
主な関係会社
2016年4月1日時点の情報。ただし、議決権に対する所有割合は2016年3月末時点。

■ 日本
［上場子会社］

FDK㈱
【東証二部】
［FDK］

代表取締役社長氏名 望月　道正 所有割合（%） 72.57
住所 東京都港区港南1-6-41 資本金（百万円） 28,301
電話番号 03-5715-7400 設立年月日 1950年2月7日

事業内容 各種一次・二次電池および蓄電デバイスならびにエレクトロニクス関
連の素材・部品とそれらの応用製品・応用装置の製造および販売 社員数（人） 1,951

新光電気工業㈱ 
【東証一部】

代表取締役社長氏名 清水　満晴 所有割合（%） 50.06
住所 長野県長野市小島田町80番地 資本金（百万円） 24,223
電話番号 026-283-1000 設立年月日 1946年9月12日
事業内容 半導体パッケ－ジ等の製造､販売 社員数（人） 4,070

富士通コンポーネント㈱
【東証二部】
［FCL］

代表取締役社長氏名 石坂　宏一 所有割合（%） 56.95
住所 東京都品川区東品川4-12-4 資本金（百万円） 6,764
電話番号 03-3450-1601 設立年月日 2001年9月17日

事業内容 リレー、タッチパネル、サーマルプリンタ、無線モジュール等の電気・
電子部品およびその応用製品の製造販売 社員数（人） 1,298

㈱富士通ビー・エス・シー
【東証 JASDAQスタンダード】
［BSC］

代表取締役社長氏名 小島　基 所有割合（%） 56.44
住所 東京都港区台場2-3-1 資本金（百万円） 1,970
電話番号 03-3570-4111 設立年月日 1963年11月20日
事業内容 ソフトウェア開発、ソリューションならびにサービスの提供 社員数（人） 1,866

富士通フロンテック㈱
【東証二部】
［FTEC］

代表取締役社長氏名 下島　文明 所有割合（%） 53.56
住所 東京都稲城市矢野口1776番地 資本金（百万円） 8,458
電話番号 042-377-5111 設立年月日 1940年11月9日

事業内容
金融関連機器（ATM・営業店端末）、流通関連機器、表示機器の開発・
製造・販売およびシステム開発、ソリューションならびにATM・POS
等の運用・監視サービスの提供

社員数（人） 1,676

［その他の子会社］

㈱ ITマネジメントパートナーズ
［ITMPS］

代表取締役社長氏名 上垣　泰洋 所有割合（%） 100
住所 東京都港区東新橋1-5-2 資本金（百万円） 50
電話番号 03-6252-2684 設立年月日 2012年11月1日

事業内容 企業の情報システム部門の改革、改善に関するコンサルティング、アウ
トソーシング、ソフトウェア販売など 社員数（人） 26

㈱ABシステムソリューション
［ABSS］

代表取締役社長氏名 西原　寛治 所有割合（%） 85.10
住所 東京都江東区豊洲5-6-52 資本金（百万円） 95
電話番号 03-6221-7010 設立年月日 2002年6月1日
事業内容 物流システム、人事・給与システム、情報系システムの構築・運用支援 社員数（人） 66

エコリティサービス㈱

代表取締役社長氏名 内田　淳一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市川崎区池上新町3-1-4 資本金（百万円） 10
電話番号 044-281-2895 設立年月日 2004年1月21日

事業内容 情報処理関連中古機器・中古部品の調達・診断・販売業務、および保
守用部品の調達、試験、および販売 社員数（人） 18

㈱川崎フロンターレ

代表取締役社長氏名 藁科　義弘 所有割合（%） 84.53
住所 神奈川県川崎市高津区末長4-8-52 資本金（百万円） 349
電話番号 044-813-8618 設立年月日 1996年11月21日

事業内容

サッカー等のスポーツ競技の興行、サッカー等のスポーツ競技の技術
指導、宣伝広告およびテレビ放映等に関する事業、運動用具、衣料品、
印刷物、ならびにキャラクターグッズに関する企画、デザイン、製造、
販売

社員数（人） 42

㈱ケアネット

代表取締役社長氏名 平　英志 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 30
電話番号 044-754-2497 設立年月日 2000年1月4日

事業内容 要介護認定申請の代行、居宅介護サービス計画の作成、デイサービス、
ホームヘルプサービス、ショートステイ、福祉用具の貸出・販売など 社員数（人） 552（非正規含む）

㈱ジー・サーチ
［GSH］

代表取締役社長氏名 渡瀬　博文 所有割合（%） 83.45
住所 東京都港区海岸3-9-15 資本金（百万円） 480
電話番号 03-5442-4390 設立年月日 1994年11月16日

事業内容 データベースサービスの企画、構築、販売およびWebサービスの構築・
販売 社員数（人） 101

㈱滋賀富士通ソフトウェア
［SFL］

代表取締役社長氏名 田村　雅靖 所有割合（%） 60.00
住所 滋賀県大津市中央2-2-6 資本金（百万円） 50
電話番号 077-525-1127 設立年月日 1984年5月2日

事業内容 システムインテグレーション（情報システムの設計 / 開発）、システム
コンサルティング、パッケージソフトウェアの開発・販売 社員数（人） 190

ジスインフォテクノ㈱
［ZIFTEC］

代表取締役社長氏名 野城　保夫 所有割合（%） 51.00
住所 東京都千代田区丸の内1-6-2 資本金（百万円） 30
電話番号 03-3216-6500 設立年月日 2005年1月4日

事業内容 日本ゼオングループのシステム運用・開発・保守・構築支援・Q/Aサポー
ト・機器調達 社員数（人） 40

㈱スマートアグリカルチャー
磐田
［SAI］

代表取締役社長氏名 須藤 毅 所有割合（%） 51
住所 静岡県磐田市中泉623 資本金（百万円） 100
電話番号 設立年月日 2016年4月1日
事業内容 農作物の生産・加工・販売 社員数（人） 15
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㈱ツー・ワン
代表取締役社長氏名 宮澤　卓 所有割合（%） 58.4

住所 神奈川県小田原市栄町2-7-25 資本金（百万円） 28
電話番号 0465-22-2110 設立年月日 1987年4月1日
事業内容 情報システム機器の販売およびサポート、保守、ソフトウェア受託開発 社員数（人） 14

デジタルプロセス㈱
［DIPRO］

代表取締役社長氏名 山田　龍一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県厚木市中町2-9-6 資本金（百万円） 350
電話番号 046-225-3923 設立年月日 1987年2月20日

事業内容
自動車を代表とする機械製品の設計・開発・生産に至るエンジニアリ
ング分野のソフトウェアプロダクツなどの企画、開発、販売、サービス
の提供

社員数（人） 671

テックショップジャパン㈱
［TSJ］

代表取締役社長氏名 有坂 庄一 所有割合（%） 100
住所 東京都港区赤坂1丁目12番32号 資本金（百万円） 100
電話番号 03-5797-7110 設立年月日 2015年10月1日

事業内容 会員制のDIY（Do It Yourself）工房として、教育、物販、イベント、会議
室貸出など 、商品の少量生産・販売、製造受託、事業化支援

社員数（人） 24

㈱富山富士通
［TFL］

代表取締役社長氏名 小神野　誠 所有割合（%） 100
住所 富山県富山市八尾町保内2-2-1 資本金（百万円） 400
電話番号 076-455-3131 設立年月日 1988年4月20日

事業内容 ICTインフラの企画～構築～運用・維持および富士通グループ内情報シ
ステムの企画～開発～運用・維持 社員数（人） 444

㈱トランストロン
［TTI］

代表取締役社長氏名 大岡　信一 所有割合（%） 51.00
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-16 資本金（百万円） 1,000
電話番号 045-476-4550 設立年月日 1990年4月2日

事業内容 自動車、産業機械などの移動体に関わるエレクトロニクス製品の開発・
設計・製造・販売・サービス 社員数（人） 341

バンキングチャネル
ソリューションズ㈱
［BCSOL］

代表取締役社長氏名 森　亮太 所有割合（%） 51.00
住所 東京都目黒区上目黒3-3-14 資本金（百万円） 100
電話番号 03-3714-2612 設立年月日 2008年8月1日

事業内容 銀行チャネルに関する一元サービスの企画・開発・製品の提供・運用
保守業務、ATMフルアウトソーシング業務の提供

社員数（人） 73

㈱PFU
［PFU］

代表取締役社長氏名 長谷川　清 所有割合（%） 100
住所 石川県かほく市宇野気ヌ98-2 資本金（百万円） 15,000
電話番号 076-283-1212 設立年月日 1962年5月17日

事業内容 イメージスキャナの開発・製造・販売、開発製造サービス、ソフトウェ
ア・システム構築、システム・ネットワークの保守・工事 社員数（人） 3,401

富士通 ISサービス㈱
［FISS］

代表取締役社長氏名 吉村　浩平 所有割合（%） 100
住所 東京都港区虎ノ門2-10-1 資本金（百万円） 10
電話番号 03-6441-0062 設立年月日 2013年2月1日
事業内容 富士通グループにおける営業事務の支援業務および代行業務の受託など 社員数（人） 570

富士通アイソテック㈱
［FIT］

代表取締役社長氏名 岩渕　敦 所有割合（%） 100
住所 福島県伊達市保原町字東野崎135 資本金（百万円） 100
電話番号 024-575-2191 設立年月日 1957年2月1日

事業内容 デスクトップパソコン・PCサーバの製造、プリンタの開発・製造・販売、
パソコンなどの修理 社員数（人） 728

㈱富士通 ITプロダクツ
［FJIT］

代表取締役社長氏名 菅野　敏彦 所有割合（%） 100
住所 石川県かほく市笠島ト1-1 資本金（百万円） 100
電話番号 076-285-2331 設立年月日 2002年4月1日
事業内容 サーバ、ストレージシステムの製造 社員数（人） 507

富士通 ITマネジメントパート
ナー㈱
［FITPC］

代表取締役社長氏名 平松　敏朗 所有割合（%） 100
住所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 資本金（百万円） 100
電話番号 06-6809-6650 設立年月日 2014年7月1日
事業内容 情報システムの運用・保守・開発サービス 社員数（人） 472

富士通アイ・ネットワークシス
テムズ㈱
［FI･NET］

代表取締役社長氏名 中村　裕登 所有割合（%） 100
住所 山梨県南アルプス市有野3346 資本金（百万円） 100
電話番号 055-285-0311 設立年月日 1943年10月18日
事業内容 ネットワーク関連機器の製造 社員数（人） 380

富士通アドバンス・アカウン
ティングサービス㈱
［FAA］

代表取締役社長氏名 広瀬　陽一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 10
電話番号 044-874-0270 設立年月日 2001年8月21日

事業内容 企業経営･経理のコンサルタント業務、経理業務の一括受託、経営活性
化のための人材教育および研修業務 社員数（人） 20

㈱富士通アドバンストエンジ
ニアリング
［FAE］

代表取締役社長氏名 豊島　雅博 所有割合（%） 100
住所 東京都新宿区西新宿3-7-1 資本金（百万円） 1,200
電話番号 03-5324-1500 設立年月日 1977年12月20日

事業内容 エンジニアリング・サービス事業、ソフトウェア開発およびサービス
事業、ハードウェア開発およびサービス事業 社員数（人） 1,014

㈱富士通クオリティ＆ウィズ
ダム
［FJQW］

代表取締役社長氏名 坂田　英樹 所有割合（%） 100
住所 東京都大田区新蒲田1-17-25 資本金（百万円） 50
電話番号 03-6424-6991 設立年月日 2008年6月2日

事業内容 SI プロジェクトの第三者品質検証
システムの技術指導ならびにシステム構築のコンサルタント業務 社員数（人） 156

富士通アドバンストテクノロ
ジ㈱
［FATEC］

代表取締役社長氏名 宮澤　秋彦 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 100
電話番号 044-754-2480 設立年月日 2007年10月1日

事業内容 電子機器の設計、開発、製造、販売ならびに保守業務
開発環境、製造環境などを開発・提供および関連するコンサルティング業務 社員数（人） 340

富士通アプリケーションズ㈱
［FAP］

代表取締役社長氏名 新垣　強二 所有割合（%） 100
住所 東京都大田区南蒲田2-16-1 資本金（百万円） 100
電話番号 03-5480-8640 設立年月日 2004年4月1日
事業内容 Java言語を中心としたアプリケーション開発、および開発技術適用支援 社員数（人） 283

富士通アプリコ㈱

代表取締役社長氏名 碇山　洋一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 120
電話番号 044-754-3030 設立年月日 1980年10月20日

事業内容
ドキュメント制作の企画・デザイン・ライティング、印刷・複写・製本、
インターネットサービス・サイトの構築・運用、ホームページ / コンテ
ンツの制作、人材派遣

社員数（人） 171
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富士通インターコネクトテクノ
ロジーズ㈱
［FICT］

代表取締役社長氏名 板東　陽一 所有割合（%） 100
住所 長野県長野市大字北尾張部36 資本金（百万円） 1,860
電話番号 026-263-2710 設立年月日 2002年10月1日

事業内容 プリント配線板の開発・設計・製造・販売・コンサルティング
ストレージ製品のデータ復旧等のテクニカルサービス 社員数（人） 612

㈱富士通HRプロフェショナル
ズ
［HRpro］

代表取締役社長氏名 平山　健二 所有割合（%） 51.00
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 10
電話番号 044-754-2115 設立年月日 2001年8月1日

事業内容 人事業務関連コンサルティング、給与計算関連業務および就業･旅費･
福利厚生関連サービス 社員数（人） 143

富士通エフ・アイ・ピー㈱
［FIP］

代表取締役社長氏名 米倉　誠人 所有割合（%） 100
住所 東京都港区芝浦1-2-1 資本金（百万円） 18,000
電話番号 03-6722-0200 設立年月日 1977年11月28日

事業内容 アウトソーシングサービス、Webサービス、システムインテグレー
ションサービス 社員数（人） 3,981

富士通エフ・オー・エム㈱
［FOM］

代表取締役社長氏名 大森　康文 所有割合（%） 100
住所 東京都港区海岸1-16-1 資本金（百万円） 300
電話番号 03-5401-8470 設立年月日 1981年7月1日

事業内容 業務システムをはじめとする操作研修、テキスト、eラーニング教材な
どの提供 社員数（人） 334

㈱富士通エフサス
［FSAS］

代表取締役社長氏名 髙萩　弘 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区中丸子13-2 資本金（百万円） 9,417
電話番号 044-874-6200 設立年月日 1989年3月1日
事業内容 情報システムの企画・設計、導入・構築、運用・保守 社員数（人） 6,022

富士通エンジニアリングテク
ノロジーズ㈱
［FETEC］

代表取締役社長氏名 延下　哲朗 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 資本金（百万円） 400
電話番号 045-345-7000 設立年月日 1983年7月1日
事業内容 システム開発、運用・保守サービス、パッケージ製品販売 社員数（人） 313

富士通オプティカルコンポー
ネンツ㈱
［FOC］

代表取締役社長氏名 國兼　達郎 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 100
電話番号 044-754-3130 設立年月日 2009年4月1日
事業内容 光コンポーネント製品の開発、製造、販売 社員数（人） 598

㈱富士通鹿児島インフォネッ
ト
［KFN］

代表取締役社長氏名 松田　浩一 所有割合（%） 65.00
住所 鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-1 資本金（百万円） 100
電話番号 099-250-3511 設立年月日 1986年7月8日

事業内容 システムインテグレーション、IDC関連サービス、パッケージソフト
ウェア開発･販売、コンピュータ関連機器販売 社員数（人） 228

富士通化成㈱
［FJK］

代表取締役社長氏名 松月　健一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市都筑区川和町654 資本金（百万円） 100
電話番号 045-933-2261 設立年月日 1953年4月1日
事業内容 チクソモールド、プラスチック成形品の開発・製造・販売、部品販売業 社員数（人） 190

富士通関西中部ネットテック㈱
［KCN］

代表取締役社長氏名 野村　豊夫 所有割合（%） 100
住所 大阪府大阪市中央区城見2-2-53 資本金（百万円） 200
電話番号 06-6949-0561 設立年月日 1983年4月21日

事業内容
情報通信 /オペレーションシステム、ユビキタスフロントデバイス、各
種センシングシステムの設計開発、インフラ基盤 /セキュリティシステ
ムの設計構築、コンサルティング

社員数（人） 699

富士通キャピタル㈱
［FCAP］

代表取締役社長氏名 塚野　英博 所有割合（%） 100
住所 東京都港区東新橋1-5-2 資本金（百万円） 100
電話番号 03-6252-2146 設立年月日 1994年6月1日

事業内容 国内グループ会社に対する金銭の貸付およびこれに付帯関連する一切
の業務 社員数（人） 5

㈱富士通九州システムズ
［FJQS］

代表取締役社長氏名 松井　和男 所有割合（%） 100
住所 福岡県福岡市博多区東比恵1-5-13 資本金（百万円） 300
電話番号 092-260-6200 設立年月日 1981年7月20日

事業内容
システム企画・コンサルティング、システム・インフラ構築サービス、
業種業務パッケージ /クラウドサービス開発・販売、運用保守 /運用支
援サービス、ICT関連研修の企画・提供

社員数（人） 1,493

富士通九州ネットワークテク
ノロジーズ㈱
［QNET］

代表取締役社長氏名 棚橋　勝彦 所有割合（%） 100
住所 福岡県福岡市早良区百道浜2-2-1 資本金（百万円） 100
電話番号 092-852-3211 設立年月日 2005年7月1日

事業内容
ネットワークシステムならびに関連するコンピュータシステムのソフ
トウェア、ファームウェア、ハードウェアの開発設計ならびにシステム
構築業務

社員数（人） 857

富士通クオリティ・ラボ㈱
［FQL］

代表取締役社長氏名 八木　悟 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 499
電話番号 044-874-2448 設立年月日 1994年4月1日

事業内容
製品開発における品質ソリューションサービスである“商品品質”と、
環境に関連したソリューションサービスである“環境品質”の改善サー
ビスの提供

社員数（人） 115

富士通クライアントコン
ピューティング㈱
［FCCL］

代表取締役社長氏名 齋藤　邦彰 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 400
電話番号 044-754-2868 設立年月日 2016年2月1日

事業内容 ノートPC、デスクトップPC等の研究、開発、設計、製造 
 販売、企画および保守・修理サポート

社員数（人） 907

㈱富士通研究所
代表取締役社長氏名 佐々木　繁 所有割合（%） 100

住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 5,000
電話番号 044-754-2613 設立年月日 1968年11月1日
事業内容 情報システム、通信システムおよび電子デバイスに関する研究開発 社員数（人） 1,200

㈱富士通交通・道路データ
サービス
［FTRD］

代表取締役社長氏名 島田 孝司 所有割合（%） 100
住所 東京都港区東新橋1-5-2 資本金（百万円） 100
電話番号 03-6252-2360 設立年月日 2015年7月1日

事業内容 商用車プローブデータを活用した輸送事業者、および道路整備・管理事
業者向け新規分析サービスの研究・開発 社員数（人） 15
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富士通コネクテッドテクノロ
ジーズ㈱
［FCNT］

代表取締役社長氏名 髙田　克美 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 400
電話番号 044-754-3851 設立年月日 2016年2月1日
事業内容 携帯端末の研究、開発、設計、製造、販売、企画および保守・修理サポート 社員数（人） 498

富士通コミュニケーション
サービス㈱
［CSL］

代表取締役社長氏名 乙黒　淳 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 資本金（百万円） 450
電話番号 050-3163-8300 設立年月日 1994年12月5日
事業内容 コンタクトセンターおよび ITサポートのアウトソーシングサービス 社員数（人） 1,358

富士通コワーコ㈱
［CWC］

代表取締役社長氏名 中森　伸一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番地15 資本金（百万円） 450
電話番号 045-479-0111 設立年月日 1982年10月1日

事業内容
クラウド型間接材調達支援サービス、オフィス用品（コンピュータ関連
用品、オフィスファニチャ、文具事務用品や生活用品、防災用品等）の
企画・販売及びオフィスソリューションサービスの提供

社員数（人） 205

㈱富士通コンピュータテクノ
ロジーズ
［FCT］

代表取締役社長氏名 福元　芳朗 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 200
電話番号 044-874-2020 設立年月日 1983年4月9日

事業内容 組込みOS、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、検証 /診断 /開
発環境ツールなど組込みシステム全般にわたる開発ならびにサービス 社員数（人） 510

富士通CIT㈱
［FJCIT］

代表取締役社長氏名 小神野　誠 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5 資本金（百万円） 250
電話番号 044-754-4181 設立年月日 1991年1月10日

事業内容
SCMをコアとしたものづくり革新を支える ITソリューションに加え、
CRM、経営情報、情報セキュリティまでを含めた基幹情報システム全般
にわたる調査・企画・開発・運用

社員数（人） 520

㈱富士通システムズ・イースト
［FEAST］

代表取締役社長氏名 石川　享 所有割合（%） 100
住所 東京都港区港南1-2-70 資本金（百万円） 500
電話番号 03-6712-3700 設立年月日 1979年4月2日

事業内容 システム企画・コンサルティング、システム構築サービス
業種・業務別パッケージ開発、アウトソーシングサービス 社員数（人） 4,853

㈱富士通システムズ・ウエスト
［FWEST］

代表取締役社長氏名 宮田　一雄 所有割合（%） 100
住所 大阪市中央区城見2-2-6 資本金（百万円） 500
電話番号 06-6920-4200 設立年月日 1981年6月20日

事業内容 システムインテグレーション、コンサルティング、クラウド・アウト
ソーシングサービス、ソリューションプロダクトの開発・販売 社員数（人） 3,791

㈱富士通システム統合研究所
［FSI］

代表取締役社長氏名 吉田　幸広 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 100
電話番号 044-740-8150 設立年月日 1981年1月20日
事業内容 通信・電子機器およびそのソフトウェアの研究・開発 社員数（人） 48

富士通周辺機㈱
［FPE］

代表取締役社長氏名 長原　明 所有割合（%） 100
住所 兵庫県加東市佐保35 資本金（百万円） 100
電話番号 0795-42-5611 設立年月日 1984年4月20日

事業内容 コンピュータ周辺装置の開発・製造、携帯情報端末の開発・製造、産業
用機械・工作機械および部品の開発・製造・販売 社員数（人） 809

富士通セミコンダクター㈱
［FSL］

代表取締役社長氏名 曲渕　景昌 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 資本金（百万円） 60,000
電話番号 045-755-7000 設立年月日 2008年3月21日
事業内容 LSIに関する設計、開発、販売 社員数（人） 339

㈱富士通総研
［FRI］

代表取締役社長氏名 本庄　滋明 所有割合（%） 100
住所 東京都港区海岸1-16-1 資本金（百万円） 200
電話番号 03-5401-8391 設立年月日 1986年6月20日

事業内容 コンサルティング、研究開発、経済研究、フィールド・イノベータ育成
の事業 社員数（人） 340

㈱富士通ソーシアルサイエン
スラボラトリ
［SSL］

代表取締役社長氏名 林　恒雄 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 資本金（百万円） 450
電話番号 044-739-1511 設立年月日 1972年7月12日

事業内容 情報システムの研究・開発、ソフトウェアの研究・開発、ソフトウェア
の販売および輸出入業務、情報処理に関するコンサルテーション 社員数（人） 1,186

㈱富士通ソフトウェアテクノ
ロジーズ
［FST］

代表取締役社長氏名 新田　将人 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19 資本金（百万円） 100
電話番号 045-475-5600 設立年月日 2005年6月20日
事業内容 情報利活用およびクラウドインフラのサービス開発・提供 社員数（人） 961

㈱富士通ディフェンスシステ
ムエンジニアリング
［DSE］

代表取締役社長氏名 石井　重夫 所有割合（%） 100
住所 東京都千代田区麹町5-1 資本金（百万円） 100
電話番号 03-6803-5750 設立年月日 1988年6月20日

事業内容 防衛・防災分野を中心とした、SEサポートおよびシステム・インテグ
レーション 社員数（人） 161

富士通テクノリサーチ㈱
［TRL］

代表取締役社長氏名 中村　三知男 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市高津区末長4-8-52 資本金（百万円） 10
電話番号 044-813-8980 設立年月日 1978年4月1日
事業内容 知的財産権に関する調査、分析、技術翻訳 社員数（人） 79

富士通デザイン㈱
［FDL］

代表取締役社長氏名 上田　義弘 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 20
電話番号 044-433-5490 設立年月日 2007年10月1日

事業内容 プロダクトビジネス、ソリューションビジネス、サービスビジネスにお
けるデザイン開発、調査・研究、およびデザインコンサルティング 社員数（人） 128

富士通テン㈱
［FTL］

代表取締役社長氏名 山中　明 所有割合（%） 55.00
住所 兵庫県神戸市兵庫区御所通1-2-28 資本金（百万円） 5,300
電話番号 078-671-5081 設立年月日 1972年10月25日

事業内容 インフォテインメント機器、電子制御機器、衝突安全・予防安全機器、テ
レマティクス機器の製造、 販売および関連サービスの提供

社員数（人） 4,274

富士通特機システム㈱
［TSL］

代表取締役社長氏名 岩本　慎一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 資本金（百万円） 100
電話番号 044-739-1194 設立年月日 1985年2月20日

事業内容 防衛電子機器・システムのメンテナンス、防衛電子機器・システムの
設計・製造 社員数（人） 272
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富士通ネットワークソリュー
ションズ㈱
［FNETS］

代表取締役社長氏名 岡平　司 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 資本金（百万円） 3,942
電話番号 045-752-9800 設立年月日 1989年3月1日

事業内容 情報通信ネットワークシステムの企画、コンサルティング、設計、施工、
現地調整、運用、保守および機器販売 社員数（人） 1,673

㈱富士通パーソナルズ
［FJP］

代表取締役社長氏名 大谷　信雄 所有割合（%） 100
住所 東京都港区港南2-15-2 資本金（百万円） 940
電話番号 03-5781-1111 設立年月日 1995年7月1日

事業内容 情報処理機器、移動体情報通信機器の販売とこれらに関するサービス
の提供 社員数（人） 811

富士通ハーモニー㈱
［FHM］

代表取締役社長氏名 植栗　章夫 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 10
電話番号 044-874-2201 設立年月日 2013年12月2日

事業内容 書類の発送・廃棄・PDF化、構内配送、リサイクル、会議・セミナー準
備のサポートなど 社員数（人） 42

㈱富士通バンキングインフォ
テクノ
［FBIT］

代表取締役社長氏名 守屋　学 所有割合（%） 95.00
住所 東京都荒川区西日暮里2-26-2 資本金（百万円） 100
電話番号 03-3802-9233 設立年月日 1977年12月6日

事業内容 銀行向けのアウトソーシングサービスおよび金融機関向けのソリュー
ションの提供 社員数（人） 69

㈱富士通バンキングソリュー
ションズ
［FBSOL］

代表取締役社長氏名 鈴木　康夫 所有割合（%） 90.00
住所 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 資本金（百万円） 200
電話番号 045-642-6340 設立年月日 2000年9月20日
事業内容 地方銀行向けシステムのアウトソーシングサービス 社員数（人） 134

富士通ファシリティーズ㈱
［FFL］

代表取締役社長氏名 斜木　睦美 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 90
電話番号 044-754-2330 設立年月日 2002年1月21日

事業内容
工場等の施設の保守・管理業務、廃棄物処理、省資源化等に関する環境
コンサルティング、工場の環境衛生および公害防止に関する測定・分
析業務、計測器の校正業務

社員数（人） 278

富士通ホーム＆オフィスサー
ビス㈱
［FHO］

代表取締役社長氏名 植栗　章夫 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 500
電話番号 044-754-2398 設立年月日 1960年11月1日

事業内容

不動産取引業、福利厚生施設の運営・管理および代行、建築・電気・配
管・消防用設備・造園などの工事、警備・設備運転保全管理・清掃な
どのビルサービス、オフィスサービス業務、農産物の生産および販売・
加工、食料品、飲料品、事務用品、日用品雑貨、書籍等の販売およびその
斡旋、自動販売機の管理及び運営

社員数（人） 309

㈱富士通北陸システムズ
［FJH］

代表取締役社長氏名 寺田　満明 所有割合（%） 100
住所 石川県金沢市増泉3-4-30 資本金（百万円） 120
電話番号 076-241-4500 設立年月日 1983年9月20日

事業内容 ソフトウェア研究、開発、システムインテグレーション、コンサルティ
ング、アプリケーションソフトウェアの開発、販売 社員数（人） 762

㈱富士通マーケティング
［FJM］

代表取締役社長氏名 藤田　正美 所有割合（%） 100
住所 東京都港区港南2-15-3 資本金（百万円） 12,220
電話番号 03-6712-3111 設立年月日 1947年4月23日

事業内容 コンサルティング、機器販売、ソフトウェア開発、設置工事、保守サー
ビスと民需市場向け商品企画、開発、および販売パートナー支援 社員数（人） 3,435

㈱富士通ミッションクリティ
カルシステムズ
［FMCS］

代表取締役社長氏名 濱場　正明 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市神奈川区新子安1-2-4 資本金（百万円） 500
電話番号 045-438-2000 設立年月日 1982年8月20日

事業内容 コンサルティング、システムインテグレーション、パッケージソフト、
アウトソーシング、システム機器 / ソフトプロダクト販売

社員数（人） 2,345

富士通ミッションクリティカ
ルソフトウェア㈱
［MCS］

代表取締役社長氏名 八田　昌弘 所有割合（%） 100
住所 静岡県沼津市宮本140番地 資本金（百万円） 100
電話番号 055-924-7410 設立年月日 2007年11月1日
事業内容 メインフレームで稼動する基盤ソフトウェアを対象とした開発・保守 社員数（人） 237

富士通ミドルウェア㈱
［FMW］

代表取締役社長氏名 佐戸井　麻美 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-16 資本金（百万円） 200
電話番号 045-475-9800 設立年月日 1993年5月20日

事業内容

SIベンダー・パッケージベンダー・サービスベンダーとのアライアン
スによるソリューション開発、ならびに提案・販売サポート /クラウド・
インターネットシステム・オープン系システムの構築、システム運用
ソフトウェアの提案・販売・サポート

社員数（人） 59

富士通モバイルコミュニケー
ションズ㈱
［FMC］

代表取締役社長氏名 辻村　諭 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 450
電話番号 044-874-0622 設立年月日 2010年10月1日
事業内容 携帯電話端末の設計、開発、販売等 社員数（人） 7

㈱富士通山形インフォテクノ
［FYIT］

代表取締役社長氏名 山内　一也 所有割合（%） 51.00
住所 山形県山形市桜町7-35 資本金（百万円） 60
電話番号 023-633-0111 設立年月日 1974年10月31日

事業内容 地域金融機関向け情報システムのアウトソーシング、金融機関向けア
プリケーション開発 社員数（人） 26

㈱FUJITSUユニバーシティ
［FJU］

代表取締役社長氏名 三宅　龍哉 所有割合（%） 100
住所 川崎市中原区下小田中1-14-1 資本金（百万円） 20
電話番号 044-754-5501 設立年月日 1979年3月1日
事業内容 富士通グループ社員向けの各種教育 社員数（人） 123

㈱富士通ラーニングメディア
［FLM］

代表取締役社長氏名 青山　昌裕 所有割合（%） 100
住所 東京都港区港南2-13-34 資本金（百万円） 300
電話番号 03-6710-1500 設立年月日 1977年6月30日

事業内容

人材育成コンサルティング、学習管理サービス、講習会／サテライト講
習会／ e講義動画／ eラーニング、eラーニングコンテンツ受託開発／
ドキュメント制作・活用／Webサイト制作・運用サービス、個人のお
客様向けパソコン教室

社員数（人） 406
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フューチャーシティソリュー
ションズ㈱
［FCTS］

代表取締役社長氏名 山岸　憲一 所有割合（%） 51.00
住所 東京都港区西新橋一丁目13番4号 資本金（百万円） 100
電話番号 03-5501-9400 設立年月日 2012年12月12日

事業内容 スマートコミュニティに関連するサービス、およびエネルギー管理シ
ステムに関するサービスの提供 社員数（人） 4

㈱ベストライフ・プロモーショ
ン
［BLP］

代表取締役社長氏名 齋藤　稔 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 50
電話番号 044-754-2060 設立年月日 2007年2月15日

事業内容
インターネットなどのネットワークを利用した医療関連情報およびそ
の他情報サービスの提供、インターネットなどのネットワークを利用
した健康増進事業およびその委託事業

社員数（人） 23

㈱モバイルテクノ
［MTC］

代表取締役社長氏名 長谷川　淳一 所有割合（%） 100
住所 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 資本金（百万円） 100
電話番号 045-228-8850 設立年月日 2000年1月19日

事業内容

モバイル通信システム、多重無線システム、公共無線通信システム、近
距離無線通信システム、放送／衛星システム、その他無線システムに関
するシステムデザイン、ハードウェア・ファームウェア・ソフトウェ
ア開発、およびモバイル通信システム評価サービス

社員数（人） 262

㈱ユーコット・インフォテクノ
［UCOT］

代表取締役社長氏名 村上　裕司 所有割合（%） 51.00
住所 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-17 資本金（百万円） 160
電話番号 078-242-0610 設立年月日 1990年9月28日

事業内容 情報処理サービス業（システム開発、保守、運用業務など）、アウトソー
シング事業 社員数（人） 47

富士通テレコムネットワーク
ス㈱
［FTN］

代表取締役社長氏名 久米　富幸 所有割合（%） 100
住所 栃木県小山市城東3-28-1 資本金（百万円） 100
電話番号 0285-26-6090 設立年月日 2015年10月1日
事業内容 情報通信機器・装置・システムの製造 社員数（人） 1,373

ニフティ㈱
［NIF］

代表取締役社長氏名 三竹　兼司 所有割合（%） 100（2016年7月末時点）
住所 東京都新宿区北新宿2-21-1 資本金（百万円） 3746
電話番号 03-6807-4500 設立年月日 1986年2月4日
事業内容 ISP事業、Webサービス事業、クラウド事業 社員数（人） 848

富士通ネットワークサービス
エンジニアリング㈱
［FNSE］

代表取締役社長氏名 國本　康弘 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市高津区坂戸1-17-3 資本金（百万円） 100
電話番号 044-822-2161 設立年月日 2011年6月21日

事業内容 情報通信機器・装置・システムの開発・設計、保守、および関連サービ
スの提供 社員数（人） 284

富士通ソーシャルライフシス
テムズ㈱
［FSLS］

代表取締役社長氏名 松村　孝宏 所有割合（%） 100
住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 資本金（百万円） 50
電話番号 044-814-9020 設立年月日 2015年10月1日
事業内容 セキュリティ機器・装置・サービスの開発・製造・販売事業 社員数（人） 33

㈱YJK Solutions
［YJK］

代表取締役社長氏名 羽場　英明 所有割合（%） 51.00
住所 東京都港区西新橋3-23-5 資本金（百万円） 80
電話番号 03-5425-7200 設立年月日 1981年7月3日

事業内容

システム開発に関するサービスの提供、コンピュータに関するサービ
スの提供、システム開発及びオペレーションに関する要員派遣、海運・
港運、航空等物流業乃至システムならびに国内、国際経済・貿易に関す
る調査研究、ICT関連機器接続のLAN敷設、電気工事及び電気通信工事

社員数（人） 151

［関連会社］

㈱富士通ゼネラル
［FG］

代表取締役社長氏名 斎藤　悦郎 所有割合（%） 44.08
住所 神奈川県川崎市高津区末長3-3-17 資本金（百万円） 18,089
電話番号 044-866-1111 設立年月日 1936年1月15日

事業内容 空調機および情報通信・電子デバイス製品の開発、製造および販売な
らびにサービスの提供 社員数（人） 7,406

富士通リース㈱
［FLC］

代表取締役社長氏名 春日井　昌生 所有割合（%） 20.00
住所 東京都千代田区神田練塀町3番地 資本金（百万円） 1,000
電話番号 03-5843-6301 設立年月日 1978年3月15日
事業内容 情報処理機器、通信機器等の賃貸および販売 社員数（人） 158

■ Americas
［子会社］

1 Fujitsu America, Inc. 
［FAI］

住所 1250 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA 所有割合（%） 100（FNAH＊が 100%所有）

電話番号 +1-800-831-3183 設立 2009年 4月

資本金 US$664.0K 社員数（人） 約 2,500

事業内容 ICTシステム機器の販売ならびに ICTサービス・SIの提供 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

2 Fujitsu Canada, Inc. 
［FCI］

住所 6975 Creditview Road, Mississauga, ON, L5N 8E9, Canada 所有割合（%） 100（FAIが 100%所有）

電話番号 +1-905-286-9666 設立 1976年 11月

資本金 CAN$1.9M 社員数（人） 約 150

事業内容 ICTシステム機器の販売ならびに ICTサービス・SIの提供 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

3 Fujitsu Computer Products 
of America, Inc. 
［FCPA］

住所 1250 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA 所有割合（%） 100（PFUが 100%所有）

電話番号 +1-408-746-6000 設立 1991年 9月

資本金 US$10.8M 社員数（人） 約 160

事業内容 個人・企業向けドキュメントキャプチャーのハードウェア・ソ
フトウェアのソリューションの提供 セグメント その他
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4 Fujitsu do Brasil Ltda. 
［FBR］

住所 Rua Treze de Maio,1633-1 Andar, Edificio Fujitsu, CEP 01327-
905, Bela Vista, São Paulo-SP, Brazil 

所有割合（%） 100 

電話番号 +55-11-3265-0880 設立 1972年 12月

資本金 R$60.1M 社員数（人） 約 320

事業内容 PRIMEQUEST・ETERNUSの販売、保守、スキャナ・PALMSECURE
の販売、ITサービスなど

セグメント サービス、
システムプラットフォーム

5 Fujitsu Frontech North 
America, Inc. 
［FFNA］

住所 27121 Towne Centre Dr., Suite 100 Foothill Ranch, CA 92610 
USA

所有割合（%） 100（富士通フロンテック
株式会社が 100%所有）

電話番号 +1-949-855-5500 設立 2009年 4月

資本金 US$17.1M 社員数（人） 約 80

事業内容 セルフチェックアウトシステム、金融関連機器、生体認証
PalmSecure及び RFIDのソリューション等の開発・製造

セグメント その他

6 Fujitsu Laboratories of 
America, Inc. 
［FLA］

住所 1240 East Arques Avenue, M/S 345 Sunnyvale, CA 94085, 
USA

所有割合（%） 100（株式会社富士通研
究所が 100%所有）

電話番号 +1-408-530-4500 設立 1993年 6月

資本金 US$4.8M 社員数（人） 約 70

事業内容
コンピュータアーキテクチャ、ネットワークシステム、ソフト
ウェアエンジニアリング、セキュリティ、IoT、ヒューマンマシ
ンインタフェースに関する研究開発

セグメント その他

7 Fujitsu Network 
Communications Inc. 
［FNC］

住所 2801 Telecom Parkway, Richardson, TX 75082, USA 所有割合（%） 100 

電話番号 +1-972-690-6000 設立 1991年 10月

資本金 US$240.8M 社員数（人） 約 1,200

事業内容 通信のハードウェア・ソフトウェアの開発、製造、販売、イン
テグレーション、保守 セグメント システムプラット

フォーム

8 Fujitsu Electronics America, 
Inc.  
［FEA］

住所 1250 East Arques Avenue, M/S 333, Sunnyvale, CA 94085, 
USA

所有割合（%） 100（FEI**が 100%所有）

電話番号 +1-408-737-5600 設立 1979年

資本金 US$20.0M 社員数（人） 約 30

事業内容 電子デバイスの販売 セグメント LSI

9 FUJITSU GLOVIA, INC. 
［FGI］

住所 2250 East Imperial Highway, Suite 200, El Segundo, CA 
90245, USA

所有割合（%） 100 

電話番号 +1-310-563-7000 設立 1997年 7月

資本金 US$40.4M 社員数（人）

事業内容 注文設計から大量生産までをカバーする、製造業のための拡張
ERPソリューションの提供および SaaS関連ビジネス

セグメント サービス

＊ FNAH：Fujitsu North America Holdings, Inc.
＊＊ FEI：Fujitsu Electronics Inc.

■ EMEIA
［子会社］

1 Fujitsu Finland Oy

住所 Valimotie 16, 00380 Helsinki, Finland 所有割合（%） 100（FSH BV＊が 100%所有）

電話番号 +358-45-7880-4000 設立 1960年 9月

資本金 € 45.5M 社員数（人） 約 2,760

事業内容 ICTシステム機器の販売ならびに ICTサービス・SIの提供 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

2 Fujitsu India Private Limited 
［FIPL］

住所 15th Floor, Bldg. No. 9A, Phase III, DLF Cyber City, Gurgaon, 
Haryana - 122002, India

所有割合（%） 100（FTSが 100%所有）

電話番号 +91-124-470-5100 設立 1997年 3月

資本金 Rs. 230.0M 社員数（人） 約 120

事業内容 ITインフラの製品・ソリューション・サービスの販売 セグメント その他

3 Fujitsu Laboratories of 
Europe Ltd. 
［FLE］

住所 Hayes Park Central, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 
8FE, UK

所有割合（%） 100（株式会社富士通研
究所が 100%所有）

電話番号 +44-20-8573-4444 設立 2001年 4月

資本金 £670.0K 社員数（人） 約 50

事業内容 無線ネットワーク、HPCアプリケーション、エンジニアリング・
クラウド、ビッグデータアナリティクス セグメント その他

4 Fujitsu Electronics Europe 
GmbH 
［FEEU］

住所 Pittlerstrasse 47, 63225 Langen, Germany 所有割合（%） 100（FEI**が 100%所有）

電話番号 +49-6103-6900 設立 1980年 6月

資本金 € 3.3M 社員数（人） 約 50

事業内容 電子デバイスの販売 セグメント LSI
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5 Fujitsu Services Holdings 
PLC 
［FS］

住所 22 Baker Street, London, W1U 3BW, UK 所有割合（%） 100

電話番号 +44-87-354-5555 設立 1968年

資本金 £1,598M 社員数（人） 約 14,000

事業内容 アウトソーシングを中心とする ITインフラサービスの提供 セグメント サービス

6 Fujitsu Technology Solutions 
（Holding） B.V. 
［FTS］

住所
Highlight Towers, Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 
Munich, Germany
（＊ Operating HQ所在地）

所有割合（%） 100 

電話番号 +49-89-62060-1210 設立 1999年 10月

資本金 € 272.8M 社員数（人） 約 12,000

事業内容 ITインフラプロダクト、ソリューション、サービスの提供、販売 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

＊ FSH BV：Fujitsu Services Holding B.V.
＊＊ FEI：Fujitsu Electronics Inc.

■ Oceania
［子会社］

1 Fujitsu Australia Limited 
［FAL］

住所 118 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia 所有割合（%） 100 

電話番号 +61-2-9776-4357 設立 1972年 6月

資本金 A$262.8M 社員数（人） 約 3,400

事業内容 情報通信技術に基づくソリューション・サービスの設計、構築、
保守、運用 セグメント サービス

2 Fujitsu New Zealand Limited 
［FNZ］

住所 Level 12, Fujitsu Tower 141, The Terrace, Wellington, New 
Zealand

所有割合（%） 100（FALが 100%所有）

電話番号 +64-4-495-0700 設立 1981年 3月

資本金 NZ$760.0K 社員数（人） 約 770

事業内容 情報通信技術に基づくソリューション・サービスの設計、構築、
保守、運用 セグメント サービス

■ Asia
［子会社］

1 Fujitsu Asia Pte. Ltd. 
［FAPL］

住所 Nexus @ one north, 1 Fusionopolis Link, #04-01, Singapore 
138542

所有割合（%） 100 

電話番号 +65-6512-7180 設立 1997年 3月

資本金 S$29.4M 社員数（人） 約 490

事業内容 アセアン地域内の情報処理拠点統括、サービス提供、通信機器
の国際調達の販売サポート セグメント サービス、

システムプラットフォーム

2 Fujitsu Computer Products 
of Vietnam, Inc. 
［FCV］

住所 No. 31, Street 3A Bien Hoa Industrial Zone II, Dong Nai 
Province, Vietnam

所有割合（%） 100 

電話番号 +84-61-889-0273 設立 1995年 9月

資本金 US$42.3M 社員数（人） 約 1,900

事業内容 プリント板ユニット、プリント基板の製造 セグメント その他

3 Fujitsu Korea Ltd. 
［FKL］

住所 11-12F, Kyobo Life Insurance Bldg., 1, Jong-ro, Jongno-gu, 
Seoul, 110-714, Korea

所有割合（%） 100 

電話番号 +82-2-3787-6000 設立 1974年 2月

資本金 Won 8.4B 社員数（人） 約 320

事業内容 ICTシステム機器の販売ならびに ICTサービス・SIの提供 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

4 Fujitsu （Malaysia） Sdn. Bhd. 
［FMS］

住所 Level 1 & 2, No. 3505 Jalan Teknokrat 5, 63000 Cyberjaya, 
Selangor, Malaysia

所有割合（%） 100（FAPLが 100%所有）

電話番号 +603-8318-3700 設立 1997年 2月

資本金 M$7.3M 社員数（人） 約 260

事業内容 ICTシステム機器の販売ならびに ICTサービス・SIの提供 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

5 Fujitsu Philippines, Inc. 
［FPI］

住所 2nd Floor, United Life Building, 837 A. Arnaiz Ave., Legaspi 
Village, Makati City, 1229, Philippines

所有割合（%） 100（FAPLが 95.5%所有）

電話番号 +63-2-812-4001 設立 1975年 4月

資本金 Peso 156.0M 社員数（人） 約 1,240

事業内容 ハードウェアおよびソフトウェアの販売、ソフトウェアの受託
開発 セグメント サービス、

システムプラットフォーム
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6 Fujitsu Electronics Korea 
Ltd. 
［FEK］

住所 #902, 416, Yeongdong-daero,  Gangnam-gu,  Seoul,  Korea 所有割合（%） 100（FEI*が 100%所有）

電話番号 +82-2-3484-7100 設立 1999年 8月

資本金 Won 400.0M 社員数（人） 約 15

事業内容 電子デバイスの販売 セグメント LSI

7 Fujitsu （Thailand） Co., Ltd. 
［FTH］

住所 22-23 Floor, Exchange Tower, 388 Sukhumvit Rd., Klongtoey, 
Bangkok, Thailand, 10110

所有割合（%） 99.9（FAPLが 99.9%所有）

電話番号 +66-0-2302-1500 設立 2016年 8月

資本金 Baht 50.0M 社員数（人） 約 440

事業内容 ICTシステム機器の販売ならびに ICTサービス・SIの提供 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

8 Fujitsu Telecommunications 
Asia Sdn. Bhd. 
［FTA］

住所 Ground Floor, No. 3505, Jalan Teknokrat 5, 63000 Cyberjaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

所有割合（%） 100 

電話番号 +60-3-8314-2020 設立 1995年 10月

資本金 M$500.0K 社員数（人） 約 30

事業内容 通信事業におけるエンジニアリングサービス、サポートの提供 セグメント システムプラット
フォーム

9 Fujitsu Vietnam Limited 
［FVL］

住所
Unit 01-03, 17th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 
Lot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Tu Liem 
District, Hanoi, Vietnam

所有割合（%） 100（FAPLが 100%所有）

電話番号 +84-4-2220-3113 設立 1999年 2月

資本金 VND 9.7B 社員数（人） 約 150

事業内容 ICTシステム機器の販売ならびに ICTサービス・SIの提供 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

10 PT Fujitsu Indonesia 
［FID］

住所 Wisma Keiai 10th Floor, JI. Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta, 
Indonesia, 10220

所有割合（%） 100（FAPLが 100%所有）

電話番号 +62-21-570-9330 設立 1995年 2月

資本金 Rupiah 4.4B 社員数（人） 約 220

事業内容 コンピュータ・システムに関するサービス、通信、ソフト開発 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

11 富士通（中国）有限公司 
Fujitsu （China） Co., Ltd. 
［FCC］ 

住所

〒 100027 中国・北京市朝陽区工体北路甲 2号盈科中心捌坊 6
号 3階 308単元 .
308 Unit 3F, Gate 6, Space 8, Pacific Century Place, No. 2A 
Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District, Beijing, 100027, China

所有割合（%） 100

電話番号 +86-10-5969-1000 設立 1995年 5月

資本金 US$86.8M 社員数（人） 約 30

事業内容 電子通信領域の投資、投資先企業への業務支援、研究開発セン
ターの設置、投資のコンサルティングサービス セグメント その他

12 富士通（中国）信息系統 
有限公司 
Fujitsu （China） Holdings 
Co., Ltd. 
［FCH］

住所
〒 201204 上海市浦 新区 花路 333号 333世 大厦 5楼、6楼
5-6F Century 333, 333 Lanhua Road, Pudong New Area, 
Shanghai 201204

所有割合（%） 100（FCCが 100%所有）

電話番号 +86-21-5887-1000 設立 1996年 12月

資本金 RMB 340.58M 社員数（人） 約 600

事業内容

サーバ、ストレージなどのプラットフォーム製品、流通・金融
分野の端末、ソフト開発及びこれらに関するサービスの提供・
通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの販売な
らびにこれらに関するサービスの提供・通信設備、情報ネット
ワーク、情報処理設備等のリースサービスの提供 

セグメント サービス、
システムプラットフォーム

13 富士通香港有限公司 
Fujitsu Hong Kong Limited 
［FHK］

住所
香港港島東太古坊英皇道 979号林肯大厦 10楼
10/F, Lincoln House, 979 King's Road, Taikoo Place, Island 
East, Hong Kong

所有割合（%） 100 

電話番号 +852-2827-5780 設立 1986年 1月

資本金 HK$50M 社員数（人） 約 210

事業内容 香港マカオにおける ICT機器／ソフトウェア販売及びソリュー
ション／サービス／サポートの提供 セグメント サービス、

システムプラットフォーム

14 Fujitsu PC Asia Pacific Ltd. 
［FPCA］

住所 Unit 602-607, Bio-Informatics Centre, No. 2 Science Park 
West Avenue, HK Science Park, Shatin, Hong Kong 所有割合（%） 100 

電話番号 +852-3910-8282 設立 1995年 4月

資本金 RMB 21M 社員数（人） 約 90

事業内容 パソコンの販売 セグメント パソコン／携帯

15 富士通研究開発中心有限公司 
Fujitsu Research and 
Development Center Co., 
Ltd. 
［FRDC］

住所

〒 100027 中国・北京市朝陽区工体北路甲 2号盈科中心捌坊 6
号 3階 355単元 .
355 Unit 3F, Gate 6, Space 8, Pacific Century Place, No. 2A 
Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District, Beijing, 100027, China

所有割合（%） 100（FCCが 100%所有）

電話番号 +86-10-5969-1000 設立 1998年 2月

資本金 US$4.4M 社員数（人） 約 110

事業内容 マルチメディアシステムにおける通信、情報、プラットフォー
ム技術の研究開発及び関連技術サービスの提供 セグメント その他
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16 富士通信息系統（深圳）有限公司 
Fujitsu South China Limited 
[FJSC]

住所

〒 518026 中国・深圳市福田区益田路 6009号新世界商務中心
28楼 2809室
Room 2809, 28F New World Center, No. 6009 Yitian Road, 
Futian District, Shenzhen, 518026, China

所有割合（%） 100（FHKが 100%所有）

電話番号 +86-755-2588-2589 設立 2009年 5月

資本金 US$1.5M 社員数（人） 約 40

事業内容 スキャナ開発業務 セグメント サービス、
システムプラットフォーム

17 台湾富士通股份有限公司 
Fujitsu Taiwan Ltd.  
［FTL］

住所 台湾・台北市中華路一段 39号 19楼
19F, No. 39, Section 1, Chung Hwa Road, Taipei, Taiwan 所有割合（%） 100 

電話番号 +886-2-2311-2255 設立 1973年 12月

資本金 NT$153.6M 社員数（人） 約 300

事業内容 システムソリューションの販売・保守、コンピュータ周辺機器
の販売、国際調達業務 セグメント サービス、

システムプラットフォーム

18 富士通（西安）系統工程 
有限公司 
Fujitsu （Xi'an） System 
Engineering Co., Ltd. 
［FXS］

住所

〒 710075 中国・西安市高新区科技二路 72号（西安軟件園）唐
楽閣 A座 4F 
4/F, Suite A, TangYueGe Building, Xi'an Software Park, No. 72 
Keji 2nd Road, Xi'an High-tech Industries Development Zone, 
Xi'an, 710075, China

所有割合（%） 100（FCCが 100%所有）

電話番号 +86-29-8766-9766 設立 2001年 9月

資本金 RMB 4.8M 社員数（人） 約 330

事業内容 日本向け業務アプリ開発、中国地場（西安）でのローカルビジネス セグメント サービス

19 江蘇富士通通信技術有限公司 
Jiangsu Fujitsu 
Telecommunications 
Technology Co., Ltd. 
［JFTT］

住所
〒 215163 中国・江蘇省蘇州市高新区錦峰路 158号 21楼
21st Block, 158 Jin Feng Rd., New District, Suzhou, Jiangsu, 
215163, China 

所有割合（%） 90.0（うちFCCが45.0%所有）

電話番号 +86-512-6825-0097 設立 1994年 5月

資本金 US$7.5M 社員数（人） 約 440

事業内容 富士通向けソフト開発ビジネス、中国国内 SI/Solutionビジネス、
IDCビジネス、F150/伝送設備保守業務購買本向け BPO業務委託 セグメント

サービス、
システムプラットフォーム

20 南京富士通南大軟件技術 
有限公司 
Nanjing Fujitsu Nanda 
Software Technology Co., 
Ltd. 
［FNST］

住所
〒 210012 中国・南京市雨花台区文竹路 6号
No．6 Wenzhu Road, Software Avenue, Nanjing, Jiangsu, 
210012, China

所有割合（%） 78.9（FCCが 78.9%所有）

電話番号 +86-25-8663-0566 設立 1999年 2月

資本金 RMB 10M 社員数（人） 約 1,080

事業内容 富士通グループからのサーバシステムソフトウェア、ミドルウェ
アと組込みソフトウェア等の研究開発業務の請負 セグメント システムプラット

フォーム

＊ FEI: Fujitsu Electronics Inc.

グローバル・デリバリーセンター
富士通は、世界中のお客様に標準化された高品質なサービスを提供するため、世界8カ国にグローバル・デ
リバリーセンター（以下、GDC）を展開しています。

■ GDCの役割
・富士通の技術やオファリング、業種ノウハウを有するCOE（Center of Excellence）
・ 各拠点に対するアプリケーションの開発・運用、多言語対応サービスデスク、リモート・インフラ管理、
ビジネスプロセスアウトソーシングの提供

ポルトガルGDC 

ポーランドGDC  

コスタリカGDC 

マレーシアGDC 

ロシアGDC 

インドGDC 

GDC要員数　約8,400人　（2016年4月時点）

フィリピンGDC 

中国GDC 
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