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OA 機器が好調で大幅な増益だった。
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22 ～ 24 年度に基盤強化の成果を拡大へ

㈱指月電機製作所
SHIZUKI ELECTRIC CO., INC.

【本社】〒662-0867 兵庫県西宮市大社町 10-45 Tel.0798-74-5821
【代表者】足達 信幸 【資本金】50 億 174 万 5595 円

自動車向け中心に能力増強
産業用を主力とするフィルムコンデ
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EV用新フィルムコンで村田と合弁
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ンサーの事業化で合弁すると発表した。

合弁会社は16年10月に設立、
事業を

20 年 10 月には岡山の新棟を増築し、 開始し、資本金は 1 億円で村田製作所
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