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発行可能株式総数 46,000,000株

外国人 （163名） 23.1%
証券会社 （26名） 0.5%

個人・その他 （8,991名） 22.4%

自己名義株式 （1名） 3.5%

政府・地方公共団体 （0名） 0.0%
金融機関 （23名） 10.3%
その他国内法人 （60名） 40.2%

　株主の皆様には、日頃より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、社会経済

に多大なる影響を及ぼしておりますが、まずは医療現場で新型コ

ロナウイルス感染症の治療にご尽力いただいている医療関係者の

皆様、社会インフラを支えてくださっている皆様に感謝申し上げま

す。また、新型コロナウイルスに罹患された方 と々、その感染拡

大により生活に影響を受けられている方々に心からお見舞い申し

上げます。世界各国における新型コロナウイルス感染症が一刻も

早く終息することを心から祈っております。

　当社グループでも事業活動が制限される中、受託案件の継続

に尽力しつつ、新型コロナウイルス感染症関連の業務を新たに受

託しております。ヘルスケア関連企業としての支援活動と、従業

員の安全確保の両立に努め、使命感をもって新たな時代の事業

活動にあたっていく所存です。

　さて、中期計画（FY2019-2021）においては、中長期的な企業

価値向上の実現にむけて、PVCモデルの加速・グローバル化の

促進・ヘルスケアビジネスの創出を重点取組事項に掲げ、グルー

プ一丸となって諸施策を推進しております。我 を々取り巻く環境は

さらに大きく変化していきますが、その変化に敏感に、迅速かつ

柔軟に対応してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも末永いご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。

株主の
皆様へ2020年3月31日現在2020年3月31日現在 株式の状況会社情報

シミック（株）は女性活躍推進法に基づき、女性の活
躍に関する取り組みの実施状況等が優良な企業とし
て、厚生労働省より「えるぼし」最高位の認定を受けま
した。当社グループは、ダイバーシティを経営の重要課題として位置づけ
ており、今後もあらゆる多様性を尊重して社員をサポートしていきます。

シミック（株）が女性活躍推進の優良企業として
「えるぼし」最高位を獲得

株式会社メガカリオン、他3社と共に、「血液を工場で作る～iPS細胞を
応用した再生医療の産業化を目指して～」で科学技術政策担当大臣賞を
受賞しました。各社との連携をより一層深め、必要とされる医療を1日でも
早く患者様に届けられるよう邁進いたします。

「第2回日本オープンイノベーション大賞」
科学技術政策担当大臣賞を受賞！

「女性が活躍する会社BEST100」総合23位、
「管理職登用度」部門4位にランクイン！

10月1日から翌年9月30日まで事業年度

9月30日（中間配当を行う場合は3月31日）剰余金の配当基準日

毎年12月定時株主総会

100株単元株式数

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

株主名簿管理人

証券会社等に口座をお持ちの場合： お取引の証券会社等
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）：
〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

郵送物送付先

証券会社等に口座をお持ちの場合： お取引の証券会社等
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）：
　　フリーダイヤル 0120-288-324（土、日、祝日を除く 9：00～17：00）

電話お問い合わせ先

電子公告（https://www.cmicgroup.com/）
ただし、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には、日本経済新聞に掲載して行います。

公告方法

証券会社等に口座をお持ちの場合： お取引の証券会社等
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）：
みずほ証券株式会社　本店および全国各支店
　プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）でもお取扱いいたします。

みずほ信託銀行株式会社　本店および全国各支店※

　※ トラストラウンジではお取り扱いできませんのでご注意ください。

各種手続
お取扱い場所
（住所変更、株主配当金
受け取り方法の変更等）
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経済産業省と日本健康会議が共同で認定する
「健康経営優良法人2020～ホワイト500～」に3
年連続で認定されました。これからも「シミックグ
ループ健康宣言」のもと、社員の健康を支援し、い
きいきと働ける職場づくりを推進していきます。

シミックグループ「健康経営優良法人2020～ホワイト500～」
3年連続認定

　多様な取り組みが評価され、日
経WOMAN「女性が活躍する会社
BEST100」2020年版の総合ランキ
ング23位（昨年28位）にランクイン
しました。また「管理職登用度」部
門では4位（昨年５位）と過去最高
の順位となりました。今後も柔軟な
働き方を支援するとともに、全社員
にとって働きやすい環境づくりに積
極的に取り組んでまいります。

日経BP社
「日経WOMAN」
2020年6月号

女性が活躍する会社BEST100

1位 日本IBM
2位 アクセンチュア
3位 花王グループ
4位 アフラック生命保険
5位 りそなホールディングス

23位 シミックホールディングス

総合ランキング

1位 日本IBM
2位 ファイザー
3位 アクセンチュア
4位 シミックホールディングス

管理職登用度

商号 シミックホールディングス株式会社

設立 1985年

資本金 3,087百万円

本社所在地 〒105-0023  
東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング

従業員数 6,911名（連結）

国内11社　海外13社
2社

グループ会社
（連結子会社）
（関連会社）

株主数 9,264名

発行済株式総数 18,923,569株

所有者別の株式数比率

代表取締役
会長執行役員 CEO

中村 和男

代表取締役
社長執行役員 COO

大石 圭子



事業別概況

※MR（医療情報担当者）：医療機関に対して医薬品の効能や副作用などに関する
情報の提供と収集にあたるスタッフ

※SMO（Site Management Organization）治験施設支援機関：臨床試験を実施する
医療機関から委託を受けて医療機関の治験業務を支援する企業・組織

各事業の主要顧客 製薬企業 医療機関 医療機器
メーカー

バイオ
ベンチャー

患者 一般消費者アカデミア

新型コロナウイルス感染症への取組み

（百万円）売上高 （百万円）営業利益

2018
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2018
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21.2％ 22.0％

16.4％
3,7013,701

20202019

6,623

4,1434,143

営業
利益率
（上期）

製薬企業の医薬品開発支援、分析化学サービス

業績概況
売上高は臨床業務にて開発案件の小型化、開発難易度の上昇等
の影響を受け、受注獲得の遅れや受託案件の中止・延期が発生し
たこと等により前年同期を下回りました。これに伴い臨床業務にお
ける稼働率の低下等により、営業利益も前年同期を下回りました。
成長分野における競争力強化と、近い将来、業界のドライバーとな
るデジタル化の加速に取り組んでいます。

業績概況
売上高および営業利益は、米国において顧客の在庫調整による
受託生産量の減少があったものの、国内における受託生産量の
増加と、昨年6月に事業を開始したシミックCMO西根（株）の寄与
等により、前年同期を上回りました。技術力の向上と戦略的な設
備投資を通じて、競争力強化を図っています。

業績概況
売上高および営業利益は、前期に獲得したMR派遣業務の案件が
堅調に進捗し、高稼働率で推移したこと等により、前年同期を上回
りました。MR関連サービスに加え、メディカルアフェアーズ関連の
営業も強化し、多様なサービスの組み合わせを提案しております。

業績概況
売上高はSMO業務およびヘルスケアサービスともに伸長したものの、
BPO・人材サービスの一部案件で業務量が減少し、前年同期並みと
なりました。営業利益はBPO・人材サービスの売上減少とヘルスケア
の新ビジネス創出のための先行投資により前年同期を下回りました。

業績概況
売上高は前年同期並みとなりましたが、原価低減および手数料収
入増加等の効果から営業黒字を計上いたしました。昨今は海外の
製薬企業からIPMプラットフォームの活用ニーズが高まっており、
複数案件が進捗しています。引き続き事業規模の拡大と利益確保
に取り組んでいきます。

売上高比率

45.5%

売上高比率

26.2%

売上高比率

11.0%

売上高比率

12.4%

売上高比率

4.9%

CRO 開発支援事業

製薬企業の医薬品製剤開発・製造支援CDMO 製造支援事業

通期

上期
営業
利益率
（上期）

通期

上期
営業
利益率
（上期）

製薬企業の営業・マーケティング支援営業支援事業

通期

上期
営業
利益率
（上期）

通期

上期
営業
利益率
（上期）

治験施設支援やヘルスケアサービス、BPO・人材サービスヘルスケア事業

新たなビジネスソリューションの提案、オーファンドラッグ等の開発や販売IPM事業

CSO
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2018

15,386

6,786

20202019

17,292

7,724

2018

4

△525△525

20202019

116
△147△147

10,32510,325

147

（百万円）売上高 （百万円）営業利益
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東北大学監修の「暑熱ストレス計測システム」の販売を開始しました。本製品
は、個 人々の作業環境温度と熱中症リスクを高める脳の温度上昇を遠隔でモニ
タリングします。さらに、転倒の検知、位置情報の把握機能も搭載しているため、

安全や労務管理の
強化を図ることが
できます。暑熱スト
レスの可視化によ
り、熱中症の危険
度が高い職場等に
おいては個別の安
全対策や注意喚起
に寄与することが
期待できます。

暑熱ストレス計測システム「ロブセンス（lobesense）」
販売開始

1.4％

4.4％

10.1％

14.4％
11.8％

5.4％

3.5％

今期の取組み

オンライン診療の国内リーディング企業であるMICIN（マイ
シン）社と、国内初のオンライン診療機能を搭載した、バー
チャル臨床試験システムの提供を開始しました。このシステム
により、臨床試験を実施している医療機関への通院が難しい
患者様でも、試験への参加機会が広がるため、結果として試
験の早期進捗、さらには臨床開発費の削減に寄与することが
期待されます。

国内初のオンライン診療機能搭載
バーチャル臨床試験システム提供開始

医療用アプリの開発など、デジタル医療の研究開発を行うサスメ
ド社と、AIを用いたビッグデータの簡易解析ソリューションの提供
を開始しました。シミックが大量のデータを分析に適したレベルに
加工（データクレンジング）し、そのデータをサスメド社のAI自動分
析システムを用いることで、従来よりも迅速な簡易解析が可能とな
ります。このサービスを通じて、迅速かつ効率的な臨床試験の実現
に寄与してまいります。

AIを用いたビッグデータ簡易解析ソリューション提供開始

電子お薬手帳「harmo」は全国12,000軒以上
の薬局で、約40万人に利用されています（2020
年4月現在）。蓄積された調剤データを活用して
健康啓発情報を送付する製薬会社向けサービ
ス「harmo channel」を展開しています。

電子お薬手帳を基盤とした
データ活用の新たな形
「harmo channel」（ハルモチャネル）

　新型コロナウイルスの感染が世界で拡大する中、日本政府は、富士フイルム富山化学株
式会社の抗インフルエンザウイルス薬「アビガン®錠」の備蓄量を200万人分まで拡大する
ことを決定しました。
　臨床試験および製造を支援することで、感染症患者様へ早期に提供できるよう、当社グ
ループ一丸となって支援いたします。

「アビガン®錠」の臨床試験および製造を支援

2020年5月より、短時間で新型コロナウイルスの抗体の有無を
高感度に確認できる検査キット「新型コロナウイルス（SARS- 
CoV-2）IgG/IgM Antibody Test」を医療機関向けに販売開始し
ました。当社グループは医療機関における医療体制づくりや、医
療従事者の感染防止対策に貢献してまいります。

新型コロナウイルスの研究用抗体検査キットを販売開始

電子お薬手帳
「harmo（ハルモ）」、
新型コロナウイルス感染症
関連情報を発信

harmo(ハルモ)のスマートフォン
アプリで、首相官邸や厚生労働省な
どの政府機関が、公式に発表した新
型コロナウイルス関連情報を集約し
公開しております。ユーザーの皆様
の不安解消や感染拡大防止につな
がるよう、当社グループでは今後も
適切な健康・医療関連情報をタイム
リーに提供してまいります。

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力を高め、
より多くの皆様に事業に対するご理解を深めていただき、中長期的に当社の株式を保有していただくことを目的とし、

株主優待制度を導入いたしました。今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

株主優待制度を導入しました

会員登録はこちらから
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※MR（医療情報担当者）：医療機関に対して医薬品の効能や副作用などに関する
情報の提供と収集にあたるスタッフ

※SMO（Site Management Organization）治験施設支援機関：臨床試験を実施する
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業績概況
売上高は臨床業務にて開発案件の小型化、開発難易度の上昇等
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たこと等により前年同期を下回りました。これに伴い臨床業務にお
ける稼働率の低下等により、営業利益も前年同期を下回りました。
成長分野における競争力強化と、近い将来、業界のドライバーとな
るデジタル化の加速に取り組んでいます。
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受託生産量の減少があったものの、国内における受託生産量の
増加と、昨年6月に事業を開始したシミックCMO西根（株）の寄与
等により、前年同期を上回りました。技術力の向上と戦略的な設
備投資を通じて、競争力強化を図っています。
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売上高および営業利益は、前期に獲得したMR派遣業務の案件が
堅調に進捗し、高稼働率で推移したこと等により、前年同期を上回
りました。MR関連サービスに加え、メディカルアフェアーズ関連の
営業も強化し、多様なサービスの組み合わせを提案しております。
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売上高はSMO業務およびヘルスケアサービスともに伸長したものの、
BPO・人材サービスの一部案件で業務量が減少し、前年同期並みと
なりました。営業利益はBPO・人材サービスの売上減少とヘルスケア
の新ビジネス創出のための先行投資により前年同期を下回りました。

業績概況
売上高は前年同期並みとなりましたが、原価低減および手数料収
入増加等の効果から営業黒字を計上いたしました。昨今は海外の
製薬企業からIPMプラットフォームの活用ニーズが高まっており、
複数案件が進捗しています。引き続き事業規模の拡大と利益確保
に取り組んでいきます。

売上高比率

45.5%

売上高比率

26.2%

売上高比率

11.0%

売上高比率

12.4%

売上高比率

4.9%

CRO 開発支援事業

製薬企業の医薬品製剤開発・製造支援CDMO 製造支援事業

通期

上期
営業
利益率
（上期）

通期

上期
営業
利益率
（上期）

製薬企業の営業・マーケティング支援営業支援事業

通期

上期
営業
利益率
（上期）

通期

上期
営業
利益率
（上期）

治験施設支援やヘルスケアサービス、BPO・人材サービスヘルスケア事業

新たなビジネスソリューションの提案、オーファンドラッグ等の開発や販売IPM事業

CSO

17,89817,898 2,930

（百万円）売上高 （百万円）営業利益

2018

15,386

6,786

20202019

17,292

7,724

2018

4

△525△525

20202019

116
△147△147

10,32510,325

147

（百万円）売上高 （百万円）営業利益

2018

7,318

3,486

20202019

7,929

3,701

2018

335

153153

20202019

236

△33△33

4,3134,313

437

（百万円）売上高 （百万円）営業利益

2018

9,715

4,821

20202019

10,107

4,903

2018

1,193

693693

20202019

1,158

5795794,8924,892

262

（百万円）売上高 （百万円）営業利益

2018

3,149

1,420

20202019

3,368

1,881

2018

△111

△360△360

20202019

△108

△396△396

1,9121,912

67

東北大学監修の「暑熱ストレス計測システム」の販売を開始しました。本製品
は、個 人々の作業環境温度と熱中症リスクを高める脳の温度上昇を遠隔でモニ
タリングします。さらに、転倒の検知、位置情報の把握機能も搭載しているため、

安全や労務管理の
強化を図ることが
できます。暑熱スト
レスの可視化によ
り、熱中症の危険
度が高い職場等に
おいては個別の安
全対策や注意喚起
に寄与することが
期待できます。

暑熱ストレス計測システム「ロブセンス（lobesense）」
販売開始

1.4％

4.4％

10.1％

14.4％
11.8％

5.4％

3.5％

今期の取組み

オンライン診療の国内リーディング企業であるMICIN（マイ
シン）社と、国内初のオンライン診療機能を搭載した、バー
チャル臨床試験システムの提供を開始しました。このシステム
により、臨床試験を実施している医療機関への通院が難しい
患者様でも、試験への参加機会が広がるため、結果として試
験の早期進捗、さらには臨床開発費の削減に寄与することが
期待されます。

国内初のオンライン診療機能搭載
バーチャル臨床試験システム提供開始

医療用アプリの開発など、デジタル医療の研究開発を行うサスメ
ド社と、AIを用いたビッグデータの簡易解析ソリューションの提供
を開始しました。シミックが大量のデータを分析に適したレベルに
加工（データクレンジング）し、そのデータをサスメド社のAI自動分
析システムを用いることで、従来よりも迅速な簡易解析が可能とな
ります。このサービスを通じて、迅速かつ効率的な臨床試験の実現
に寄与してまいります。

AIを用いたビッグデータ簡易解析ソリューション提供開始

電子お薬手帳「harmo」は全国12,000軒以上
の薬局で、約40万人に利用されています（2020
年4月現在）。蓄積された調剤データを活用して
健康啓発情報を送付する製薬会社向けサービ
ス「harmo channel」を展開しています。

電子お薬手帳を基盤とした
データ活用の新たな形
「harmo channel」（ハルモチャネル）

　新型コロナウイルスの感染が世界で拡大する中、日本政府は、富士フイルム富山化学株
式会社の抗インフルエンザウイルス薬「アビガン®錠」の備蓄量を200万人分まで拡大する
ことを決定しました。
　臨床試験および製造を支援することで、感染症患者様へ早期に提供できるよう、当社グ
ループ一丸となって支援いたします。

「アビガン®錠」の臨床試験および製造を支援

2020年5月より、短時間で新型コロナウイルスの抗体の有無を
高感度に確認できる検査キット「新型コロナウイルス（SARS- 
CoV-2）IgG/IgM Antibody Test」を医療機関向けに販売開始し
ました。当社グループは医療機関における医療体制づくりや、医
療従事者の感染防止対策に貢献してまいります。

新型コロナウイルスの研究用抗体検査キットを販売開始

電子お薬手帳
「harmo（ハルモ）」、
新型コロナウイルス感染症
関連情報を発信

harmo(ハルモ)のスマートフォン
アプリで、首相官邸や厚生労働省な
どの政府機関が、公式に発表した新
型コロナウイルス関連情報を集約し
公開しております。ユーザーの皆様
の不安解消や感染拡大防止につな
がるよう、当社グループでは今後も
適切な健康・医療関連情報をタイム
リーに提供してまいります。

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力を高め、
より多くの皆様に事業に対するご理解を深めていただき、中長期的に当社の株式を保有していただくことを目的とし、

株主優待制度を導入いたしました。今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

株主優待制度を導入しました

会員登録はこちらから
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発行可能株式総数 46,000,000株

外国人 （163名） 23.1%
証券会社 （26名） 0.5%

個人・その他 （8,991名） 22.4%

自己名義株式 （1名） 3.5%

政府・地方公共団体 （0名） 0.0%
金融機関 （23名） 10.3%
その他国内法人 （60名） 40.2%

　株主の皆様には、日頃より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、社会経済

に多大なる影響を及ぼしておりますが、まずは医療現場で新型コ

ロナウイルス感染症の治療にご尽力いただいている医療関係者の

皆様、社会インフラを支えてくださっている皆様に感謝申し上げま

す。また、新型コロナウイルスに罹患された方 と々、その感染拡

大により生活に影響を受けられている方々に心からお見舞い申し

上げます。世界各国における新型コロナウイルス感染症が一刻も

早く終息することを心から祈っております。

　当社グループでも事業活動が制限される中、受託案件の継続

に尽力しつつ、新型コロナウイルス感染症関連の業務を新たに受

託しております。ヘルスケア関連企業としての支援活動と、従業

員の安全確保の両立に努め、使命感をもって新たな時代の事業

活動にあたっていく所存です。

　さて、中期計画（FY2019-2021）においては、中長期的な企業

価値向上の実現にむけて、PVCモデルの加速・グローバル化の

促進・ヘルスケアビジネスの創出を重点取組事項に掲げ、グルー

プ一丸となって諸施策を推進しております。我 を々取り巻く環境は

さらに大きく変化していきますが、その変化に敏感に、迅速かつ

柔軟に対応してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも末永いご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。

株主の
皆様へ2020年3月31日現在2020年3月31日現在 株式の状況会社情報

シミック（株）は女性活躍推進法に基づき、女性の活
躍に関する取り組みの実施状況等が優良な企業とし
て、厚生労働省より「えるぼし」最高位の認定を受けま
した。当社グループは、ダイバーシティを経営の重要課題として位置づけ
ており、今後もあらゆる多様性を尊重して社員をサポートしていきます。

シミック（株）が女性活躍推進の優良企業として
「えるぼし」最高位を獲得

株式会社メガカリオン、他3社と共に、「血液を工場で作る～iPS細胞を
応用した再生医療の産業化を目指して～」で科学技術政策担当大臣賞を
受賞しました。各社との連携をより一層深め、必要とされる医療を1日でも
早く患者様に届けられるよう邁進いたします。

「第2回日本オープンイノベーション大賞」
科学技術政策担当大臣賞を受賞！

「女性が活躍する会社BEST100」総合23位、
「管理職登用度」部門4位にランクイン！

10月1日から翌年9月30日まで事業年度

9月30日（中間配当を行う場合は3月31日）剰余金の配当基準日

毎年12月定時株主総会

100株単元株式数

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

株主名簿管理人

証券会社等に口座をお持ちの場合： お取引の証券会社等
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）：
〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

郵送物送付先

証券会社等に口座をお持ちの場合： お取引の証券会社等
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）：
　　フリーダイヤル 0120-288-324（土、日、祝日を除く 9：00～17：00）

電話お問い合わせ先

電子公告（https://www.cmicgroup.com/）
ただし、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には、日本経済新聞に掲載して行います。

公告方法

証券会社等に口座をお持ちの場合： お取引の証券会社等
証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）：
みずほ証券株式会社　本店および全国各支店
　プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）でもお取扱いいたします。

みずほ信託銀行株式会社　本店および全国各支店※

　※ トラストラウンジではお取り扱いできませんのでご注意ください。

各種手続
お取扱い場所
（住所変更、株主配当金
受け取り方法の変更等）

株主メモ

2017 2018

65,282

31,743

2020

38,958

74,373

2019

69,869

33,640 36,633

通期 上期 （百万円） （百万円）（百万円）

売上高

通期 上期

経常利益

通期 上期 （百万円）

親会社株主に帰属する
当期純利益

通期 上期

営業利益

2020年9月期 上期業績

2017 2018

3,897

1,902

2020

1,970

4,405

2019

4,321

2,471
2,879

2017 2018

3,732

1,888

2020

2,368

3,841

2019

4,061

2,225
2,661

2017 2018

1,550

533

2020

1,479

1,822

2019

1,487

489

1,536

経済産業省と日本健康会議が共同で認定する
「健康経営優良法人2020～ホワイト500～」に3
年連続で認定されました。これからも「シミックグ
ループ健康宣言」のもと、社員の健康を支援し、い
きいきと働ける職場づくりを推進していきます。

シミックグループ「健康経営優良法人2020～ホワイト500～」
3年連続認定

　多様な取り組みが評価され、日
経WOMAN「女性が活躍する会社
BEST100」2020年版の総合ランキ
ング23位（昨年28位）にランクイン
しました。また「管理職登用度」部
門では4位（昨年５位）と過去最高
の順位となりました。今後も柔軟な
働き方を支援するとともに、全社員
にとって働きやすい環境づくりに積
極的に取り組んでまいります。

日経BP社
「日経WOMAN」
2020年6月号

女性が活躍する会社BEST100

1位 日本IBM
2位 アクセンチュア
3位 花王グループ
4位 アフラック生命保険
5位 りそなホールディングス

23位 シミックホールディングス

総合ランキング

1位 日本IBM
2位 ファイザー
3位 アクセンチュア
4位 シミックホールディングス

管理職登用度

商号 シミックホールディングス株式会社

設立 1985年

資本金 3,087百万円

本社所在地 〒105-0023  
東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング

従業員数 6,911名（連結）

国内11社　海外13社
2社

グループ会社
（連結子会社）
（関連会社）

株主数 9,264名

発行済株式総数 18,923,569株

所有者別の株式数比率

代表取締役
会長執行役員 CEO

中村 和男

代表取締役
社長執行役員 COO

大石 圭子


