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大学卒業後、某独立系システム会社に入社。約

１０年間、システムエンジニアとして活躍。金

融・公共・医療系プロジェクトに携わる中で、

金融系システム開発に対する興味を深める。

２００３年４月、金融業界に特化する京葉情報

システムへ入社。全プロジェクト責任者を行い

つつ、品質と情報セキュリティを担当し、現在

は同社の代表取締役として、お客様に“感動を

与えるサービス”を提供する企業を目指し、様々

な取り組みを行っている。

代表取締役　佐和　篤



京葉情報システム（※以下 KIS）は、１９９０年の創立以来、大型汎用機（メインフレーム）による金

融系システムの開発を中心に事業を展開してきました。約３０年の歴史の中で、大型汎用機とパソコン

との異機種間を融合するオープンシステムや、クライアントサーバシステムなども手がけることで、着

実に事業領域を拡大。２０１１年には、一つの区切りである従業員数１００名規模の企業へと成長を遂

げることができました。事業領域は金融系だけでなく官公庁や流通系、最近ではデジタル案件にも積極

的に拡大し、２０２１年には株式会社三協ソフトウェアと合併し更なる成長を続けています。

今後も、あらゆるニーズに対応し、お客様の抱える課題を解決していきたいと考えています。

KIS の強みは、システムの企画から設計、開発、コンサルティングまでの全てを自社で担えることです。

開発工程のすべてを請け負うことで、各フェーズ間のコミュニケーションミスを防ぎ、より高品質なシ

ステムを提供できる体制を築き上げてきました。例えば金融系システムでは、種類によっては１回の処

理で億単位の金額が動くこともあります。日本経済に与える影響力の高さゆえ、システムエラーが発生

しない業務環境を整備することが大切なのです。

おかげさまで、現在は大手損保会社をはじめとする企業からパートナーとして認められるポジションを

築き、安定的かつ継続的に業務の依頼をいただいている状況です。高品質なシステムの開発を通じた信

頼の積み重ねが、今日の KIS を築いているのです。

今後のビジョンとして掲げているのは、「黒字経営の継続」。これは、企業としてのステークホルダーに

対する責任です。とはいえ、企業としての姿勢を変えることはありません。

今日よりも明日、明日よりも明後日…と、日々ステップアップを続け、単にシステムを開発するのでは

なく、お客様に“感動を与えるサービス”を提供する企業を目指していきたいと考えています。
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お客様から
信頼される
企業であるために
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社会の急激な変化をスピーディにとらえ

　　　　ＩＴで未来を創造していきます。

感動を与える

サービスを

ご提供します。

主に東京都心・千葉北西部で企業活動をしています。

様々なシステム開発を通して、お客様へ信頼と安心を

提供して参ります。

業務内容

システムの企画・提案・設計・構築業務

小規模から大規模までお客様のご要望を重視する企画・提案から品質の高いシステム構築を実施致しま

す。またシステム導入後には丁寧なサポートを行っております。上流工程である要件定義から運用、保

守業務までシステム開発におけるすべての工程に対応できます。

お客様（IT 部門）の支援業務
IT 部門のお客様と同じ立場で業務に携わる「社員代替」という形で業務支援を行っています。お客様

の業務を熟知し、お客様の立場で思考することで最適な対応を実現しています。

各種開発のエンジニアリングサービス
お客様のニーズに合わせた業務請負、一部請負、人材派遣等のサービス提供を行っております。その際

必要とする技術・技能レベル、経験、資格以外にも人間性を重視し、人材を選考しお客様にサービスを

提供致します。
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メガバンクの海外拠点向け預金システム

ほか各種システム開発実績があります

流動性預金の口座の開設や振替などを行うオンラインシステムです。導
入済みの拠点での法改正に伴うシステム変更対応や、新規拠点への導入
対応などを行っています。

ポイント企画登録システム
大手流通企業のポイントカードのポイント企画登録システムでシステム
運用をしています。自分が関わっているサービスを実際のお店でみるこ
とができるので、ちょっと楽しいですよ。

中国流通企業の買物付与ポイント加工システム
日本で行なっている買物付与ポイント加工システムのノウハウをいかし、
オフショアをしながら開発をしています。オフショアメンバーにノウハ
ウを伝える為、2 週間の上海出張を行いました。

商品情報閲覧システム
全国流通店の売上、仕入、在庫の情報を ETL ツール（DataStage）で編集
し、BI ツール（Cognos）で閲覧できるシステムの開発を行いました。利
用者が商品情報を閲覧することで、販売促進の支援をしています。

代理店オンライン・火災申込書作成システム

火災保険契約の保険料計算および見積書・申込書作成を行うシステム
です。申込書データを契約入力システムへ連動させる事により、代理
店における計上業務の効率化を実現しています。近年の機能追加開発
として火災保険の新商品や、銀行窓口販売に対応した「ローン団体扱
家庭用火災保険」等の開発実績があります。

新収納　払込票・登録型クレカシステム
従来、口座振替や代理店による集金が主だった保険料の収納方式を多
様化する収納方式とキャッシュレスの流れに対応し顧客利便性を向上。
ペイジーによるインターネットバンキングへの対応や、保険料支払毎
にクレジットカードを利用するのではなく、一旦クレジットカード情
報を登録する事による恒久的な保険料徴収の仕組み等を構築しました。

代理店手数料設定システム

損害保険の代理店手数料の自由化により、重要代理店等の指標評価を行
いその結果をオンライン表示すると共に、評価結果 ( 手数料ポイント ) を
支払システムに提供します。

大手損害保険会社の合併に伴うシステム統合

大手損害保険会社が合併後に共同利用するシステム統合プロジェクトに参
画しました。

中小製造業スマート化推進事業
（千葉県 IoT 推進ラボ）への参画

弊社が事務所を構える千葉県は経済産業省の「地方版 IoT 推進ラボ」に
選定され、中小製造業の生産性向上や事業の高付加価値化につながる企
業の個々の状況に適したスマート化手法の導入について支援するため、
さまざまな取り組みを行っております。弊社では、その一環として行わ
れている「IoT 活用セミナーの開催」や「製造現場等における AI 活用に
向けた体験型実習の開催」といったセミナーや実習を行っています。
また、千葉県からの依頼で作成したＡＩによる製品検品システムのデモ
機（試作機）を千葉県産業支援技術研究所・天台庁舎にて展示してあり
ますので是非、ご訪問いただければと思います。

プライベートクラウド環境構築
グループ内の企業や業務システムごとに分散していたサーバーを仮想化
により集約しました。このプロジェクトは評価され、ＩＴ情報誌に掲載
されました。

UNISYS 機から IBM 機へのシステム移行作業
UNISYS 機で稼働しているシステムを IBM 機へ移植する異機種間のコン
バージョン作業、データ・プログラム・JCL 等の移植作業、両機種のノ
ウハウを必要とします。

取引信用保険　信用不安情報集積管理システム

与信管理の一環として、帝国データバンクの企業情報及び独自の評価方法
で企業を審査し、取引信用保険の見積・成約・満期・更改といった保険の
一連の流れを実装可能としたシステムです。

官公庁系システム　マイナンバー対応
官公庁に関わるシステムにおいて、マイナンバー対応の一環として企業
向けマイナンバー制度の開発に携わりました。

共済年金における主要システム

年金一元化に伴う大規模なシステム改修のほか、マクロ経済スライドに
係る年金額改定対応、マイナンバー管理機能の追加対応等に参画しまし
た。

成人 NISA・ジュニア NISA 対応システム
制度開始に合わせて、対象顧客への NISA 口座開設申請書送付や各種キャ
ンペーン告知、関係部への口座開設先の営業店還元資料作成や口座獲得・
実利用などの営業店成績資料作成を要件定義からシステム構築までユー
ザの求めるシステム提供します。

病院内システム連携

電子カルテからの依頼情報を検査部門へ連携し、また検査の実施結果や
レポート情報を、電子カルテに通知するシステムを各病院ごとに合わせ
て作成しています。

樹脂メーカー業務のワークフロー化

新素材開発のワークフローシステムを作成し、好評を得て、他業務のワー
クフロー化につなげています。また、樹脂製品管理ＤＢを構築し、品質
管理の機能を拡張中。その他、販売管理のための情報レポート系システ
ムなど顧客のニーズに対応したきめ細かい開発を行っています。

実績

KIS では様々なシステム開発を通し、クライアント様に信頼と安心を提供

してまいりました。その一部をご紹介します。
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経営理念

　　Ⅰ .私たちは、お客様を通じて社会に貢献する

　　　（1）社会に貢献できる技術力の継続と積み上げを堅持する

　　　（2）主体性と独立の気質を持ち、マルチなスキルを保有したエンジニア集団になる

　　　（3）変改と進取の気風を持ち、新しい技術を取得し続ける

　　Ⅱ .私たちは、お客様第一主義とし、顧客満足度の向上を図る

　　　（1）お客様に満足いただけるサービスを実施する

　　　（2）お客様に信頼頂ける生産物を作り、お客様のコストを意識して常に生産性の向上を図る

　　　（3）お客様の立場で、業務（システム計画・設計・開発・運営）を遂行する

　　　（4）お客様の本業を支援し、共存共栄を図る

　　Ⅲ .KIS は、社員・関係者の幸福を通じて社会に貢献する

　　　（1）社員が働きやすい作業環境を設定し、健康で健全な職場を作る

　　　（2）企業を成長させる人材の育成を行い充分な機会を与える

　　　（3）雇用形態は変化しても長期安定雇用を旨とする

分散スキル開発部

業務一部

代表取締役社長

第一グループ取締役会

経営企画部

デジタル推進

コーポレートサービス部

営業管理部

経営管理部

第ニグループ

第三グループ

第四グループ

第五グループ

組織図

業務二部

第一グループ

◆業務一部

　　主に金融や官公庁のシステム開発、改修、

    保守を行っています。

◆業務二部

　　主に医療やプラント、流通のシステム

    開発、改修、保守を行っています。

　◆分散スキル開発部

　　様々な業種の小規模開発を多数行っています。

　◆デジタル推進プロジェクト

　　ＡＩ、ＩｏＴ技術を始めとしたデジタル

    案件を行っています。

各部門の業務各部門の業務各部門の業務
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認定 ・資格

QMS 適用規格番号：
JISQ9001:2015(ISO9001:2015)
企業名　：株式会社京葉情報システム
事業所名：東京本社、千葉ニュータウン事業所、高田馬場（新宿ガーデンタワー）、千葉みなと事務所
組織名　：業務一部（第一グループ、第二グループ、第三グループ、第四グループ）、インフラ基盤担当
対象範囲：損害保険システムのソフトウェア開発、メンテナンス

ISMS 適用規格番号：
JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)
企業名　：株式会社京葉情報システム
事業所名：東京本社、千葉ニュータウン事業所、高田馬場（新宿ガーデンタワー）、千葉みなと事務所
組織名　 ：業務一部（第一グループ、第二グループ、第三グループ、第四グループ）、業務二部、分散スキル開発部、 
                 インフラ基盤担当
対象範囲：ソフトウェア開発、メンテナンス

株式会社京葉情報システムは、
　ISO9001 :2015　：　品質マネジメントシステム
　ISO27001:2013　：　情報セキュリティマネジメントシステム
認定企業です。

●当社の取り組み

　Python3 エンジニア認定試験に多くの社員が合格したことにより Python エンジニア
　育成推進協会からインタビューを受け、ホームページに掲載されています。

　Python エンジニア育成事例「株式会社京葉情報システム 」金融系システム開発の
　プロ、京葉情報システムが Python で競争力 UP へ

株式会社京葉情報システムは SDGs（持続可能な開発目標）

の理念に共感し、事業活動を通じて、目標達成に貢献します。

●情報処理技術者試験（国家資格） 

　基本情報技術者試験  ９８名
　応用情報技術者試験  ３３名
　高度情報技術者試験  １０名

●その他技術者試験

　Python3 エンジニア認定 ２０名
　Oracle Java   ２４名
　Oracle Master   １４名
　PHP 技術者認定試験  　７名
　AWS 認定試験   　６名
　Android 技術者認定試験 　１名
　JP1 認定   　２名
　IoT 検定   　２名
　LinuC    　１名
　DeepLearning　Ｇ検定  　１名
　ITIL    　５名
　JSTQB    　３名
　IT コーディネーター  　２名

    　　　　　　2022 年 1 月現在

資 格 取 得 者資 格 取 得 者資 格 取 得 者



会社概要

社名　　株式会社京葉情報システム

略称　　KIS

設立　　　1990 年 7 月 2 日

資本金　　2000 万円

事業内容

　　　１．情報システムの設計及び開発

　　　２．情報システムに関するコンサルティング

　　　３．コンピューターの販売及び管理業務

　　　４．コンピューターに関する情報の提供及び販売

代表者　　代表取締役　佐和　篤　　

従業員数　136 名（2021 年 4 月現在）

主要取引先

　　　　　三井住友海上火災保険株式会社

　　　　　あいおいニッセイ同和損保株式会社

　　　　　株式会社キューブシステム

          富士フイルムメディカル IT ソリューションズ株式会社

          出光興産株式会社

          Siemens Industry Software Inc.

　　　　　鈴与シンワート株式会社　他

取引銀行　千葉銀行稲毛支店

所属団体　千葉県情報サービス産業協会

　　　　　東京商工会議所

機器設備　ホスト連結端末（IBM）

　　　　　社内 LAN( サーバー設置）、各種パソコン

所在地

　●東京本社

　　〒 101-0052

　　東京都千代田区神田小川町 2-3-13　M&C ビル７F

　　TEL. 03-3259-1551　FAX. 03-3259-1554

　●千葉事務所

　　〒 262-0014

　　千葉県千葉市花見川区さつきヶ丘 2-2-9

　●千葉ニュータウン事務所

　　〒 270-1352

　　千葉県印西市大塚 2-2-1

　　（三井住友海上火災保険株式会社千葉ニュータウンセンター内）

　　TEL. 0476-45-3576　FAX. 0476-45-3078

　●幕張事務所

　　〒 261-7128

　　千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 WBG ウエスト棟 28 階

　　TEL. 043-445-8903　FAX. 043-445-8906

　●千葉みなと事務所

　　〒 260-0025

　　千葉県千葉市中央区問屋町 1-55 シーオービル 5階

　   TEL. 043-247-8966　FAX. 043-242-5464

沿革

1990 年　 7 月　千葉県千葉市美浜区にて会社設立

　　　　　　　 三井海上火災保険株式会社のシステム開発を受託し業務を開始

1992 年　 8 月　協同組合シー・ソフトウェアに加盟

1995 年　 3 月　東京都情報サービス産業健康保険組合に加入

1995 年　 4 月　東京事務所を東京都千代田区に移転し東京本社とする

1995 年　 5 月　千葉ニュータウンに事務所を開設

1995 年　 5 月　全国情報サービス産業厚生年金基金に加入

1997 年　 9 月　東京商工会議所に加盟

1998 年　 2 月　千葉県情報サービス産業協会に加盟

2000 年  11 月　資本金を 2000 万円に増資

2002 年  10 月　ISO9001:2000 認証取得

2005 年　 8 月　インターンシップ開始

2005 年  10 月　JIPDEC ISMS 認証基準 (Ver.2.0) を認証取得

2006 年　 9 月　ISO ／ IEC27001:2005 へ移行

2007 年  11 月　産学官連携ちば IT 実学セミナーを企画・講演

2009 年　 9 月　ISO9001:2008 への認証移行

2011 年  12 月　新社長就任

2015 年　 8 月　ISO ／ IEC27001:2013 へ移行

2016 年　 7 月　分散開発推進室の設立

2017 年　 3 月　社員いきいき！元気な会社宣言企業の登録・申請

2017 年　 9 月　ISO9001:2015 へ移行

2018 年　 9 月　海浜幕張に事務所を開設

2021 年   3 月　株式会社三協ソフトウェアと合併　

E-mail　営業：kis_eigyo@keiyoc.com

　　　　採用：saiyo2023@keiyoc.com

URL　　 https://www.kiskk.com/

2022 年 1 月版


