会社概要
会

名 クオリカ株式会社

社

QUALICA Inc.

本 社 所 在 地 〒160 - 0023 東京都新宿区西新宿 8 -17-1 住友不動産新宿グランドタワー 23F

TEL：03-5937- 0700
（代表） FAX：03-5937- 0800
代

者 代表取締役社長

表

辻本 誠

社 員 数（連 結） 932 人
（2019 年 4月現在）
会

社 設

資

本

立 1982 年
（昭和 57年）
11月1日
金 12 億 3460 万円

連 結 売 上 高 199 億円
（2018 年 3月期）
事

内 容 IoT、
クラウドサービス、
業務用システム開発、パッケージソフト開発・販売、情報端末製造・販売、

業

システム運用管理、
基盤構築サービス
事

所 東京
（西新宿・溜池・虎ノ門）
、
大阪
（堂島・枚方）
、
栃木
（小山）
、
神奈川
（平塚）
、
埼玉
（さいたま）
、

業

石川（粟津・金沢）
、
富山
（砺波）
、
タイ
（バンコク）
連 結 子 会 社 高律科
（上海）
信息系統有限公司、
QUALICA Asia Paciﬁc Pte. Ltd.
主

要

株

主 TIS 株式会社 80％

コマツ 20％

役員一覧

沿革

役員

1982年 11月 コマツ全額出資により、小松ソフトウェア開発株式会社設立

代表取締役会長 岡田 正
代表取締役社長 辻本 誠

1986年 6月 鋳造方案CAEソフト「SOLDIA（現JSCAST）」販売開始
1991年 3月 外食産業向けパッケージソフト「Tastyシリーズ」販売開始

取締役 岡本 安史

1992年 4月 コマツソフト株式会社に社名変更

取締役 阿久津 晃昭

2000年 4月 当社株式の過半数をコマツから株式会社東洋情報システムへ譲渡

取締役 陀安 哲
取締役 浦野 邦子
取締役 高橋 良定
監査役 野手 修三
監査役 安藤 啓

2001年 11月 シンガポールに子会社「TKSoft Singapore Pte.Ltd.」を設立
2003年 2月 クオリカ株式会社に社名変更し本社を江東区東陽に移転
2005年10月 小売専門店向けソリューション｢SpecialtyQube｣販売開始
2006年 9月 タッチパネル情報端末「WebLight」事業をコマツより譲受
2007年 6月 中国・上海に子会社「高律科（上海）信息系統有限公司」を設立
2008年 4月 ITホールディングス設立に伴いグループの一員となる

執行役員
専務執行役員 馬場 浩之
（コーポレート本部担当 兼 ＭＡ第二事業部
データトロン事業推進室管掌）

常務執行役員 本村 正義
（プラットフォームサービス事業部長）
常務執行役員 大山 博
（コーポレート本部長）
執行役員 土居 俊二
（MA第二事業部長）
執行役員 前田 正之
（IoTソリューション事業部長）
執行役員 宮下 孝夫
（営業統括本部長）
執行役員 北川 毅
（MA第一事業部長）
執行役員 橋本 晃明
（流通サービス事業部長）
執行役員 坪口 智泰
（CTO 兼 プラットフォームサービス事業部
副事業部長 兼 先進テクノロジーセンター長
兼 コーポレート本部 生産革新部管掌）

（現ATOMS QUBE）販売開始
2010年 7月 クラウド対応生産管理システム「AToMsQube」
8月 エンタープライズ向けIaaS「Qcloud」販売開始
（現CareQube+）
販売開始
2011年 4月 遠隔監視・予防保全システム「CareQube」
「高律科（上海）信息系統有限公司」の事業体制を強化し本格スタート
12月 本社を新宿区西新宿に移転

2013年 4月 「TKSoft Singapore Pte.Ltd.」を「QUALICA Asia Paciﬁc Pte. Ltd.」
に社名変更し本格スタート
10月 ユニバーサルソリューションシステムズより外食産業向け事業の一部を譲受

2014年 3月 コマツNTC子会社の情報ネットワーク事業の一部を譲受し富山事業所を開設
4月 コマツよりドキュメントソリューション「CSS-Net」事業の一部を譲受
9月 HDIサポートセンター国際認定を取得
10月 TISファーストマネージから組込事業を受入

2015年 4月 CA Technologiesとサービス仮想分野で提携し「QTaaS」販売開始
2016年 7月 新TIS発足に伴いグループ名がTISインテックグループに変更
2017年 2月 次世代型WEBパーツカタログ「PITT Qube」販売開始
「TimeManagementQUBE」販売開始
9月 勤怠管理ソリューション
（アパレル事業）
の一部を譲受
12月 オリンパスシステムズよりユーバス事業

2018年 1月 GPS関連システムと通信機器開発に強いデータトロンを子会社化
「CarePAD」
提供開始
2月 高齢者見守りサービス
8月 タイ駐在員事務所を設立
「iBowQube」
販売開始
11月 ヘルメットマウント型ウェアラブルデバイス

2019年 4月 データトロンの吸収分割で全事業を譲受しさいたま事業所を開設
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事業所一覧
東

京

西新宿
（本社） 〒160 - 0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー23Ｆ
TEL：03-5937- 0700（代表）
溜池・虎ノ門

〒105 - 0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F
TEL：03- 6441-3670
〒107- 0052 東京都港区赤坂2-3- 6 コマツビル
TEL：03-5561-2848

堂島

〒530 - 0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 新ダイビル22F
（総合受付19F）
TEL：06 - 6147- 6794

枚方

〒573-1175 大阪府枚方市上野3-1-1 コマツ大阪工場内
TEL：072-840 - 6365

木

小山

〒323- 0819 栃木県小山市横倉新田400 コマツ小山工場内 総合事務所新館1F
TEL：0285 -28 -8325

神 奈 川

平塚

〒254- 0035 神奈川県平塚市宮の前1-7 平塚宮の前ビル4F
TEL：0463-79 -5161

埼

玉

さいたま

〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-23-1 大同生命ビル6F
TEL：048-658-8085

石

川

粟津

〒923- 0392 石川県小松市符津町ツ23 コマツ粟津工場内 合同事務所２F
TEL：0761-43-4782

金沢

〒920 - 0225 石川県金沢市大野町新町1-1 コマツ金沢工場内 総合事務所3F
TEL：076 -293-4901

大

栃

阪

富

山

砺波

〒939 -1363 富山県砺波市太郎丸1-4-26 NTCとなみビル2F
TEL：0763-32-2036

タ

イ

バンコク

UBC II Building, 20th Floor, 591 Sukhumvit Road., North Klongton,
Wattana, Bangkok, 10110 Thailand
TEL:+66-2-666 4851

連結子会社
高律科（上海）信息系統有限公司

中国 〒200336 上海市長寧区娄山关路83号 新虹橋中心大厦2707-2709室
TEL：+86 -21- 6241-1205 FAX：+86 -21-3223-1352 http://www.qualica-sh.com

QUALICA Asia Paciﬁc Pte. Ltd.

2 Venture Drive,#18-28,Vision Exchange, Singapore 608526
TEL：+65- 6499-9160 FAX：+65- 6479-8020 http://www.qualica.com.sg
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