
(注)TISリース株式会社は2014年4月1日に解散し、
　  2014年12月31日に清算結了予定です。 34
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■ 国内グループ子会社
[主要事業会社]
●ＴＩＳ株式会社
●株式会社インテック
●株式会社アグレックス
●クオリカ株式会社
●ＡＪＳ株式会社

●ITサービスフォース株式会社
●iビジネスプロセスサービス株式会社
●株式会社アイ・ユー・ケイ
●アグレックスファインテクノ株式会社
●アプシェ株式会社
●アルメック株式会社
●株式会社イン・エックス
●株式会社インテック・アイティ・キャピタル
●株式会社インテック ソリューション パワー
●ＡＣメディカル株式会社
●株式会社キーポート・ソリューションズ
●株式会社クラウド・スコープ・テクノロジーズ
●株式会社高志インテック
●株式会社スカイインテック
●ソランピュア株式会社
●中央システム株式会社
●ＴＩＳシステムサービス株式会社
●ＴＩＳソリューションリンク株式会社
●ＴＩＳ東北株式会社
●ＴＩＳトータルサービス株式会社
●ＴＩＳ西日本株式会社
●ＴＩＳビジネスコンサルタンツ株式会社
●ＴＩＳファーストマネージ株式会社
●TIS北京株式会社
●ＴＩＳ北海道株式会社
●ＴＩＳリース株式会社（注）

●登録管理ネットワーク株式会社
●ネオアクシス株式会社
●株式会社ネクスウェイ
●北国インテックサービス株式会社
●株式会社マイテック
●メディカル統計株式会社

ITホールディングスグループ（2014年8月1日現在）

■ 海外グループ子会社
[中国]
●英 希信息技術（上海）有限公司
●英特克信息技術（大連）有限公司
●英特克信息技術（武漢）有限公司
●高律科（上海）信息系統有限公司
●堤愛斯数碼（上海）有限公司
●天津提愛斯海泰信息系統有限公司
●天津提愛斯数字科技有限公司
●天津提愛斯軟件有限公司
●北京提愛斯信息科技有限公司

[シンガポール]
●QUALICA ASIA PACIFIC PTE. LTD.
●TISI (Singapore) Pte. Ltd.

[タイ]
●INTEC SYSTEMS BANGKOK CO., LTD.
●I AM Consulting Co., Ltd.
●Baseline Technology Consultants Co., Ltd.
●CODE IT Consulting Co., Ltd.
●ECM Consulting Co., Ltd.
●I Coach Co., Ltd.
●IHR Consulting Co., Ltd.
●ITS–Tradeship Co., Ltd.

[ベトナム]
●INTEC Vietnam Co., Ltd.

[アメリカ]
●TIS R&D Center, Inc.

2008年 4月
TIS株式会社と株式会社イ
ンテックの経営統合によりIT
ホールディングス株式会社
設立。

2008～2009年
グループを再編。株式会社
インテックホールディングス
を株式会社インテックに吸
収合併し、旧ＴＩＳ株式会社
の子会社をＩＴホールディン
グス株式会社の直接の子会
社化とする。

2009年 12月
ソラン株式会社をグループ
化。

2011年 4月
TIS株式会社、ソラン株式会
社、株式会社ユーフィットの
３社を、ＴＩＳ株式会社を存続
会社として合併。

●連結子会社
●非連結子会社
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代表取締役会長 金岡　克己

代表取締役社長 前西　規夫

取締役 桑野　　徹 （TIS株式会社 代表取締役会長兼社長）

取締役 盛田　繁雄 （株式会社インテック 代表取締役会長）

取締役 滝澤　光樹 （株式会社インテック 代表取締役社長）

取締役 河﨑　一範 （AJS株式会社 代表取締役社長）

取締役 加藤　　明 （クオリカ株式会社 代表取締役社長）

取締役 小田　晋吾

取締役 石垣　禎信

常勤監査役 米澤　信行

常勤監査役 笹倉　　優 （早稲田大学産業経営研究所 招聘研究員 

青山学院大学 兼任講師）

監査役 伊藤　大義 （公認会計士 伊藤事務所 所長）

監査役 上田　宗央 （株式会社プロフェッショナルバンク 代表取締役会長）

※1：小田晋吾氏および石垣禎信氏は、社外取締役です。
※2：笹倉優氏、伊藤大義氏および上田宗央氏は、社外監査役です。
※3：小田晋吾氏、石垣禎信氏、笹倉優氏、伊藤大義氏および上田宗央氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員です。

会社概要（2014年3月31日現在）

役員（2014年6月25日現在）

商号 ITホールディングス株式会社 (IT Holdings Corporation)

設立 2008年4月1日

事業内容 グループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務

本社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 
住友不動産新宿グランドタワー
TEL（03）5338-2277   FAX（03）5338-2266

資本金 100億円

発行可能株式総数 280,000,000株

発行済株式の総数 87,789,098株

株主数 13,743名

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部（証券コード：3626）

グループ従業員数 19,081名（従業員数は就業人員です）



株主名 所有株式数（千株） 所有比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,621 6.4

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,580 6.4

ITホールディングスグループ従業員持株会 2,497 2.8

日本生命保険相互会社 2,332 2.7

MSIP CLIENT SECURITIES 1,799 2.1

株式会社三菱東京UFJ銀行 1,654 1.9

大和証券株式会社 1,602 1.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・三菱電機株式会社口）

1,598 1.8

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,402 1.6

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 1,360 1.6
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大株主の状況（2014年3月31日現在）
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所有者別株式分布状況（2014年3月31日現在）

株価の状況

金融機関

11,917千株
(13.6%)

外国法人等
26,888千株
(30.6%)

個人その他
15,070千株
(17.2%)

その他国内法人
2,064千株
(2.3%)

金融商品取引業者

31,847千株
(36.3%)

合計 87,789千株
(100%)



お問い合わせ:

企画本部 広報・IR部
Tel: +81-3-5338-2272

Fax: +81-3-5338-2266

E-mail: ir_info@itholdings.co.jp

この冊子に関連する直近の情報は下記サイトをご参照ください:

http://www.itholdings.co.jp/

ITホールディングスグループは、ITを通じた様々なサービスの提供により
リーディング企業グループにふさわしい企業市民となり、

お客様、社員とその家族、株主などすべてのステークホルダーから評価いただける
企業価値の向上を目指します

私たちは、グループの企業と社員が共に高く新しい目標にチャレンジする活力ある
企業カルチャーを醸成し成長を続けます

私たちは、グループ力を結集し優れた技術力と品質により、
常に最適をお客様に提供いたします

私たちは、高い企業モラルを堅持し、社会的責任を果たしていきます

グループ経営理念




