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代表挨拶 / Greeting

ニーズウェルは、お客さまの経営革新を推進する
パートナーであることを目指します

株式会社ニーズウェル
代表取締役社長

船津 浩三

経営理念 / Management Philosophy
株式会社ニーズウェルは、絶えず新技術やイノベーションに挑戦し、各業務分野で蓄積したノウハウをお客さまのニーズに
即して経営革新活動に活かし、お客さま満足を実現して「広く経済社会に貢献し続ける」を経営理念といたします。
また、経営理念に賛同する社員が結集し、全社員のパートナーシップを基盤として、技術革新や技術向上に取り組み、企業
規模の拡大と就業ステージの拡大を図って自己研鑽の機会を創造し、一企業では学ぶことのできない多くのノウハウを習得
することで「社会有用の人材として社員を育成すること」を経営規範といたします。

ミッション / Mission
お客さまのニーズを本質的に充足するソリューションを提供し、豊かな社会の創造を目指します。

ビジョン / Vision
―　お客さま満足を実現する革新的ビジネスパートナーとなる。
―　絶えず未来を展望し、誇りを持ったプロフェッショナル集団となる。
―　社会に貢献するＩＴ文化を拡充し、豊かな社会を創造する。
―　社員の自己実現のステージを創造し、社会の公器として限りない発展を創造する。

詳細はＷｅｂでご確認下さい ▶

これからの経営革新は、進化を続ける情報テクノロジーや経済のグローバル化を的確に捉えて、各企業の独自性を活かしな
がらも社会ニーズに沿った総合的で創造的な発展を推進していくものでなければなりません。私達はお客さま満足を実現す
るために、お客さまのニーズにお応えできる能力を有する社員の育成に注力しています。
私達の役割は、「業務系システム開発」「基盤構築」「コネクティッド開発」「ソリューション・ビジネス」の各分野で長年に
わたり蓄積したノウハウをお客さまのニーズに即して経営革新の場に活かし、協業の場を創造して、お客さまと共に豊かな
将来展望を切り開く業務を推進することだと考えております。

2017 年に立ち上げた「ソリューション・ビジネス」では、デジタル経済や５G 時代の到来に備える情報セキュリティソリュー
ション、「働き方改革」「人手不足」を解決するための業務効率化ソリューション、デジタルトランスフォーメーション（DX）
を推進する AI ソリューションの３分野で多数のソリューションを取りそろえ、IT 文化の変革にチャレンジしています。
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AIソリューション

Web、IT アウトソーシング

サーバ・ネットワーク構築、クラウド、セキュリティ、運用など

車載、医療、IoT など

情報セキュリティ

ソリューション / Solution
NW Security Police® / 情報セキュリティソリューション（不正接続防止）

「業務利用が承認されていないデバイス（不正端末）は、社内ネットワークに接続させない」
このシンプルなコンセプトに基づく、パワフルな企業内情報セキュリティソリューションです。企業の機密データを漏洩から簡単、確実に保護します。
1ヵ月の無料トライアルの後、サブスクリプション（月額利用制）でご利用いただけます。

▶ NWSP with CheckPoint（NWSP/CP）・NWSP with WatchGuard（NWSP/WG） / UTM連携版
CheckPoint社やWatchGuard Technologies社のUTM製品と連携し、NW Security Police®にボットウイルスによる不正侵入やマルウェア
に感染した端末を自動的に遮断する機能を追加。企業のネットワーク資産を保護します。

WinActor業務自動化ロボット（RPA）
「WinActor」は2010年にNTTアクセスサービスシステム研究所が開発した技術をベースとする純国産のRPAソリューションです。
Excelやブラウザはもちろん、ERPや、ワークフロー、OCRから個別の業務システムまでWindows端末から操作可能なあらゆるアプリケーション
の操作手順をシナリオとして学習し、自動化できることを強みとしています。 ※「WinActor」はNTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

RPA管理統制ソリューション（運用設計・開発ルール作成・シナリオ作成・WinDirector導入・社内RPA推進支援）
複数の部門や拠点へWinActorを導入するにあたり、計画・ガイドラインの作成や管理統制プラットフォームの構築により、スムーズな全社展開を
支援します。 

Speak Analyzer / 教育AIソリューション
営業やコールセンター等、ビジネスシーンのトークをAIが数値やグラフで定量的に見える化し、伸ばしたい強みや鍛えたい課題をフィードバック。
指導者による教え方の偏りを解消しながら、時間とコストも削減します。効率的にスタッフを育てるソリューションです。

「Concur」は世界で6,600万人のユーザーに利用される出張・経費管理・請求書管理クラウドシステムです。
Excelやブラウザはもちろん、ERPや、ワークフロー、OCRから個別の業務システムまで、コーポレートカード、交通系ICカード、地図情報など
出張・経費に関わる様々なサービスと連携し、従業員の経費精算業務・請求書処理の大幅な省力化を実現します。
Concur Expense / 経費管理ソリューション
いつでも申請、どこでも承認を可能にする経費精算のクラウドサービス。

▶ Speed Expense Assist（Speed EA）サービス
当社独自のノウハウとテンプレートをパッケージ化し、導入期間を半減！
通常7ヶ月かかる導入作業を最短3ヵ月※で実現します。
スピーディーな本番稼働で、運用しながらブラッシュアップしていくため、初年度ライセンスを最大限に活用できます。
 ※お客さまの環境・ご希望の内容等により異なります。

Concur Invoice / 請求書管理ソリューション
請求書の支払管理をまとめて自動化するクラウドサービス。

▶ Invoice Process Automation（Invoice PA）サービス
Concur Invoiceに対応した、当社独自の請求書自動登録サービス。
紙の請求書をスキャンするだけで、画像・文字認識AIエンジン（AI-OCR）が内容を読み取り、勘定科目や支払先を判断し自動でConcur Invoiceに
登録します。ユーザーが手作業で入力する工程を省き、繁忙期の煩雑な請求書処理業務を格段に効率化。手書き文字やEDIにも対応しています。

社内システムの運用改善コンサルティング・基幹システム（国産ERP）データ連携システム構築
基幹システム（国産ERP）と周辺システム（経費精算や勤怠管理など）間のデータ連携システムを構築し、社内業務をリエンジニアリング。
社内システムの運用改善全般に関するコンサルティングや保守も承ります。
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サービス / Services

金融 / Finance
保険、銀行、クレジット、証券 などの大規模システム開発・保守・運用の業務ノウハウを長年蓄積し、
多くの金融系専門技術者を有しております。 これらのリソースを最大限活用した支援をいたします。

コネクティッド / Connected
発展し続ける車載機器、医療機器、映像機器などのコネクティッド分野において、
AI技術の活用によるDXを推進し、UI、ミドルウェア、ドライバーといったあらゆる階層の開発を支援いたします。

物流 / Logistics
WMS(倉庫管理システム)とAGV(無人搬送ロボット)を融合したシステムを活用し、
物流倉庫の入庫、出荷、在庫管理等のデジタル化・効率化を支援いたします。

IT 基盤 / IT infrastructure
ITシステムの基盤となるサーバ・クラウドなどの環境設計、構築、導入を実施するとともに、
ネットワーク環境における通信機器の設定を支援いたします。

Work AI サービス / AI
お客さまの企業データから効率の良い業務及び高付加価値サービスのシステム化(開発)をご提供します。

RPA(業務自動化) / Robotic Process Automation
現在の業務や課題を分析し最適なRPA適用範囲をご提案いたします。
導入後の教育・定着化・運用保守設計まで支援いたします。

流通・サービス/ Distribution・Service
10年以上にわたりホテルIT部門の業務を代行しております。システム開発だけではなく、
IT戦略立案・パッケージ選定・運用代行などトータルソリューションで支援いたします。

社会インフラ / Social Infrastructure
公共サービス、独立行政法人、航空宇宙事業など多岐にわたり実績がございます。 
最新のICTを活用し、「次世代社会インフラ」の構築を支援いたします。

通信キャリア / Telecom carrier
通信キャリア向けの各業務システム(課金・請求、顧客維持管理、CRM、セルフポータル、
プロビジョニング など)の開発を支援いたします。

ウェブ / Web
Web技術を使用した BtoC / BtoB システム、デジタルマーケティング関連システム、
業務系システム、CMSなどの開発を支援いたします。

ITアウトソーシング / IT Outsourcing
お客さまの更なる業務の効率化とITコスト削減のため、
ぜひニーズウェルのITアウトソーシングサービスをご活用下さい。



会社概要 / Company Overview

沿革 / History

商号 株式会社ニーズウェル
Needs Well Inc.

本社所在地
〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

［URL］ https://www.needswell.com/
［TEL］ 03-6265-6763  ［FAX］ 03-6265-6764

設立 1986年（昭和61年）10月

代表者 代表取締役社長　　船津　浩三

資本金 4億15百万円（2020年9月30日時点）

上場市場 東京証券取引所市場第一部
証券コード：3992

社員数 543名（2020年9月30日時点）

売上高 53億64百万円（2020年9月期）

決算月 9月

加盟団体 JISA（一般社団法人情報サービス産業協会）

資格

労働者派遣事業
［許可番号：派13-309137］
プライバシーマーク使用許諾認定

［登録番号：第11820608（07）号］
ISO27001（ISMS）認証

［認証番号：02399-2010-AIS-KOB-ISMS-AC］
［認証番号：02398-2010-AIS-KOB-UKAS］
ISO9001（QMS）認証

［認証番号：02586-2012-AQ-KOB-JAB］

1986年 10月 東京都北区西ヶ原に株式会社ニーズウェルを設立。
経営コンサルティングを主要な業務とし、経営計画の策定･改善業務・システム設計等の事業開発を実施する。

1992年 8月 システム部を創設。
経営コンサルティングからシステム開発まで業容を拡大する。

1998年 1月 東京都新宿区富久町に本社を移転。
システムコンサルティング･システム開発事業の拡大を目指して社員の定期採用を開始する。

2003年 10月 中期経営計画においてシステム開発事業の拡大を決定。
システム技術者の大幅増員を実現するため、キャリア採用を強化する。

2003年 11月 第三者割当増資を実施し、資本金49,998千円とする。

2004年 11月 第三者割当増資を実施し、資本金2億円とする。

2008年 11月 プライバシーマークを取得する。

2010年 5月 ISO27001（ISMS）認証を取得する。

2012年 5月 ISO9001（QMS）認証を取得する。

2012年 10月 基盤構築サービスを開始する。

2013年 4月 組込系開発サービスを開始する。

2017年 5月 普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施する。

2017年 9月 東京証券取引所JASDAQスタンダードに上場。
資本金4億7百万円、資本準備金2億64百万円とする。

2017年 10月 情報セキュリティソリューションNW Security Police 販売開始。
出張・経費精算管理クラウドシステム Concur 提供開始。

2017年 12月 RPAソリューションWinActor 販売開始。

2018年 4月 普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施する。

2018年 6月 東京証券取引所市場第二部へ市場変更。

2019年 1月 普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施する。

2019年 6月 東京証券取引所市場第一部に指定。

2019年 8月 AIビジネスを開始する。

2019年 10月 ニアショア（遠隔地）開発拠点として、長崎開発センターを開設する。

2019年 10月 東京都千代田区紀尾井町に本店事務所を移転。

2020年 10月 物流、コネクティッド・ビジネスを開始する。



株主総会
監査役会

取締役会

代表取締役社長

ESG・SDGs 委員会

内部監査室

パートナー推進部

技術管理部

システム営業部

第 1 システム部

保険 1 グループ

保険 2 グループ

第 2 システム部

銀行・証券グループ

カード・社会インフラグループ

第 1 システム部

AI グループ

通信グループ

第 2 システム部

基盤グループ

制御グループ

第 1 システム部

ビジネスサービスグループ

Web グループ

物流グループ

長崎開発センター

ソリューション営業部

経営企画室

総務部

財務経理部

第 2 システム事業部

ビジネス推進統括部

営業統括部

第 1 システム事業部

CC 室
※CC：Corporate Communication

第 3 システム事業部

2021 年 4 月 1 日現在

役員一覧 / Board of Directors and Auditors

組織図 / Organization

代表取締役社長 船津　浩三

取締役 専務執行役員 後藤　伸応

取締役 常務執行役員 塚田　剛

取締役 執行役員 木村　ひろみ

取締役 執行役員 秋山　恵穂

取締役 執行役員 篠原　和広

取締役（社外） 柳川　洋輝

取締役（社外） 坂上　秀昭

常勤監査役 加藤　和彦

監査役（社外） 丹羽　厚太郎

監査役（社外） 安岡　護
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株式会社ニーズウェル　https://www.needswell.com/
□　本社 紀尾井町オフィス / Head Office

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町 4-1
ニューオータニ ガーデンコート13階
TEL:03-6265-6763（代）　FAX:03-6265-6764

□　新宿オフィス / Shinjuku Office
〒162-0067
東京都新宿区富久町 13-15
サウスタワー5階
TEL:050-5357-8347　

□　長崎オフィス（長崎開発センター）/ Nagasaki Office
〒850-0032
長崎県長崎市興善町 2-21
明治安田生命長崎興善町ビル5階
TEL:050-5357-8348　FAX:095-801-0310


