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TMS(Total Management System)とは、当社の品質保全活動・情報セキュリティ保全活動・個人情報保全活動を、個別
にではなく統合して効果的に推進・改善するための組織・手順・様式などを定め、運用する仕組みです。

・品質マネジメントシステム（QMS）適合事業者として ASR Co., Ltd. より認証を受けております。
・情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合事業者として ASR Co., Ltd. より認証を受けております。
・個人情報の適切な取扱いを行う事業者として、一般社団法人情報サービス産業協会より、プライバシーマークの付与適格性審査を受け、認定されております。

自社内での一括請負契約に基づく業務ソフトウェアの設計・開発 1. ホスト・PC・WS 用業務ソフトウェアの開発
2. インターネットシステム開発、構築

TOTAL MANAGEMENT SYSTEM
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東京本社（首都圏）をトータルキーテクノロジーの主軸に富山本社、金沢支社
3拠点連携によるグローバル・ベストコスト・ソリューションを目指して！！

完全週休2日制。年間休日121日以上。住宅手当や独身寮といった制
度も充実しています。
年に一度、会社主催の社員旅行や食事会を行い、親睦を深めています。
課会議やユニット会議も定期的に実施され、風通しの良い社内環境が
整備されています。
また、社内クラブ活動（フットサル部、ダーツ部、ゴルフ部、テニス部等）を
通じて課やユニットを超えた社員間の交流も盛んに行われています。
社員ひとりひとりが力を発揮できるよう、充実した福利厚生制度がありま
す。

教育（セキュリティ、品質）

各事業所毎に事業方針説明会を実施し会社方針・情報の周知・確認（2回／年）

本部

•品質対策（QMS認証取得）
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【主要パッケージソフトウェア】
　・豪商（食品製造業・販売業向け）
　※北陸地区旗艦パートナー
　・PCA 製品
　※販売パートナー
　・intra-mart
　※intra-mart 開発パートナー
　・MS 製品
　※MS 認定パートナー

【機器販売】
　・PC、プリンター、ルーター等のネットワー

ク機器、UPS、HDD、SSD、他

【金融系システム開発事業】
経済の根幹を担う金融システムの開発に数多く携わっています。
システム開発・運用経験から得た豊富な金融システム知識、プロジェクトマネジメント力、技術
力で、安定的なシステムを構築しています。
　（保険）引受審査システム
　（保険）代理店管理システム
　（保険）OCRシステム
　（銀行）勘定系融資・預金システム
　（銀行）インターネットバンキングシステム
　（銀行）統合認証システム
　（銀行）外為基盤システム
　（決済）カード決済システム

【スマートシティ関連システム開発事業】
これまで培ったスマートシティ関連の開発実績と技術力をもとに、スマートシティ関連案件を通じ
て、社会に貢献しています。
　（交通）自動運転
　（交通）Ｎａｖｉシステム
　（IoT）ビッグデータ分析
　（ヘルスケア）iPS 細胞バンクシステム
　（公共）マイナンバーシステム
　（環境）震度情報システム
　（環境）気象観測システム
　（グリーンＩＴ）クラウド基盤開発
　（スマート表示端末）テレビ会議システム

【システム構築ソリューション事業】
お客様のご要望を十分にヒアリングして、ハードウェア、OS、ミドルウェア、パッケージ、DB、プログ
ラミング言語（Java、JSP、C、C＋＋）などを選定し、それぞれの要件にマッチした最適なシステム
構築を提供しています。
また、近年重要視されている情報漏洩防止等に関するセキュリティに対しても、ネットワークセ
キュリティや暗号化技術をベースにお客様のセキュリティポリシーに沿ったシステム環境を構築
しています。

【システムサポート、Quality Assurance 事業】
各種製品（SunCluster、SunONE、NetWorker、ORACLE）の評価、サポート及び各種業務シ
ステム（官公庁、自治体、金融系、テレコム系 etc）の QA（品質管理、プロジェクト評価、プロジェ
クト管理支援）及び CMMI（Capability Maturity Model Integration）コンサルテーションによ
り当社独自のサポートサービスを提供しています。

【ソフトウェア・機器販売事業】
お客様の環境にあったソフトウェア、コンピュータ及び周辺機器を提供しています。
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