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GROUP COMPANIES

The NSD Group consists of NSD plus 11 Subsidiaries and two
affiliated companies, and is engaged in information services,
software product services, and staffing service.
The position of companies within the Group and their connections
with the various NSD divisions are as follows.

Information Services Division
This division is engaged in software development, facility
management, and data processing services, and the amount of its
sales accounts for 92.1% of total. It is the major business field. 
Software development accounts for a particularly large share of our
business, and is the focus of the information services operation.

Main affiliated companies: NSD System Service Co., Ltd.,
Fukushima Sougo Keisan Center Co., Ltd., Nippon Technical
Service Co., Ltd., Shonan Information Service Co., Ltd., Link
Concept Corporation

Software Products Division (the Computer Systems Division was
renamed to this during the current fiscal year)
The Group is planning to foster the Software Products Division,
focusing its efforts on selling highly profitable software packages as
well as promoting sales activities for total systems combined with
software development.

Main affiliated companies: Fukushima Sougo Keisan Center Co.,
Ltd., Nippon Sangyo System Co., Ltd.

Staffing Services Division
This area of operations is run by a subsidiary and provides staff for
a variety of companies, including NSD itself (mainly for its
information services division).
The Group is planning to reinforce this field because a further
increase is expected in needs for staffing services.

Main affiliated companies: Nippon Technical Service Co., Ltd.
The following diagram illustrates the structure of NSD Group
operations.

GROUP COMPANIES
企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社11社及び関連会社２社で
構成され、情報サービス事業、ソフトウエアプロダクト事
業及び人材派遣事業を行っております。
当社グループの位置付け及び事業部門との関連は次のと
おりであります。

情報サービス部門
当部門においては、ソフトウエア開発、コンピュータ室
運営管理及び情報処理サービスを行っており、売上高は全
体の92.1％を占め、事業の主力分野であります。特にこの
中でもソフトウエア開発の占める割合が高く、当部門の中
心として位置付けております。

主な関係会社：エヌ・エス・ディシステムサービス㈱、㈱
福島総合計算センター、日本テクニカルサービス㈱、湘南
情報サービス㈱、㈱リンク・コンセプト

ソフトウエアプロダクト部門（当期よりシステム機器販売
部門の名称を変更）
ソフトウエアプロダクト部門につきましては、利益率の
高いパッケージソフトの販売に注力するとともに、ソフト
ウエア開発と絡めたトータルシステムとしての販売活動を
推進しており、今後、育成していく分野であります。

主な関係会社：㈱福島総合計算センター、日本産業システ
ム㈱

人材派遣部門
当部門は子会社が担当しており、一般事業会社に広く人
材を派遣するとともに当社も情報サービス部門を中心に人
材を受け入れております。今後、派遣社員に対するニーズ
は高まると考えられ育成を図っていく分野であります。

主な関係会社：日本テクニカルサービス㈱

事業の系統図は次のとおりであります。

ソフトウエア開発等 
の外注 
Subcontract of software 
development, etc.

情報サービス 
Information services

情報サービス 
Information services

情報サービス 
Information services

人材派遣及び情報サービス 
Staffing and information services

ソフトウエアプロダクト 
Software product services

情報サービス及びソフトウエアプロダクト 
Information Services and Software products

コンピュータ室運営 
管理の外注
Subcontract of computer room 
operation and management

得　　意　　先　　Clients

当　　　　　社　　NSD

情　　報　　サ　　ー　　ビ　　ス
Information services

ソ フ ト ウ エ ア プ ロ ダ ク ト  
Software products

連結子会社 
　湘南情報サービス㈱ 
　㈱リンク・コンセプト 
　NSD America Inc.
Consolidated subsidiary 
　Shonan Information Service Co., Ltd.
　Link Concept Corporation
　NSD America Inc.

連結子会社 
　エヌ・エス・ディシステム 
　サービス㈱
Consolidated subsidiary 
　NSD System Service Co., Ltd. 

連結子会社 
　エヌ・アイ・コンサルティング㈱
　㈱ディ・アクセス
Consolidated subsidiary 
　NI Consulting Co., Ltd.
　D. Access Co., Ltd.

連結子会社 
　日本テクニカルサービス㈱
Consolidated subsidiary 
　Nippon Technical Service Co., Ltd.

連結子会社 
　㈱福島総合計算センター 
　日本産業システム㈱ 
Consolidated subsidiary 
　Fukushima Sougo Keisan Center Co., Ltd.
　Nippon Sangyo System Co., Ltd.

連結子会社 
　日本インターワールド㈱ 
　Inter World Corporation Japan Co., Ltd.

人材派遣及びコンピュータ 
室運営管理等の外注
Subcontract of staffing services, computer 
room operation and management, etc.

ソフトウエア開発の外注 
Subcontract of software development

注：子会社湘南情報エントリー㈱（休業中）、関連会社㈱福島県中央計算センター及び関連会社NSD（SINGAPORE）PET LTD（休業中）は重要性がないため、系
統図には含めておりません。

Note: The subsidiary of Shonan Information Entry Co., Ltd. (operations suspended) and the affiliates of Fukushimaken Chuo Keisan Center Co., Ltd. and NSD (SINGAPORE) PTE. LTD.
(operations suspended) are not included due to their insignificance.


