
会社概況 作成日　： 2023年4月4日

　　株式会社ミスミ

カスタマー・サービス・センター

ｶﾅ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾐｽﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ　ﾎﾝｼｬ 主要扱い品目

2020年3月期

売上金額 売上比 売上高 313,337百万円

119,253百万円 32.6% 経常利益 23,245百万円

75,108百万円 20.5% 当期純利益 16,504百万円

171,799百万円 46.9% 配当 14円55銭

366,160百万円 100.0%

ｶﾅ ﾄｳｷｮｳﾄﾁﾖﾀﾞｸｸﾀﾞﾝﾐﾅﾐｲｯﾁｮｳﾒ6-5

〒102-8583 【グルーバル・ネットワーク】

東京都千代田区九段南1丁目6番5
号
九段会館テラス

■株式会社ミスミ

URL http://www.misumi.co.jp 国内拠点

設立 1963年2月23日 人数 平均年齢 カスタマー・サービス・センター

決算 3月 ミスミグループ(連結) 11,842 -

資本金 13,664百万円（2022.3.31） ミスミグループ本社 1,509 38.7

上場 プライム市場（証券コード：9962）

進出国

ｶﾅ ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 主要納入先 非公開 米国

主要仕入先 非公開 ドイツ 現地法人

ｶﾅ ﾄｳｷｮｳﾄﾁﾖﾀﾞｸｸﾀﾞﾝﾐﾅﾐｲｯﾁｮｳﾒ6-5

東京都千代田区九段南1丁目6番5号 中国（香港） 現地法人

九段会館テラス 役職 名前 役職 名前 韓国 現地法人

ｶﾅ 代表取締役会長 西本　甲介 社外取締役 中野　庸一 台湾 現地法人

担当者 特に設けておりません 代表取締役社長 大野　龍隆 社外取締役 清水　新 タイ 現地法人

TEL 0120-343-066 常務取締役 金谷　知樹 社外取締役 栖関　智晴 シンガポール 現地法人

FAX 0570-034355 常務取締役 清水　重貴 監査役 和田　高明 マレーシア 現地法人

取締役 徐　少淳 社外監査役 野末　寿一 インド 現地法人

ISO9001 □取得済　　 　■未取得※ 社外監査役 青野　奈々子 インドネシア 現地法人

ISO14001 ■取得済　　 　□未取得 ベトナム 現地法人

※ 株式会社駿河生産プラットフォームでは取得済 メキシコ 現地法人

FA用部品、金型用部品ならびに生産・自動化現場
で使用する製造副資材や消耗品

決算状況（連結）

会社名 株式会社ミスミグループ本社
2022年3月期 2021年3月期

売上構成 366,160百万円 310,719百万円

代表者
（役職/氏名）

代表取締役会長
西本　甲介（ﾆｼﾓﾄ ｺｳｽｹ）

FA事業 52,500百万円 27,189百万円

金型部品事業 37,557百万円 17,138百万円

代表者
（役職/氏名）

代表取締役社長
大野　龍隆（ｵｵﾉ ﾘｭｳｾｲ）

VONA事業 33円04銭 15円09銭

従業員 住所 TEL

売上高合計

東京都千代田区九段南1丁目6番5号
九段会館テラス

0120-343-066

住所

現地法人

海外進出状況

会社名 進出形態

MISUMI USA, INC. 現地法人

担当窓口 カスタマー・サービス・センター
MISUMI Europa GmbH

中国（上海）
MISUMI (CHINA) PRECISION
MACHINERY TRADING CO., LTD.

PT. MISUMI INDONESIA

住所
役員構成 MISUMI E.A. HK LIMITED

MISUMI KOREA CORP.

MISUMI TAIWAN CORP.

MISUMI (THAILAND) CO., LTD.

MISUMI SOUTH EAST ASIA PTE. LTD.

MISUMI MALAYSIA SDN. BHD.

MISUMI INDIA Pvt. Ltd.

MISUMI Vietnam Co., LTD.

MISUMI Mexico S. de R.L. de C.V.

■Dayton Lamina社の拠点については当社ホームページ（グローバル・ネットワーク）を参照

http://www.misumi.co.jp/


■株式会社駿河生産プラットフォーム

清水工場(本社)

IM阿見工場

関西工場

■駿河精機株式会社 　

国内拠点 住所

清水本社 静岡県静岡市

東京営業所 東京都港区

関西営業所

■三島精機株式会社

国内拠点 住所

本社・工場 静岡県駿東郡

■株式会社ダイセキ 所在地

国内拠点 住所 アクセス

神戸本社

東京事業所

名古屋事業所

進出国

ベトナム SAIGON PRECISION CO., LTD. 現地法人

中国（上海） SURUGA SEIKI (SHANGHAI) CO., LTD. 現地法人

中国（上海） SURUGA SEIKI SALES & TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd. 現地法人

中国（南通） SURUGA SEIKI (NANTONG) Co., Ltd. 現地法人

中国（佛山） SURUGA SEIKI (FOSHAN) CO., LTD. 現地法人

タイ SURUGA (THAILAND) CO., LTD. 現地法人

韓国 SURUGA KOREA CO., LTD. 現地法人

インド 現地法人

会社概況についてのお問合せ先

  株式会社　ミスミ

　　　カスタマー・サービス・センター

　　　　　　　　　　　TEL：0120-343066

　　　　　　　　　　　FAX：0570-034355

国内拠点 住所

静岡県静岡市

茨城県稲敷郡 本社所在地略図

兵庫県神戸市

大阪府大阪市

愛知県名古屋市

東京都千代田区九段南1丁目6番5号九段会館テラス

九段下駅 / 東京メトロ半蔵門線・東西線、都営新宿線「九段下」駅
4番出口より徒歩1分

兵庫県神戸市

東京都千代田区

海外進出状況

会社名 進出形態

SURUGA India Pvt. Ltd.


