
【参考資料】

（社名50音順）

本社 熊本県熊本市九品寺１－５－１１ 
代表者 代表取締役社長　　竹村　正章
設立 １９６６（昭和４１）年７月
資本金 １億円
従業員数 ３９１名（２００８年４月現在）

本社 富山県富山市牛島新町５－５
代表者 代表取締役　執行役員社長　　金岡克己
設立 １９６４（昭和３９）年１月１１日
資本金 ２０８億３，０００万円（２００８年３月３１日現在）
従業員数 ３，４２０名（２００８年４月１日現在）

本社 東京都中央区新川２－４－７
代表者 代表取締役社長　　柏原　孝
創業 １９１０（明治４３）年２月
資本金 ５０億円（２００８年７月２０日現在）
従業員数 ３，４９０名（連結／２００８年７月２０日現在）

本社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－１１　さくら浦和ビル
代表者 代表取締役社長　　小川修一
設立 １９７１（昭和４６）年７月
資本金 １０億円
従業員数 ５３４名（連結／２００８年３月末）

本社 岩手県盛岡市中央通１－６－３０
代表者 代表取締役　　佐藤　久
設立 １９７２（昭和４７）年１０月２５日
資本金 ８，０００万円
従業員数 １００名

本社 長崎県長崎市栄町５－１１
代表者 代表取締役　　久保　東
設立 １９６６（昭和４１）年７月１日
資本金 ３，３００万円
従業員数 １２３名

本社 大分県大分市東春日町１７－５７　ソフトパーク内
代表者 代表取締役社長　　森　秀文 
設立 １９６６（昭和４１）年４月２３日 
資本金 ６，５００万円
従業員数 ３７１名

本社 沖縄県浦添市沢岻４９６　ＯＣＣコンピュータビル
代表者 代表取締役社長　　山根健次郎 
創業 １９６６（昭和４１）年１０月１１日 
資本金 ４，８８０万円
従業員数 ４５０名（グループ）

本社 大分県大分市春日町１－１　ＮＳ大分ビル３Ｆ
代表者 代表取締役社長　　加藤　健 
設立 ２００４（平成１６）年２月１６日
資本金 ３，０００万円
従業員数 ５１名（２００７年８月７日現在）

会社概要

株式会社 ＮＤＫＣＯＭ

株式会社 オーシーシー

株式会社 オーイーシー

株式会社 ＲＫＫコンピューターサービス

株式会社 大分県自治体共同アウトソーシングセンター

株式会社 インテック

株式会社 内田洋行　　〈東証一部、大証一部上場〉

ＡＧＳ　株式会社

エクナ 株式会社



【参考資料】

（社名50音順）

本社 沖縄県那覇市赤嶺２－１－１
代表者 代表取締役　　坂本賢治
設立 １９９７（平成９）年１月２７日
資本金 １，０００万円
従業員数 ２９名

本社 秋田県秋田市南通築地１５－３２
代表者 代表取締役社長　　江畑佳明
設立 １９６９（昭和４４）年５月１９日
資本金 １，０００万円
従業員数 １０８名（２００６年１２月２５日現在）

本社 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２　電気ビル北館
代表者 代表取締役社長　　鎮西正直 
設立 １９８７（昭和６２）年７月１日
資本金 １億円
従業員数 ６３０名（役員を除く／２００８年４月１日現在）

本社 福岡県福岡市博多区東平尾１－３－３
代表者 代表取締役　　坂本賢治
設立 １９７１（昭和４６）年５月１５日
資本金 １億円
従業員数 ３１４名（２００７年７月１日現在）

本社 鳥取県米子市両三柳２８６４－１６　
代表者 代表取締役　　松本　啓 
設立 １９７５（昭和５０）年７月
資本金 ９，６００万円
従業員数 ２３５名（２００７年６月末現在）

本社 山梨県中央市流通団地２－５－１
代表者 代表取締役社長　　浅原正樹 

設立 １９６６（昭和４１）年８月１日

資本金 １，２００万円
従業員数 ５３名

本社 和歌山県和歌山市紀三井寺８４９－３
代表者 代表取締役社長　　村上恒夫
設立 １９６４（昭和３９）年５月２８日
資本金 ３億６，６２２万円
従業員数 ２５０名（２００７年１２月３１日現在）

本社 群馬県前橋市天川大島町１１２５
代表者 代表取締役社長　松平　緑 
設立 １９６５（昭和４０）年１２月２７日
資本金 ９，０００万円
従業員数 ５５５名（２００８年９月現在）

本社 香川県高松市藤塚町１－１０－３０　アーバンスクエア高松ビル４Ｆ
代表者 代表取締役　　坂本賢治
設立 １９９８（平成１０）年６月２４日
資本金 １，０００万円
従業員数 ２８名

株式会社 ジーシーシー

四国行政システム 株式会社

株式会社 ケイズ

沖縄行政システム 株式会社

九電ビジネスソリューションズ 株式会社

行政システム九州 株式会社

株式会社 甲府情報システム

株式会社 サイバーリンクス

北日本コンピューターサービス 株式会社

会社概要



【参考資料】

（社名50音順）

本社 福井県福井市御幸２－１７－２５　
代表者 代表取締役　　梅田憲一 
設立 １９９２（平成４）年４月
資本金 ２，０００万円
従業員数 ４５名（２００５年９月１日現在）

本社 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央６－１２（千葉銀行おゆみ野センター内）
代表者 代表取締役社長　　長谷川行雄
設立 １９８０（昭和５５）年４月１日
資本金 １億５，０００万円（授権資本２億円）
従業員数 １８０名（２００８年３月現在）

本社 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田224番地
代表者 代表取締役社長　　渡邉得祥
設立 １９６６（昭和４１）年
資本金 ６，０００万円
従業員数 ２７０名（２００８年６月１日現在）

本社 鳥取県鳥取市東町１－２２０　鳥取県庁内
代表者 理事長　　前田親保
設立 １９６９（昭和４４）年３月２９日
従業員数 ７６名

本社 香川県高松市錦町１－１１－１
代表者 代表取締役社長　　四本新市 
設立 １９６８（昭和４３）年４月２５日
資本金 ５，０００万円（２００８年３月末現在）
従業員数 ３４３名（２００８年４月１日現在）

本社 石川県金沢市鞍月２－１　石川県ＩＴ総合人材育成センタービル５Ｆ
代表者 代表取締役社長　　高瀬幸忠  
設立 １９７９（昭和５４）年９月
資本金 ２，５００万円（２００８年３月末現在）
従業員数 ７１名（２００８年６月１日現在）

本社 愛知県名古屋市中区栄２丁目４番１８号
代表者 代表取締役社長　竹田喜彦
設立 １９７０（昭和４５）年７月９日
資本金 １３億１，０００万円
従業員数 １，２０１名（２００８年４月現在）

本社 岡山県岡山市豊成２－７－１６
代表者 代表取締役社長　小嶋光信
創業 １９６５（昭和４０）年６月５日
資本金 ３億円
従業員数 ６１３名（２００７年７月現在）

本社 群馬県桐生市広沢町３－４０２５
代表者 代表取締役社長　　田代一郎
設立 １９７０（昭和４５）年１月３１日
資本金 １９億６，６９０万円（２００８年３月末現在）
従業員数 ５４１名（２００８年３月末現在）

株式会社　デンサン

株式会社 システム研究所

会社概要

財団法人 鳥取県情報センター

株式会社 両毛システムズ　　〈ジャスダック上場〉

株式会社 富士通四国インフォテック

株式会社　ユーフィット

株式会社　両備システムズ

ちばぎんコンピューターサービス 株式会社

北国インテックサービス 株式会社


