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が︑ 全てモリトの原点からスタ
が重な急いというメリッ
ートした業であることも強み トありアメリカ市に強み
の一つ﹂と語る一経長
をつスコーヴィルと︑モリト
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主なコンテンツ
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発表して下さった(繊研新聞3月29日
付1面)。制作した2人の共通の関心事
がサステイナブル(持続可能な)で、
「研新聞でサステイナブルの記事が
増え、大きな流れになっていると感じ
た。新聞を手にする機会力沙ない若い
人にも情報を伝える服ができれば」と
制作の背景を語ってくれた。新聞発行

.

必

凰

^

^

小企業

^、

文化服装学院の学生さんが、卒業制
作に繊研新聞記事をコラージュした柄
グローバル企業として

︑,七.

し︑

AOK 1グループの24時 営業のセル
フ型フィットネスジム「F i T24」

カー(現モリトエ)を買収

ー^
¥1 ‑

冒J
r

て実行し︑成果を出互匡が求

易ネ土

^・

フィットネスジム﹁FiT

囲

N﹂をスタートした︒﹁健康

つ

喬の高まりからフィットネ

︑

蕪を

高嘉済成長と 共に大き
展していった器副材製
大手のモリト︒

す る と 同 時 に 強 固 な関係の
メーカー的商社﹂ として

工場を持ち﹁製 造機能を
ι

柔軟に対応していった.竹年の

香港語を窃りにアジヱ欧
米など海外拠点も拡充し︑即年

生産現地調達琵を充実して

.

2021

無鄭翻諏
積極的M&A持ち株会社化

^

には大証蔀上を果たす︒

パプリックカン パ ニ ー
卯年から船年まで社長を務め

た小川腸一一は上当時を秀返
り﹁バブリックカンパ一アにな
つた﹂と語っている︒上場を機

に中長期計画夛りエイション
0

アンドインテリジチノス飢﹂を
﹁身辺産業を中心に︑多

様な商品︑サービス︑情報を組

み合わせ人々の生活に快適性
を渓し︑高収益安定成長を目
宇ダイナミックな国際企業を
目指す﹂と使命や璽ドメイン
を明確にし︑素の多負化やグ
に加速させていく︒船年には全

ローバル化︑覇価鴨を更
部門を対象とした初の総合展を

開催し︑異業種へ の 提 案 発

'、

ニッチト、ソプで価値を創る
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厳選した税財務・相続情報が

