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商 　 号
英 文 社 名 
所 在 地
（ 本 社 ）

創 　 業
資 本 金
連結従業員数 
連結売上高
事 業 内 容

役 　 員

主な所属団体
（順 不 同）
子 会 社

関 連 会 社

情報サービス企業として「株式会社日本コンピューター・サービス・
センター」を設立。本社（東京）と大阪営業所を設置し、コンピュータ
の管理運営およびプログラム開発業務の受託を開始

システム開発分野に進出

LSI開発関連分野に進出

社団法人 情報サービス産業協会（JISA）が結成され、加入
社名を現社名「情報技術開発株式会社」に変更

日本証券業協会に株式を店頭登録

独立系ソフトウェア企業13 社と共に共同組織ITA（Information 
Technology Alliance）に参画

(財) 日本情報処理開発協会からプライバシーマークの使用許諾を取得

横浜支社( 現TDI プロダクトソリューション株式会社) ソフトウェア開
発分野で、ISO9001認証を取得

全社でCMM（ソフトウェア能力成熟度モデル）の公式アセスメントを
実施し、レベル３を達成。
ジャスダック証券取引所(現 東京証券取引所JASDAQ（スタンダー
ド））に株式を上場

全社を対象にISO14001 の認証を取得

「平成18年度情報化促進貢献企業」として経済産業大臣表彰受賞

子会社 TDIシステムサービス株式会社を設立
「tdi 人材開発センター」を開設

株式会社アクトシティを関連会社化（持分法適用関連会社）
全社を対象にISO/IEC27001（ISMS）の認証を取得

子会社 TDIプロダクトソリューション株式会社を設立

株式会社レイヤーズ・コンサルティングとの合弁会社レイヤーズ・
TDIソリューションズ株式会社を設立（持分法非適用関連会社）

子会社 大連特迪信息技術開発有限公司を設立
カゴヤ・ジャパン株式会社を子会社化

株式会社ファストを子会社化
当社株式の取得・保有を主たる目的とするNCSCホールディングス
株式会社（代表取締役社長：三好 一郎）を設立し、MBO を開始
MBO実施（NCSCホールディングス株式会社が当社の親会社となる）

MBO実施にともない、東京証券取引所JASDAQ上場廃止
株式会社Flexas Ζを子会社化
親会社であるNCSCホールディングス株式会社と合併
存続会社のNCSCホールディングス株式会社は情報技術開発株式
会社に商号を変更

プロアクシアコンサルティング株式会社との合弁会社IMG コンサル
ティング株式会社を設立
リンク情報システム株式会社を子会社化

株式会社デジタルレイバーバンクを関連会社化（持分法非適用関
連会社）

株式会社ウイズシステムを子会社化

子会社 TDIゼットサービス株式会社を設立

会社プロフィール 沿　革

安永　登
三好　一郎
羽生　信一朗
早川　淳一
廣田　豊
細井　一雄
前田　孝
石川　忠久
古川　裕倫
芦谷　乾太郎
宮内　裕通
伊藤　雅浩
杉山　紳一
大島　一
川森　龍洋
寺村　幸洋
松尾　周一

情報技術開発株式会社（略称：tdi）
T.D.I.CO.,LTD.（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
TEL 03-3372-1711（代表）　FAX 03-3372-1899
1968年（昭和43年） 9月2日
13億5,100万円
1,756名
33,822百万円
ソフトウェア開発、ITインフラサービス、システム運用サービス、
データセンターサービス、組み込み開発、半導体評価・解析、
ソリューションサービス
代表取締役会長
代表取締役社長 
取締役　上席執行役員  
取締役　上席執行役員
取締役　上席執行役員
取締役　上席執行役員  
取締役　上席執行役員
取締役
取締役  
常勤監査役 
監査役
監査役 
上席執行役員
上席執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
一般社団法人 情報サービス産業協会（JISA）
インフォメーション・テクノロジー・アライアンス（ITA）
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
株式会社ウイズシステム
IMGコンサルティング株式会社
株式会社Flexas Z
TDIゼットサービス株式会社
大連特迪信息技術開発有限公司
株式会社アクトシティ
株式会社デジタルレイバーバンク
レイヤーズ・TDIソリューションズ株式会社

（2021年6月28日現在）
（※従業員数・売上高は2021年3月31日現在）
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パナソニック事業部

パナソニックシステム一部

パナソニックシステム二部

組織図

◇TDIシステムサービス株式会社
〒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. 03-3372-1783（代表）　FAX. 03-3372-1784

◇TDIプロダクトソリューション株式会社
〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番地5 住友不動産新横浜ビル
TEL. 045-474-1351（代表）　FAX. 045-474-1521

◇リンク情報システム株式会社
〒102-0082　東京都千代田区一番町13番地1 新半蔵門ビル
TEL. 03-6629-0080（代表）　FAX. 03-6630-0501

◇カゴヤ・ジャパン株式会社
〒604-8166　京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル
TEL. 075-252-9355（代表）　FAX. 075-252-9356

◇株式会社ファスト
〒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. 03-5909-7139（代表）　FAX. 03-5323-3991

◇株式会社ウイズシステム
〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー
TEL. 06-7711-8901（代表）　FAX. 050-3737-2851

◇IMGコンサルティング株式会社
〒163-6012　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. 03-6859-5101（代表）　FAX. 03-6859-5102

◇株式会社Flexas Ζ
〒163-6012　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. 03-4405-5907（代表）

◇TDIゼットサービス株式会社
〒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. 03-6853-6188（代表）

◇大連特迪信息技術開発有限公司
中華人民共和国 遼寧省大連市高新園区軟件園東路40号22棟202A
TEL. 411-3973-1707（代表）　FAX. 411-3973-1708

グループ会社　所在地（本社）

2021年 4月 1日付

経営会議

営業本部

東日本システム営業部

西日本システム営業部

中部システム営業部

九州システム営業グループ

OutSystems営業グループ

開発本部

東日本事業部

東日本産業システム部

東日本物流システム部

次世代システム開発部

西日本事業部

西日本流通システム部

西日本産業システム部

西日本鉄道システム部

西日本製造システム部

中部事業部

中部産業システム部

中部公共サービスシステム部

九州開発センター

ソリューション本部

ソリューション営業部

ソリューション企画部

AIビジネスコンサルティング部

品質監理部

デジタルイノベーション技術部

管理本部

監査担当

リスク・コンプライアンス委員会

財務経理部 

総務人事部

法務部

パートナー推進部

業務管理部

関西支社

コーポレート本部

経営企画室

RPA推進室

株主総会

取締役会

代表取締役会長

代表取締役社長

監査役会

◇本社／東日本事業部／ソリューション本部
〒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13階
TEL. 03-3372-1711（代表）　FAX. 03-3372-1899

◇中部事業部
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅二丁目41番5号 CK20名駅前ビル4階
TEL. 052-571-6871（代表）　FAX. 052-571-3856

◇西日本事業部／パナソニック事業部／関西支社
〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー20階
TEL. 06-6201-7739（代表）　FAX. 06-6201-7740

◇九州開発センター 
〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 福岡ビルS館7階
TEL. 092-451-8218（代表）　FAX. 092-474-7379

情報技術開発株式会社　事業所所在地

パナソニック営業部

iDC&セキュリティ推進部

ITコンサルティング部

東日本金融システム部

OutSystems推進室


