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ご挨拶

私たちを取り巻く環境は、近年著しい変化を遂げております。その様な変化の激しい
環境にあって、エクセルグループは四半世紀に渡り、お客様と共に課題を探り、解決で
きる「提案型の技術者」を数多く育てて、社会に貢献を続けて参りました。

近年は、情報漏えいなどのセキュリティ事故が度々報じられております。お客様の大
切な情報に触れる機会の多い私たちにとって、これは他人ごとではありません。
新たな脅威にも対応した信頼されるパートナーであり続ける為に、私たちエクセルグル
ープは、「情報セキュリティマネジメントシステム JISQ27001:2014(ISO/IEC27
001:2013)」の認証を取得し、全社をあげて情報セキュリティの確保・維持にも取り
組んでおります。

私たちはこれからも、創業以来のビジョンであります、
「ＩＴ技術で社会に貢献すること」を掲げ、全てのお客
様から信頼され続けるＩＴパートナーを目指して、常に
挑戦し続けます。
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〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町１２番１号

Tel.025(245)8480(代) Fax.025(245)8483

平成１０年１０月
１０,０００千円

渡邉 和市 取締役 高橋 学、浅川 正巳、鈴木 悦雄 監査役 渡邊 恵

東京都情報サービス産業健康保険組合

情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)

労働者派遣事業（派１５－３００１９０）
通信・制御システム、ファームウェア、ミドルウェア等、組み込み系
ソフトウェアの開発
コンピュータソフトウェア開発・販売
コンピュータ技術者の派遣事業
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〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町１２番１号

Tel.025(245)8460(代) Fax.025(245)8483

平成７年６月

2０,０００千円

渡邉 和市 取締役 鈴木 悦雄、浅川 正巳 監査役 渡邊 恵

新潟市ソフトウェア産業協議会

新潟県ＩＴ産業ネットワーク２１

東京都情報サービス産業健康保険組合
情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)

労働者派遣事業（派１５－３００１７２）
コンピュータソフトウェア開発・販売
コンピュータ技術者の派遣事業
コンピュータ機器・ＯＡ機器販売
オンラインネットワークシステムの構築
コンピュータ導入に関するコンサルティング業務
ＬＥＤ照明の販売
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開発実績

《自治体》
・介護保険システム

・後期高齢者システム

・福祉総合窓口システム

・戸籍システム

・児童手当システム

・各種給付金システム

・清掃手数料・ごみ指定袋管理

・除雪管理システム

・要援護者管理システム

・農地・農家台帳管理

・地図情報システム(GIS)

・教育事務システム

《医 療》
・電子カルテシステム

・検診システム

・栄養管理システム

・看護職員勤怠システム

《金融・保険業》
・銀行 顧客管理システム
・銀行 営業支援システム
・銀行 基幹システム
・信託 債権信託管理システム
・生保 業務システム
・損保 基幹システム
・損保 代理店システム
・団体 災害共済システム

《水道・ガス・電力》
・上下水道料金（検針・会計）

・ガス検針システム

・電力供給制御システム

《モバイル》
・スマートフォン（Android、iOS）

・タブレット（Android、iOS）

《学校》
・校務支援システム(成績管理)

基本理念

成長を続ける企業
我々は、常に変化する情報環境に迅速に対応し、売上・利益を毎年度向上することを実現する「成長型企業」となる

OnlyOne 企業
我々は、他社が「できない」「しない」開発を追求する事により、オンリーワン企業を目指す

評価される企業
我々は、お客様から、我々の家族から、そして我々自身から「エクセル社は良い企業だ」と云われる企業にする

個人を尊重する企業
我々は、どの場面に於いても、各個人の自由な発想の基に創造された意見・技術・提案等々を積極的に取り入れ
られる企業となる

地域社会への貢献
我々は、我々の提供するソフトウェアを通して、地域社会に貢献し、皆の生活が楽しくなる社会となる様にする

《各種企業》
・販売管理システム
・生産管理システム
・原価管理システム
・会計システム
・人事・給与システム
・見積管理システム

《卸・小売業》
・POS管理システム
・入庫・出庫検品システム
・顧客管理(ポイントカード)

《その他》
・プリンタドライバ

・遠隔監視制御システム

・ハンディターミナルシステム

・各種バーコード対応システム

・船舶基幹システム（発券、予約）

・帳票設計ツール

開発言語、ＤＢ

《言語》
・Ｊａｖａ

・.NET(ASP､C#､VB)

・ＰＨＰ

・ＡＳＰ

・Delphi

・PowerBuilder

・Ｃ++ / Ｃ

・ＣＯＢＯＬ

・ＰＬ／Ｉ

・アセンブラ

等多数

《ＤＢ》
・ORACLE

・SQL Server

・Symfoware

・DB2

・MySQL

・PostgreSQL



沿革

令和 4年 1月 エクセルグループ 総員７０名

平成29年 4月 労働者派遣事業登録（派１５－３００１９０）（ｴｸｾﾙﾃｯｸ）

平成28年 12月 労働者派遣事業登録（派１５－３００１７２）（ｴｸｾﾙｼｽﾃﾑ）

平成27年 2月 情報セキュリティマネジメントシステム JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)に移行

平成26年 2月 情報セキュリティマネジメントシステム JISQ27001:2006(ISO/IEC27001:2005)認証取得

平成23年 7月 株式会社ルクス・エナジー社の中国工場(深セン)設立

代表取締役 渡邉和市が中国工場の副董事長に就任

平成22年 7月 代表取締役 渡邉和市が株式会社ルクス・エナジー社の代表取締役に就任

4月 株式会社ルクス・エナジー社のLED照明販売開始 LED事業部創設

平成18年 8月 ハンディターミナル用ソフト Ｃｕｔｅシリーズ 販売開始

平成17年 7月 資本金２0,000千円に増資

平成15年 6月 東京支社 開設

平成13年 1月 中国の協力会社との共同開発開始

平成12年 11月 新潟市中央区東幸町に新社屋完成、移転

8月 有限会社エクセルテックを株式会社に組織変更

平成10年 10月 有限会社エクセルテックを新潟市に設立

平成 9年 11月 資本金10,000千円に増資し、株式会社エクセルシステムに組織変更

平成 8年 10月 資本金5,000千円に増資

平成 7年 6月 有限会社エクセルシステムとして新潟市に設立

主要取引先

㈱富士通新潟システムズ
NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ㈱
㈱インテック
㈱ｲﾝﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝﾊﾟﾜｰ
ウイングアーク１ｓｔ㈱
ｷﾔﾉﾝITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱
ｷﾔﾉﾝｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
㈱ＢＳＮｱｲﾈｯﾄ
CEC新潟情報ｻｰﾋﾞｽ㈱
リコーソフトウェア㈱
㈱ブロードリーフ
日本事務器㈱

新潟県酒類販売㈱
中越商事㈱
クシヤ㈱
白根健生病院
新潟交通機械㈱
㈱永徳
早出川骨材協同組合

㈱コメリ
㈱ひらせいホームセンター
㈱ハーモニック
㈱オーシャンシステム
ダイニチ工業㈱
島田印刷紙工㈱
藤田金属㈱

他、多数の企業・団体さま（順不同）

㈱ナカノアイシステム
カシオソフト㈱
㈱サトー
㈱スタンダード
㈱キーエンス
㈱ウェルキャット
㈱アルフ
ｼｬｰﾌﾟｼｽﾃﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ㈱
ｵｶﾍﾞﾏｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ㈱
㈱フルノシステムズ
㈱ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

認証取得

情報セキュリティマネジメントシステム
JISQ27001:2014(ISO/IEC27001:2013)
（平成26年2月12日認証取得）


