
当社グループのデータセンター網の主な特長
●高い運用品質と最新のファシリティ
●国内最大級のデータセンター網を活用したお客様の事業継続性の実現
●高信頼性のクラウド環境基盤

国内事業拠点
東京・名古屋・大阪・富山を中心に、幅広く事業拠点を配置。
また、主要都市に国内最大級のデータセンター網を整備。

　当社グループは東京、名古屋、大阪、富山等の国内主要都市および中国天津にデータセンターを有しています。40年以上
にわたり、24時間365日体制で運用してきた運用実績とノウハウ、自然災害や停電リスク等に対応した高い安全性を備える
最新鋭のファシリティと厳重なセキュリティ対策を備え、お客様からクラウド環境の拠点として高い信頼をいただいています 。

海外事業拠点
中国を中心としてASEAN地域への展開を推進中。
（オフショア開発拠点からビジネス拠点へ）
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アメリカ

調査・研究拠点

会社データ

■国内グループ会社

[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

●株式会社イン・エックス

●ＡＣメディカル株式会社

●株式会社インテック ソリューション パワー

●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

●株式会社興伸

●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長野株式会社

●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北京株式会社

●ＴＩＳ北海道株式会社

●登録管理ネットワーク株式会社

TISインテックグループ（2017年6月30日現在）

●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

●株式会社マイクロメイツ

■海外グループ会社

[中国]

●英特克信息技術（武漢）有限公司

●英 希信息技術（上海）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

[シンガポール]

●QUALICA Asia Pacifi c Pte. Ltd.

●TISI (Singapore) Pte. Ltd.

[タイ]

●AGREX (Thailand) Co., Ltd.

●Baseline Technology Consultants Co., Ltd.

●CODE IT Consulting Co., Ltd.

●ECM Consulting Co., Ltd.

●I AM Consulting Co., Ltd.

●i Coach Co., Ltd.

●Ｉ－AGREX (Thailand) Co., Ltd.

●iHR Consulting Co., Ltd.

●iTS-Tradeship Co., Ltd.

●PromptNow  Co., Ltd.

●TISI (Thailand) Co., Ltd.

●連結子会社
●非連結子会社

[ベトナム]

●AGREX (Vietnam) Co., Ltd.

●INTEC Vietnam Co., Ltd.

[アメリカ]

● INTEC Innovative Technologies 

USA， Inc.

●TIS R&D Center, Inc.
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株主名 所有株式数
（千株）

所有比率
（%）

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 5,161 5.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,569 5.2

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,837 4.4

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 3,023 3.4

TISイ ン テ ック グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 2,397 2.7

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,073 2.4
JPMCB NA ITS LONDON CLIENTS AC MORGAN 
STANLEY AND CO INTERNATIONAL LIMITED 1,773 2.0

MACQUARIE BANK LIMITED--MBL LONDON BRANCH 1,663 1.9

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 1,654 1.9
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

※ 上記のほか、当社所有の自己株式1,701千株（発行済株式総数に対する所有株式
数の割合1.9％）があります。

金融機関

12,287千株
(14.0%)

外国法人等
32,031千株
(36.5%)

個人その他
13,484千株
(15.4%)

その他国内法人

1,315千株
(1.5%)

金融商品取引業者

28,669千株
(32.6%)

合計 87,789千株
(100%)

会社データ

大株主の状況（2017年3月31日現在）
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会社概要（2017年6月30日現在）

役員、監査役、執行役員（2017年6月27日現在）
代表取締役会長 前西　規夫
代表取締役社長 桑野　　徹
代表取締役 副社長執行役員 西田　光志
取締役 常務執行役員 柳井　城作
取締役 金岡　克己 （株式会社インテック 取締役会長）

取締役 日下　茂樹 （株式会社インテック 代表取締役社長）

取締役 鈴木　良之 （株式会社インテック 代表取締役 副社長執行役員）

取締役(社外) 石垣　禎信※
取締役(社外) 佐野　鉱一※
取締役(社外) 土屋　文男※
常勤監査役 下平　卓穂
常勤監査役 石井　克彦
監査役(社外) 伊藤　大義※ （公認会計士 伊藤事務所 所長）

監査役(社外) 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）

監査役(社外) 船越　貞平※
※株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

副社長執行役員 稲葉　誠之
専務執行役員 安達　雅彦

岡本　安史
常務執行役員 生宗　　潤 加藤　三郎

佐藤　祐次 小竹　裕之
辻本　　誠 堀口　信一
細川　真広 上田　雅弘
松尾　秀彦 浅野　哲也
森　　　隆

執行役員 喜多　昭男 福田　壮志
間瀬　文康 阿久津 晃昭
大場　信恒 山田　佳邦
大山　　博 大鐘　　晶
中村　清貴 陀安　　哲
松田　　毅 棟方　猛夫
北　　直人 タナワット ラートワッタナラック

商号 TIS株式会社 (TIS Inc.)
創業 1971年4月28日
設立 2008年4月1日

事業内容
情報化投資にかかわるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、
ソリューションサービス。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）5337-7070（代）   FAX（03）5337-7555

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（2017年3月31日現在）
株主数 11,325名（2017年3月31日現在）
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）
連結従業員数 20,277名（従業員数は就業人員です）
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