
当社グループは、当社と連結子会社7社及び関連会社1社で構成され、システムソリューションサービス（ソフトウエア開
発とコンピュータ室運営管理の情報サービス事業及びソフトウエアプロダクト事業）と人材派遣を事業としております。

The NSD Group is comprised of seven subsidiaries and one affiliated company in addition to NSD, and is engaged in sys-
tem solution services (subdivided into information services segment — software development and facilities management —
and software products segment) and staffing services.

情報サービス事業

ソフトウエア開発

NSDグループは創業以来、金融・製造・通信・流通など

様々な業種において、お客様の課題を解決するために積極的

な提案営業を行うとともに、基幹業務システムを中心とする

システム開発に携わり、多くのお客様から長年にわたり信頼

をいただいております。

当社グループは、独立系ソフトウエア会社の強みを活か

し、特定のハードウエアやソフトウエアに制約されない中立

的な立場で、システムの上流工程から運用保守までの一貫し

た最適なソリューションを提供しております。

また、見積もり段階からソフトウエア開発全般において、

プロジェクトマネジメント力を強化し、お客様から要求され

た納期・品質・コストの絶対厳守を旨としつつ、更なる生産

性の向上・採算性の改善を推進しております。

Information Services Segment
Software Development

Over the long years since its inception, the NSD
Group has gained the trust of numerous customers
across a broad spectrum of business sectors, includ-
ing financial services, manufacturing, communications,
and distribution, by developing information systems
primarily in support of their mission-critical business
processes. Our proposal-driven marketing approach-
es, reinforced by a portfolio of solutions to customers’
problems, have also been a contributory factor.

The NSD Group, based on its strength as an inde-
pendent, and thus “unbiased,” software house, need
not restrict itself to products from any particular
hardware or software manufacturer. We are posi-
tioned to offer optimal solutions seamlessly, ranging
from upstream processes for systems all the way
down to maintenance and operational support for
those same systems.

The NSD Group continues to enhance its project
management capabilities, in pursuit of ever-improved
productivity and profitability, in overall software devel-
opment, starting from the cost estimation phase. In
the meantime, the Group commits and reaffirms its
commitment to meeting, without fail, customers’
delivery time, quality, and cost requirements.

コンピュータ室運営管理

各業界のトップクラスのお客様のコンピュータ室全体の

運営管理を受託しております。

メインフレーム、UNIX、Windowsサーバなどの様々な

ハードウエアやOSに対応し、24時間／365日のシステ

ム運用実績を豊富に持っております。

永年培われたセンター運営のノウハウをシステムサポー

トやヘルプデスク、アウトソーシングビジネスに活用して

おります。

Facilities Management

We have won contracts with top-tier companies
across a variety of industrial sectors to run and
manage their entire computer-related facilities. 

With our extensive experience in managing mainframe
computers, UNIX, Windows servers and a multitude of
hardware and operational systems, we offer facilities
management services on a 24-hour/365-day basis. 

■ システムソリューションサービス部門
情報サービス事業（ソフトウエア開発、コンピュータ室運営管理）
及びソフトウエアプロダクト事業を行っており、売上高は全体の
94.8％を占める当社グループの主力分野です。なかでもソフトウ
エア開発が、その中心となっております。

■ System Solution Services Division 
With its principal focus on information services (software develop-
ment and facilities management) and software products, this
mainstay business division accounts for 94.8% of total net sales.
The core activities of this business division are primarily related to
software development.
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NSD GROUP AT A GLANCE
NSDグループの事業概要

88.0%



ソフトウエア開発 
Software development

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

連結子会社 
　NSD AMERICA INC. 
 
 

Consolidated subsidiary
NSD America Inc.

連結子会社 
　（株）エヌ・エス・ディ システム研究所 
　エヌ・アイ・コンサルティング（株） 

Consolidated subsidiaries
NSD System Institute Co., Ltd.
NI Consulting Co., Ltd.

連結子会社 
（株）ディ・アクセス 
 
Consolidated subsidiary

D.Access Co., Ltd.

連結子会社 
　NSDビジネスサービス（株）

Consolidated subsidiary
　NSD Business Service Co., Ltd.

連結子会社 
　（株）FSK 

Consolidated subsidiary
FSK Co., Ltd.

連結子会社 
　日本インターワールド（株） 

Consolidated subsidiary
InterWorld Corporation Japan K.K.

注： 関連会社（株）福島県中央計算センターは重要性がないため、系統図には含めておりません。 
Note: NSD affiliate : Fukushimaken Chuo Keisan Center Co., Ltd. is not included due to its insignificance.

ソフトウエア開発のコンサルティング 
Consultation for software 
development

データエントリー 
Data entry

データエントリーの外注 
Subcontract data entry

人材派遣及びコンピュータ室運営管理 
Staffing services and computer 
room operation and management

ソフトウエアプロダクト 
Software products 
 
 

ソフトウエア開発及びソフトウエアプロダクト
Software development and 
software products

ソフトウエア開発のコンサルティング 
Consultation for software 
development

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

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

システムソリューションサービス　　System Solution Services

当　社　　N S D

得意先　　Clients
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ソフトウエアプロダクト事業

セキュリティ対策のパッケージソフトを中心に、

NSD独自開発のソフトウエアや国内外の有力企業と

のアライアンスを積極的に進め、販売活動に注力する

とともに、ソフトウエア開発と絡めたトータルシステ

ムとしての販売も推進しております。

Software Products Segment
The NSD Group steps up sales of software products,
particularly packages for security management, devel-
oped in-house and supplied via expanded alliances
with leading software developers in Japan and
abroad. The Group also promotes the sales of total
system offerings combined with software develop-
ment.

■ 人材派遣部門
子会社であるNSDビジネスサービス（株）によって

運営されている人材派遣事業では、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

に対するニーズは更に高まると考えられ、事業の育成

を図っていく方針です。

■ Staffing Services Division
Our staffing services business, operated by NSD
Business Service Co., Ltd., one of our subsidiaries,
involves dispatching personnel to a wide range of
companies outside the NSD Group, and also to NSD,
especially to the sections engaged in information
services. The need for personnel on a temporary basis
is expected to grow further, and attempts will be made
to maximize these opportunities by giving a stronger
boost to this segment.

ソフトウエア開発と一体となった営業活動を展開してお

り、お客様のニーズに合わせたシステム運用のサポートを

行っております。

The know-how we have gained in the sphere of
facilities management over many years is also utilized
to the fullest in the running of systems support, help
desk and outsourcing businesses.

Furthermore, our systems support is positioned to
better address the needs of customers, as sales activ-
ities for systems support are performed in conjunction
with software development.

6.8%

5.2%




