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当期の業績総括
当社が位置するICT業界におきましては、業務効率化や生産性向上

を目的とした情報システムの拡充、IT技術の活用によりビジネスモデル
を変革するDX推進などを背景に、コロナ禍による社会変化も相まって、
ソフトウエア関連投資は堅調に推移しております。また、気候変動リス
クへの備えとして、防災・減災の情報システム整備に関するニーズも高
まっております。

このような環境の中、お客様のICTソリューションパートナーとして、
経営ビジョン“ココロ踊る未来を創造するICTデザインパートナー”の
実現を目指し、中期経営計画「FuSodentsuVision2021（FSV2021）」
の最終年度として、業務推進と業績目標の達成に努めてまいりました。

当期における主な活動といたしましては、EncycloWMS（倉庫管理
システム）の販売開始やEncycloBistron（飲食店向けオーダーエント
リーPOSソリューション）におけるクラウド開発や販売促進など、自社ノ
ウハウを活用したパッケージソフト製品の強化に努めてまいりました。
また、地方自治体や官庁などの社会インフラビジネスにおいて、防災・
減災の情報システム整備に関するニーズに対し、当社全国拠点網によ
る取り組みが好調に推移したことが、今期の増収増益の大きな要因と
なりました。経営基盤の強化においては、階層別研修の充実やダイバー
シティの推進、テレワークなどの働き方改革や健康経営に取り組んで
まいりました。

その結果、当期の受注高は40,080百万円（前年同期比7.5％減）、売
上高は43,386百万円（前年同期比7.5％増）となりました。利益につき
ましては、売上高の増加により、営業利益1,521百万円（前年同期比61.2
％増）、経常利益1,657百万円（前年同期比52.1％増）、当期純利益1,108
百万円（前年同期比56.9％増）となり、全ての指標で中期経営計画を上
回る結果となりました。

今後の見通しにつきましては、お客様のICTソリューションパート
ナーとして、経営ビジョン“ココロ踊る未来を創造するICTデザインパー

トナー”の実現を目指し、第2期中期経営計画「FuSodentsuVision 
2024（FSV2024）」を策定いたしました。

中期経営計画では、１.主力ビジネスの拡大、２.サービスビジネスの
強化、３.新分野・新領域への挑戦、４.経営基盤の強化～人を活かす経
営の推進～を基本方針として、80周年さらには100周年に向けた
innovation challengeをスローガンに掲げ、当社の得意分野を強化す
るとともに、新分野・新領域で新たなビジネスを創出し変革を起こすこ
とで、社会的、経済的な価値を生み出し、企業価値の向上と持続的な成
長に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援ご鞭撻を
賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

利益配分に関する基本方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と位置付

け、経営基盤の強化と今後の事業展開に必要な内部留保の充実を
勘案した上で、業績に応じた利益還元と安定的な配当を継続的に
実施することを基本方針としております。
（1） 業績に応じた利益還元として配当性向35％程度を目安に配

当を実施してまいります。
  安定的な配当である普通配当を１株当たり40円（中間配当

20円、期末配当20円）とし、上記の配当性向を目処に計算し
た配当が40円を上回る場合は、その差を業績連動配当とし
て期末に特別配当の実施をいたします。

（2） 予期せぬ急激な業績の悪化や自然災害等により、通常の業
務運営が困難となった場合を除き、１株当たりの配当は年
40円を下回らないものといたします。

この方針に基づき当期の期末配当につきましては、1株当たり
20円に業績連動配当として特別配当を94円増配し、114円（普
通配当20円、特別配当94円）とさせていただきました。なお、中
間配当金20円を含めまして、年間配当金は134円となります。
(注) 2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

行っております。上記の１株当たり配当額については、基準日が2021
年９月30日であるため、当該株式分割前の額を記載しております。

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
さて、当社第76期事業年度（2020

年10月1日から2021年9月30日ま
で）が終了いたしましたので、ここに
事業の概要をとりまとめご報告申し
上げます。

代表取締役社長

有冨英治
2021年12月

■ 配当金の推移 (円)
2018/9 2019/9 2020/9 2021/9

中間配当金 40 40 20 (注)3 20
期末配当金 80 (注)1 95 (注)2 66 (注)2 114 (注)2

年間配当金 120 135 86 (注)3 134
1. １株当たり配当金額には、記念配当が含まれております。
2. １株当たり配当金額には、特別配当が含まれております。
3.  2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

行っており、株式分割を踏まえて換算した中間配当金および年間配
当金を記載しております。

(注)

1 FUSO DENTSU CO., LTD.
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当社は、「ネットワーク」「ソリュー
ション」「ファシリティ」の３つの事業
を柱として、全国54カ所の拠点に要員
を配し、お客様の業務についてのコン
サルティングからシステムの設計・開
発・施工・運用・保守までをワンスト
ップでサービス提供しております。

ネットワーク
ソリューション事業

SIソリューション事業 ファシリティサービス事業

お客様の業務、環境に合わせ
音声通話、LAN、WANなどのネ
ットワークをトータルな視点で
効率化できるよう最適なご提案
をしております。設計・施工・運
用・保守までを一貫してご提供す
ることで、お客様が安心して利用
できる環境を実現しております。

当社が長年にわたり培ってき
た業務ノウハウをベースに、お客
様の業務を効率化するための最
適なソリューションをご提案し
ております。お客様の事業基盤
となるプラットフォームや情報
システムを、多彩なパッケージソ
フトと開発・構築ノウハウにより、
設計・開発・構築・運用・保守ま
でワンストップでご提供してお
ります。

省エネを中心とした設備工事
を展開しております。スーパー、
コンビニエンスストア、病院等の
施設に、CO2排出の削減や省エ
ネをご提案しております。また
省エネ推進の診断から、提案、設
備工事、保守までをサポートする
ことで、お客様のコスト削減を実
現しております。

2014年、当社の取り扱う
幅広い商品やサービスをお客
様の課題や目的別に体系化し
て、「ICTコンビニサービス」
を立ち上げました。お客様の
身近に寄り添い、いつでもど
こでも利用できる街のコンビ
ニのような利便性を追求して
おります。

お客様のICTの課題を
「ICTコンビニサービス」
で解決するビジネス
パートナーを目指して
まいります。

2FUSO DENTSU CO., LTD.
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私たち扶桑電通は、「ネットワーク」「ソリ
ューション」「ファシリティ」の3つの事業を
柱として、全国のお客様の様々なビジネス
シーンをお手伝いしております。

日々当たり前のように使われているシス
テムにも扶桑電通の技術が活用されており
ます。お客様の安心、安全を扶桑電通のサー
ビスは24時間365日支え続けております。

詳細な情報については、当社ホームページより
ご覧いただけます。

あの場所で、
この場所で、
お客様のサービスを
支え続けております。

https://www.fusodentsu.co.jp/

扶桑電通

工場・倉庫
● 情報通信設備工事
● 生産管理システム
● CADシステム
● 物流管理システム
● 監視カメラ

発電所・変電所
● 電力用通信ネットワーク
● 設備工事

建設会社
● 図面スキャニングサービス
● 図面管理システム
● 3次元データ化サービス

図書館
● 図書管理システム
● 入館者管理システム
● 無線LAN（Wi-Fi）
● セキュリティゲート
● 読書通帳機システム

消防署
● 消防・救急デジタル
　 無線システム
● 消防指令システム

3 FUSO DENTSU CO., LTD.

ICT CONVENIENCE SERVICES
ICTコンビニサービス

010_0741501302112.indd   3010_0741501302112.indd   3 2021/12/01   9:32:362021/12/01   9:32:36



カーディーラー
● セキュリティマネジメントシステム
● 間接材調達支援サービス
● テレビ会議システム
● デジタルサイネージ
● LCMサービス

自治体
● 災害対策・防災行政無線
● 住民情報システム
● 総合福祉・介護保険システム
● 水道料金システム
● 地域情報連絡システム

オフィスビル
● UC（ユニファイド・コミュニケーション）
● ビル管理システム
● テレビ会議システム
● 情報セキュリティ対策システム
● 販売・会計・人事給与システム 等

デパート/コンビニ/
スーパーマーケット
● POSシステム
● デジタルサイネージ
● 省エネサービス
● LED照明

データセンター
● クラウドサービス
　 （SaaS,PaaS,laaS）
● ハウジングサービス
● BCP（事業継続）サービス

ホテル
● 宿泊予約システム
● 課金精算システム
● 婚礼・宴会システム
● 無線LAN（Wi-Fi）

工場・倉庫
● 情報通信設備工事
● 生産管理システム
● CADシステム
● 物流管理システム
● 監視カメラ

競技場
● スコアボード
● 施設管理システム
● 予約管理システム

病　院
● 電子カルテシステム
● ナースコールシステム
● 地域連携システム
● 医事会計システム
● 院内PHSシステム

車　両
● 運行管理システム
● 車載端末
● 車両位置管理システム
● 除雪車運行管理システム

金融機関
● IP-PBX
● 監視カメラ
● 設備工事

4FUSO DENTSU CO., LTD.
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お客様の⾝近に寄り添い、いつでも、どこでも様々なサービスを利用できる“コンビニ”
のような利便さをご提供する「ICTコンビニサービス」の導入事例をご紹介いたします。

CASE 1

CASE 2

CTIソリューション「FusoCallKeeper」
自動音声案内・着信の自動振分を活用した
電話応対業務の効率化

システム再構築プロジェクトをサポートした
PAO(プロジェクト・アシュアランス・オフィス)

長引くコロナ禍において、昼夜を問わず問い合わせ電話
応対の件数が増加したことに加え、現場の人手不足なども
あり、電話応対業務の効率化が急務となっておりました。

また、患者様との通話内容のエビデンスを残すための全
通話録音機能導入や迷惑電話等の対策についても検討して
おりました。

「FusoCallKeeper」導入により、自動音声による電話の一
次受付と用件に応じた自動振り分けが可能となり、電話応対
業務が大幅に効率化され、人手不足等の問題解消に大きな効
果がありました。

また全通話録音機能を備えている為、迷惑電話等の防止や
不要なトラブル・リスク回避対策としても医療現場での評判
が高く、他のグループ病院への導入も決まっており、今後グ
ループ病院全体への展開も検討しております。

物流製造業 様　地域：中部地方お客様

顧客ニーズの多様化と複雑化する業務など
変化に対応できるシステムの再構築

長年使用してきた生産管理システムは、顧客ニーズの多様
化や様々な環境変化に伴い業務が複雑化し、現状のシステム
では十分に対応できなくなっておりました。
「2025年の崖」を克服しDXを推進する観点からも、従来

のシステムを最新化し、多様な顧客ニーズへの対応と業務プ
ロセスを効率化する必要に迫られておりました。また、次世
代の人材育成を図り組織力を強化することで、安全で高品質
な商品・サービスを提供できる企業体質にしたいと考えて
おりました。

PAOによる品質向上を実現し
お客様満足度向上に貢献

当社では、大型システム開発案件についてはPAO（第三
者の視点による進捗・品質等のチェック・評価）を実施し、
リスクマネジメントや品質の向上に努めております。

また、スケジュールやドキュメント等の見える化に加え、
現場のお客様と開発チームであるSE部門とが直接コミュニ
ケーションを図ることにより、プロジェクトの進捗状況と
業務の課題を再確認しながら効率的に作業を進め、無事に
本稼働に繋げることができました。

導入背景

導入背景

導入概要（効果）

導入概要（効果）

自動音声案内・着信の自動振分により
電話応対業務の効率化を実現

増加する問い合わせ電話応対の負担軽減
を切望

医療法人グループ 様　地域：全国お客様

5 FUSO DENTSU CO., LTD.
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資産運用を通じた社会貢献と2015年に国連が定めた
持続可能な開発目標（SDGs）達成への取り組みとして、
独立行政法人国際協力機構(JICA)が発行する「第59回国
際協力機構債券」への投資を実施いたしました。

JICA債への投資は、開発途上地域の貧困削減・持続可
能な経済成長支援を後押しする観点、また地球規模の環境
問題・社会課題の解決に貢献することで持続可能な国際
社会づくりにつながるという観点から、サステナブルな
ESG投資としての性格・意義を有しております。

今後も公共性・公益
性に鑑み、持続可能な
社会の実現に向けた社
会的責任を果たしてま
いります。

技術革新が激しいICT業界においては、最新の技術を常
に習得し、お客様の課題を的確に解決する提案力・技術力
が重要となっております。

2020年11月に一般財団法人日本データ通信協会の
「工事担任者スキルアップガイドライン委員会」より、多
くの情報通信エンジニア資格者と資格取得を支援してい
る団体として表彰されました。団体別ランキングでは、
2011年から10年連続で全国１位となります。

これからも人材のス
キルアップに努めると
ともに、お客様の抱える
様々なICTの課題を解決
するビジネスパートナー
を目指した取り組みを
強化してまいります。

ESG投資を通じて持続可能な社会の実現に向けた
取り組み 「2020年度情報通信エンジニア優良団体」表彰

「支える」「柔軟」「安心」をコンセプトに開発した、飲食
業様向け多店舗運用ソリューション「Bistron/Cloud」の
提供を2021年７月より開始いたしました。

全店舗のPOS設定情報や売上データの高度な一元管理
を実現し、時間帯別の注文数を把握・分析することでフー
ドロス削減によるSDGsの達成に向けた取り組みやセキュ 
アなクラウド基盤により飲食業のDXを進め、スマートな
経営戦略の展開に貢献してまいります。

飲食業様向け店舗運用をサポートする
「Bistron/Cloud」の提供を開始

長年の全国サポートで蓄積した物流業務ノウハウや知見
を活かし、食品、アパレル、雑貨などのマルチカテゴリ対応、
使いやすいインターフェースと多彩な機能を、短期間・ロー
コストで導入可能な倉庫管理システム「EncycloWMS」の
提供を2021年６月より開始いたしました。
「つながる」「かんたん」「標準化」の３つのコンセプトをも

とに、物流センターの在庫管理・作業効率化・精度の向上を
実現する物流センターシステムとして、企画・構築・運用ま
でをご支援してまいります。

「つながる」「かんたん」「標準化」の３つのコンセプトで
倉庫管理システム「EncycloWMS」の提供を開始

6FUSO DENTSU CO., LTD.
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（注） 2020年４月１日付および2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、2018年９月期の期首に
当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり情報を算定しております。

2018/9

■ 受注高（百万円）

37,009

2020/9

43,341

2019/9

39,852

2021/9

40,080

■  当期純利益（百万円）
■ 1株当たり当期純利益（円）

2018/9

98

2020/9

706

2019/9

553

2021/9

1,108

17.0717.07

191.00

95.8695.86
122.03122.03

2018/9

■ 売上高（百万円）

35,036

2020/9 2021/9

40,358

2019/9

38,880

43,386

■ 総資産額（百万円）

22,110

2018/9

24,540

2020/9

24,954

2019/9

25,864

2021/9

■ 経常利益または経常損失（△）（百万円）

2018/9

△50

2020/9

1,089

2019/9

884

2021/9

1,657

■  純資産額（百万円）
■ 1株当たり純資産額（円）

2018/9

7,592

2020/9

8,794

2019/9

7,889

2021/9

10,016

1,317.601,317.60

1,724.73

1,364.971,364.97
1,518.551,518.55

7 FUSO DENTSU CO., LTD.

Financial Highlights
財務ハイライト

010_0741501302112.indd   7010_0741501302112.indd   7 2021/12/01   9:32:412021/12/01   9:32:41



部門別情報

ネットワーク部門

ネットワーク部門は、地方自治体や官庁といった公共
セクターの防災・減災を目的としたデジタル化ニーズに
対する取り組みが好調に推移したことなどから、売上高
は15,506百万円（前年同期比16.6％増）となりました。

構成比  35.7%　

売上高  155.0億円
　　　  （前年同期比16.6％増）

従来の「通信機器部門」を「ネットワーク部門」に、「電子機器部門」を「ソリューション部門」に、「OA機器部門」を「オフィス部門」に、「保守部門」を「サー
ビス部門」にそれぞれ名称を変更しております。

オフィス部門

オフィス部門は、地方自治体や官庁におけるネット
ワーク機器の販売が好調に推移したものの、各種サー
バー機器の販売低調により、売上高は5,764百万円（前
年同期比0.1％減）となりました。

構成比  13.3%　

売上高  57.6億円
　　　  （前年同期比0.1％減）

サービス部門

サービス部門は、ソフトウエアサポートサービスやサ
ポートデスクサービスが好調に推移したことなどにより、
売上高は8,121百万円（前年同期比4.2％増）となりまし
た。

構成比  18.7%　

売上高  81.2億円
　　　  （前年同期比4.2％増）

売上高
構成比

売上高
構成比

売上高
構成比

ソリューション部門

ソリューション部門は、自動車販売店向けシステムの
更新案件やヘルスケアビジネス、地方自治体における部
局システムやGIGAスクール対応などが好調に推移した
ことなどから、売上高は13,993百万円（前年同期比3.7
％増）となりました。

構成比  32.3%　

売上高  139.9億円
　　　  （前年同期比3.7％増）

売上高
構成比

8FUSO DENTSU CO., LTD.
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　当社は、全国54カ所のサービス拠点により、お客様のニーズにきめ細かくタイ
ムリーにサポートしてまいりました。また本年で創立73周年を迎え、これまで
3万社を超えるお客様に対して、長年培った知識や技術をもとにコンサルティング
からシステムの設計・構築、導入、導入後のメンテナンスまでトータルでサービス
をご提供しております。

 本社　  支店　  営業所　  カストマサービスセンター

地域密着のサポートと創立73年の実績で
お客様のニーズにお応えいたします。

電算機の積極的な導入が高まり
顧客サービスの向上を図るため、
電子計算機販売部門を
分離し子会社として
扶桑電子株式会社を設立

1970（昭和45年02月）
総合的な情報通信システムの
専門ディーラーとして、
多様化する顧客のニーズに
適合したサービス提供を目的に、
扶桑電子株式会社を吸収合併し
商号を扶桑電通株式会社に変更

株式店頭公開

1989（平成元年10月）

1996（平成08年08月）

東京証券取引所市場
第二部上場

SE部門
ISO 9001,9002 認証取得

1999（平成11年08月） 2000（平成12年06月）

ネットワークシステム部門
ISO 9001 認証取得

プライバシーマーク
認定取得

2001（平成13年05月）2007（平成19年03月）

2017（平成29年04月）

全社 ISO 14001
認証取得

製品・サービスをサービスブランド
「ICTコンビニサービス」として提供

扶桑オリジナルブランド統合
「Encyclo」「SasaL」を提供

2010（平成22年12月）

2014（平成26年07月）

扶桑通信工業株式会社を
東京都中央区槇町

（現・中央区八重洲2丁目）に
設立し電話設備業を開始

1948（昭和23年03月）

電子計算機販売部門を
設置し販売活動開始

1965（昭和40年04月）

9 FUSO DENTSU CO., LTD.

Network
ネットワーク

010_0741501302112.indd   9010_0741501302112.indd   9 2021/12/01   9:32:412021/12/01   9:32:41



会社の概要

商号 扶桑電通株式会社　
FUSO DENTSU CO., LTD.

本社 東京都中央区築地五丁目4番18号
TEL 03(3544)7211（代表）
FAX 03(3544)7210

設立年月 1948年3月
資本金 10億8,350万円
従業員数 946名

役員および執行役員の状況（2021年12月17日現在）

代表取締役社長社長執行役員 有冨　英治
取締役専務執行役員 大西　正純
取締役執行役員 兼松　良一
取締役（常勤監査等委員） 長縄　朋哉
取締役（監査等委員） 泉澤　大介
取締役（監査等委員） 苫米地邦男
取締役（監査等委員） 二宮麻里子
常務執行役員 北　　拓兒
常務執行役員 池田　昌和
常務執行役員 山田　　均
執行役員 奥田　洋久
執行役員 百瀬　貴弘
執行役員 村上　耕史
執行役員 三輪　　薫
執行役員 村上　孝弘
執行役員 中出　芳裕
執行役員 上地　浩夫
執行役員 大本　秀樹
執行役員 小坂井康裕
執行役員 西　　祥司
執行役員 尾崎　圭吾
執行役員 小松　　昇

株式の状況
発行可能株式総数 12,000,000株
発行済株式の総数 3,480,490株※

株主数 1,770名
※自己株式419,240株を含む

（注）1.  当社は、自己株式419,240株を所有しておりますが、上記の大株主
に含めておりません。

　　2.  持株比率は、自己株式419,240株を控除して計算しております。

大株主の状況
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

扶桑電通従業員持株会 564,318 18.43
滝内　裕子 160,086 5.22
太田　雅子 158,200 5.16
株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 157,500 5.14
株式会社みずほ銀行 139,506 4.55
吉田　　稔 105,200 3.43
ＨＴホールディングス株式会社 62,000 2.02
UNEARTH INTERNATIONAL LIMITED 40,500 1.32
加藤　盛三 31,000 1.01
大平　昭夫 30,000 0.97
山崎　栄子 30,000 0.97

所有者別株式分布

個人・その他
73.13%

自己株式
12.04%

金融機関
9.46%

その他
国内法人
3.38%

外国人
1.50%

証券会社
0.49%

発行済株式の総数
3,480,490株

（注） 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の
３氏は、社外取締役であります。

株式の状況に関しまして、2021年10月１日付で普通株式１株につき
２株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行可能株式
総数は24,000,000株となり、発行済株式の総数は6,960,980株と
なっております。

10FUSO DENTSU CO., LTD.

Corporate Data
会社の概要／株式の状況（2021年9月30日現在）
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この報告書は、FSC®認証紙と、
環境に優しい植物油インキを
使用して印刷しています。

〒 104-0045 東京都中央区築地五丁目4番18号
TEL 03(3544)7211　FAX 03(3544)7210

IRカレンダー
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

決 算
発 表
株 主
総 会

配 当

●通期 ●第1四半期

●定時株主総会

●期末配当金支払 ●中間配当金支払

●第2四半期 ●第3四半期

　当社は、株主の皆様の日頃
のご支援に感謝するとともに、
より多くの株主様に当社株式
を中長期にわたり継続して保
有していただくことを主な目
的として、毎年９月30日現在
の株主名簿に記載または記録
された100株（１単元）以上保
有の株主様を対象に、株主優待制度を実施しております。

（1）	株主優待の内容

保有株式数 優待内容

100株以上1,000株未満 クオ・カード　1,000円分

1,000株以上 クオ・カード　3,000円分

（2）	贈呈の時期
毎年１回、12月下旬頃に株主様宛の発送を予定しており
ます。

（3）	株主優待制度の実質拡充
2021年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株
式分割を行っております。株式分割後も従前同様「100株

（１単元）以上保有の株主様」を対象としておりますので、
実質的な制度拡充となります。（適用時期：2022年９月期）

株主優待制度のご案内

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
　証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社で
はお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
　証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連
絡ください。なお、お手続き方法やよくあるご質問は、上記「よくある
ご質問（FAQ）」サイトでご確認いただけます。
特別口座について
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用され
ていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託
銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特
別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照
会先にお願いいたします。

株主メモ
事 業 年 度 毎年10月１日から翌年９月30日まで
配 当 金 受 領
株 主 確 定 日

９月30日および中間配当を実施するとき
は３月31日

定 時 株 主 総 会 毎年12月
単 元 株 式 数 100株

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

特 別 口 座 の
口 座 管 理 機 関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先
（ 電 話 照 会 先 ）

〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

インターネット
ホ ー ム ペ ー ジ
Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.smtb.jp/personal/
procedure/agency/

よくあるご質問
（ F A Q ）

https://faq-agency.smtb.jp/?site_
domain=personal

公 告 方 法

電子公告
https://www.fusodentsu.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によ
って電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法
とする。
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