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代表取締役社長

船津 浩三

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」「コネクテッド開発」「ソリューション」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います。

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。

株式会社ニーズウェルは、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。

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。

－ 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。

ご挨拶

広く経済社会に貢献し続ける

社会有用の人材として社員を育成する

ミッション

ビジョン

経営理念

1



https://www.needswell.com/

成長の軌跡 / 沿革

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。

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。

1992年

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。

11月 プライバシーマークを取得する。2008年

5月 ISO27001(ISMS)認証を取得する。2010年

5月 ISO9001(QMS)認証を取得する。2012年

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 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。

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 SAP Concur 提供開始。

2017年

12月 RPAソリューションWinActor 販売開始。2017年

6月 東京証券取引所市場第二部へ市場変更。2018年

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。

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、コネクテッド・ビジネスを開始する。
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2020年 11月 データ連携システム構築サービス ITリエンジニアリングサービス 提供開始。

「3分でわかるニーズウェル」にて、より詳しくご覧いただけます ▶

2020年 10月 設立35周年。零壱製作株式会社の株式を取得し子会社化。

2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行。
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202２年 10月 株式会社ビー・オー・スタジオの全株式を取得し子会社化。

株式会社コムソフトの全株式を取得し子会社化。

https://www.needswell.com/about/index


ニーズウェルは、金融系システム開発を中心とした

４つのサービスで I Tのトータルサービスを提供します
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サービス

業務系システム開発

金融、物流、通信、流通、サービス等の幅広い分野において、お客さまの基幹業務に関わるシステム開発を行っています。本サービスで

は、システムの企画立案段階からコンサルティング、課題解決提案、要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、各種のテストを経

て納品に至るまで、さらには納品後の正常な稼働を維持するための保守・運用に及ぶシステム開発全般を行っています。

コネクテッド開発

IoTや自動車自律走行にみられるような技術革新の流れの中で、医療機器や車載機器等に組み込まれるアプリケーション等の開発を

行っています。また、インターネットで接続された精密機器等で収集したデータを業務系システムに連動させて活用するなど、高付加価

値のサービスを提供します。

基盤構築

ITシステムの基盤となるサーバなどのハードウェアの環境設計、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

の設定を行っています。アプリケーションの開発にとどまらず、ハードウェアやネットワークまで含めた総合的なIT環境を提案します。

自社及び他社のソリューション製品を活用し、5Gとテレワークでさらに重要となる情報セキュリティ対策をサポートする「情報セキュリ

ティソリューション」、RPAやクラウドで働き方改革と人手不足解消をサポートしテレワークを効率化する「業務効率化ソリューション」、

金融系システム開発力を活かして業務改革を支援する「金融ソリューション」、AI技術でDXの推進をアシストする「ＡＩソリューション」、

生産性の高いシステム開発を実現する「開発ツール」を取り揃え、お客さまのビジネスの目的に合わせた最適なソリューションを提供し

ます。

ソリューション

当社の「サービス」の詳細がご覧いただけます ▶

https://www.needswell.com/service/index
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当社の「ソリューション」の詳細がご覧いただけます ▶

ソリューション

ソリューション製品を活用し、お客さまのビジネスの目的に合わせた最適なソリューションを提供します。

開発ツール 開発ツールを活用した生産性の高いシステム開発を提供

● ローコード開発プラットフォーム
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金融ソリューション 金融系システム開発力を活かして業務改革を支援

● 金融系システムのDX推進 ● クラウド型CCaaS ● 自動受架電システム ● ローンWeb受付システム

情報セキュリティソリューション ５G時代の到来で、更に重要となるセキュリティ対策

● 不正接続防止 ● クラウド型ID管理・統合認証

● エンドポイントセキュリティ ● メール・ファイル無害化 ● Web分離

● リモートアクセス ● USBシンクライアント

● モバイルデバイスマネージメント

業務効率化ソリューション 「働き方改革」の推進、「人手不足」を解消する業務効率化をサポート

● データ通信特化型格安SIM● デジタル化定着支援ツール ● 電子帳簿保存クラウドサービス

● 倉庫管理システム ● 業務自動化ロボット(RPA) ● SaaS型電子契約サービス● データ連携システム構築

（請求書自動登録サービス） （導入期間短縮パッケージ） （会計システム連携アプリ） （Standard版導入パッケージ） （操作のガイダンス表示）

● 出張・経費管理・請求書
管理クラウドシステム

AI技術でDX(Digital Transformation)を推進AIソリューション

● 業務AI化サービス ● AI-OCR ● 教育AI

● 見積AI

● AIチャットボット

● 外観検査・検品AI ● 品質向上AI ● 異常検知AI

https://www.needswell.com/solution/index
https://www.needswell.com/solution/webperformer
https://www.needswell.com/solution/2025
https://www.needswell.com/solution/robotic_call
https://www.needswell.com/solution/welcome
https://www.needswell.com/solution/cxone
https://www.needswell.com/solution/nw_security_police
https://www.needswell.com/solution/votiro-disarmer/
https://www.needswell.com/solution/resalio_lynx
https://www.needswell.com/solution/remote_pc_array
https://www.needswell.com/wp-content/uploads/2021/01/MobiControl.pdf
https://www.needswell.com/solution/symantec-web-isolation/
https://www.needswell.com/solution/eset
https://www.needswell.com/solution/okta
https://www.needswell.com/solution/01mobile
https://www.needswell.com/solution/walkme
https://www.needswell.com/solution/smartwms
https://www.needswell.com/solution/winactor/
https://www.needswell.com/solution/it_reengineering/
https://www.needswell.com/solution/contracthub
https://www.needswell.com/solution/concur
https://www.needswell.com/solution/concur#conect
https://www.needswell.com/solution/concur#invoice_pa
https://www.needswell.com/solution/concur#speed_ea
https://www.needswell.com/solution/concur#impac
https://www.needswell.com/solution/concur#nnavi
https://www.needswell.com/solution/denho
https://www.needswell.com/solution/vi_prophetter
https://www.needswell.com/solution/vi_prophetter
https://www.needswell.com/solution/ad_prophetter
https://www.needswell.com/solution/es_prophetter
https://www.needswell.com/solution/ai
https://www.needswell.com/solution/dxsuite/
https://www.needswell.com/solution/speak_analyzer
https://www.needswell.com/solution/chat_document


組織図

会社概要 / 役員一覧

商号 株式会社ニーズウェル Needs Well Inc.

本社 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート13階

事業所
新宿オフィス ： 東京都新宿区富久町13-15 サウスタワー5階
長崎オフィス ： 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

連絡先 TEL：03-6265-6763（代） FAX：03-6265-6764

代表者 代表取締役社長 船津 浩三

設立年月 1986年10月 上場市場 東京証券取引所プライム市場 （証券コード：３９９２）

資本金 9億8百万円 (2022年9月30日時点) 売 上 高 67億30百万円 (2022年9月期)

従業員数 5７０名 (2022年9月30日時点) 決 算 期 9月

グループ会社

零壱製作株式会社
株式会社ビー・オー・スタジオ
株式会社コムソフト
株式会社総研システムズ

資格

労働者派遣事業
プライバシーマーク使用許諾認定
ISO27001（ISMS）認証
ISO9001（QMS)認証

役員

代表取締役社長 船津 浩三 取締役 柳川 洋輝
取締役 常務執行役員 後藤 伸応 取締役 安岡 護
取締役 常務執行役員 松岡 元 取締役 寺内 信夫
取締役 執行役員 若野 慎治
取締役 執行役員 田畑 更二 監査役 加藤 和彦

監査役 丹羽 厚太郎
監査役 佐藤 茂

社外 独立

社外 独立

社外 独立

社外 独立

社外 独立

202２年１０月１日現在株主総会

取締役会

代表取締役社長

ESG・SDGｓ委員会

内部監査室

経営企画室

CC室

総務部

財務経理部

ビジネス推進統括部

パートナー推進部

技術管理部

営業統括部

システム営業部

ソリューション営業部

監査役会 第1システム事業部

第1システム部

生保グループ

損保グループ

第2システム部

銀行・カードグループ

第2システム事業部

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

クラウドグループ

産業グループ

長崎開発センター

第3システム事業部

第1システム部

ビジネスサービスグループ

ITサポートグループ

公共グループ

第2システム部

物流グループ
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ニアショア開発促進

長崎開発センターを2024年までに100人体制に

地方の優秀な人材の活用で産業基盤と技術革新、雇用の創出による豊かな街づくりに貢献

パートナー企業との協働

受注先、仕入先の企業とのパートナーシップを推し進め、ともに永く発展できる体制を目指す

2020年 ２月 ： 株式会社アイティフォーと資本業務提携契約を締結

2020年 ３月 ： 明治安田生命保険相互会社、明治安田システム・テクノロジー株式会社とコアパートナー契約を締結

2020年 12月 ： 株式会社物流革命、株式会社オフィスエフエイ・コムと物流分野で協業を開始

2021年 ３月 ： 株式会社総研システムズと資本業務提携契約を締結

2021年 7月 ： キヤノンITソリューションズ株式会社と資本業務提携契約を締結

2021年 9月 ： コネクシオ株式会社と業務提携契約を締結

2022年 2月 ： アセンテック株式会社と資本業務提携契約を締結

2022年 ７月 ： さくら情報システム株式会社と業務提携契約を締結

2022年 ９月 ： 三井住友カード株式会社と業務提携契約を締結

2022年 10月 ： 株式会社ピー・ビーシステムズと業務提携契約を締結

働き方改革・人材育成

・有給休暇取得奨励日、プレミアムフライデー
・残業時間の削減 （2022年度実績：18.7時間）
・研修制度、スキルやモチベーションを引き出す制度
・テレワーク制度
・学生向けにAIプログラミング体験教室やインターンシップを開催

サッカーJリーグ V・ファーレン長崎スポンサー

青少年の健全な育成、スポーツ文化の振興、地域の活性化を目指し、「V・ファーレン長崎」とのスポンサー契約を締結

長崎県 企業版ふるさと納税

長崎県が取り組む地方創生プロジェクトの一つ「Society5.0へ向けた次世代人材創造プロジェクト」を支援

SDGsの取組み

当社の「SDGsの取組み」の詳細をご覧いただけます ▶

女性社員・管理職比率向上

女性がいきいきと活躍できる環境づくりに取り組み、女性社員の比率30％以上を目指す

エネルギー削減・環境にやさしい製品の使用

・ 数値目標を設定し、電気・紙の使用量を削減
・ 半透明紙ホルダーを使用し、プラスチック廃棄量の削減及び
豊かな海洋・海洋資源の保全、持続可能な森林の利用と保護を支援
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記載の情報は202３年1月１日現在のものです。

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

事業所
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