
お客様第一主義
私たちは、

常にお客様の満足度を意識し、
信頼ある行動をします。

新しい価値の創造
お客様に真に評価される
システム・サービスを
幅広く提供します。

CSRの追求
法令を遵守し、

公正で透明性の高い
企業活動を行います。

Philosophy

Vision
信頼と価値を創造するIT総合サービス会社を目指します。

企業理念と経営ビジョン
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システム事業

　主要 I Tベンダーとの長期的なリレーションに基づき、お客様の課題を
解決するために最適なハードウェアおよびソフトウェアを、特定のメー
カーに偏らないマルチベンダー対応にて提供しています。
　単なる販売だけではなく、I T業界の激しい変化、技術の革新に柔軟に対
応するための技術力を確保しており、高度なスキルを持つエンジニアによる
ITインフラの設計、機器の検証、導入・構築の可能な体制を整備しています。
　製造業を中心として、流通業や金融業、サービス業や公共・文教など、幅広
い業種のお客様に対して、ITインフラ基盤の構築ビジネスを展開しています。
　仮想化技術を用いた I Tサービスについては、国内でも有数の実績が
あり、普及の進んだ仮想化インフラのシステム運用管理を、最新技術を
駆使して、さらに自動化・効率化するためのソリューションの開発にも取
り組んでいます。
　加えて、セキュリティの確保や運用・維持管理コストの削減、「働き方改
革」の推進に伴う生産性向上などを目的とした仮想デスクトップ（VDI）
環境の構築にも取り組み、大規模案件にて培った事例・ノウハウに基づき、
お客様のビジネスに役立つITインフラをご提供いたします。
　また、お客様の戦略的 I T投資を支える大容量・高信頼性のサーバー
およびストレージ基盤の構築や、遠隔地のストレージへのネットワークを
通じたデータバックアップ基盤の構築も強みとしております。
　これらI Tシステム基盤を、オンプレミス／パブリッククラウドなどの垣根
を越えて、当社がすべてコーディネートして提供することで、お客様が本来
取り組むべき業務へシフトを促し、企業価値の向上に貢献してまいります。

KANEMATSU ELECTRONICS LTD.

企業理念に掲げる「お客様第一主義」の下、
信頼と価値を創造する
IT総合サービス会社を目指します。

兼松エレクトロニクス（KEL）は、1968年の創業以来、変化の激しい IT業界において、
時代の要請と技術の革新に対応しながら事業を展開しており、特定のメーカーに偏らないマルチベンダーとして、
仮想化ビジネスをはじめとしたITインフラ基盤の構築ビジネスを、大手企業を中心としたエンドユーザーへ提供しております。

IT機器の販売だけではなく、設計・構築や保守サービスに加え、企業の情報システムの運用業務を請け負う運用サービスなど、
KELグループ一体となった総合力により、ワンストップで各種サービスを提供することで、
経営ビジョンの「信頼と価値を創造するIT総合サービス会社」の実現に向け、取り組んでいます。

企業理念に掲げる「お客様第一主義」の下、常にお客様の声に耳を傾け、パートナー企業とも密に連携することで、
お客様と当社グループの持続的な成長とさらなる企業価値向上を目指してまいります。

そして、ESG（環境・社会・ガバナンス）の視点を経営に取り入れ、
当社グループの取り組む事業を通じた社会課題の解決に貢献するとともに、コンプライアンスを徹底し、
公正で透明性の高い健全な企業活動に努めてまいります。

サービス・サポート事業

　保守サービスにおいてもマルチベンダー／マルチプロ
ダクトでの対応を実施しており、提供したI Tインフラを安
心・安全にお使いいただけるよう、当社グループで責任を
持って保守対応いたします。
　システムのトラブル発生時に、お客様にて複数のメー
カーに問い合わせる手間を省くため、障害連絡・お問い合
わせを当社グループにて一括して受け付けるなど、柔軟
に対応いたします。
　また、機器の障害対応にとどまることなく、据付・調整
から設置環境の調整・対策・レイアウトなどの導入コンサ
ルテーションや初期稼働時の総合テスト、実運用時のソフ
トウェアのインストール・バージョンアップなど、一貫した保
守サポート体制を整えています。国内主要都市に設置さ
れた保守サービス拠点では、24時間365日のサービスを
ご提供するなど、長年にわたる豊富なノウハウを活かし、
高品質な保守サービスを提供する体制を確立しています。
　さらに、お客様環境やシステムの重要性等を熟知した
エンジニアによる、運用オペレーションと技術支援による
システム環境の継続的な維持・改善まで含めたトータル
な対応を行うことで、複雑化・高度化するシステムの運用
負荷やマンパワー不足といった課題を、当社グループの
総合力にてカバーしてまいります。



製造業 サービス業流通業 文教・公共金融業

優良な顧客基盤

マルチベンダー対応 特定のメーカーに偏らないマルチベンダー対応で
の最適な ITソリューションを提案

ワンストップサービス 情報システムの設計・構築・販売から保守・運用
サポートまでの各種サービスをワンストップで提供

運用・保守サポート

導入・構築
販売

検証

設計

事業内容 （ビジネスモデル）

エンドユーザー
志向による

直接取引の追求

顧客のニーズと
IT業界の激しい変化に
対応する技術力



商号 兼松エレクトロニクス株式会社

本社 〒104-8338
東京都中央区京橋2-13-10京橋MIDビル

URL https://www.kel.co.jp

設立 1968年（昭和43年） 7月23日

資本金 9,031百万円

従業員数
（2020年3月31日付）

（単体）403名　（連結）1,274名

決算期日 3月31日

事業内容 IT（情報通信技術）を基盤に企業の情報システム
に関する設計・構築、運用サービスおよびシステム
コンサルティングとI Tシステム製品およびソフト
ウェアの販売、賃貸・リース、保守および開発・製
造、労働者派遣事業

株主数
（2020年3月31日付）

8,883名（議決権株主数5,779名）

上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第一部  
情報・通信業  ♯8096

大株主
（2020年3月31日付）

兼松株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
第一生命保険株式会社
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
株式会社日本カストディ銀行（年金信託口）

取引銀行 みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫

連結財務データ
（2020年3月期）

売上高：71,961百万円
営業利益：10,933百万円
経常利益：10,999百万円
親会社株主に帰属する当期純利益：7,387百万円

代表取締役　社長執行役員 渡辺　亮
取締役　　　専務執行役員 作山　信好
取締役　　　執行役員 鈴木　勝人
取締役 原田　雅弘
常務執行役員 近藤　壮一
執行役員 岡崎　恭弘

監査等委員である取締役 髙橋　薫
監査等委員である取締役（独立社外取締役） 加藤　研一

藤本　光二
栗林　美保

Profile 2021

関連会社

取締役および執行役員 （2021年4月1日付）

会社概要

会社名 電話番号（代表） URL

日本オフィス・システム株式会社 03-4321-5500 https://www.nos.co.jp

ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社 03-6747-7250 https://kel-kts.co.jp

兼松電子（成都）有限公司 +86-28-6836-0572 http://www.kelchina.com.cn

Kanematsu Electronics (Thailand) Ltd. +66-2-235-3557-8 https://www.kel.co.th

株式会社 i-NOS 03-5809-9671 http://www.i-nos.co.jp



福岡支店

仙台支店

札幌支店

海外戦略室

ビジネス戦略・アライアンス統括室

第三営業部

第四営業部

第二営業部

第一営業部

Organizational Chart 2021

事業所

組織図 （2021年4月1日付）

事業所名 住所 電話番号（代表）
東京本社 〒104-8338  東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル 03-5250-6801

技術センター 〒135-0063  東京都江東区有明3-4-10 TFTビル西館 03-6747-7255

大阪支社 〒541-0047  大阪市中央区淡路町3-1-9 淡路町ダイビル 06-6201-5547

名古屋支店 〒460-8451  名古屋市中区栄2-9-3 伏見第一ビル 052-202-5311

仙台支店 〒980-0811  仙台市青葉区一番町3-3-6 星和仙台ビル 022-221-9820

札幌支店 〒060-0061  札幌市中央区南一条西6-15-1 札幌あおばビル 011-241-2493

福岡支店 〒812-0011  福岡市博多区博多駅前1-4-1 博多駅前第一生命ビルディング 092-471-3284

第一ソリューション営業本部

営業部門

大阪支社

技術・サービス部門

システム本部

第二ソリューション営業本部

本社機構

テクニカルサービス本部

経営企画室

株
主
総
会

監
査
等
委
員
会

取
締
役
会

経
営
会
議

代
表
取
締
役

第一営業部

営業事務統括室

第三営業部

ソリューション営業部

第二営業部

第二システム部

西日本システム部

第一システム部

第三システム部

DX推進部

ソリューション営業部

人事総務部

情報システム部

業務審査部

経理部

大阪総務課
名古屋総務課
福岡総務課
仙台総務課
札幌総務課

情報セキュリティ室

監査室

名古屋支店


