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情報技術で未来を創造

最良のITサービスを
ワンストップでご提供いたします
tdiグループは、ビジネス系ソフトウェアの受託開発から保守運用管理、

組み込みソフト開発・半導体製品に関する設計・評価・解析までの広範囲な業務分野で

長期にわたりお客様の信頼を頂戴しております。

また、新たにデータセンターサービスをグループのラインナップに加え、

クラウド時代の中核サービスとして幅広くビジネスをサポートいたします。

コンサルティングから開発、保守、運用までワンストップで、

お客様のニーズに密着した幅広い最良のＩＴサービスをご提供できることが私たちの最大の特徴です。

−人にやさしく心あたたかな企業に
−社会に親しまれ貢献する企業に

Top message 
当社グループは、独立系IT企業として1968年の創業以来、情報処理サービス、

システム開発、組み込みソフト開発、半導体製品の設計・評価・解析、セキュリティ

関連ソリューション等、多彩なサービスを提供してまいりました。また、昨今の

クラウドコンピューティングやスマートデバイスの普及などに伴い、ITニーズが

ますます多様化する中で、新たな事業基盤として2012年よりデータセンター

事業を開始いたしました。社会環境が急速に変化する中で、私たちITベンダー

には、お客様の事業の競争力強化に結びつくソリューションをご提供することが

求められております。これからも当社グループは、お客様の業務を深く理解し、

技術力の研鑽に励み、一層のサービス価値向上を図ることにより、お客様の

経営課題を解決するためのソリューションをご提案してまいります。そして、

お客様にとって価値あるパートナーとして、確固たる存在感を示すことができる

企業を目指してまいります。引き続きご高配を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。

代表取締役会長

安永　登
代表取締役社長

三好　一郎



品質マネジメント 

情報セキュリティマネジメント

コーポレート・ガバナンス コンプライアンス

環境マネジメント

Quality management

Information security management

Corporate governance Compliance

Environment management

全社的な業務プロセスの確立と実践に取り組み、徹底したプロジェクトマネジメントの強化とプロセス
の可視化を継続して進めると同時に、サービス価値向上に向けたご提案やより安定したプロジェクト
運営に向けて全社的に品質管理活動をしております。その結果、ISO9001認証やＣＭＭ-レベル３を
達成しており、今後さらに組織としての成熟度をより高めていく計画を推進しております。

【ISO9001：2008認証対象部署】
TDIプロダクトソリューション株式会社
　制御システム事業部、半導体事業部

私どものビジネスの特徴として、お客様の機密情報を取り扱う機会が多いことがあげられます。このこと
からお客様からお預かりした情報を「最も重要で厳密に管理すべきもの」と位置づけています。情報
セキュリティ事故を絶対に起こさない仕組み、体質、風土の構築を行っています。
特に個人情報保護法および不正競争防止法に対するコンプライアンスを基礎とし、漏えい事故をゼロ
にするために「ゼロ・トレランス ポリシー」で対応し、各人のセキュリティ意識の向上を図っております。

私どもは、コンプライアンスを重視した経営およびこれを実践する
ためのコーポレート・ガバナンスの確立が肝要であると考え、以下の
4項目の実現を目標とした組織体制や仕組みを整備し、必要な施策
を実施しております。

● 株主の尊重
● 特別利害関係者の意向に偏しない公平な経営
● ステークホルダーとの円滑な関係構築
● コーポレート・ガバナンス体制を保障する監視体制

「社会規範に準拠のうえ、法令・諸規程を遵守し、
誠意を持った行動により、信頼される会社を目指します」

私どもは、法令・社会規範に則り、お客様、株主、取引先、社員をはじ
めとする全てのステークホルダーからの信頼に応え、社会的責任を
果たすために、上記の指針を定めて企業活動を推進しております。
法令・社会規範を遵守する「コンプライアンス」と「リスクマネジメント」
を一体として管理推進し、より公正で透明な経営システムの構築を
目指すことを目的に「リスク・コンプライアンス委員会」を設置してい
ます。このリスク・コンプライアンス委員会の活動を通じ、社内に
コンプライアンス風土を醸成し、より規律ある経営を目指し企業活動
の健全化を推進しています。

基本理念
「環境と調和した社会基盤の形成に資する事業活動を推進することに
より、持続可能な発展に向けて社会的責任を果たします。」
基本方針（要旨）
1. 環境と調和する活動、製品づくり、サービスの提供を積極的に推進します。
2. 自主的な環境保全活動により、継続的改善を図ります。
3. 環境関連の法規制及び自主的な取り決め事項を遵守します。
4. 全職員、関係者への教育により環境意識の高揚と環境マネジメントシステムの理解を積極的に促進します。
5. 環境方針は、一般に公開します。



 Software Engineering

ビジネスの成功を創る

ソフトウェア開発

製造、流通、金融などビジネス分野に合わせて
最適な情報システムをご提案。
高い技術とノウハウで開発します。

様々なビジネス分野において、メインフレームからオープン系、Web系など、幅広い業務
領域を対象とした事業を展開しております。お客様に満足いただけることはもちろん、
高品質な情報システムをより低コストで実現すべく、システム要件定義から設計、プロ
グラミング、テスト、保守に至るまで、長年の経験に裏付けられた技術とノウハウを駆使
したサービスをお届けします。

製造 ■ 販売管理システム（PSIシステム）
 ■ 受発注システム

流通 ■ スーパーマーケット基幹システム
 ■ 家電量販会社物流システム

金融 ■ オンライントレードシステム
 ■ 電子決済システム

旅行 ■ 総合基幹システム（予約、商品、経理）
 ■ モバイル決済システム

医療・公共 ■ 電子カルテ、会計システム
 ■ ガス会社顧客、設備管理システム

教育 ■ 教材、在庫管理システム
 ■ 勤怠管理システム



Information Processing Service Embedded Ubiquitous / Semiconductor

バックオフィスの主役になる 暮らしを支える小さくて大きい存在

情報処理サービス エンベデッド・ユビキタス／半導体関連

IT資産管理やシステムの
保守・運用を強力にサポート。
お客様の業務効率化に貢献します。

快適な生活に欠かせないモバイル・映像・
自動車機器の制御・組み込み、半導体の
評価・解析などに技術を活かしています。

社会の高度情報化が加速するなか、中核をになうコンピュータの
社会的責任もよりいっそう高くなっています。多種多様な情報
システムに的確に対応したシステムマネジメント、システムコン
サルティング、運用管理・監視、ヘルプデスク、運用技術者の育成
など、各種情報処理サービスをご提供することで、より効率的で
安全性の高いシステム運用を実現しています。

さらに便利に、さらに人に優しい社会へと技術革新がめざま
しい中で、ｔｄｉグループのエンベデッド分野は最新の技術を
導入し、特定用途向け製品の企画から設計開発を行い、飛躍
的な技術革新の最先端を走り続けています。電子回路設計・
製造、半導体製品開発に伴う評価解析など長年にわたり培った
技術を新分野にも展開し、未来をになう「ものづくり」で社会
の利便性向上に貢献します。

リモート運用サービス
■ システム運用サポート
■ ヘルプデスク対応
■ 障害対応サポート

ＩＴインフラサービス
■ サーバ・ホスト構築
■ ネットワーク構築
■ セキュリティ構築
■ インフラ機器販売

システム運用サービス
■ オンプレミスヘルプデスク
■ オンプレミスＰＣライフサイクル管理
■ 運用設計・改善・コンサルティング

教育サービス
■ ＩＴＩＬ教育

制御・組み込み（代表例）
■ 車載開発
■ 工場用検査機
■ 社会インフラ
■ スマートメーター
■ 色識別検査装置
■ 遠隔監視制御システム
■ 人工衛星
■ 航空管制

半導体評価・解析
■ 特性評価
■ 故障解析
■ 環境試験評価
■ 試作品組立評価
■ ツール、テスト治工具



Data Center ServiceSolution Service

たくさんの現場の声をかたちに ネットワークの向こう側にある安心

データセンターサービスソリューションサービス

お客様のシステムやデータをお預かり。
災害対策、事業継続対策にお応えする
クラウド時代の中核サービスです。

お客様のビジネス環境から、
業務・業界特化したものまで、幅広い
ラインナップでお客様の課題を解決します。

クラウドコンピューティングサービスへの関心が高まり、
インターネットデータセンターを利用する企業が増えて
います。インターネットを取り巻く様々な環境の変化に
いち早く対応し、仮想化技術をはじめ、新時代のイン
ターネットデータサービスをご提供します。また、IT資
産の調達から廃棄までを含めたITライフサイクル全て
のサービス・ニーズにグループ総合力でお応えします。

現在注目されている「AI/コグニティブ」「IoT」分野から、企業のビジネ
ス基盤として欠かすことのできない「ERP」「マイグレーション」「セキュ
リティ」のような基幹業務やITインフラに関わるサービスをご提供してい
ます。

代表的なサービス
■ ホスティングサービス
■ ハウジングサービス
■ リモートバックアップ
■ DRサイト（Disaster Recovery Site）
■ 仮想サーバー
■ ストレージサーバー

AI/コグニティブ
■  AI関連のコンサルティング、導入/開発

IoT
■  IoT関連のコンサルティング、導入/開発

ERP
■ ERPルールを利用したコンサルティング、導入/開発

マイグレーション
■  レガシーから新規プラットフォームへの移行
　 （リホスト、リライト、リビルド）

セキュリティ

■  資産管理等に関する運用効率化およびセキュリティサービス



ソフトウェア開発

ソリューションサービス

エンベデッド・
ユビキタス／
半導体関連

情報処理サービス

データセンターサービス

問題認識／
解決策検討

ソリューション
提案 開　発 保　守 運　用

tdi

リンク情報システム

ファスト

IMGコンサルティング

Ｆｌｅｘａｓ Ζ

大連特迪信息技術開発有限公司

TDIプロダクトソリューション

カゴヤ・ジャパン

TDIシステムサービス

製造 半導体 流通 金融
保険

電力
ガス

建築
住建

放送
メディア

航空
宇宙

主要取引・開発分野

tdi Group
グループ総合力でお客様の課題を解決します。
お客様の課題に応えるために、グループ会社（各分野のスペシャリスト）を横断的に
プロジェクトチームを形成し、最適なソリューションを提供します。



Profile

商　号 情報技術開発株式会社（略称：tdi）
英文社名 T.D.I.CO.,LTD.
 （Technological Development of Information-processing）

所在地 本社
 〒163-6013 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
 住友不動産新宿オークタワー 
 TEL 03-3372-1711（代表） 　FAX 03-3372-1899 

創　業 1968年（昭和43年） 9月2日
資本金 13億5,100万円
従業員数 1,742名（連結）
売上高 24,626百万円
事業内容  ソフトウェア開発、情報処理サービス、エンベデッド・ユビキタス／半導体関連、
 ソリューションサービス、データセンターサービス

役　員 代表取締役会長 安永　登 
 代表取締役社長 三好　一郎 
 専務取締役 中村　博文 
 取締役 髙田　義人 
 取締役　上席執行役員 芦谷　乾太郎 
 取締役　上席執行役員 羽生　信一朗 
 取締役 早川　淳一 
 取締役　上席執行役員 戸部　敏彦 
 取締役　上席執行役員 廣田　豊 
 取締役　上席執行役員 細井　一雄

主な所属団体 一般社団法人　情報サービス産業協会（JISA）
（順不同） 一般社団法人　組込みシステム技術協会（JASA）
 インフォメーション・テクノロジー・アライアンス（ITA）

子会社 TDIシステムサービス株式会社
 TDIプロダクトソリューション株式会社
 リンク情報システム株式会社
 カゴヤ・ジャパン株式会社
 株式会社ファスト
 株式会社Ｆｌｅｘａｓ Z
 IMGコンサルティング株式会社
 大連特迪信息技術開発有限公司

関連会社 株式会社アクトシティ
 レイヤーズ・ＴＤＩソリューションズ株式会社

 2017年10月2日現在
 売上高は2017年3月31日現在

取締役 石川　忠久 
取締役 古川　裕倫 
常勤監査役 西井　克彦 
監査役 宮内　裕通 
監査役 伊藤　雅浩 
執行役員 木村　和三 
執行役員 新居　広志 
執行役員 江藤　潤 
執行役員 杉山　紳一 
執行役員 大島　一 
執行役員 砂田　浩輔



tdiグループは常にサービスの向上に努め、
お客様の最良のパートナーであり続けます。



Technological Development of Information-processing
〒163-6013 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号　住友不動産新宿オークタワー


