


Top Message ごあいさつ

ISIDグループは、企業理念において「誠実を旨とし、テクノ
ロジーの可能性を切り拓く挑戦者として、顧客、生活者、
社会の進化と共存に寄与する。」ことをミッションに、
「HUMANOLOGY for the future ～人とテクノロジー
で、その先をつくる。」をビジョンに掲げています。

今般、この企業理念の実現に向けた長期経営ビジョン
「Vision 2030」を策定しました。 2030年のありたき姿を
「企業理念を体現する高付加価値企業として、社会、企
業、生活者からの期待に応える存在となること」とし、そ
のためにあらゆるステークホルダーとの連携を通じて社
会や企業の変革を実現する存在へと自己変革してまいり
ます。

サステナブルな社会の実現に向け、テクノロジーを活用す
る場は今後さらに拡がっていくと確信しています。ISID
グループは、人とテクノロジーの力で、お客さまと社会の
変革を実現すべく、一層の努力を重ねてまいります。

株式会社電通国際情報サービス
代表取締役社長



ミッション
ISIDグループの存在意義、果たすべき役割を
謳ったものです。創業以来大切にしてきた「誠実」
「挑戦者」の言葉をキーワードに用いて表現し
ました。

ビジョン
企業としての「ありたい姿」を描いたものです。
強みの源泉と認識している「人間魅力」と
「技術実装力」をより一層発揮していくという
強い想いを、「Human」と「Technology」を
組み合わせた「HUMANOLOGY」という造
語に込めて表現しました。

行動指針
日々の行動における判断基準となるべき価値
観を定義したものです。“社会や顧客の変革の
先駆けとなる”という想いを「AHEAD」の言葉
に託し、そこに繋がる指針を、A、H、E、A、D
それぞれを頭文字とする５つのキーワードで
表現しました。

企業理念 強みStrengths

業務知識 × IT実装力
業界トップクラス企業との直接取引で培った

深い業務知識と高いIT実装力

グローバルネットワーク
海外4エリア（北米、欧州、中国、東南アジア）に拠点開設、

グローバルパートナーとも数多く連携

研究開発力
常に時代の一歩先を見据え、企業や社会の
課題を解決する新たな価値を創出

電通グループのシナジー
電通グループのマーケティング力を生かし、

企業のデジタルトランスフォーメーションを支援

受け継がれるDNA、４つの強み

電通とGE（General Electric Company）。 世界でも類を見ない特色ある企業間の組み合わせ、そして新たなビジネス領
域へのチャレンジスピリットがISIDのDNAです。 アイデアとクリエイティビティ、先進的な情報技術の実装力により育まれた４
つの強みを発揮し、お客さまへ価値あるソリューションを提供しています。
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1975年、ISIDは単独の広告会社として世界一の売上高を誇る電通と、米国屈指の優良企業
GEとの合弁で設立され、日本民間初のTSS（タイムシェアリング・サービス：コンピュータの共同
利用サービス）を始めました。パソコンもインターネットも無い時代に、GEの巨大なコンピュータ
を国際ネットワーク経由で共同利用するサービスを日本の企業に提供することが狙いでした。
ISIDのTSSは、海外に進出する製造業、金融業の有力企業に支持され、最も高いシェアを獲得。
数々の先進的な業務アプリケーションをTSS上で提供した経験が、現在の製造業向け製品
開発ソリューション事業や、金融・流通・サービス業向けシステム開発事業の礎となっています。

電通 東京本社内に
タイムシェアリング・サービス局創設

「MARKⅢ」上で
構造解析システムを
提供開始

CAE（Computer Aided Engineering）
テクノロジーセンターを開設

金融機関の海外拠点向け
バックオフィスシステム
「GBS（Global Banking System）」を
提供開始

「MARKⅢ」上で
連結会計システムを
提供開始

初の海外拠点を
英国（ロンドン）に開設

電通の社内情報システムについて
開発・運用業務を受託開始

東京証券取引所市場
第一部に上場

設計・開発業務支援ソフトウエア
「iPRIME NAVI（現 iQUAVIS）」を提供開始

日本初のFinTech拠点
「FINOLAB」を開設

ISIDウェブサイト
（沿革）

経費精算システム
「Ci*X Expense」を提供開始

History 沿革

中期経営計画
「ISID X（Cross） Innovation 2021」
スタート

融資統合ソフトウエア
「RiskTaker（現 BANK・R）」を提供開始

電通とGEの合弁により、
（株）電通国際情報サービス設立

米国International TechneGroup Inc.と
業務提携し、エンジニアリングコンサルティング
サービスを提供開始

3次元CAD
（Computer Aided Design）を
提供開始

連結会計ソフトウエア
「SCOPEⅡ」を提供開始

統合人事ソリューション
「STAFFBRAIN」を提供開始

日銀流動性管理システム
「流動性管理システム
（現 Stream-R）」を提供開始

統合HCMソリューション
「POSITIVE」を提供開始

連結会計ソフトウエア
「STRAVIS」を提供開始

オープンイノベーション研究所
（現 オープンイノベーションラボ）を開設

グループ統合会計システム
「Ci*X Financials」を提供開始

中期経営計画
「ISID X Innovation 2024」
スタート

GEとの技術提携による民間初の
商用タイムシェアリング・サービス
「MARKⅠ」を提供開始

製品ライフサイクルマネジメント
（PLM）ソフトウエアを提供開始

電通グループのITソリューションを提供する
プロジェクトチーム「team DoIT!」を発足



コアバンキング
  ・銀行海外拠点バックオフィスシステム「GBSⅡ」
  ・日銀流動性管理システム「Stream-R」

市場系
  ・市場系ディーリングシステム
  ・リスク管理システム

コーポレートファイナンス
  ・次世代融資ソリューション「BANK・R」
  ・リース＆ファイナンス業務管理パッケージ「Lamp」

リテールコミュニケーション
  ・統合CRMシステム「BANK･Rコンタクトセンター」
  ・クラウド型ビジネスアプリケーション「Salesforce」

様々な業種の企業グループにおける人事・会計領域
を中心とした業務を長年にわたり支援しています。
統合HCMソリューション「POSITIVE」、連結会計
ソフトウエア「STRAVIS」、会計ソリューション
「Ci*X」、など独自に開発した製品は大手企業を中
心に数多くの企業に採用されています。また近年
は、クラウド環境での利用や連結決算業務アウトソ
ーシングなどの各種サービスを提供しています。
豊富な実績とノウハウに基づいた、ソリューション
とサービスで、高度化する企業のグループ経営に貢
献します。

電通グループをはじめとして、様々な企業の事業
活動を支える各種システム基盤の構築・運用経験
をもとに、企業が抱える経営課題や社会課題に対
して最適なITソリューションを提供しています。
”電通グループのクリエイティビティ”と”ISIDの
先端テクノロジー実装力”の組み合わせによるグ
ループシナジーを最大限に発揮し、マーケティン
グ領域から基幹業務領域にいたる顧客のバリュ
ーチェーン全体のデジタルトランスフォーメーシ
ョンを支援しています。

Our Business 事業概要 ISIDウェブサイト
（ソリューション）

主なソリューション

ICT基盤
  ・基幹システム構築
  ・アウトソーシング / 運用保守サービス
  ・RPAソフトウエア「UiPath」
  ・エンドポイントセキュリティソリューション「AppGuard」

デジタルマーケティング
  ・マーケティングプラットフォーム「iPLAss」
  ・顧客管理（CRM） / マーケティングオートメーション（MA）
  ・「LINE」インテグレーションサービス

SAPソリューション
  ・ERPパッケージ「SAP S/4HANA」
  ・SAP ERPのTCO削減ソリューション「Panaya」
  ・SAPデータ連携フレームワーク「BusinessSPECTRE」
  ・品目別実際原価計算システム「ADISIGHT-ACS」
  ・計画変更による部品の納期見える化「ADISIGHT-DDS」
  ・経営モニタリングソリューション「EMPHASIGHT」

主なソリューション 主なソリューション

主なソリューション

HCM（Human Capital Management）
  ・統合HCMソリューション「POSITIVE」
  ・統合人事ソリューション「STAFFBRAIN」

グループ経営管理
  ・連結会計ソフトウエア「STRAVIS」
  ・経営管理ソリューション「CCH Tagetik」 「Oracle EPM」
  ・グループ統合会計システム「Ci*X Financials」
  ・経費精算システム「Ci*X Expense」
  ・自動仕訳システム「Ci*X Journalizer」
  ・ワークフローシステム「Ci*X Workflow」
  ・統合会計ソリューション「Oracle E-Business Suite」

ISIDは、社会や企業のデジタルトランスフォーメーション（DX)を、確かな技術力と創造力で支援しています。
4つの事業領域で培ったソリューションの提供を通じて、お客さまの未来へ貢献する新しい価値をつくり続けます。

金融機関に対し、グローバル化を支援するコアバ
ンキングシステムをはじめ、最先端の金融工学を
実装した市場系ソリューション、融資やリース業
務を最適化するコーポレートファイナンスソリュ
ーション、リテールや法人取引における顧客接点
を強化・拡充するソリューションを提供してい
ます。
さらに昨今は、デジタルトランスフォーメーション
による金融機関のビジネス変革、一般事業会社に
おける金融サービス事業への参入についても幅
広く支援しています。

製造業のデジタルトランスフォーメーション実現
に向けて、従来からの強みであるモノづくりのコア
領域を中核として、DXプロセスコンサルティング、
CAD/CAM/CAE/PLMソフトウエアの導入・展
開支援、モデルベースシステムズエンジニアリング
（MBSE）の推進支援サービスを提供しています。
近年は、生産プロセス全体を最適化するスマート
ファクトリーの構築や、アフターマーケット領域を
含む新規事業化、各種プラットフォームやAI/RPA
を統合し業務改革などを支援するソリューション
を拡充し、モノづくり/コトづくり両面で製造業の
幅広い業務に貢献しています。

モノづくりコア領域
  ・DXプロセスコンサルティング
  ・構想設計支援システム「iQUAVIS」
  ・故障予知設計ソフトウエア「MADe」
  ・製品ライフサイクルマネジメント(PLM)
  ・製品性能シミュレーション
  ・バーチャルリアリティーシミュレーション
  ・実験データ計測および分析
スマートファクトリー
  ・デジタルマニュファクチュアリングソリューション
  ・ロボティクス、生産物流シミュレーション
  ・グローバル工程設計支援システム「R-3D」
新規事業化・アフターサービス
  ・各種コンサルティング
  ・フィールドサービスソリューション
AI活用
  ・文書活用AIソリューション「TexAIntelligence」
  ・ユーザー主導型AIモデル開発と自動化ソリューション「OpTApf」他
  ・IoT/ローコード開発プラットフォーム

コミュニケーションIT

金融ソリューション

製造ソリューション

ビジネスソリューション



WEBアプリのイメージ

上：相手との位置関係を自在コントロールする仕組み
下：VR空間における視界イメージ

＊幻肢痛：事故や病気で手足を欠損または神経が断絶してしまい感覚がなくなった患者が、
　失った四肢に対して痛みを覚える症状。

FAプロダクツとスマートファクトリー分野で
資本･業務提携

スマートファクトリー分野で先進的な取り組みを続ける株
式会社FAプロダクツと2019年3月に資本・業務提携しま
した。製造業に向け、ISIDが持つ構想設計領域におけるモ
デルベースシステムズエンジニアリングの知見と、FAプロダ
クツが有する製造領域における設備・オペレーションの知見を
融合し、デジタルツインを活用した革新的な生産ラインの
構築を支援するパッケージソリューションを共同で開発・
提供します。

企業型確定拠出年金運用支援サービス
「お金のシェルパ」を提供開始

ISIDと子会社のISIDフェアネスは、企業型確定拠出年金（企
業型DC)導入企業の制度運営ならびに従業員の入社から
退社までの資産形成をサポートする企業型DC運用支援サ
ービス「お金のシェルパ」の提供を開始しました。本サービス
は、従業員向けには資産運用に必要な各種情報が手軽に入
手できるWEBアプリや運用相談窓口を、労務担当者向けに
は採用商品評価のためのモニタリングレポート等を提供す
るもので、DC導入企業における従業員の資産形成と企業側
の制度運営をトータルで支援します。

「幻肢痛VR遠隔セラピーシステム」が
2021年度 グッドデザイン賞を受賞

ISIDのオープンイノベーションラボが株式会社KIDSと共同
で企画・開発を手掛ける「幻肢痛＊VR遠隔セラピーシステム」
が、2021年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デ
ザイン振興会）を受賞しました。幻肢痛VR遠隔セラピーシス
テムは、離れた拠点にいる幻肢痛患者とセラピストが、同じ
VR空間内で位置関係や動作を共有しながらコミュニケーシ
ョンをとることで、患者がセラピストを対面訪問しなくても、ど
こでもセラピーを受けられるようにする仕組みです。

X Innovation クロスイノベーション

cross

「スマートソサエティセンター」を新設

スマートシティや自治体DX、脱炭素化などの社会課題対応
型ビジネスの推進を目的として、2021年8月に、全社横断
部門であるX Innovation本部内に「スマートソサエティセ
ンター」を新設しました。街のICT基盤構築や自治体行政サ
ービスのデジタル化、市民参加型合意形成プラットフォー
ム活用支援など、本領域における多くの導入実績を通じて
培った知見や技術を集約した組織として、持続可能なまち
づくりに向けたコンサルティングからITソリューション導入
支援まで、全社横断で推進します。

放牧牛を担保とする動産担保融資における
AIモニタリングシステム「PETER」の有効性検証を開始

ISID、東京工業大学、信州大学、ファームノート、テクノプロ・
デザイン社、ソニーグループの共同プロジェクトチームは、鹿
児島銀行の協力を得て、沖縄県竹富町黒島の牧場で、放牧牛
AIモニタリングシステム「PETER（ピーター）」の動産・債権担
保融資（ABL）への適用に関する実証実験を開始しました。 
エッジAI技術とLPWA（Low Power Wide Area) 技術によ
るPETERのシステムは、適切・効率的なABLの実行に繋が
り、持続可能な畜産経営への貢献が期待されます。

クラウドインテグレーションを強化するグループ横断組織
「Dentsu DX Ground」を設立

ISIDと電通デジタルは、マーケティング領域を起点としたDX
基盤構築において、クラウドソリューションのインテグレーシ
ョンと活用支援を行う「Dentsu DX Ground（電通DXグラ
ウンド）」を立ち上げました。現在は電通をはじめグループ7社
も加わり、9社で専門人材700名以上のグループ横断組織と
なっています。SalesforceやGoogleCloud、AWS、Adobe
などを用いたマルチクラウドインテグレーションとデータの分
析・基盤構築・活用を、クライアントニーズに合わせ最適な形
で提案・提供します。

現状評価 ポートフォリオ提案 同僚との運用状況比較

住民自治体 企業

先進テクノロジーをものづくり、金融、スマートシティなどの幅広い領域に適用。 テクノロジー、業界、企業、地域などの枠を超
えたX Innovationの推進に取り組んでいます。
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38.7
環境への取り組み

事業活動を通じて環境負荷の低減や環境改善に寄与できるよう、環境マネジメントシステムの運用・向上を推進しています。電通
グループの一員として、2005年に「電通グループエコ・プログラム※」を国内全事業所で導入し、「ISO14001」認証を取得しました。

社会貢献活動

社会の様々な課題に取り組む活動に賛同し、支援しています。

災害緊急支援活動
自然災害などによる被害を受けられた方々を支援すべく、各種支援団体などを通じた募金活動に協力しています。

ISIDグループは、「誠実を旨とし、テクノロジーの可能性を切り拓く挑戦者として、顧客、生活者、社会の進化と共存に寄与す
る。」ことをミッションと定めた企業理念のもと、環境保全活動や社会貢献活動を積極的に推進しています。持続可能な社会の
実現に向け、企業市民としての役割や社会的責任を果たしていきます。

環境データ

エネルギー使用量（原油換算） 温室効果ガス排出量 紙総使用量

TABLE FOR TWOプログラム
飢餓と肥満という、世界が抱える2つの問題
を解消するために考えられた「TABLE FOR 
TWOプログラム」に参加しています。「食を
通じた社会貢献」を実践し、より多くの社員
が参加できるように推進してまいります。

（単位：kL） （単位：t-CO2） （単位：千枚）

Human Resources 人材力向上への取り組み Sustainability 環境保全・社会貢献

2018年4月
-2019年3月

2019年4月
-2020年3月

2020年4月
-2021年3月

1,527

5,987

4,894

2018年4月
-2019年3月

2019年4月
-2020年3月

2020年4月
-2021年3月

1,182

1,547 1,486

2018年4月
-2019年3月

2019年4月
-2020年3月

2020年4月
-2021年3月

2,078

3,102
2,840

※電通グループの環境マネジメントシステム。様々な面から環境への対応を進めていくための活動計画。

お客さまや社会の課題を深く洞察し、猛烈なスピードで進化するテクノロジーを駆使して、課題解決に向けて高品質で価値ある
ソリューションを生み出す源泉は、ISIDの人材です。高度な専門性を有する社員一人ひとりが生き生きと働き、プロフェッショナル
として高いパフォーマンスを発揮できる仕組みや環境の整備に取り組んでいます。

一人あたり年平均の研修受講時間（2021年度）

男性社員の育児休業取得率（2021年度）

一人あたり月平均の時間外勤務時間（2021年度）
※1日の所定労働時間である7時間を超過した時間

WFP 国連世界食糧計画
WFPは、国連唯一の食糧援助機関であり、
世界最大の人道支援機関です。ISIDは、
WFPの民間支援窓口として日本国内の民間
セクターの資金協力や広報機能を担うNPO
団体「国連WFP協会」を通じて、WFPの活動
を支援しています。

ユネスコ世界寺子屋運動
学校に行けない子供たちや非識字者へ学ぶ
場を提供する「ユネスコ世界寺子屋運動」の
趣旨に賛同し、その活動資金獲得のために未
使用のハガキなどを回収して募金に換える
「書きそんじハガキプロジェクト」をサポート
しています。

人材育成・成長支援への積極投資

専門スキル習得や資格取得を支援するプログラム、キャリ
アステージや役割に応じた階層別研修など、社員一人ひと
りのキャリアプランを踏まえ、多面的で充実した教育プロ
グラムを整備し、積極的な成長機会を提供しています。

効率的で働きやすいオフィス環境

使い勝手の良い打ち合わせエリアや作業スペース、ペー
パーレスやフリーアドレスに対応したデスクやロッカーなど、
創造性に富み生産性高く働くことができるオフィス環境を
整備しています。

柔軟な働き方や仕事と家庭の両立を支える制度

社員の自律的で時間や場所にとらわれない柔軟な勤務や、
生産性の高い働き方を支援するため、裁量労働制・コアタイム
の無いフレックスタイム制に加え、自宅やサテライトオフィス勤
務を可能とするテレワーク制度を導入しています。また、出産・
育児や看護・介護に関わる社員が安心して働き続けることが
できるよう、休業・休暇・短時間勤務について法定基準を上
回る制度の拡充に努めています。

健康をサポートする取り組み

お客さまと社会へより一層の貢献を果たしていくには、何より
も社員の心身の健康が重要です。ISIDは、社員の健康維持
増進とワークライフバランスの実現に向け多様な休暇制度
を整備し、時間外勤務の削減や休暇取得の奨励などに取り
組んでいます。また、産業医・保健師・産業カウンセラーが
常駐し社員の健康ケアや相談対応を行っています。さらに、
日頃よりラインマネジメントによる適切なケアが行われる
よう部署長向け研修も実施しています。



会社紹介動画
www.isid.co.jp/library/corporatemovie.html

ISIDウェブサイト
www.isid.co.jp

© 2022 Information Services International-Dentsu, Ltd.
※本冊子に記載されている会社名、製品名、サービス名およびロゴは、
   ISIDもしくは各社の商標または登録商標です。

株式会社電通国際情報サービス（ISID）
〒108-0075 東京都港区港南2-17-1





会社概要

商号 株式会社電通国際情報サービス（略称ISID）

設立年月日 1975年12月11日

代表者 代表取締役社長　名和 亮一

本社所在地 東京都港区港南2-17-1

支社 関西・中部・豊田・広島

資本金 81億8,050万円 

従業員数 連結3,240名／単体1,697名（2021年12月末現在）

URL www.isid.co.jp

財務情報

事業内容

●  コンサルティングサービス
●  受託システム開発
●  ソフトウエア製品（自社開発ソフトウエア）の販売／サポート 
●  ソフトウエア商品（他社開発ソフトウエア）の販売／サポート
●  アウトソーシング／運用保守サービス
●  情報機器販売／その他

112,085

25,176
（22.5%）

32,031
（28.6%）

14,958
（13.3%）

39,919
（35.6%）

コミュニケーションIT 金融ソリューション

製造ソリューション
ビジネスソリューション

：売上高 ：営業利益 ：営業利益率

54

82

834
910

2017年
12月期

2018年
12月期

2019年
12月期

6.6%

9.1%

2020年
12月期

2021年
12月期

1,006
1,086

10.0%

100

11.2%

121

1,120

12.3%

137

ISID組織図 （2022年1月1日現在）

コミュニケーションIT事業部

製造営業統括本部

製造技術統括本部

Xイノベーション本部

コーポレート本部

監査役会

株主総会

取締役会

代表取締役

経営会議

監査室

金融ソリューション事業部

グループ経営ソリューション事業部

HCM事業部

製造ソリューション事業部

エンタープライズIT事業部

経営企画本部

事業推進室

中部支社

関西支社

広島支社

豊田支社

ISID GROUP INFORMATION

売上高・営業利益（単位：億円）／営業利益率 2021年12月期 事業セグメント別売上高 （単位：百万円）



グローバルネットワーク （2022年3月1日現在）

ISIDグループは、国内6都市、海外7カ国11都市に拠点を設け、顧客のグローバルビジネスを広く支援しています。

グループ会社一覧
カッコ〔　〕内は、設立またはグループ会社化した年月を記載しています。
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株式会社アイティアイディ 〔2001年6月〕
www.itid.co.jp

株式会社ISIDインターテクノロジー 〔2001年9月〕
www.isid-intertech.co.jp

株式会社エステック 〔2006年3月〕
www.estech.co.jp

株式会社ISID-AO 〔2009年3月〕
www.isid-ao.co.jp

株式会社アイエスアイディ・フェアネス 〔2002年7月〕
www.fairness.co.jp

株式会社ISIDビジネスコンサルティング 〔2013年2月〕
www.isidbc.co.jp

株式会社ISIDアシスト 〔2009年10月〕

株式会社ISIDブライト 〔2020年1月〕
www.isidbright.co.jp

クウジット株式会社 〔2011年7月〕
www.koozyt.com

株式会社FAプロダクツ 〔2019年3月〕
fa-products.jp

スマートホールディングス株式会社 〔2019年5月〕
www.smart-group.co.jp

株式会社FINOLAB 〔2019年7月〕
www.finolab.co.jp

株式会社ACSiON 〔2019年7月〕
www.acsion.co.jp

ISI-Dentsu of Europe, Ltd. 〔1991年1月〕
www.iside.co.uk

ISI-Dentsu of America, Inc. 〔1987年3月〕
www.isidentsu.com

ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd. 〔1990年8月〕
www.isid.hk

上海電通信息服務有限公司 〔2002年5月〕
www.isid.com.cn

ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd. 〔1992年4月〕
www.isidsea.com

ISID South East Asia （Thailand） Co., Ltd. 〔2005年11月〕
www.isidsea.co.th

PT. ISID Indonesia 〔2013年4月〕
www.isid.co.id

Two Pillars GmbH 〔2018年6月〕
www.two-pillars.de

Dentsu Innovation Studio Inc. 〔2020年2月〕
www.dentsu-innovations.com

国内子会社 海外子会社

国内関連会社

海外関連会社

China
Hong Kong

Shanghai

Beijing

Shenzhen

South East Asia
Singapore

Bangkok

Jakarta

North America
New York

San Francisco

Europe
London

Paderborn

Japan
Tokyo

Yokohama

Osaka

Nagoya

Toyota

Hiroshima




