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「デンカレポート 2021 統合報告書」 

＜PDF 版＞ https://www.denka.co.jp/ir/report/ 

＜冊子版＞  A4 判 50 ページ (お問い合わせ先 denkareport@denka.co.jp) 

※英語版、中国語版は、今年 9 月末発行を予定しております。 
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