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株式会社ユニリタ



真のDXパートナーを目指して、お客様と共に
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世界を襲った新型コロナウイルス感染症は、社会や経済
活動に大きな変容をもたらしています。企業は、これま
での業務のあり方やビジネス慣習の見直しを余儀なくさ
れ、その対応にはデジタル技術の活用が必須となってい
ます。

この変容する時代において、お客様の新たなビジネスモ
デルを創出し、事業成長につなげる「攻めのDX」を実践
する真のパートナーとなるためには、信頼関係がなによ
り重要と考えます。

当社のミッションに「Create Your Business Value～真
のDXパートナーを目指して、お客様と共に～」がありま
す。これは、当社の提供するサービスが、信頼というブ
ランドを守り、お客様の求める価値実現の一助となって
いるか否かを、役員・社員一人ひとりが自問するための
合言葉でもあります。

この合言葉を胸に、社員一同、お客様のDX推進パート
ナーとなるべく日々研鑽を積んで参ります。今後とも、
ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役 社長執行役員

北野 裕行



⚫会 社 名

⚫設立（創業）

⚫本 社

⚫資 本 金

⚫主 要 株 主

⚫売 上 高

⚫社 員 数

⚫事 業 内 容

⚫上 場

⚫加 盟 団 体

株式会社ユニリタ（英文：UNIRITA  Inc.）

1982年5月（1993年7月）

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟29階

13億3,000万円

ビジネスコンサルタント、リンクレア、三菱UFJ銀行他

104億41百万円（連結 2022年3月期）

連結：668名／単体：291名（2022年3月31日現在）

企業向けデータ活用とシステム運用に関する製品・サービスの開発、販売、保守

東京証券取引所スタンダード市場【証券コード:3800】

情報サービス産業協会（JISA）、新経済連盟、MIJS

3

会社概要

株式会社ユニリタは、品質マネージメントシステムの国際規格である『ISO9001:2015』の審査登録（認証）を受けています。
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ユニリタグループの沿革と事業内容

1977

1981

1992

1993

1999

2000

2007

2015

2011

2016

2017

2019

2020

「A-AUTO」の米国市場での販売を目的としスリービー株式会社を設立
A-SPOOL MF版リリース

EXTES リリース

A-AUTO オープン版リリース

BSP-RM リリース

Waha!Transformer リリース

infoScoop リリース

LMIS on cloud リリース

MyQuery リリース

LIVE UNIVERSE リリース

ユニリタクラウドサービス、Ranabase リリース

Smart Communication Platform リリース

STORE+、infoScoop Digital Workforce リリース

1982

1987
1985

1993

2000

2001

2006

2008

2014

2015

2016

2017

2018

2021

株式会社データ総研 設立

スリービー株式会社を株式会社ビーエスピーに商号変更

株式会社ソフトウエア･エージー･オブ･ファーイーストのITシステム運用関連の事業を継承

株式会社アスペックス 設立

株式会社ビーエスピーソリューショズ、株式会社ビーティス 設立

東証JASDAQ市場に株式上場

株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジーを連結子会社化

株式会社ユニリタに商号変更、株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジーを吸収合併

株式会社ユニ・トランド 設立

株式会社ユニリタプラス 設立

株式会社無限を連結子会社化

備実備（上海）軟件科技有限公司（略称：BSP上海） 設立

株式会社ユニリタエスアール 設立

A-AUTO MF版リリース

Growwwing リリース

沿革主要プロダクト、サービスリリース年表
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株式会社データ総研

株式会社無限

株式会社ヒューアップテクノロジー

株式会社BSPソリューションズ

BSP上海

株式会社ユニ・トランド

株式会社ユニリタプラス株式会社ビーティス

株式会社ユニリタエスアール

企業情報システムの情報戦略立案からRFP策定、
要件定義、システム開発、システム運用保守
に関するコンサルティングサービスや、各コン
サルティングにかかわる設計技法・方法論・
ツールの開発、提供、IT人材育成のための
教育コースの開発、提供を行っています。

システム開発で蓄積したシステムインテグレー
ション力を活かし、企業の業務システムの
開発から、働き方改革、生産性向上に貢献
するソリューションを提供します。また、
通勤費管理、経費精算や申請業務を効率化
する「らくらく BOSS」シリーズなどの
パッケージも提供しています。

企業の勤怠管理に関する情報システムの共同
利用環境の提供、同システムの維持・運営
および機能追加のためのシステム開発、同
システムの新規顧客の導入支援ならびに既存
顧客のデータメンテナンスサービス、
ホスティング/アウトソーシングサービスの
提供を行っています。

ITの二重化から事業継続のBCP、さらにその
先の社会の継続というSCP（Society
Continuity Planning）に向けて、社員
全員が会社理念に基づき、各分野において
「より良く」を意識し、歩みを止めること
なく常にサービスを向上し続けています。

ITシステム運用に関する豊富な知識と経験を
活かして、コンサルテーションや人材育成
サービス、各種プロダクトの導入支援などを
行っています。お客様のITシステム運用環境
を改善し、効率的で安定したシステム稼働
をサポートする付加価値の高いソリュー
ションを提供しています。

ユニリタの中国現地法人として設立。中国
市場でのユリタグループの製品販売拠点
として、マーケティングおよび販売活動を
行っています。中国で活動するすべての
企業に役立つ、ユニークなソリューション
の拡充につとめ、ユニリタグループの
グローバルビジネスを牽引しています。

最新のセンサーやICT技術を使い、移動体
（バス営業車・タクシー等）の位置情報を取得し、
情報の可視化を行い、最新の分析モデルを駆使す
ることで、それぞれの業界に時代や社会の変化に
対応したサービスを提供しています。

西日本のお客様のビジネスへのIT利活用を支援
することをミッションとして設立。ユニリタ
グループ各社の製品やサービスを最大限に
活かしたソリューションを提案します。
課題解決の手段をツールのみではなく、
サービスとして利用モデルの形でも提供
しています。

システム運用領域のリーディングカンパニーを
目指し、長年培った技術やノウハウを企業の
情報システムへ提供、お客様の課題を解決します。
ビジネスとＩＴが安心・安全に繋がり、高品質な
情報システムを利用できる環境を提供し続ける
企業として、多種多様なインフラ、業務サービス
をいつでもどこでも提供します。
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Information
（データマネジメント）

Service
（サービスマネジメント）

Process
（プロセスマネジメント）

Consulting・Solution・Products・Service

課題解決とデジタル変革（DX）を推進するシステム

働き方改革、少子高齢化

イノベーション、データドリブン、
デジタルビジネスの創造

ガバナンス、業務プロセス改善、
コスト削減、生産性向上

地方創生、一次産業活性化、GDPの拡大

レガシー対策／再構築、EOS対策、
ITリテラシー向上 、自動化

デザイン思考、ベンダーマネジメント、
新技術活用、サービス化

社会課題

IT課題

事業課題

ユニリタグループの事業コンセプト

事業部IT、LoB（Line of Business）情報システム部、情報システム子会社

SoR System of Record

業務効率化の仕組み

SoI System of Insight

SoRとSoEの連携

SoE System of Engagement

お客様とのつながり
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業務効率化、プロセス改善、教育、
運用レス、レガシー対応

情報活用、クラウド活用、
デジタル技術の活用

IT戦略・戦術立案、システム運用、
サービスマネジメント



Information
（データマネジメント）

Service
（サービスマネジメント）

Process
（プロセスマネジメント）

Consulting

Solution/Products

Service

Consulting

Solution/Products

Service

Consulting

Solution/Products

Service

・IT戦略立案
・情報戦略立案
・データマネジメント
・MDM（ﾏｽﾀｰﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）
・人材育成

・超高速データ連携
・レポート作成業務効率化
・Waha! Transformer
・MyQuery
・Report&Form Warehouse

・情報分析サービス
・データ活用支援サービス

・コスト削減
・サービスマネジメント
・運用設計
・業務効率化
・人材育成

・システム再構築支援
・LMIS
・A-AUTO
・BSP-RM

・人材育成
・教育／トレーニング
・アウトソーシング
・Mr,CIO（監視）

・業務プロセス改善
・環境構築、移行
・RPA
・ビジネスプロセスマネジメント

・infoScoop
・Smart x Portal
・Digital Work Force 
・ARIS

・SCP
（Smart Communication Platform）

・Ranabase

※掲載されている情報は一部抜粋したものです。詳細はユニリタホームページをご確認ください。

Create Your Business Value  ～真のデジタル変革パートナーを目指して、お客さまと共に～
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Consulting・Solution・Products・Service

強みを活かしたSaaSモデルで社会課題に挑戦

バス事業・利用者・関連事業 農家・消費者・関連事業人事総務・就労者・関連事業

運行改善
オンデマンド
自動運転

都市開発
不動産
宣伝・広告

収量アップ
高品質・高単価
就農支援

人材確保
事業貢献
雇用拡大

健康管理
人材育成･教育

キャリアプラン

産学連携
人材交流
保険・投資

安全・安心
食育支援
SNS拡散

安定供給
販路拡大
六次産業展開

観光案内
多国語対応

スマホアプリ

働き方改革 一次産業活性化地方創生
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人事総務業における
関連データ

学歴・資格・スキル
出退勤・給与・健康

休暇取得・性格
プロジェクト・趣味

運行状況・乗降者
車外情報・車内情報
運転手・交通情報

天候・停留所・路面

水やり・肥料種類
土壌・日照時間

気温・湿度・害虫
収穫量・糖度・形

バス事業における
関連データ

農業における
関連データ

Create Your Business Value  ～真のデジタル変革パートナーを目指して、お客さまと共に～
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Information
（情報活用）

Service
（マネジメント、プロセス）

Cloud
（クラウドプラットホーム）

データ収集・集約･分析･解析

HR系
（人事総務）

SaaS

移動体系
（二次交通）

SaaS

農業系
（果樹･野菜）

SaaS
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What’s UNIRITAユーザ会
業種、立場を超えたオープンな交流と明日のICTを支える人材育成の場として、

「お客様主体」で「若手育成」を中心とした活動を実施しています。

2020年度 役員・幹事のご紹介

会員企業から寄せられたココが凄いぞ！UNIRITAユーザ会

研究部会:19グループ 会員企業:243社
ユニリタグループが提供している製品やサービスを利用していただ
いている企業および団体で構成されており、随時入会できます。

情報活用研究部会とシステム運用研究部会、合同研究部会の３部会
から構成され、19の研究グループが1年間研究活動を行います。

UNIRITAユーザ会 会長

後藤 聖央 様
（ソニー生命保険株式会社）

役 名 会社名 氏 名

会長 ソニー生命保険株式会社 後藤 聖央 様

幹事 さくら情報システム株式会社 河村 優司 様

幹事 ケージー情報システム株式会社 山口 公晃 様

幹事 出光興産株式会社 久保 知裕 様

幹事（監査担当） 株式会社日立ビルシステム 渡辺 順 様

幹事 生活協同組合連合会東海コープ事業連合 根崎 周一 様

幹事 第一生命保険株式会社 井上 勝 様

役 名 会社名 氏 名

幹事 SOMPOシステムズ株式会社 田中 久子 様

幹事 ANAシステムズ株式会社 丸田 俊彦 様

幹事 旭化成株式会社 深沢 修 様

幹事 リコーITソリューションズ株式会社 中俣 幸二 様

幹事 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 高橋 博実 様

幹事 株式会社ユニリタ 渡辺 浩之

会計幹事 株式会社ユニリタ 小池 拓

Since 1977

ユーザ主導のコミュニティとして、
圧倒的な規模と歴史と活動量！

研究部会活動を通じて、生涯研鑽し
合える大切な仲間に出会える！

ここでしか聞けない成功事例や
苦労話、失敗談が盛りだくさん！

ユーザが抱える課題から最新技術
の活用まで、研究テーマが豊富！

Copyright © 2021 UNIRITA Inc. All rights reserved 10



4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

・東日本ITフォーラム

・中部ITフォーラム

・西日本ITフォーラム

・九州ITフォーラム

・春の全体会（東日本、中部、西日本、九州）

・マネジメント研究会／懇親会

・東日本情報活用合同合宿

・東日本システム運用合同合宿

・中部合同合宿

・西日本合同合宿

・九州合同合宿

・東日本情活グループリーダ会議

・マネジメント研究会／懇親会

・短期ゼミナール､1dayセミナー

・東日本ITフォーラム

・中部ITフォーラム

・九州ITフォーラム

・東日本運用グループリーダー会議

・中部合同グループリーダー会議

・西日本合同グループリーダー会議

・九州合同グループリーダー会議

・冬の全体会（東日本、中部、西日本、九州）

・マネジメント研究会／懇親会

・短期ゼミナール､1dayセミナー

・東日本ITフォーラム

・西日本ITフォーラム

・ユーザシンポジウム

【マネジメント研究会】
全国の部門長クラスを対象に、マネジメントの立場から見た情報
システム関連の最新の話題を取り上げ、情報交換を行います。

【合同合宿】
日帰りや1泊2日の合同合宿が全国で開催されます。集中できる環
境で研究テーマの深堀りや議論、メンバー同士の親睦も深めます。

【冬の全体会】
各グループから研究活動の進捗報告と、３月のシンポジウムに向
けた発表講習などを実施します。発表枠の抽選も行います。

【シンポジウム】
ユーザ会活動の一年の総決算として、約600名の方々が集います。
事例発表、研究発表、講演会、表彰パーティなど盛沢山です。

【ITフォーラム】
開催時期ごとの旬な話題をテーマに講義やテーマについての討議
を行い、ユーザ相互の親密な意見交換が行われています。

【春の全体会】
研究活動のキックオフとして全国で開催されます。全体オリエン
テーション後、研究グループ単位の初会合が行われています。

Copyright © 2021 UNIRITA Inc. All rights reserved 11

主な年間活動スケジュール



What’s システム管理者の会 Since 2009

システム管理の職に就かれている方を対象に、生き生きと働ける環境づくりと、
デジタル変革時代に応える幅広い知識や技術力の習得を支援しています。

2020年度 推進委員のご紹介

個人会員:18,008人 賛同企業:282社

システム管理者の会 推進委員 代表

今里 亘 様

（NTTコムウェア株式会社）

システム管理者の会が主催するイベントへの参加やシステム管理者認
定講座を受講された人数で、同業界コミュニティとして最大規模！

システム管理者の技術力やモチベーションの向上、職場環境の改善に
賛同され、システム管理者の会の活動への参加を推奨されています。

個人会員から寄せられたココがユニーク！システム管理者の会

毎年500名以上が参加するシステム
管理者感謝の日イベントは圧巻！

システム管理者を応援する活動が
表彰されるシステム管理者アワード！

全日本能率連盟の認証資格が取得で
きる講座が6,000円で受講できる！

システム管理者感謝の日にカレー
を配る「おつカレー様」活動！

Copyright © 2021 UNIRITA Inc. All rights reserved 12

役 名 会社名 氏名

代表 NTTコムウェア株式会社 今里 亘 様

副代表 株式会社アークシステム 小出 誠 様

推進委員 国分グループ本社株式会社 安村 俊祐 様

推進委員 山崎製パン株式会社 設楽 英生 様

役 名 会社名 氏名

推進委員 株式会社山桜 笠原 祥子 様

推進委員 株式会社クエスト 杉本 強 様

推進委員 株式会社ヴィンクス 天野 孝 様

推進委員 株式会社ユニリタ 金子 紀子 様

システムの安定稼働を守るだけでなく、常に新しい技術を学び続け、
プロのエンジニアとして企業のビジネスを牽引していく姿勢
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4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

・システム管理者認定講座初級（A日程）

・システム管理者認定講座初級（B日程）

・システム管理者認定講座中級（A日程）

・システム管理者認定講座上級（A日程）

・システム管理者認定講座初級（D日程）

・システム管理者認定講座初級（E日程）

・システム管理者認定講座中級（D日程）

・システム管理者認定講座中級（E日程）

・システム管理者認定講座上級（B日程）

・システム管理者認定講座初級（F日程）

・システム管理者認定講座中級（F日程）

・システム管理者認定講座初級（C日程）

・システム管理者認定講座中級（B日程）

・システム管理者認定講座中級（C日程）

・システム管理者感謝の日イベント

・システム管理者感謝の日

・アップデートミーティング

・リーダーズミーティング

・アップデートミーティング

・リーダーズミーティング

【システム管理者認定講座】
システム管理者を目指す若手から中堅者を対象としたスキルアッ
ププログラムです。ヒューマンスキルとテクニカルスキルの両面
から、これからのシステム管理者に必要な知識や心構えの習得を
目的としています。システム管理者認定資格の合格を目指して、
初級、中級、上級の各コースを複数回募集しています。

公式 応援キャラクター 利奈みんと

©YUKI "Piro"Hiroshi/system-admin-girl.com

【システム管理者感謝の日イベント】
毎年7月の最終金曜日を記念とする「システム管理者感謝の日」
の推進活動の一環として、毎年7月にイベントを開催しています。
個人会員や賛同企業の方々にお集まりいただき、最新のIT動向や
スキルアップに役立つ講演などを聴講することができます。参加
者の皆さまの交流を目的とした情報交換会も開催しています。

【リーダーズミーティング】
これからのITシステム運用を支えていくリーダーに有益な情報の
提供を目的に、毎回テーマ別の専門講師によるセミナーです。

【アップデートミーティング】
システム管理者認定講座で学んだ知識や経験の活用について、年
2回の合格者が集い語り合う場を提供しています。

「システム管理者感謝の日」とカレープレゼント活動 システム管理者の会 公式 LINE スタンプ

主な年間活動スケジュール
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ピックアップ事例と数値で見るユニリタ
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お客様に感謝！

ユニリタホームページでは、他にも約100社のユーザ事例を公開中！

巨大なITインフラの断捨離により、
数億円規模の投資対効果を実現！

ソフトバンク株式会社 様

Excelで行われてきた小売先企業
ごとの損益管理を効率的に実現！

カンロ株式会社 様

合併に伴い新たな業務基盤の再構築を
強力に推進！

株式会社安藤･間 様

A-AUTOの導入でシステム業務効率を
大幅に改善！

エイチ･エス損害保険株式会社 様

把握が困難だったヘルプデスク業務の
可視化を実現！

株式会社ホンダアクセス 様

内部統制強化に向けサービスデスクの
基盤として「LMIS」を採用！

株式会社JSP 様

IT全体最適化を目指し「LMIS」を
採用

兵庫県信用農業協同組合連合会 様

全社のシステム標準化で
Report & Form Warehouseを採用

JX金属株式会社 様

営業部門1,000人のアクティビティを
活性化！

株式会社日立ビルシステム様

バーティカルな環境を脱却、APIエコ
ノミーの環境を社内基盤として整備

ネットワンシステムズ株式会社 様

API Proxy

グローバルにおける、ITアーキテク
チャ標準化プロジェクトを推進

カシオ計算機株式会社 様



1,700社以上 100社以上 33業種

40年以上 6割/10年以上

業界業種を問わない
優良顧客基盤

国内売上高上位150社中
108社への実績※1

上場企業業種分類33業種中
全業種への実績※2

大多数のお客様が
長期継続利用

国内トップクラスの
ロングセラー製品

※1
企業価値検索サービス「Ullet」
の発表データと、お取引のある
お客様を対象に当社で作成。

※2
東京証券取引所が分類する、
銘柄33業種と、お取引のある
お客様を対象に当社で作成。
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事業所およびグループ企業一覧

品川インターシティ
A棟29階

本 社

名古屋営業所

〒108-6029
東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟29階
TEL:03-5463-6381 FAX:03-5463-6392

〒451-0045
名古屋市西区名駅3-9-37 合人社名駅3ビル4階
TEL:052-561-6808 FAX:052-533-0266

グループ企業 ・株式会社データ総研
・株式会社無限
・株式会社ヒューアップテクノロジー

・株式会社ビーティス
・株式会社BSPソリューションズ

・備実必（上海）軟件科技有限公司
（略称：BSP社上海）

・株式会社ユニ・トランド
・株式会社ユニリタプラス
・株式会社ユニリタエスアール

アクセス
JR・京急「品川」駅より徒歩5分、中央改札から
港南口を出て正面右手

202201（1）


