
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
system solution services and staffing services.

情報サービス事業
ソフトウエア開発

情報サービス事業につきましては、金融業、サー
ビス業など各業種でシステム投資ニーズが引き続き
活発であり、受注が順調に推移するとともに受注条
件の着実な改善が図れました。また、継続して取り
組んでまいりましたプロジェクトマネジメントの徹
底や、PMP（プロジェクトマネジメントの国際資格）
の取得をはじめとする社内教育の強化、生産性・採
算性向上努力等の効果により、低採算プロジェクト
が引き続き減少するとともに、各プロジェクトの採
算性が向上いたしました。

Information Services Segment
Software Development

In our information services segment there was strong,
brisk demand for system investment in various indus-
tries such as the finance sector and service sector.
Accordingly, along with increasing orders we received
steadily, we could successfully make steadfast
improvement in the terms and conditions of orders.
Also, relentlessly enhanced project management prac-
tices, which we continued to work for, reinforced
internal training, including the acquisition of PMP (an
international qualification for project management),
and efforts for higher productivity and profitability
served to curtail low-profit projects and thus improve
the profitability of each project.

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

のさまざまなハードウエアや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。
ソフトウエア開発と一体となった営業活動も展開

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。

Facilities Management

We have won contracts with top-tier companies
across a variety of industrial sectors in order 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.

The expertise we have gained in the sphere of facilities
management over many years is also our core asset
to be used in the running of systems support, help
desk and outsourcing businesses.

Furthermore, our systems support, like our sales
activity, is tailored to better meet the needs of cus-
tomers so as to be performed in conjunction with soft-
ware development.

■ 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95.2%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 main-
stay business division accounts for 95.2% of our 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



ソフトウエア開発
Software development

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

Consolidated subsidiary Consolidated subsidiaries
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.

ソフトウエア開発及びソフトウエア
開発のコンサルティング他
Software development and consulting 
services for software development, etc.

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
Staffing services

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外注
Subcontract software 
development

人材派遣等の外注
Subcontract staffing services, 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

Shareholders Relation Service, Inc. 
NI Consulting Co., Ltd.

連結子会社

（株）シェアホルダーズ・
リレーションサービス
エヌ・アイ・コンサルティング（株）

連結子会社

NSDビジネスサービス（株）

Consolidated subsidiary

D. Access Co., Ltd.

連結子会社

（株）ディ・アクセス

Consolidated subsidiary

連結子会社

NSD AMERICA INC.

NSD AMERICA INC.
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ソフトウエアプロダクト事業
コンプライアンスの強化、J-SOXへの対応等、セ
キュリティに対する社会的なニーズの高まりを受け、
セキュリティ対策ソフトを中心に販売活動に注力す
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 for security management, against a back-
drop of growing social needs for security issues such
as the strengthening of compliance and response to
J-SOX. 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、ユビキタス時代にふさわしい、｢専門の技術｣
を「誠実な心」をもって｢スピーディ｣にお届けする
ことをモットーに、事業を展開していく方針です。

■ Staffing Services Division 
Our staffing services business, which is operated by
NSD Business Service Co., Ltd., one of our sub-
sidiaries, accompanies the dispatch of personnel to a
wide range of companies outside the NSD Group, and
also to NSD, particularly the sections engaged in infor-
mation services.

We will develop our business with the motto to deliver
“expert technologies” with “customer loyalty” and
“speed,” which fits the age of ubiquitous technology.

6.9%

4.8%


