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　人的ミスに対する原因追究

を曖昧にしないこと。製造業

における製造責任のプロセス

管理を徹底すること。それが

お客様に対して｢仕事の成果｣

を保証することにつながりま

す。単なる｢労働力の提供｣で

はなく、一歩進んだ人材サー

ビスへ。このビジョンがあっ

てこそ常に｢新しい価値｣を生

み出せるのです。

　仕事の内容、報酬、ライフ

スタイルにあった働き方、自

己の成長など様々な要素から、

働く人それぞれに「働く喜

び」を提供できる会社であり

たい…。人間にとって大切な

「働く」ということに誠実に

向き合い、多くの人の｢働く

喜び｣を重ねながら新たな事

業につなげることが私たちの

使命であると考えます。

　WDBグループの一員とし

て果たすべき社会的責任を認

識し、その一部を担っている

のは自分だと思える強い意識。

自ら積み上げてきた努力や実

績でさえ状況に応じてクラッ

シュ＆ビルドする勇気と覚悟。

その気概こそWDBグループ

の社員たちの誇りであり、グ

ループを牽引する原動力なの

です。

　株主、派遣スタッフ、グル

ープ社員、取引先、地域社会

など、すべてのステークホル

ダーに対する経営責任。企業

としての利益追求はもとより、

新たな雇用創出や高付加価値

サービスの提供、企業として

の発展という様々な｢WDBの

価値｣を、企業価値、即ち時

価総額を高めることと、配当

を通して株主に還元すること

も重要な使命と考えています。

「仕事の成果」の保証
「新しい価値」の創造

お客様に対する

VISION

「働く喜び」の提供

私たちの
会社を通じて働く
人たちへの

VISION

誇りをもって働ける会社

私たち自身に
対する

VISION

「価値」の還元

株主に対する

VISION

マネジメント・メッセージ
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　株主の皆様におかれましては、平素よ

り格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上

げます。

　第28期中間(平成24年4月1日から平成

24年9月30日まで)報告書をお届けするに

あたり、ご挨拶を申し上げます。

　当中間期における我が国経済は、欧州

における信用不安、長引く円高等による

輸出産業の低迷により、先行きに不安を

残す状況が続いております。

　弊社グループの属する人材ビジネス業

界においては、国内の雇用情勢は厚生労

働省が発表した平成24年9月の有効求人

倍率は（季節調整値）0.81倍、総務省が

発表した完全失業率は（季節調整値）

4.2％となっており、依然として厳しい状

況が続いております。

　また、平成24年10月より、改正労働者

派遣法が施行されました。マージン率の

情報公開の義務化や、日雇い派遣の禁

止、専ら派遣の規制等、ビジネスを取り

巻く環境は厳しさを増しております。

　このような状況のもと、当中間期にお

きましては、売上高が118.9億円(前年同

期比10.0％増)、経常利益が10.3億円(前年

同期比44.4％増)となり、堅調に推移する

ことが出来ました。

　当中間期におきましては、中核である

研究職人材事業におきまして、平成24年

5月に那覇支店を開設、現在全国に51拠

点を展開させ、顧客のニーズに幅広くお

応えする体制を整えました。

　さらに、研究職人材を真に産業界で貢

献できる人材とする為のキャリア形成支

援を行いますWDBユニバーシティ株式会

社を平成24年4月に設立し、同年5月に東

京校、神戸校を開校いたしました。

　WDBユニバーシティでは、社会人とし

て必要なビジネスマナーをはじめ、ビジ

ネススキルやマネジメント能力を身に付

けさせる為、ビジネススクールに準じた

カリキュラム構成となっており、現在仕

事と勉学を両立させながら、スキルアッ

プに取り組んでおります。

　また、CRO事業の一層の強化、効率化

を目指し、平成24年11月1日付で医薬品

開発支援事業を展開しておりますWDBメ

ディカル株式会社と、医薬品開発分野で

の翻訳支援業務を行っております株式会

社アイ・シー・オーを統合いたしまし

た。

　グループ全体としましては、WDBホー

ルディングス株式会社として、持株会社

体制となりましてから、本年11月をも

ちまして、1年が経過いたしました。こ

れからもグループ全体の効率性を高め、

機動的な業務執行を行ってまいりますと

ともに、競争力を高めていく所存です。

　株主の皆様におかれましては、弊社グ

ループの経営にご理解頂き、尚一層のご

支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。

WDBグループ代表

中野 敏光
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WDBグループの事業の方向性

　当社グループは、事務職の人材サービス会社から始まり、理学系研究職の人材サービスへ進化しました。そして今は、「研究者が活躍する日本をつくる」「キャ
リアの見通しをつける」会社へと変革の途上にあります。その根底に流れるものは、「働くこと」に真剣に向き合い、「働くこと」に起因する様々な課題を解決し
ていきたいという使命感です。当社が、持株会社体制に移行したことや人材サービス以外の事業を持っていることも、課題解決のためです。今後、当社グループでは、
理学系研究職を中核として、製造事業、CRO事業、教育事業等により専門性の高いサービスを提供し、競争力を一層高め、企業価値の最大化を図っていきます。

グループ概要（平成24年11月現在）

1985年 1996年 2005年 2010年2008年 2011年 2012年 2020年

ポスドク
支援 CRO

開発製造 人材教育

事務職
派遣会社

人材養成

1997年
研究職人材事業に進出

2010年4月
　CRO事業　WDBメディカル㈱
　事業領域の拡大支援事業　WDB事業承継パートナーズ㈱

研究職人材サービスの成長
2012年11月時点　全国51拠点

持株会社機能
　子会社の管理と経営資源の有効配分を行う

■WDBグループの経営戦略策定

100％

100％

100％

100％

100％

100％

専
　門
　性

100％

100％

100％

100％

研究開発製造事業

ポスドク支援事業

人材サービス事業

WDBホールディングス
株式会社

教育事業

CRO事業

グループの戦略補助会社

WDBシステムズ株式会社

WDB事業承継パートナーズ株式会社

WDB独歩株式会社

WDBアイシーオー株式会社

WDB株式会社

WDBエウレカ株式会社

ミドルキャリア株式会社

ポスドクスタイル株式会社

株式会社WDB環境バイオ研究所

WDB機能化学株式会社

医薬・化学・食品分野専門の技術アライアンス・M&A支援

データ入力処理、清掃業務等を通じた障がい者雇用促進

WDBグループの戦略的情報システムの構築とITインフラの提供

バイオ・化学をはじめとした専門性の高い人材サービス

ラボラトリアルサポート　研究開発におけるバイオ・化学系等の
研究開発・研究補助業務

中高年研究職・技術職人材のための人材紹介・人材派遣サービス

有機化合物の受託製造・受託研究

医薬・化学・食品分野専門の技術アライアンス・M&A支援

データ入力処理、清掃業務等を通じた障がい者雇用促進

WDBグループの戦略的情報システムの構築とITインフラの提供

医薬に関するデータマネジメントとドキュメント作成の支援

ポスドク支援のための人材紹介サービス・教育事業

二枚貝類、魚類、甲殻類及び藻類の研究と生産販売

医薬に関するデータマネジメントとドキュメント作成の支援

100％ WDBユニバーシティ株式会社
研究職人材のマネジメント能力と総合力の向上のための教育機関研究職人材のマネジメント能力と総合力の向上のための教育機関

バイオ・化学をはじめとした専門性の高い人材サービス

ラボラトリアルサポート　研究開発におけるバイオ・化学系等の
研究開発・研究補助業務

中高年研究職・技術職人材のための人材紹介・人材派遣サービス

100％ WDB Singapore Pte. Ltd.
シンガポールにおける人材紹介シンガポールにおける人材紹介

ポスドク支援のための人材紹介サービス・教育事業

二枚貝類、魚類、甲殻類及び藻類の研究と生産販売

有機化合物の受託製造・受託研究
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人材事業

事業会社

持株会社

2011年4月　CRO事業　㈱アイ・シー・オー
2011年6月　ポスドク支援事業　ポスドクスタイル㈱
2011年8月　海外事業　WDB Singapore Pte. Ltd.
2012年4月　教育事業　WDBユニバーシティ㈱

2008年10月
　化学品製造・開発事業　WDB機能化学㈱
2009年2月
　養殖・バイオ研究開発事業　㈱WDB環境バイオ研究所

研究職
人材会社

CRO事業の強化のため
㈱アイ・シー・オーが

WDBメディカル㈱を吸収合併し
WDBアイシーオー㈱へ

社名変更

WDBグループの事業一覧①
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人材サービス事業

　WDBグループの中核の事業である人材
サービス事業は、その業務レベルや雇用
形態等に応じて分社化し、それぞれ専門
特化してサービスを行っております。ま
た従来の人材派遣・人材紹介という概念
に捉われず、ほかの事業とのシナジー効
果を発揮し、新たなサービス展開も視野
に入れています。人材サービス事業は、
WDBグループの中核をなす事業です。平
成22年6月に行った「満足就労宣言」を
基本的な考え方として、これまで以上に、
派遣事業にシビアに取り組んでいきます。
　派遣就業を続けていきたい人、派遣を
卒業して正社員になりたい人、そのどち
らも支援していく会社を目指し、派遣就
業を続けていきたい人に対しては、人間
的成長を遂げられる機会を提供すること
を考えていきます。
　WDB株式会社とWDBエウレカ株式会
社では、化学やバイオといった理学系研
究職の分野において、派遣就業や教育研
修、正社員転職を支援しています。また、
派遣就業を卒業していく人には、ミドル
キャリア株式会社を通じて正社員として
の転職が可能です。ミドルキャリア株式
会社の正社員紹介のモデルは、就職希望
の人のエージェントとして機能させるこ
とを考えています。そして、派遣を卒業
していく人の中で、WDBグループで就業
することを望む人には、WDBグループの

事業会社での職場を提供します。
　このように、これからは理学系研究職
の人たちを囲い込むのではなく、循環を
促進することによって、大きな循環の輪
ができるのではないかと考えています。
この好循環を促進することによって、多
くの理学系研究職の人材が集まってくる
ような企業グループを目指します。

  WDB株式会社

　バイオ・化学の研究開発業務における
人材派遣・人材紹介サービスを行ってい
ます。一般派遣を主に、正社員型派遣・
人材紹介等、幅広いサービスを展開して
います。また、W-plusという独自の教育
システムを持ち、選任から契約満了まで、
人材の品質の維持・向上に努めている
だけでなく、長期障害所得補償制度や
派遣スタッフのためのボーナス制度な
ど、革新的な福利厚生制度によって働
く人たちの満足度を高める取り組みも
行っています。

  WDBエウレカ株式会社

　バイオ・化学の研究開発業務における
自社正社員による派遣サービス（特定労
働者派遣事業）を行っています。より安
定した人材提供、研究職として働く人た
ちのキャリア支援を行うべく設立しまし
た。大部分の正社員は理系大学院から新
卒で採用しています。正社員として派遣
就業しながら自らのキャリアを見つめ、
派遣就業を継続するか、正社員転身のた
めの教育を受けるかといったコース選択
をしていくのが特徴のひとつです。また、
自らプロジェクト（子供たちに科学を身
近に感じてもらうためのサイエンス教室
など）の運営も行っています。



WDBグループの事業の方向性

　当社グループは、事務職の人材サービス会社から始まり、理学系研究職の人材サービスへ進化しました。そして今は、「研究者が活躍する日本をつくる」「キャ
リアの見通しをつける」会社へと変革の途上にあります。その根底に流れるものは、「働くこと」に真剣に向き合い、「働くこと」に起因する様々な課題を解決し
ていきたいという使命感です。当社が、持株会社体制に移行したことや人材サービス以外の事業を持っていることも、課題解決のためです。今後、当社グループでは、
理学系研究職を中核として、製造事業、CRO事業、教育事業等により専門性の高いサービスを提供し、競争力を一層高め、企業価値の最大化を図っていきます。

グループ概要（平成24年11月現在）

1985年 1996年 2005年 2010年2008年 2011年 2012年 2020年

ポスドク
支援 CRO

開発製造 人材教育

事務職
派遣会社

人材養成

1997年
研究職人材事業に進出

2010年4月
　CRO事業　WDBメディカル㈱
　事業領域の拡大支援事業　WDB事業承継パートナーズ㈱

研究職人材サービスの成長
2012年11月時点　全国51拠点

持株会社機能
　子会社の管理と経営資源の有効配分を行う

■WDBグループの経営戦略策定
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100％

100％

100％

100％

100％
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　門
　性
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100％
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研究開発製造事業

ポスドク支援事業

人材サービス事業
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CRO事業
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WDB事業承継パートナーズ株式会社

WDB独歩株式会社

WDBアイシーオー株式会社

WDB株式会社

WDBエウレカ株式会社

ミドルキャリア株式会社

ポスドクスタイル株式会社
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データ入力処理、清掃業務等を通じた障がい者雇用促進
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人材事業

事業会社

持株会社

2011年4月　CRO事業　㈱アイ・シー・オー
2011年6月　ポスドク支援事業　ポスドクスタイル㈱
2011年8月　海外事業　WDB Singapore Pte. Ltd.
2012年4月　教育事業　WDBユニバーシティ㈱

2008年10月
　化学品製造・開発事業　WDB機能化学㈱
2009年2月
　養殖・バイオ研究開発事業　㈱WDB環境バイオ研究所

研究職
人材会社

CRO事業の強化のため
㈱アイ・シー・オーが

WDBメディカル㈱を吸収合併し
WDBアイシーオー㈱へ

社名変更

WDBグループの事業一覧①
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人材サービス事業

　WDBグループの中核の事業である人材
サービス事業は、その業務レベルや雇用
形態等に応じて分社化し、それぞれ専門
特化してサービスを行っております。ま
た従来の人材派遣・人材紹介という概念
に捉われず、ほかの事業とのシナジー効
果を発揮し、新たなサービス展開も視野
に入れています。人材サービス事業は、
WDBグループの中核をなす事業です。平
成22年6月に行った「満足就労宣言」を
基本的な考え方として、これまで以上に、
派遣事業にシビアに取り組んでいきます。
　派遣就業を続けていきたい人、派遣を
卒業して正社員になりたい人、そのどち
らも支援していく会社を目指し、派遣就
業を続けていきたい人に対しては、人間
的成長を遂げられる機会を提供すること
を考えていきます。
　WDB株式会社とWDBエウレカ株式会
社では、化学やバイオといった理学系研
究職の分野において、派遣就業や教育研
修、正社員転職を支援しています。また、
派遣就業を卒業していく人には、ミドル
キャリア株式会社を通じて正社員として
の転職が可能です。ミドルキャリア株式
会社の正社員紹介のモデルは、就職希望
の人のエージェントとして機能させるこ
とを考えています。そして、派遣を卒業
していく人の中で、WDBグループで就業
することを望む人には、WDBグループの

事業会社での職場を提供します。
　このように、これからは理学系研究職
の人たちを囲い込むのではなく、循環を
促進することによって、大きな循環の輪
ができるのではないかと考えています。
この好循環を促進することによって、多
くの理学系研究職の人材が集まってくる
ような企業グループを目指します。

  WDB株式会社

　バイオ・化学の研究開発業務における
人材派遣・人材紹介サービスを行ってい
ます。一般派遣を主に、正社員型派遣・
人材紹介等、幅広いサービスを展開して
います。また、W-plusという独自の教育
システムを持ち、選任から契約満了まで、
人材の品質の維持・向上に努めている
だけでなく、長期障害所得補償制度や
派遣スタッフのためのボーナス制度な
ど、革新的な福利厚生制度によって働
く人たちの満足度を高める取り組みも
行っています。

  WDBエウレカ株式会社

　バイオ・化学の研究開発業務における
自社正社員による派遣サービス（特定労
働者派遣事業）を行っています。より安
定した人材提供、研究職として働く人た
ちのキャリア支援を行うべく設立しまし
た。大部分の正社員は理系大学院から新
卒で採用しています。正社員として派遣
就業しながら自らのキャリアを見つめ、
派遣就業を継続するか、正社員転身のた
めの教育を受けるかといったコース選択
をしていくのが特徴のひとつです。また、
自らプロジェクト（子供たちに科学を身
近に感じてもらうためのサイエンス教室
など）の運営も行っています。



  ミドルキャリア株式会社

　専門性の高い研究者や管理職経験者、
海外進出のマネージャー経験者など、ハ
イキャリア層の人材紹介を専門に行いま
す。WDBグループの研究職に関するネッ
トワークにより、研究分野、職種、収入、
勤務地などこだわりの条件に応える求人
情報・求職者情報を提供します。業務知
識の豊富な理系専門のコーディネーター
が、マッチングを行います。

  WDB Singapore Pte. Ltd.

　WDBシンガポールは、シンガポールに
おいて、バイオ・化学分野の研究者の人
材紹介事業を行います。
　日系企業のみならずグローバル企業や
公的研究機関に対して、シンガポール在
住者や日本をはじめ、世界の研究者の紹
介を行います。日本における研究職人材
サービスの長年にわたるノウハウをシン
ガポールに導入することで、お客様の研
究者求人ニーズに的確にお応えします。

ポスドク支援事業

　ポスドクの人数は約2万人とも言われ、
高齢化も進み社会問題となっています。
WDBグループでは、平成17年度より国の
研究機関や大学等と協力し、ポスドクの
ためのキャリアセミナーの開催を行って
きました。

　そして平成23年6月、ポスドクのキャ
リア支援を実施するため、ポスドクスタ
イル株式会社を設立しました。

  ポスドクスタイル株式会社

　近年、大学院終了後の職をポスドクに
求めた博士号取得者の就職問題が深刻化
しています。
　ポスドクスタイル株式会社では、ポ
スドクの就職を支援するため、WDBユ
ニバーシティと連携して職業人として
の能力向上に努め、最終的に民間企業
等への就職を実現させる取り組みを行
っています。

教育事業

　WDBグループ各社と連携を取り、理学
系研究職で派遣就業をする人たちやポス
ドクの人たちに対し、ビジネススクール
に準じた講義と職業人としての基礎力を
高める教育を行います。

  WDBユニバーシティ株式会社

　WDBユニバーシティは、研究職人材の
マネジメント能力と職業人としての総合
力を向上させることを目的として設立さ
れました。ビジネススクールに準じたも
のと職業人としての基礎力を高めるもの、
それにWDBグループ独自の内容を加えた
講義を通じて、産業界に通用する人材を
多く輩出していきます。
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WDBグループの事業一覧②

カリキュラム
◆1年目 ◆2年目

ロジカルシンキング
会計
ファイナンス
組織行動論
マーケティング
経営戦略
ゲーム理論
企業比較研究
人的資源管理
企業史

ビジネススクール的なもの

実践技術者論Ⅰ
実践技術者論Ⅱ
実践技術者論Ⅲ
トップマネジメント論Ⅰ
新規事業開発

実務家による実践的な講義

ビジネスマナー
心構え
キャリアマネジメント
一生懸命生きること
経営を見る眼
時間管理と情報整理の
技法
お金の管理

社会人としての基礎

サバイバル研修
コミュニケーション研修

ITマネジメント
中小企業マネジメント
企業法務
知財
確率・統計学
日本経済・世界経済
管理会計
事業価値評価
テクノロジーマネジメント
事例研究総合

実践技術者論Ⅳ
トップマネジメント論Ⅱ

WDBグループ
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WDBグループの事業一覧③
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  WDBアイシーオー株式会社

　医薬品開発分野での支援事業を強化す
るため、平成24年11月にWDBメディカ
ル株式会社と、株式会社アイ・シー・オ
ーを統合いたしました。
　臨床試験から市販後調査、翻訳、薬事
申請と、医薬品開発に不可欠な業務を広
くサポートし、医療の進歩に貢献してい
きます。
●モニタリング
●データマネジメント
●薬事／メディカルライティング
●市販後調査
●翻訳
●薬事申請関連資料の作成
●薬事申請関連資料のQCチェック及び
コンサルティング



  ミドルキャリア株式会社

　専門性の高い研究者や管理職経験者、
海外進出のマネージャー経験者など、ハ
イキャリア層の人材紹介を専門に行いま
す。WDBグループの研究職に関するネッ
トワークにより、研究分野、職種、収入、
勤務地などこだわりの条件に応える求人
情報・求職者情報を提供します。業務知
識の豊富な理系専門のコーディネーター
が、マッチングを行います。

  WDB Singapore Pte. Ltd.

　WDBシンガポールは、シンガポールに
おいて、バイオ・化学分野の研究者の人
材紹介事業を行います。
　日系企業のみならずグローバル企業や
公的研究機関に対して、シンガポール在
住者や日本をはじめ、世界の研究者の紹
介を行います。日本における研究職人材
サービスの長年にわたるノウハウをシン
ガポールに導入することで、お客様の研
究者求人ニーズに的確にお応えします。

ポスドク支援事業

　ポスドクの人数は約2万人とも言われ、
高齢化も進み社会問題となっています。
WDBグループでは、平成17年度より国の
研究機関や大学等と協力し、ポスドクの
ためのキャリアセミナーの開催を行って
きました。

　そして平成23年6月、ポスドクのキャ
リア支援を実施するため、ポスドクスタ
イル株式会社を設立しました。

  ポスドクスタイル株式会社

　近年、大学院終了後の職をポスドクに
求めた博士号取得者の就職問題が深刻化
しています。
　ポスドクスタイル株式会社では、ポ
スドクの就職を支援するため、WDBユ
ニバーシティと連携して職業人として
の能力向上に努め、最終的に民間企業
等への就職を実現させる取り組みを行
っています。

教育事業

　WDBグループ各社と連携を取り、理学
系研究職で派遣就業をする人たちやポス
ドクの人たちに対し、ビジネススクール
に準じた講義と職業人としての基礎力を
高める教育を行います。

  WDBユニバーシティ株式会社

　WDBユニバーシティは、研究職人材の
マネジメント能力と職業人としての総合
力を向上させることを目的として設立さ
れました。ビジネススクールに準じたも
のと職業人としての基礎力を高めるもの、
それにWDBグループ独自の内容を加えた
講義を通じて、産業界に通用する人材を
多く輩出していきます。

5 WDB Holdings co.,ltd.  Annual Report 2012

WDBグループの事業一覧②

カリキュラム
◆1年目 ◆2年目

ロジカルシンキング
会計
ファイナンス
組織行動論
マーケティング
経営戦略
ゲーム理論
企業比較研究
人的資源管理
企業史

ビジネススクール的なもの

実践技術者論Ⅰ
実践技術者論Ⅱ
実践技術者論Ⅲ
トップマネジメント論Ⅰ
新規事業開発

実務家による実践的な講義

ビジネスマナー
心構え
キャリアマネジメント
一生懸命生きること
経営を見る眼
時間管理と情報整理の
技法
お金の管理

社会人としての基礎

サバイバル研修
コミュニケーション研修

ITマネジメント
中小企業マネジメント
企業法務
知財
確率・統計学
日本経済・世界経済
管理会計
事業価値評価
テクノロジーマネジメント
事例研究総合

実践技術者論Ⅳ
トップマネジメント論Ⅱ

WDBグループ

6WDB Holdings co.,ltd.  Annual Report 2012

WDBグループの事業一覧③

研究開発製造事業

　一部の人たちは、人材派遣での働き方
に限界を感じ、派遣という雇用形態から
出て行きます。このような状況の中、
WDBグループは自らが「事業会社」を持
つことにより、自社グループ内で雇用を
生み出し、そこから付加価値を生み出し
ていき、結果としての企業価値を上げて
いきたいと考えています。
　現在のお客様にとっては、派遣を依頼
するか、業務を委託するかといった選択
肢を増やせることにつながります。また
今後、養成施設で技術を習得した技術者
に対してOJTを積ませる場所としても検
討しています。
　高度なスキルを持つ技術者を育て、そ
こで付加価値の高い成果を出し、その結
果を顧客企業に還元していくことが、顧
客企業に対して付加価値の高いサービ
スを提供することにつながると考えて
います。

  WDB機能化学株式会社

　有機合成を中心とした受託合成サー
ビスで、お客様の問題解決をサポート
します。

●受託合成（受託製造）
●少量合成・試作
●受託乾燥
●受託精製
●受託クロマト精製
●ラボ業務委託事業

  株式会社WDB環境バイオ研究所

　恵まれた立地と長年蓄積したノウハウ
を活かし、環境分野を中心に研究開発を
行います。
●二枚貝事業
●観賞魚事業
●藻類事業
●養殖事業
●環境事業

CRO事業

　医薬品・医薬部外品・化粧品等の臨床
試験以降における開発支援業務を行って
います。

  WDBアイシーオー株式会社

　医薬品開発分野での支援事業を強化す
るため、平成24年11月にWDBメディカ
ル株式会社と、株式会社アイ・シー・オ
ーを統合いたしました。
　臨床試験から市販後調査、翻訳、薬事
申請と、医薬品開発に不可欠な業務を広
くサポートし、医療の進歩に貢献してい
きます。
●モニタリング
●データマネジメント
●薬事／メディカルライティング
●市販後調査
●翻訳
●薬事申請関連資料の作成
●薬事申請関連資料のQCチェック及び
コンサルティング
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中間連結財務諸表

■中間連結貸借対照表
（単位：千円）

資産の部
流動資産
　現金及び預金
　受取手形及び売掛金
　有価証券
　その他
　貸倒引当金
流動資産合計
固定資産
　有形固定資産
　無形固定資産
　投資その他の資産
固定資産合計
資産合計

負債の部
流動負債
　支払手形及び買掛金
　短期借入金
　１年内償還予定社債
　未払法人税等
　賞与引当金
　資産除去債務
　その他
流動負債合計
固定負債合計
負債合計

純資産の部
株主資本
　資本金
　資本剰余金
　利益剰余金
　自己株式
株主資本合計
その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金
　為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
純資産合計
負債純資産合計

平成24年3月期 平成24年9月期

2,353,029
2,747,439
14,183
754,299
△4,683
5,864,267

3,503,064
100,052
537,738
4,140,855
10,005,123

1,293,892
957,876
20,000
492,174
275,273

―
1,310,354
4,349,570
1,215,042
5,564,613

800,000
52,525

3,610,588
△24,564
4,438,549

△521
2,481
1,960

4,440,510
10,005,123

2,125,634
2,689,731
12,956
520,630
△6,878
5,342,074

3,406,667
78,198
576,373
4,061,240
9,403,314

1,209,228
577,208
20,000
447,615
302,120
2,124

1,079,126
3,637,422
1,028,348
4,665,771

800,000
52,525

3,962,536
△75,814
4,739,247

△3,433
1,729
△1,703

4,737,543
9,403,314
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■中間連結損益計算書
（単位：千円）

■中間連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

平成23年9月期 平成24年9月期

売上高
売上原価
　売上総利益
販売費及び一般管理費
　営業利益
営業外収益
営業外費用
　経常利益
特別利益
特別損失
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
少数株主損益調整前中間純利益
中間純利益

10,815,093
8,281,877
2,533,216
1,810,414
722,801
12,331
15,044
720,089

3
3,236

716,857
339,247
12,780
352,027
364,829
364,829

11,895,520
9,024,880
2,870,639
1,840,749
1,029,890
20,182
10,224

1,039,848
5,686
38,613

1,006,921
496,828
19,012
515,841
491,080
491,080

平成23年9月期 平成24年9月期

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高

376,303
△771,919
382,707
△2,599
△15,507
1,186,303
1,170,795

653,416
△107,768
△771,333
△2,837

△228,522
2,241,571
2,013,049
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会社概要

社 名
設 立
資 本 金
上場市場
代 表 者
役 員

WDBホールディングス株式会社
1985年（昭和60年）7月6日
8億円
東京証券取引所市場第二部（証券コード 2475）
代表取締役社長 中野　敏光
専務取締役 大塚　美樹
社外取締役 黒田　清行
社外取締役 木村　裕史
取締役（非常勤） 小美野　広行
監査役 鵜飼　茂一
社外監査役 濱田　聡
社外監査役 有田　知德

本 社

東京本社

グループ会社
Ｕ Ｒ Ｌ
社 員
事業内容

〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地 
TEL 079-287-0111㈹
FAX 079-287-0112
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2
郵船ビルディング2F 
TEL 03-5221-8111㈹
FAX 03-3211-7711
12社
http://www. wdbhd.co.jp           
540名（連結・契約社員含む）
持株会社として、グループ会社の経営管理

WDBホールディングス株式会社 会社概要 （平成24年11月現在）

バイオ・化学の研究開発業務における人材派遣・人材紹介

設立 2011年11月
創業 1985年7月
資本金 3億円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F
 TEL 03-6860-7111㈹  FAX 03-3287-0050
拠点 国内51ヶ所、研究所・研修所3ヶ所
 札幌、仙台、日立、つくば、宇都宮、新潟、高崎、さいたま、
 川越、柏、千葉、大手町、メディカル事業部、立川、町田、
 川崎、横浜、厚木、平塚、沼津、静岡、岐阜、豊橋、名古屋、
 四日市、富山、福井、草津、京都、茨木、大阪、堺、尼崎、
 神戸、神戸ポートアイランド、明石、加古川、姫路、岡山、
 福山、広島、徳山、宇部、高松、徳島、松山、北九州、福岡、
 大分、熊本、那覇
 中央研究所、東京中央研修所、神戸基盤研究所
許可 一般労働者派遣事業 般13-305001
 有料職業紹介事業 13-ユ-305209

WDB株式会社

グループ会社 会社概要（平成24年11月現在）
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医薬に関するデータマネジメントとドキュメント作成の支援
WDBアイシーオー株式会社

ポスドクの人材紹介サービス・教育事業、ポスドクによるソリューション事業
ポスドクスタイル株式会社

バイオ・化学の研究開発業務における特定派遣サービス
設立 2004年1月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F
 TEL 03-6212-8811㈹  FAX 03-3211-7755
拠点 札幌、仙台、日立、つくば、宇都宮、新潟、高崎、さいたま、
 川越、柏、千葉、大手町、立川、町田、川崎、横浜、厚木、平塚、
 沼津、静岡、岐阜、豊橋、名古屋、四日市、富山、福井、草津、
 京都、茨木、大阪、堺、尼崎、神戸、神戸ポートアイランド、明石、
 加古川、姫路、岡山、福山、広島、徳山、宇部、高松、徳島、松山、
 北九州、福岡、大分、熊本、那覇
届出受理 特定労働者派遣事業 特13-300414
許可 有料職業紹介事業 13-ユ-303631　

WDBエウレカ株式会社

設立 1984年8月
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役社長　大塚 美樹　
本社 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル6F  
 TEL 03-6895-5120㈹  FAX 03-6895-5118

設立 2011年6月
資本金 5,000万円
代表者 取締役社長　佐々浦 一志　
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F  
 TEL 03-5222-7288㈹  FAX 03-3211-7755
拠点 京都
許可 有料職業紹介事業 13-ユ-305447

シンガポールにおける人材紹介サービス
WDB Singapore Pte. Ltd.

設立 2011年8月
資本金 500,000SGD
代表者 Director　西田 尚徳
本社 30 Raffles Place, Chevron House #17-32, Singapore 048622
 TEL +65-6809-6235  FAX +65-6809-6238

研究職人材のマネジメント能力と総合力の向上のための教育機関
WDBユニバーシティ株式会社

設立 2012年4月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　小美野 広行
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F  
 TEL 03-5222-7577㈹  FAX 03-3211-7755

設立 2010年10月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒779-2307 徳島県海部郡美波町山河内字外ノ牟井1-6
 TEL 0884-77-1117㈹  FAX 0884-77-1119

二枚貝類、魚類、甲殻類及び藻類の研究と生産販売
株式会社WDB環境バイオ研究所

有機化合物の受託製造・受託研究
設立 1999年8月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒340-0121 埼玉県幸手市上吉羽1870ｰ16
 TEL 0480-48-0512㈹  FAX 0480-48-0517
事業所 幸手工場、松戸R&Dセンター

WDB機能化学株式会社
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人材サービス事業

研究開発製造事業

CRO事業
中高年研究職・技術職人材のための人材紹介・人材派遣サービス

設立 2004年10月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　谷岡 たまゑ
本社 〒650ｰ0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-3-3
 TEL 078-304-6300㈹  FAX 078-304-6133
拠点 東京、神戸
許可 一般労働者派遣事業 般28-300659
 有料職業紹介事業 28-ユ-300435

ミドルキャリア株式会社

WDBグループの戦略的情報システムの構築とITインフラの提供

設立 2001年12月
資本金 1,000万円
代表者 取締役社長　山根 直樹
本社 〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地
 TEL 079-287-0171㈹  FAX 079-287-0172

WDBシステムズ株式会社

医薬・化学・食品分野専門の技術アライアンス・M&A支援
設立 2010年4月
資本金 1,000万円
代表者 取締役社長　二ノ方 規史
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F
 TEL 03-3211-1511㈹  FAX 03-3287-0050

WDB事業承継パートナーズ株式会社

教育事業

ITサービス事業

技術アライアンス・M&A事業

データ入力処理、清掃業務等を通じた障がい者雇用促進
WDB独歩株式会社

設立 2011年6月
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役社長　谷岡 たまゑ　
本社 〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地
 TEL 079-283-1771㈹  FAX 079-283-5188

障がい者雇用促進



会社概要

社 名
設 立
資 本 金
上場市場
代 表 者
役 員

WDBホールディングス株式会社
1985年（昭和60年）7月6日
8億円
東京証券取引所市場第二部（証券コード 2475）
代表取締役社長 中野　敏光
専務取締役 大塚　美樹
社外取締役 黒田　清行
社外取締役 木村　裕史
取締役（非常勤） 小美野　広行
監査役 鵜飼　茂一
社外監査役 濱田　聡
社外監査役 有田　知德

本 社

東京本社

グループ会社
Ｕ Ｒ Ｌ
社 員
事業内容

〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地 
TEL 079-287-0111㈹
FAX 079-287-0112
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2
郵船ビルディング2F 
TEL 03-5221-8111㈹
FAX 03-3211-7711
12社
http://www. wdbhd.co.jp           
540名（連結・契約社員含む）
持株会社として、グループ会社の経営管理

WDBホールディングス株式会社 会社概要 （平成24年11月現在）

バイオ・化学の研究開発業務における人材派遣・人材紹介

設立 2011年11月
創業 1985年7月
資本金 3億円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F
 TEL 03-6860-7111㈹  FAX 03-3287-0050
拠点 国内51ヶ所、研究所・研修所3ヶ所
 札幌、仙台、日立、つくば、宇都宮、新潟、高崎、さいたま、
 川越、柏、千葉、大手町、メディカル事業部、立川、町田、
 川崎、横浜、厚木、平塚、沼津、静岡、岐阜、豊橋、名古屋、
 四日市、富山、福井、草津、京都、茨木、大阪、堺、尼崎、
 神戸、神戸ポートアイランド、明石、加古川、姫路、岡山、
 福山、広島、徳山、宇部、高松、徳島、松山、北九州、福岡、
 大分、熊本、那覇
 中央研究所、東京中央研修所、神戸基盤研究所
許可 一般労働者派遣事業 般13-305001
 有料職業紹介事業 13-ユ-305209

WDB株式会社

グループ会社 会社概要（平成24年11月現在）
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医薬に関するデータマネジメントとドキュメント作成の支援
WDBアイシーオー株式会社

ポスドクの人材紹介サービス・教育事業、ポスドクによるソリューション事業
ポスドクスタイル株式会社

バイオ・化学の研究開発業務における特定派遣サービス
設立 2004年1月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F
 TEL 03-6212-8811㈹  FAX 03-3211-7755
拠点 札幌、仙台、日立、つくば、宇都宮、新潟、高崎、さいたま、
 川越、柏、千葉、大手町、立川、町田、川崎、横浜、厚木、平塚、
 沼津、静岡、岐阜、豊橋、名古屋、四日市、富山、福井、草津、
 京都、茨木、大阪、堺、尼崎、神戸、神戸ポートアイランド、明石、
 加古川、姫路、岡山、福山、広島、徳山、宇部、高松、徳島、松山、
 北九州、福岡、大分、熊本、那覇
届出受理 特定労働者派遣事業 特13-300414
許可 有料職業紹介事業 13-ユ-303631　

WDBエウレカ株式会社

設立 1984年8月
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役社長　大塚 美樹　
本社 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル6F  
 TEL 03-6895-5120㈹  FAX 03-6895-5118

設立 2011年6月
資本金 5,000万円
代表者 取締役社長　佐々浦 一志　
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F  
 TEL 03-5222-7288㈹  FAX 03-3211-7755
拠点 京都
許可 有料職業紹介事業 13-ユ-305447

シンガポールにおける人材紹介サービス
WDB Singapore Pte. Ltd.

設立 2011年8月
資本金 500,000SGD
代表者 Director　西田 尚徳
本社 30 Raffles Place, Chevron House #17-32, Singapore 048622
 TEL +65-6809-6235  FAX +65-6809-6238

研究職人材のマネジメント能力と総合力の向上のための教育機関
WDBユニバーシティ株式会社

設立 2012年4月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　小美野 広行
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F  
 TEL 03-5222-7577㈹  FAX 03-3211-7755

設立 2010年10月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒779-2307 徳島県海部郡美波町山河内字外ノ牟井1-6
 TEL 0884-77-1117㈹  FAX 0884-77-1119

二枚貝類、魚類、甲殻類及び藻類の研究と生産販売
株式会社WDB環境バイオ研究所

有機化合物の受託製造・受託研究
設立 1999年8月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　中野 敏光
本社 〒340-0121 埼玉県幸手市上吉羽1870ｰ16
 TEL 0480-48-0512㈹  FAX 0480-48-0517
事業所 幸手工場、松戸R&Dセンター

WDB機能化学株式会社
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人材サービス事業

研究開発製造事業

CRO事業
中高年研究職・技術職人材のための人材紹介・人材派遣サービス

設立 2004年10月
資本金 5,000万円
代表者 代表取締役社長　谷岡 たまゑ
本社 〒650ｰ0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-3-3
 TEL 078-304-6300㈹  FAX 078-304-6133
拠点 東京、神戸
許可 一般労働者派遣事業 般28-300659
 有料職業紹介事業 28-ユ-300435

ミドルキャリア株式会社

WDBグループの戦略的情報システムの構築とITインフラの提供

設立 2001年12月
資本金 1,000万円
代表者 取締役社長　山根 直樹
本社 〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地
 TEL 079-287-0171㈹  FAX 079-287-0172

WDBシステムズ株式会社

医薬・化学・食品分野専門の技術アライアンス・M&A支援
設立 2010年4月
資本金 1,000万円
代表者 取締役社長　二ノ方 規史
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F
 TEL 03-3211-1511㈹  FAX 03-3287-0050

WDB事業承継パートナーズ株式会社

教育事業

ITサービス事業

技術アライアンス・M&A事業

データ入力処理、清掃業務等を通じた障がい者雇用促進
WDB独歩株式会社

設立 2011年6月
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役社長　谷岡 たまゑ　
本社 〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地
 TEL 079-283-1771㈹  FAX 079-283-5188

障がい者雇用促進



WDBの事業領域

1,000億円企業へ向けて、WDBグループは新たな事業領域へ。
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　2011年11月、WDBグループは持株会

社体制へと移行し、より高度な情報収集

能力と専門性をもった集団として戦略的

な意思決定を実現すべく「WDBホールデ

ィングス株式会社」を設立しました。こ

れにより、人材ビジネスをはじめとする

様々な事業を行う子会社は事業活動に特

化した迅速かつ機動的な業務が可能にな

り、各事業の競争力・効率性を向上させ

ることに成功しています。

　しかし、派遣事業の存在価値や意義す

ら疑うような声が存在することも事実で

す。だからこそ人材派遣事業が抱える課

題に真摯に向き合い、人材派遣というビ

ジネスモデル自体をさらに高度化させる

ことこそ、私たちにできる社会貢献であ

ると考えています。派遣就業を求める人

たち、派遣サービスを求められるお客様、

次なるキャリアの前段階として派遣就業

を選ぶ人たちがいる限り、それらを繋ぐ

私たちの使命は大きく、人材派遣事業の

社会的価値が失われることはないのです。

　この信念のもと、シナジー効果の高い

事業を立ち上げ、私たちのグループに集

まる優秀な研究職の人たちの力をグルー

プ内部に取り込みながら、研究者たちの

雇用拡大とキャリアアップをサポート。

さらに、派遣就業から卒業した後もWDB

グループ内で活躍するという選択肢を作

ることで新たな事業を生み、顧客へのサ

ービスを充実させる…これが私たちが考

える、次世代の人材派遣事業を核とした

ビジネスモデルです。WDBグループが目

指す2020年売上目標は人材ビジネス関連

事業600億円、その他の事業400億円。脱

派遣ではなく、人材派遣を包括した新た

なビジネスモデルによりグループ連結

1,000億円企業を目指してまいります。

事務職
派遣

事業会社の
M&A

人材
紹介

技術職
派遣

人材教育

医薬品製造

臨床開発支援

化学品製造

化粧品製造

研究職派遣

バイオ研究

養殖研究

食品製造 その他製造

WDBグループでこれから取り組んでいくこと

WDBグループで取り組んでいること

WDBで取り組んでいること

株主メモ

事　　業　　年　　度 4月1日から翌年の3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月下旬

配当金受領株主確定日 毎年3月31日および中間配当金の支払いを行うときは9月30日

株 主 名 簿 管 理 人 三井住友信託銀行株式会社（東京都千代田区丸の内1丁目4番1号）

同 事 務 取 扱 場 所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部（大阪市中央区北浜4丁目5番33号）

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
（電 話 照 会 先） 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 　　0120-782-031
 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店

公　　告　　方　　法 電子公告
 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。

上場証券取引市場 東京証券取引所市場第二部

証　券　コ　ー　ド 2475

●発行可能株式総数／200,600株　　●発行済株式総数／50,150株　　●株主数／1,321名

大株主（上位10名）※自己株式960株は除く
株　主　名 所有株式数(株) 持株比率(％)

株式会社中野商店
中　野　敏　光
谷　岡　たまゑ
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
WDBグループ従業員持株会
大　塚　美　樹
日本生命保険相互会社
クレディット　スイス　アーゲー　チューリッヒ
片　山　晃
犬　飼　直　樹

　　　　　　　　　　　　　   　計

※持株比率は自己株式（960株）を控除して計算しております。

19,275
10,024

2,970
1,339
1,236
1,200
1,000

613
503
484

38,644

39.18
20.38

6.04
2.72
2.51
2.44
2.03
1.25
1.02
0.98

78.56

株主構成
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株式状況
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　2011年11月、WDBグループは持株会

社体制へと移行し、より高度な情報収集

能力と専門性をもった集団として戦略的

な意思決定を実現すべく「WDBホールデ

ィングス株式会社」を設立しました。こ

れにより、人材ビジネスをはじめとする

様々な事業を行う子会社は事業活動に特

化した迅速かつ機動的な業務が可能にな

り、各事業の競争力・効率性を向上させ

ることに成功しています。

　しかし、派遣事業の存在価値や意義す

ら疑うような声が存在することも事実で

す。だからこそ人材派遣事業が抱える課

題に真摯に向き合い、人材派遣というビ

ジネスモデル自体をさらに高度化させる

ことこそ、私たちにできる社会貢献であ

ると考えています。派遣就業を求める人

たち、派遣サービスを求められるお客様、

次なるキャリアの前段階として派遣就業

を選ぶ人たちがいる限り、それらを繋ぐ

私たちの使命は大きく、人材派遣事業の

社会的価値が失われることはないのです。

　この信念のもと、シナジー効果の高い

事業を立ち上げ、私たちのグループに集

まる優秀な研究職の人たちの力をグルー

プ内部に取り込みながら、研究者たちの

雇用拡大とキャリアアップをサポート。

さらに、派遣就業から卒業した後もWDB

グループ内で活躍するという選択肢を作

ることで新たな事業を生み、顧客へのサ

ービスを充実させる…これが私たちが考

える、次世代の人材派遣事業を核とした

ビジネスモデルです。WDBグループが目

指す2020年売上目標は人材ビジネス関連

事業600億円、その他の事業400億円。脱

派遣ではなく、人材派遣を包括した新た

なビジネスモデルによりグループ連結

1,000億円企業を目指してまいります。

事務職
派遣

事業会社の
M&A

人材
紹介

技術職
派遣

人材教育

医薬品製造

臨床開発支援

化学品製造

化粧品製造

研究職派遣

バイオ研究

養殖研究

食品製造 その他製造

WDBグループでこれから取り組んでいくこと

WDBグループで取り組んでいること

WDBで取り組んでいること

株主メモ

事　　業　　年　　度 4月1日から翌年の3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月下旬

配当金受領株主確定日 毎年3月31日および中間配当金の支払いを行うときは9月30日

株 主 名 簿 管 理 人 三井住友信託銀行株式会社（東京都千代田区丸の内1丁目4番1号）

同 事 務 取 扱 場 所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部（大阪市中央区北浜4丁目5番33号）

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
（電 話 照 会 先） 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 　　0120-782-031
 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店

公　　告　　方　　法 電子公告
 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。

上場証券取引市場 東京証券取引所市場第二部

証　券　コ　ー　ド 2475

●発行可能株式総数／200,600株　　●発行済株式総数／50,150株　　●株主数／1,321名

大株主（上位10名）※自己株式960株は除く
株　主　名 所有株式数(株) 持株比率(％)

株式会社中野商店
中　野　敏　光
谷　岡　たまゑ
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
WDBグループ従業員持株会
大　塚　美　樹
日本生命保険相互会社
クレディット　スイス　アーゲー　チューリッヒ
片　山　晃
犬　飼　直　樹

　　　　　　　　　　　　　   　計

※持株比率は自己株式（960株）を控除して計算しております。

19,275
10,024
2,970
1,339
1,236
1,200
1,000

613
503
484

38,644

39.18
20.38
6.04
2.72
2.51
2.44
2.03
1.25
1.02
0.98

78.56

株主構成
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問合せ先／WDBホールディングス株式会社  経営企画室
　　　　　〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地
　　　　　TEL 079-287-1855(直通)

■本　　社／〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町79番地
　　　　　　TEL 079-287-0111㈹
■東京本社／〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F
　　　　　　TEL 03-5221-8111㈹

http://www.wdbhd.co.jp
12.11

当社グループのWDB株式会社は、付加価値の高
いサービスを提供するため、ISO9001、
ISO27001およびプライバシーマークの認証を
取得しています。

※本社、研究所・研修所、宇部・大分・那覇支店は
　対象外（ISO9001）
　研究所・研修所、宇部・大分・那覇支店は対象外
  （ISO27001）

第28期 中間報告書

株主・投資家の
皆様へ

ホールディングス

ホールディングス
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