
会社概要 商 　 号
設 　 立
資 本 金
売 上 高
営業利益
従業員数
役 　 員

2011 10月

2012

2015

6月

4月

住商情報システム株式会社を存続会社として株式会社CSKと合併し、SCSK株式会社に商号変更

本店所在地を東京都江東区豊洲に変更

千葉県印西市にnetXDC千葉第2センターを開設

SCSK株式会社

2018 12月 兵庫県三田市にnetXDC三田第2センターを開設

2021 10月
沖縄県浦添市にSCSKグループ沖縄センターを開設

SCSK Minoriソリューションズ株式会社を設立
（株式会社Minoriソリューションズ・株式会社CSIソリューションズ・ Winテクノロジ株式会社が合併）

2022
4月

5月

東京証券取引所プライム市場に移行

千葉県印西市にnetXDC千葉第3センターを開設

2019
6月

PT SCSK Global Indonesia を設立
SCSK Myanmar Ltd.を設立

沿  革 住商情報システム株式会社 株式会社CSK

1968 10月

1969 10月

1982 6月

1985 3月

1987 1月10月

2月1989

1990 5月

1991 9月

1992 10月

2005 10月8月

2007
2月

11月

2010 10月

大阪府大阪市東区大川町（現 大阪市中央区北浜）に
コンピューターサービス株式会社を設立

ホールディングス体制へ移行 
株式会社CSKホールディングスに商号変更

ホールディングス体制から事業持株会社体制へ移行
株式会社CSKホールディングスを存続会社として
グループ数社と合併し、株式会社CSKに商号変更

東京証券取引所市場第二部に上場

東京証券取引所市場第一部に指定替え

株式会社CSKに商号変更

大阪府大阪市東区北浜（現 大阪市中央区北浜）に
住商コンピューターサービス株式会社を設立

Sumisho Computer Service (USA), Inc.
（現 SCSK USA Inc.）を設立

住商信息系統（上海）有限公司
（現 思誠思凱信息系統（上海）有限公司）を設立

Sumisho Computer Systems (Asia Pacific) Pte.Ltd.
（現 SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.）を設立

Sumisho Computer Service (Europe) Ltd.
（現 SCSK Europe Ltd.）を設立

東京証券取引所市場第二部に上場

東京証券取引所市場第一部に指定替え

住商情報システム株式会社に商号変更

住商エレクトロニクス株式会社と合併

SCSK株式会社
1969年10月25日
21,152百万円
414,150百万円（2022年3月期 連結）
47,555百万円（2022年3月期 連結）
14,938名 （2022年3月31日現在 連結）

※1 取締役会議長　※2 非常勤　※3 社外取締役

取締役（監査等委員）※2 ※3  　　　矢吹　公敏
取締役（監査等委員）※2 ※3 　　　中村　雅一
取締役（監査等委員）※2 ※3 　　　白石　和子
取締役（監査等委員）※2 ※3 　　　三木　泰雄
取締役（監査等委員）※2 ※3 　　　平田　貞代

取締役　　　　　　　    爲房　孝二
取締役　　　　　　　    福永　哲弥
取締役※2　　　　　　    荒牧　俊一
取締役※1 ※2 ※3        　                 久保　哲也
取締役（監査等委員）　　　　 安斎　保則

代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者　　　　 山埜　英樹
代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者　　　　　當麻  隆昭

10月 創立50周年



組  織  図 株主総会

取締役会 監査等委員会

【グループコーポレート】

【事業サポート】

監 査 等 委 員 会 室

内部監査部会長
社長

事業革新推進グループ

【CORE事業グループ】

•産業事業グループ統括本部
•産業ソリューション事業本部
•製造システム事業本部
•流通システム事業本部
•通信・公共システム事業本部
•メディア事業本部
•西日本産業事業本部

産業事業グループ

•金融事業グループ統括本部
•金融システム第一事業本部
•金融システム第二事業本部
•金融システム第三事業本部
•金融システム第四事業本部
•金融システム第五事業本部
•金融営業・ソリューション本部

•ソリューション事業グループ統括本部　
•AMO事業本部
•SCシステム事業本部
•ProActive事業本部
•マネジメントサービス第一事業本部
•マネジメントサービス第二事業本部
•netXデータセンター事業本部
•西日本ITマネジメント事業本部
•クラウドサービス事業本部

金融事業グループ

ソリューション事業グループ

プラットフォーム事業グループ

【NextCORE事業グループ】

•モビリティ事業グループ統括本部
•モビリティシステム第一事業本部
•モビリティシステム第二事業本部
•モビリティサービス事業開発センター

モビリティ事業グループ

•ビジネスデザイングループ統括本部
•デジタルイノベーションセンター
•グローバルセンター
•ヘルスケアセンター
•CXセンター

ビジネスデザイングループ

•プラットフォーム事業グループ統括本部
•ITプロダクト&サービス事業本部
•ITエンジニアリング事業本部
•製造エンジニアリング事業本部
•中部・関西プラットフォーム事業本部
•九州プラットフォーム事業本部

【支社】
西日本 支 社
中 部 支 社

九 州 支 社

沖 縄 支 社

事業拠点 〒135-8110
〒135-0061

東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

TEL : 03-5166-2500 
TEL : 03-5166-2500 

豊洲本社

〒206-0042 東京都多摩市山王下2-3 SCSK多摩センター多摩センターオフィス TEL : 042-310-1411
TEL : 098-870-4180〒901-2133 沖縄県浦添市城間4-35-2SCSKグループ沖縄センター

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場 TEL : 03-3570-6500お台場オフィス

企画本部

法務・リスクマネジメント本部

人事・総務本部

人材開発本部

財務・経理・IR本部

事業投資推進本部

•SE＋センター
•リソース戦略センター
•ものづくり革新推進センター

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-16-26 SC伏見BLDG. TEL : 052-209-7500中部オフィス

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー TEL : 082-511-6700広島オフィス

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-23 博多管絃ビル TEL : 092-472-5800九州オフィス

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-6-29 フォーキャスト堺筋本町 TEL : 06-4705-3580西日本 堺筋本町オフィス

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-5-7 メットライフ本町スクエア TEL: 06-4705-3700西日本  本町オフィス

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル TEL : 06-6223-8800西日本 北浜オフィス

〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町1-2-2 住友商事千里ビル TEL : 06-6833-2600西日本 千里オフィス

2022.6

•R&Dセンター


