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ジソフトをつくって全国に

髙橋敬二（写真左）◆たか
は し・ け い じ ／ 1963 年
10 月 13 日、網走管内上湧
別町（現湧別町）生まれ。
85 年に流研へ入社。シス
テムエンジニアとして勤務。
2002 年第一公共システム
部部長。07 年に取締役。11
年に常務取締役公共システ
ム部長、
15 年に取締役副社
長を経て今年 8 月に代表取
締役社長へ就任。
大野昌広（写真右）◆おお
の・まさひろ／ 1953 年 2
月 10 日、渡島管内戸井町
（現函館市）生まれ。82 年
に流研へ入社。02 年に創業
者の後を受けて代表取締役
社長に就任。今年 8 月から
相談役。

めています。
大野

6 億 4544 万円
―

15 年 7 月期
売上高
経常利益
14 年 7 月期
売上高
経常利益
13 年 7 月期
売上高
経常利益
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と社内の様子

●代表取締役社長 髙橋敬二
●創業 1977 年 7 月
●設立 1982 年 8 月
●本社 札幌市中央区北 1 条
東 2 丁目 5 札幌泉第 1 ビル
6階
●事業内容 ソフトウェア開
発、システムコンサルテーシ
ョンほか
●資本金 3000 万円
●従業員数 59 人

