に続き、
代理店様やユーザー様から多数要望が出ていた
ハンディ型IP無線機を、営業として企画し、従来
の業務用無線機のイメージを残しつつ、それで
いてIP無線機の特徴も引き出せる３０１SJをソフト
バンク様に提案して製品化し、発売することが

できました。営業としては非常に期待してい
ます。今後は、本製品を利用したソリューション
を開拓し、業務用無線機ユーザーだけでなく、
携帯電話ユーザーの取り込みも狙って行きた
いと考えています。

営　
　

業

SEIRYO VOICE ～ビジネスの現場から～
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災害発生時に、できる限り多くの住民に迅速に防災情報を伝達
するためには、情報伝達手段の多様化が欠かせません。そこで
有効なのが「多様化サーバ」（J-ALERT自動起動装置）。消防庁から
配信されるJ-ALERT情報などと連携し、複数の情報伝達手段に
対し、一斉に情報を配信するシステムです。これまで防災行政無線
による音声配信のみだった住民への災害情報提供を、複数の情報
伝達手段に多様化することができます。防災行政無線はもとより、
ＭＣＡ無線、緊急速報「エリアメール®」＊１、メール配信及びホーム
ページへの情報掲載など、多様な情報伝達手段への情報配信が
たった一つの操作で確実かつ迅速に行える＊2ようになります。
＊１ 「エリアメール」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
＊2 システムによっては接続できないものもあります。

三田市（兵庫県）、門真市（大阪府）、向日市（京都府）などに当社
クラウド式雨量情報配信サービスの提供を開始いたしました。
本サービスは当社のクラウドサーバを
通して、各地の雨量計測装置からの情報
を取得し、ウェザーニューズのサーバに
送ることで、リアルタイムで気象情報を
配信することができます。また、クラウド
化により自治体様のイニシャルコスト・
ランニングコストの削減、維持管理負担
の軽減、監視業務の効率化などのメリット
もあり、より高精度な行政サービス提供
の一翼を担っています。

ソフトバンクモバイル様は、スマートフォンなどを今までより
もつながりやすくするため、障害物を回り込んで伝わる性質を
持つ利用価値の高い周波数帯、いわゆる「プラチナバンド」の
割り当てを総務省より受けられました。
ソフトバンクモバイル様が、その周波数を利用してサービス

を拡大し、つながりやすくするためには、既にその周波数帯を
使用していたＭＣＡ無線システムなどを別の周波数帯に移す
必要がありました。そこで、当社をはじめとする無線機器代理店
がご協力させていただき、当期の業績に大きく寄与したのが
『ＭＣＡ無線周波数移行』業務です。

ＭＣＡ無線周波数移行とは

■ 防災情報多様化システム

三田市防災・
気象情報サービス

多様化サーバ（J-ALERT自動起動装置）を開発

クラウド式雨量情報配信サービスを提供

J-ALERT
通信衛星

消防庁

情報無線
（防災行政無線
MCA無線）

エリア
メール＊１

各種メール
配信 その他

自治体
ホーム
ページ

受信装置 防災担当者

防災情報多様化サーバ

TOPICS

ビジネストピックス
Business Topics07



コミュニティ放送局「エフエムいたみ」からの各種インフォメー
ションや伊丹市からの災害情報・緊急情報などを伊丹市内36か所
から発信する当社開発のデジタルサイネージ「まちかど電子情報
提供システム」。当社は、2011年よりシステムの納入・運営を担っ
てきました。
このたび、地域貢献の一環

として運営主体である伊丹
コミュニティ放送様に同シス
テム一式を寄贈し、37か所
目となるJR伊丹駅「伊丹市
立観光物産ギャラリー」から
市民の皆さまへの情報発信
を開始しました。

当社はこのほど、米国に本社を置く芝メンテナンス機器の世界的
トップメーカー、The Toro Company（以下、Toro社)の日本
支社と、当社開発のゴルフ場散水システム通信回線無線化装置
（TAS）を日本国内で独占供給する契約を締結しました。TASは散水
システムを無線化することを可能にした製品です。従来であれば
必要であったケーブルの敷設およびコースを掘り返すメンテナンス
工事が必要なくなり工期短縮と費用削減を実現。ケーブルを介した
誘導雷がなくなるのもメリット
です。さらに、携帯電話会社が
提供する通信回線網を利用し
ているため、携帯電話会社の
エリア内ならば、どこでも無線
化が可能です。 ゴルフ場の散水システムまちかど電子情報提供システム（JR伊丹駅）

兵庫県の加古川市消防本部と小野市消防本部へ、高所カメラ
システムを納入しました。本システムでは、消防指令台システムと
監視カメラが連動、指令台より緊急事案の発生した緯度・経度情報、
地点名のデータを取得し、自動的に緊急事案発生場所が表示され
るようにカメラを旋回させると共に、カメラの向いている位置・
方向から、地点名称（例：○○町等の地名）を表示します。これにより、
迅速かつ正確に緊急活動の支援
を行うことが出来ます。また、24
時間の監視映像の蓄積や、外部
関連機関との映像情報の共有
など、地域の安全を守るための
様々な機能を兼ね備えています。 小野市に設置した設備

当社はこのほど、ホームページの内容・デザインを一新いたし
ました。新たなホームページでは、「個人投資家の皆様へ」という
特集ページを設け、株主様はも
ちろん、当社への投資をお考え
の個人投資家の方にも当社を
ご理解いただきやすくなってお
ります。また、各種ページの掲載
内容も充実し、情報発信力を強
化しております。ぜひ一度ご覧く
ださい。

リニューアルしたホームページ

散水システム通信回線無線化装置を独占供給デジタルサイネージ設備を寄贈

当社ホームページリニューアル消防用高所カメラシステムを納入

ホームページアドレス 
http://www.seiryodenki.co.jp/

ビジネストピックス
Business Topics 08



記載されている将来に関する予想については、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいて行った予想であり、
実際の業績は、さまざまな要素により、これらの予想とは異なる結果となる場合があることをご承知おきください。将来の予想について

2014年3月期第３四半期より、共通費配賦方法を変更し、管理部門で発生した費用については、
セグメント利益又は損失の「調整額」として計上する方式に変更しております。上記の情報は全て、変更後の方法で記載しております。セグメントの営業利益について

情報通信端末事業 情報通信システム事業

セグメント別売上高／営業利益※ （単位：百万円）

30,000

20,000

10,000

0
’12/3’11/3’10/3

15,953

売上高※ （単位：百万円）

’13/3

15,373

’15/3’14/3

1,200

900

600

300

0
’12/3’11/3’10/3

268

営業利益※ （単位：百万円）

’13/3 ’15/3

1,155

’14/3

664

’12/3’11/3’10/3

673

241

経常利益※ （単位：百万円）

’13/3

105

’15/3

1,137

’14/3

655

15,000

10,000

5,000

0
’12/3’11/3’10/3

9,717
8,347

総資産※ （単位：百万円）

’13/3 ’14/3

11,490

1,500

1,200

900

600

300

0
’12/3’11/3’10/3

一株当たり純資産＊ （単位：円）

’13/3

1,198

’14/3

1,312

情報通信端末事業

2,000

1,500

1,000

500

0

4,000

3,500

2,000

1,000

0

700

350

0

△350

△700

’12/3’11/3’10/3

334

74

当期純利益※ （単位：百万円）

’13/3

△463

’15/3’14/3

444

820
（予想）

1,200

900

600

300

0

800
（予想）

1,445480
（予想）

12,000

9,000

6,000

3,000

0
’10/3

6,686

’11/3

5,800

’12/3

5,979

’13/3

7,396

’14/3

8,850

469

20,000

15,000

10,000

5,000

0
’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3

17,076

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
＊記載金額は円未満を四捨五入して表示しております。

■■ 売上高 ■■ 営業利益 ■■ 売上高 ■■ 営業利益

14,825652

9,666

1,354 1,346

13,666

24,000
（予想）

717

110

7,866
11,112

1,128
700

1,817

670

1,351

25,926

18,508

168
410

9,267 9,393

285

716

連結財務データ
Consolidated Financial Data09



会社概要 （2014年3月31日現在）

西菱電機株式会社
SEIRYO ELECTRIC CORPORATION

〒664-0847
兵庫県伊丹市藤ノ木3丁目5番33号

1966年12月6日

5億23百万円

代表取締役社長　西岡 伸明

３２１名（連結５３７名）　

三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行

※ 自己株式1,691株は「個人・その他」に含めて計算しております。
※ 株式数は小数点以下を切り捨てて表示しております。

持株数
（千株）

所有者数
（名）

比率
（%）

役 員

西岡 伸明

後呂 勝博

西井 希伊

濱津 俊男

藤原 敏夫

秦 康明

池内 久夫

森 弘史

（2014年6月25日現在）

商号

本社所在地

設立

資本金

代表者

従業員数

主要取引銀行

代表取締役社長

専務取締役

常務取締役

取締役

取締役

常勤監査役

監査役

監査役

株式の状況
12,000千株

3,500千株

489名

（2014年3月31日現在）

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株主数

所有者別株式分布状況

2,093

874

459

43

28

3,500

59.82

24.99

13.13

1.24

0.81

100.00

451

14

6

10

8

489

（2014年3月31日現在）

個人・その他

その他の法人

金融機関

金融商品取引業者

外国法人等

合　　　計

持株数（千株）
株主名

当社への出資状況

議決権比率（%）

大株主

812

614

280

232

125

83

59

48

43

41

23.21

17.55

8.00

6.64

3.58

2.37

1.68

1.37

1.22

1.17

（2014年3月31日現在）

三菱電機株式会社

西岡　伸明

西岡　孝

西菱電機従業員持株会

株式会社三菱東京UFJ銀行

三菱UFJ信託銀行株式会社

株式会社三井住友銀行

今給黎　孝

秦　康明

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

会社概要・株式情報
Company Overview and Stock Information 10



株主メモ
3月31日

6月下旬

期末配当受領株主確定日　3月31日
中間配当受領株主確定日　9月30日

定時株主総会　3月31日
その他必要がある場合は、取締役会で決議し、
あらかじめ公告して基準日を定めます。

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
　　0120-094-777

電子公告の方法により行います。
ただし、やむを得ない事由により電子公告を
することが出来ない場合は、日本経済新聞に
掲載します。
公告掲載URL http://www.seiryodenki.co.jp/

決 算 期 日

定 時 株 主 総 会

剰 余 金 の 配 当

株 主 確 定 基 準 日

株 主 名 簿 管 理 人

特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先

公 告 の 方 法

（ご注意）

１．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信託銀行の全国各支店でもお取次ぎいた
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。 
  

兵庫県伊丹市藤ノ木3-5-33 

兵庫県尼崎市猪名寺1-35-15 

大阪市西区京町堀1-8-33 

東京都港区芝大門1-1-30

神奈川県横浜市西区南幸2-20-5

東京都江戸川区東葛西9-3-6

主な事業所

携帯電話ショップ

グループ会社

パソコンショップ

大阪府豊中市新千里東町1-3
　千里中央センター専門店街せんちゅうパル2F

兵庫県宝塚市山本南1-26-28

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1
　イオンモール伊丹4F

大阪府吹田市山田西4-1-2
　デュー阪急山田2F

大阪府吹田市山田市場10-5

兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1
　イオンモール猪名川ショッピングセンター2Ｆ

大阪府豊中市新千里東町1-3
　千里中央センター専門店街せんちゅうパル1F

兵庫県明石市本町2-1-1 インティ明石ビル1F

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1 
　イオンモール伊丹3F

大阪府吹田市津雲台1-1-30
　ガーデンモール南千里1F

大阪府豊中市新千里東町1-5-2
　千里セルシー 2F

大阪府箕面市今宮1-8-22

事業所紹介

大阪市北区堂島2-1-7

神奈川県横浜市西区南幸2-20-5

兵庫県伊丹市北河原1-2-7

鳥取県鳥取市東品治町102

本社

猪名寺事業所

大阪支社

東京支社

神奈川営業所

東日本端末修理センター

〒664-0847

〒661-0981

〒550-0003

〒105-0012

〒220-0005

〒134-0084

〒560-0082

〒665-0882

〒664-0847

〒565-0824

〒565-0822

〒666-0257

〒560-0082

〒673-0892

〒664-0847

〒565-0862

〒560-0082

ドコモショップ千里中央店

ドコモショップ宝塚山本店

ドコモショップ
イオンモール伊丹店

ドコモショップ
デュー阪急山田店

ドコモショップ山田南店

ドコモショップ
イオンモール猪名川店 

auショップ
せんちゅうパル南口

ａｕショップ明石

auショップ
イオンモール伊丹

ａｕショップ
ガーデンモール南千里 

ソフトバンク千里セルシー

PC DEPOT 箕面店 〒562-0033

〒530-0003

〒220-0005

〒664-0837

〒680-0835

コムテックサービス（株）

（株）スズキエンジニアリング

コーナン電子（株）

鳥取ケーイーシー（株）

株主メモ/事業所紹介
Stock Information / Office11




