
２０２２年度 定 時 総 会

議 案 書

日時：2022年6月13日(月)14:00-15:00
場所：帝国ホテル ｢光の間｣

一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会



【議案】

第１号議案 2021年度事業報告承認の件

第２号議案 2021年度決算承認の件

第３号議案 定款一部変更承認の件

第４号議案 理事・監事選任の承認を求める件

【報告事項】

報告事項１ 2022年度事業計画について

報告事項２ 2022年度収支予算書について
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第1号議案
2021年度事業報告承認の件
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2021年度事業報告書

(2021年4月1日～2022年3月31日)
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Ⅰ．事業報告

1.コンピュータシステム販売に関する調査研究

(定款第4条第1号関係)
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[1]｢コンピュータシステムのサポートサービス等調査研究｣

市場部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

サポートサービス委員会

委員長 田中 啓一【日本事務器㈱ 代表取締役社長】

副委員長 中元 政英【㈱富士通エフサス 取締役常務】

副委員長 岩﨑 一喜【NECフィールディング㈱ 執行役員常務】
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(1)調査研究報告書作成

・今年度のテーマは、昨年度と同じ「働き方改革」および「デジタルトランス

フォーメーション」の導入、実施状況についての調査研究

・8月までにWeb開催のワーキングチーム会議を通して、質問内容を検討、精査

・並行して、デジタル化推進チームを新規設定し、報告書・解説書の配布方法や

双方向性の実現方法等について検討

・8月下旬より一般企業へのアンケート実施、10月19日に速報をWebリリース

・9月下旬より委員会メンバー各社の顧客へのアンケート実施、11月初旬完了

・11月より執筆委員により報告書執筆（調査回答総数937社）

・1月末完了、2月25日デジタル版としてWeb公開

(2)ITについての解説書（事例集）作成

・今年度はメンバーが分担して、タイムリーな自社事例をWeb配信する

・10月より「働き方改革」と「DX」にチーム分けして作成

・1月末完了、2月25日デジタル版としてWeb公開

＊ 報告書・解説書専用ページ：https://www.jcssa.or.jp/SS21/
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[2]｢コンピュータシステムの販売マーケット等調査研究｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

広報委員会 市場実態調査分科会

マーケティング調査分科会

委員長 田辺 正昭【菱洋エレクトロ㈱ スペシャルアドバイザー】
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1.市場実態調査分科会

(1)第15回景気動向(DI)調査

本年度1回目の調査を5月19日から実施し、6月10日に調査レポートとプレスリリース

を配信した。今回は「コロナ禍の影響」、「ニューノーマル下の課題」を特設質問

とした。回答率は66.0％ (正会員：68.5％、賛助会員：61.7％)

＜リリース要旨＞

・ニューノーマル下での課題はコミュニケーション、DX推進など、システム面での

解決を目指す

・コロナ禍はボトムアウト、設備投資DIや賞与DIを筆頭に、DIがほぼ全てで大幅回復

(2)第16回景気動向(DI)調査

本年度2回目の調査を11月16日から実施し、12月15日に調査レポートとプレスリリース

を配信した。今回は「コロナ禍の影響」、「サプライチェーンの動向」を特設質問

とした。回答率は63.8％ (正会員：64.8％、賛助会員：62.0％)

＜リリース要旨＞

・約7割がサプライチェーン毀損の影響を受ける。CPUやSOC不足に悩まされる企業が6割

・景況感は急速に回復も、続く先行き不透明感から賃金や賞与の増加には消極的
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2.マーケティング調査分科会

(1)B2Bマーケティングベンチマークデータ説明会

日時：2021年8月4日(水)15:00-16:00 場所：Web開催(Zoom) 参加者：129名

内容：今期より新たに、会員企業各社の営業・マーケティングデータを収集・分析し会員企業

が、ベンチマークに使用できるようにするための取組みをスタートした。初回、少数の

企業で、試行的に作成した内容を本取組みの目的・意義と併せて会員企業に説明。

講師：2BC㈱ 代表取締役会長 尾花 淳 氏(調査を委託しているマーケティング支援会員企業)

回答企業8社：SBテクノロジー、大塚商会、庚伸、ソフトクリエイト、日興通信

日本ビジネスシステムズ、ハイパー、横河レンタリース

アンケート結果：

本取り組みは自社の営業戦略や事業戦略、 今後、調査にご協力いただけますか

マーケティング戦略の企画・立案・実行に役立か
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2.コンピュータシステム販売に関する人材育成

(定款第4条第2号関係)
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[1]｢人材育成の推進｣

人材部会

部会長 溝口 泰雄【SB C&S㈱ 代表取締役社長】

人材育成委員会

委員長 影山 岳志【Dynabook㈱ 常務執行役員】
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(1)新入社員セミナー

日時：2021年3月29日～5月31日までYouTubeによるオンデマンド配信 参加社：44社

内容：「学生時代と社会人成功のルールはどこが違うか」

講師： ㈱パンネーションズ・コンサルティング・グループ 代表取締役 安田 正 氏

内容：「IT業界に就職した皆さんを歓迎して」

講師： 横河レンタ・リース㈱ 代表取締役会長 金川 裕一 氏

(2)管理職研修

日時：前半2021年5月18日(火) 9:30-16:30 後半2021年10月13日(水)9:30-16:30 参加者：22名

場所：Web開催

講師：リコークリエイティブサービス㈱ 教育支援部 外部講師 五十嵐 郁一 氏

(3)トップエグゼクティブセミナー

日時：2021年7月13日(火)15:00-18:30 参加者：40名

場所：ホテルメトロポリタンエドモント セミナー｢悠久｣、懇親会｢万里｣

内容：「コロナ禍を受けた内外経済の現状と展望」

講師：三菱UFJ銀行 経営企画部経済調査室 次長 鶴田 零 氏

内容：「LGBTからダイバーシティ&インクルージョンを考える」

講師：特定非営利活動法人ReBit 事務局長兼キャリア事業部シニアマネージャー 中島 潤 氏 13



(4)人事総務情報交換会

日時：2021年8月20日(金)15:00-18:00

場所：市ヶ谷健保会館 【Web開催に変更して開催】

参加者：48名

内容：エンプロイーエンゲージメントの向上に向けて

講師：㈱リンクアンドモチベーション マネジャー 松田 佳子 氏

内容：コロナで人事労務関連はどう変化したのか

講師：ブレイン社会保険労務士法人・総合事務所ブレイン 代表 北村 庄吾 氏

(5)営業提案力研修

開催：前半2021年11月12日(金)9:30-18:00 後半2022年 2月18日(金)9:30-18:00

場所：市ヶ谷健保会館【Web開催に変更して開催】

参加者：18名

講師：ストラコム㈱ 代表取締役 坂本 憲志 氏
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[2]｢IT事業者と会員企業間の情報交流および新規会員獲得｣

人材部会

部会長 溝口 泰雄【SB C&S㈱ 代表取締役社長】

コミュニティ委員会

委員長 大三川 彰彦【トレンドマイクロ㈱ 取締役副社長】

副委員長 丸山 義夫 【㈱大塚商会 広告宣伝部 次長】

副委員長 宮澤 敏 【㈱庚伸 代表取締役】
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(1)オープンセミナー2021実施報告

「JCSSAでしか聞けない！ デジタル産業政策とクラウド市場の最前線」

― クラウドネイティブな社会の実現に向けて ―

日時：2021年12月3日（金）13:30-17:40

会場：㈱大塚商会本社、Web配信併設

基調講演：「デジタル産業の創出に向けた新しい展開」

－クオリティクラウド・DXレポート2.2で目指す、経済産業省のデジタル産業創出構想とは－

経済産業省 商務情報政策局 アーキテクチャ戦略企画室長 和泉 憲明 様

ビジネスセッション：「DX推進を支える最新のクラウド」

ファーウェイ、日本マイクロソフト、グーグルクラウド

質疑応答セッション ファシリテーター：和泉 憲明様

会場参加者： 50名（内、会員外12名） ＊イベント関係者含む

Web参加者： 150名（内、会員外80名）
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17

アンケートサマリー ／回答者数：90名(内、非会員：42名)

＜講演評価（4点満点）＞
基調講演：3.7、Huawei：3.1、MS：3.3、Google：3.4、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：3.3

＜入会意向＞
「入会申し込みをいたします」 0社
「入会検討したいので詳細内容を聞きたい」 0社
「興味はあるがもう少し検討時間が欲しい」 7社

株式会社フジシステムズ（トレンドマイクロ）
フォレスト情報株式会社（トレンドマイクロ）
有限会社ツーエイシステムズ（トレンドマイクロ）
株式会社四国日立システムズ（トレンドマイクロ）
株式会社ＳＭＳデータテック（富士通エフサス）
株式会社エスペラントシステム（富士通エフサス）
株式会社GMW (電波新聞）



3.コンピュータシステム販売に関する普及及び啓発

(定款第4条第3号関係)
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[1]｢中小企業向け情報システムの取引・契約ガイドラインに関する普及啓発｣

市場部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

取引契約ガイドライン委員会

委員長 後藤 和彦【㈱大塚商会 上席執行役員】
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(1)基礎講座(SAJ連携)

2020年4月 民法改正を踏まえたテキスト改訂(瑕疵担保、債務不履行)の進捗状況。

2021年5月-7月 ブレイクモア法律事務所(弁護士3名)、SAJ板東理事が改定作業に着手

2021年8月19日 事務局内でのテキスト改訂進捗確認

2021年9月22日(水)16時～18時、Web会議、内容｢新テキストのレビュー実施｣

参加者13名・SAJ 板東理事、戸島課長

・ブレイクモア法律事務所 平野弁護士、山口弁護士、辻井弁護士

・JCSSA 後藤委員長(大塚商会)、ダイワボウ情報システム CSR課 加藤課長

ソフトクリエイトホールディングス 中桐取締役 他3名

小山事務局長、功刀

2022年度 講座開設(オンライン開催に向けて継続検討)

（2)通信教育講座(TAC委託)

◆実績(4月：0名、 5月：1名、 6月：3名、7月：1名、8月：0名、9月:1名)

10月：0名、11月：1名、12月：1名、1月：2名、2月：1名、3月:0名、合計11名)
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[2]｢セミナー、講演会の開催｣

トレンド部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

セミナー委員会

委員長 木村 和広【リコージャパン㈱ 取締役 常務執行役員】

副委員長 大原 昌彦【㈱BCN 取締役】

副委員長 水野 英樹【横河レンタ・リース㈱ 常務執行役員】
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(1)サマーセミナー

日時：2021年 6月14日(月) 15:20-18:30 【新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止】

場所：帝国ホテル 本館2階 ｢富士の間｣

(2)9月度定例セミナー

日時：2021年 9月9日(木)   16:00-17:30 参加者：140名

場所：Web開催

内容：DX時代の新たなビジネスリスク- プライバシー保護

-Cookie規制や改正個人情報保護法のポイントを踏まえて-

講師：㈱インターネットイニシアティブ

ビジネスリスクコンサルティング本部シニアコンサルタント

米国ニューヨーク州弁護士 石村 卓也 氏

(3)10月度定例セミナー（デジタルの日セミナー）

日時：2021年10月11日(月) 13:00-14:00 参加者：231名

場所：Web開催

内容：「我が国におけるDXの現状と政策の方向性について」

講師：経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 ソフトウェア・情報サービス戦略室

課長補佐 根本 義規 氏
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(4)新春セミナー

日時：2022年1月24日(月) 17:00-18:30

【新型コロナウイルス感染症対策に伴い新春セミナーはWeb開催、特別講演は中止】

場所：Web開催(オンデマンド配信)

内容：会長年頭挨拶及びメーカー9社プレゼンテーション「2022年わが社の経営方針と営業戦略」

講師：日本電気㈱、日本マイクロソフト㈱、日本ヒューレット・パッカード(同)、㈱日本HP

Dynabook㈱、富士通㈱、㈱日立製作所、VAIO㈱、レノボ・ジャパン(同)

アクセスログ 3,231件 対前年比365％増

(5)3月度定例セミナー

日時：2022年3月10日(木)16:00-17:30 参加者： 223名

場所：Web開催

内容：「デジタルトランスフォーメーションを推進する経済産業省の情報関連政策」

講師：経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 ソフトウェア・情報サービス戦略室

課長補佐 沖藤 圭祐 氏



4.コンピュータシステム販売に関する情報の収集

及び提供

(定款第4条第4号関係)
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[1]｢IT販売に関するトレンド調査、ビジネスモデルに関する情報収集および提供｣

トレンド部会

部会長 松本 裕之【ダイワボウ情報システム㈱ 代表取締役社長】

アライアンス推進委員会

委員長 松本 裕之【ダイワボウ情報システム㈱ 代表取締役社長】

副委員長 廣田 泰久【日本事務器㈱ ホリゾンタルソリューション企画部長】
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アライアンスビジネス交流会【SAJ、JCSSA共催】

ビジネスパートナーを開拓している企業がプレゼンテーションを実施し会員企業同士のビジネス

マッチングの場、情報交換の場、人脈拡大を目的としています。

(1) 第1回アライアンスビジネス交流会

日時：2021年7月15日(木)15:30-17:40 参加者：51名 場所：Web開催（ZOOMウェビナー)

テーマ：｢DX｣に関連したITプロダクトや関連サービス、技術をお持ちの企業

1.セイ・テクノロジーズ㈱ ｢Server設定仕様書自動生成サービス｣

2.㈱OSK ｢基幹系・情報系 統合型ソリューション｣

3.㈱オープンストリーム ｢飲食店向けIoTソリューション｣

4.㈱フォーラムエイト ｢3DVR構築ソフトウェア｣

(2) 第2回アライアンスビジネス交流会

日時：2021年12月7日(火)15:30-17:40 参加者：34名 場所：Web開催（ZOOMウェビナー）

テーマ：1.㈱インターネットイニシアティブ

｢来年4月施行の改正個人情報保護法の新規制に対応したソリューションのご紹介｣

2.PicoCELA㈱ ｢従来不可能だと思われていた環境にネットワークの構築を｣

3.㈱テンダ「マニュアルに関する課題を解決する Dojo シリーズのご紹介」

4.㈱カイエンシステム開発「機能セレクト型 SFA/CRM BizMagic のご紹介、販売提携」
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[2]｢クラウド販売の課題に関する情報収集および研究｣

トレンド部会

部会長 松本 裕之【ダイワボウ情報システム㈱ 代表取締役社長】

クラウド推進委員会

委員長 後藤 行正【日本ビジネスシステムズ㈱ 取締役常務執行役員】

副委員長 牧田 幸弘【日本ビジネスシステムズ㈱ 代表取締役社長】

副委員長 髙橋 慎介【ドーモ㈱ 取締役会長】

副委員長 佐藤 光浩【SBテクノロジー㈱ 取締役 副社長執行役員 CSO】
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1.クラウド推進委員会 クラウド販売会議 委員長 後藤 行正

クラウドサービスのSaaSセキリティにフォーカスして推進する

(1)第1回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年3月30日(火)13:00-14:30 場所：Web開催(Teams)    参加者：109名

講師：トレンドマイクロ㈱ 上席執行役員 営業統括 バイスプレジデント 大場 章弘 氏

内容： ゼロトラスト時代のセキュリティに関するお客様との会話のポイント

～ クラウド活用におけるインシデント対策 ～

(2)第2回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年4月27日(火) 13:00-14:30 場所：Web開催(Teams)    参加者：77名

講師：トレンドマイクロ㈱ 上席執行役員 営業統括 バイスプレジデント 大場 章弘 氏

内容：ゼロトラスト時代の次世代セキュリティ基盤 ～Trend Micro Vision One～

(3)第3回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年5月25日(火) 13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom) 参加者：71名

講師：パロアルトネットワークス㈱ チーフサイバーセキュリティストラテジスト 染谷 征良 氏

内容：販売店が知っておくべき企業がいま注力するデジタル投資における

サイバーセキュリティの課題と解決策 28



（4)第4回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年6月29日(火) 16:00-17:30 場所：Web開催(Zoom) 参加者:103名

講師：パロアルトネットワークス㈱ チーフサイバーセキュリティストラテジスト 染谷 征良 氏

内容：販売店なら絶対おさえたい「本当のゼロトラスト」と「ゼロトラストの理想と現実」

（5)第5回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年7月27日(火) 13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom) 参加者:35名

講師：ファイア・アイ㈱ 執行役 副社長 日本法人CTO 岩間 優仁 氏

執行役員 パートナー営業本部 本部長 前田 和則 氏

内容：FireEye | Mandiantからの提言その１ 販売店が知っておくべき脅威・攻撃者の動向：

M-Trend 2021侵害調査のリアルからの洞察

（6)第6回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年8月31日(火) 13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom) 参加者:34名

講師：ファイア・アイ㈱ 技術本部長代理 清水 雅史 氏

執行役員 パートナー営業本部 本部長 前田 和則 氏

内容：FireEye | Mandiantからの提言その２ 販売店が知っておくべきプロアクティブな

対策への道筋：サイバーレジリエンス強化への道すじと対策
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(7)第7回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年10月27日(水) 13:00-14:30 場所：Web開催(Webex) 参加者:54名

講師：シスコシステムズ(同) セキュリティ事業

執行役員 石原 洋平 氏

セキュリティアドバイザー 吉田 勝彦 氏

内容：ご販売店様必見！中堅中小企業の成長を応援するセキュリティ対策のあり方 その１

(8)第8回SaaSセキリティセミナー

日時：2021年11月24日(水) 13:00-14:30 場所：Web開催(Webex) 参加者:32名

講師：シスコシステムズ(同) セキュリティ事業

セキュリティエヴァンジェリスト 木村 滋 氏

セキュリティアドバイザー 吉田 勝彦 氏

内容：ご販売店様必見！中堅中小企業の成長を応援するセキュリティ対策のあり方 その２
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2.クラウド推進委員会 クラウド協業推進会議 副委員長 牧田 幸弘

Microsoft、Googlecloud、AWSだけではなくその他ベンダーのクラウド戦略の企画も進めて行きたい。

(1)第5回クラウド協業推進勉強会

日時：2021年3月4日(木)13:00-14:30 場所：Web開催(Google Meet)    参加者：68名

講師：グーグル・クラウド・ジャパン(同)

執行役員 パートナー事業本部長 高橋 正登 氏

パートナーエンジニアリングマネージャー 坂井 俊介 氏

㈱プレイド 取締役 高柳 慶太郎 氏

内容：Google Cloud Platform ～少人数から利用可能・最先端のクラウドテクノロジー ～

Google ストーリー 、Google Cloud ソリューション紹介

パートナープログラムについて、ゲストスピーカーからの説明

(2)第6回クラウド協業推進勉強会

日時：2021年4月14日(水)13:00-14:30 場所：Web開催(Teams)    参加者：182名

講師：アマゾンウェブサービスジャパン㈱ 執行役員 技術統括本部長 岡嵜 禎 氏

パートナーアライアンス統括本部 テクニカルイネーブルメント部 部長 相澤 恵奏 氏

内容：AWS最新動向と提供価値、AWSパートナープログラムのご紹介
31



(3)第7回クラウド協業推進勉強会

日時：2021年5月19日(水)13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom)     参加者：120名

講師：アマゾンウェブサービスジャパン㈱ パートナーアライアンス統括本部 沼﨑 正哉 氏

㈱ヘプタゴン 代表取締役社長 立花 拓也 氏

内容：地域のAWS・クラウドビジネスを大公開 ～国内AWSパートナー事例大全集(2021年版)～

AWSとともに歩むクラウドビジネス成長ストーリー

〜これまでのクラウドビジネスの歩みと地方でのDX事例〜

(4)第8回クラウド協業推進勉強会

日時：2021年6月9日(水)13:00-14:30 場所：Web開催(Zoom)     参加者：103名

講師：アマゾンウェブサービスジャパン㈱

パートナーアライアンス統括本部 テクニカルイネーブルメント部 部長 相澤 恵奏 氏

パートナーアライアンス統括本部 テクニカルイネーブルメント部 高橋 敏行 氏

内容：AWSパートナーへのサポート＆サービスのご紹介

～AWSパートナーへの技術者育成サポートに関して～ ～AWSのサービス紹介～
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(5)第9回クラウド協業推進勉強会

日時：2021年9月21日(火)13:00-14:30 場所：Web開催（Teams） 参加者：137名

講師：日本マイクロソフト㈱パートナー事業本部

第一技術戦略本部 本部長 森 圭司 氏

チャネルマーケティング本部 本部長 折川 穣 氏

シトリックス・システムズ・ジャパン㈱

パートナー事業本部 シニアパートナーアカウントマネージャー 石田 知行 氏

SE本部 シニアソルーションSEマネージャー 小島 薫 氏

内容：～クラウドテクノロジー Update～ Microsoftクラウド最前線とCitrixの価値

Microsoftクラウド最前線 Windows 365とCitrix + Azure Virtual Desktopの違いとは？

(6)第10回クラウド協業推進勉強会

日時：2021年11月16日(火)13:00-14:30 場所：Web開催（Zoom） 参加者：46名

講師：ヴイエムウェア㈱ クラウドサービス技術本部 本部長 小林 政明 氏

アドビ㈱ GTM・市場開発部 ビジネスデベロップメントマネージャー 昇塚 淑子 氏

DX GTM Solution Consulting本部 ソリューションコンサルタント 高橋 サラ 氏

内容：VMware のマルチクラウド戦略、販売店・SIerの営業力強化のためのソリューション紹介 33



34

3.クラウド推進委員会 New Normal Communication Meeting（NNCM）

副委員長 髙橋 慎介

会員企業による新しい日常の働き方紹介を今後はVersion2として定期的に開催する。

発表15分 Q&A5分として3社で1時間の開催とする。発表はまず今年度新理事にお願いして自社や理事自身の

ご紹介もお願いする。その後は会員企業から委員で選定または希望者を募る。終了後は共有可能な資料を

ご提供いただき掲載する。

(1)第7回NNCM 

日時：2021年4月16日(金)13:00-14:00 場所：Web開催(Zoom)    参加者： 71名

発表者:シネックスジャパン㈱ HR･GA&LEGAL部門 法務・総務部長 長田 聡士 氏

ZVC Japan㈱(Zoom日本法人) カントリーゼネラルマネージャー 佐賀 文宣 氏

エムオーテックス㈱ 代表取締役社長 宮崎 吉朗 氏

一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会 専務理事 窪田 大介



(2)第8回NNCM

日時：2021年8月26日(火)13:00-14:00 場所：Web開催(Zoom)  参加者：83名

発表者：㈱インターネットイニシアティブ 常務執行役員 第五事業部長

サービス企画推進本部長 鯵坂 慎 氏

SCSK㈱ 理事 産業事業グループ 流通システム事業本部 副本部長

流通システム第三部 部長 堀田 真杉 氏

富士ソフト㈱ 常務執行役員 金融事業本部 本部長 三田 修 氏

(3)第9回NNCM

日時：2021年11月17日(水)13:00-14:00 場所：Web開催(Zoom)   参加者：76名

発表者：ダイワボウ情報システム㈱ 戦略ビジネス推進部長 土方 祥吾 氏

SB C&S㈱ 執行役員 松田 広史 氏

シネックスジャパン㈱ 代表取締役社長 國持 重隆 氏

4.クラウド推進委員会懇親ゴルフ会

日時：2022年1月15日(土) 9時17分スタート(OUT4組、IN4組) 

場所：袖ケ浦カンツリークラブ 新袖コース

参加者：30社32名 35



[3]｢会報の発行およびホームページ等による情報提供｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

広報委員会

委員長 田辺 昭正【菱洋エレクトロ㈱ スペシャルアドバイザー】
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1.JCSSA設立30周年記念事業として制作した記念ビデオをホームページに掲載

2.新会員企業の企業情報をホームページに掲載

2021年4月 17社（正会員14社、賛助会員3社）

2021年10月 14社（正会員12社、賛助会員2社）

2022年1月 9社（正会員5社、賛助会員4社）

3.役員体制に関するお知らせをホームページに掲載(2021年6月)

役員名簿の更新(新任理事11名を掲載)

4.JCSSA NEWS

2021年度は主要行事の中止、延期、Web開催などにより休刊

5.メールマガジン

毎月営業初日に発信した (セミナー、市場情報などをご案内した)

6.会員からの情報をホームページのお知らせ欄に28件掲載

7.ITチャリティー駅伝(新型コロナウイルス感染症対策を鑑みて2022年11月に延期)
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5.コンピュータシステム販売に関する内外関係

機関との交流及び協力

(定款第4条第5号関係)
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[1]｢国内関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

交流促進委員会

委員長 平山 勉 【㈱電波新聞社 代表取締役社長】

副委員長 牧 寛之 【㈱バッファロー 代表取締役社長】
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第1回交流促進見学会

日時：2021年10月21日(木)13:00-18:30

場所：㈱バッファロー 本社 名古屋市中区大須3-30-20(赤門通ビル)

次第：13:00-14:30本社&Wi-Fiコネクティッド･ホーム見学

14:30-17:00工場見学

17:00-18:30懇親会

内容：◆バッファロー本社展示室：創業当時からこれまでの製品と関連機器の見学

・1920年代トーキー映画上映時のWesternElectric社スピーカーの視聴。

・1975年創業時ヒット商品Melco3533ターンテーブル、真空管アンプの視聴。

◆Wi-FiコネクティッドHome

EasyMesh、Wi-Fi6技術による快適な無線ネットワーク環境、

ネットワークに接続された便利なWi-Fi家電を実際に操作して体感。

◆工場見学:ストレージ製品主力工場である藤田製作所視察

参加者：23社31名
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[2]｢内外関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

総務委員会

委員長 谷 正行 【㈱ハイパーマーケティング 代表取締役社長】

副委員長 水谷 学 【ピー・シー・エー㈱ 取締役相談役】

副委員長 田口 誠 【㈱システナ 取締役 上席執行役員】

副委員長 那須 一則【㈱日本HP 執行役員】
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1.ゴルフ交流会

日時：2021年11月3日(水)

場所：カレドニアン・ゴルフクラブ

受付なし、参加費なし、表彰式・パーティー開催なし、賞品なし

参加者：46名

2.JCSSA設立30周年記念事業

(1)理事役員合宿を開催して今後10年のJCSSAのビジョン作成

場所：宮崎フェニックス・シーガイヤ・リゾート

日時：2021年11月26日(金)～27日(土)

参加者：47名

(2)IT業界を目指す次世代の若者への記念ビデオの制作と配信

ビデオ制作会社：㈱クリエイティブバンク

ナレーション：㈱KEE'S 取締役副社長 会田 幸恵 氏
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3.新規会員歓迎懇親会

日時：2021年12月15日(水) 18:00-19:30

場所：明治記念館

参加者：理事・監事関係者50名、新会員41社77名

4.米国エグゼクティブツアー 新型コロナウイルス感染症対策を鑑みて2022年10月に延期

日時：2022年2月27日(日)から3月4日(金)

訪問予定企業：Cisco、HPE/HPI、Google、Trendmicro、Adobe、

Paloaltonetworks、AMD、Lenovo、SFDCなど
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Ⅱ．総会、理事会、委員長会

1.定時総会

(1)日時 2021年6月14日(月)

(2)場所 帝国ホテル ｢光の間｣

(3)議題 第1号議案 2020年度事業報告承認の件

第2号議案 2020年度決算承認の件

第3号議案 理事の選任について

報告事項1 2020年度事業計画書について

報告事項2 2020年度収支予算書について
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2.理事会

2021年度は5回の理事会を開催した。

(1)2021年4月22日(木)

日本ビジネスシステムズ会議室(Web会議併用) 出席理事 リアル 19名 Web 20名

（2)2021年6月14日(月)

帝国ホテル光の間 出席理事 リアル 40名

(3)2021年7月13日(火)

ホテルメトロポリタンエドモント万里の間(Web会議併用) 出席理事 リアル 28名 Web 15名

(4)2022年10月6日(水)

JCSSA事務局(Web会議併用) 理事・監事全員参加 出席理事 リアル 2名 Web 48名

(5)2022年1月24日(月)

帝国ホテル光の間 出席理事 リアル 39名
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3.委員長会

2021年度は4回の委員長会を開催した。

(1)2021年5月21日(金)

ソフトクリエイトホールディングス本社会議室(Web会議併用) 出席者 リアル 6名 Web 23名

(2)2021年8月25日(水)

JCSSA事務局(Web会議併用) 出席者 リアル 2名 Web 29名

(3)2021年12月15日(月)

ソフトクリエイトホールディングス本社会議室(Web会議併用) 出席者 リアル 14名 Web 12名

(4)2022年3月14日(月)

日本ビジネスシステムズ会議室(Web会議併用) 出席者 リアル 17名 Web 11名
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Ⅲ．会員の異動
1.入会(35社)

(1)正会員(23社)  

1.グローバルサイエンス㈱

2.㈱豆蔵K2TOPホールディングス

3.KDDIまとめてオフィス㈱

4.㈱ジープロシューマーズ

5.東京都ビジネスサービス㈱

6.㈱グロップ

7.㈱サイシード

8.㈱アスク

9.JBアドバンスト・テクノロジー㈱

10.㈱人援隊

11.東芝ITサービス㈱

12.ジェイエムテクノロジー㈱

13.ＰｉｃｏＣＥＬＡ㈱

14.㈱ラック

15.ネットチャート㈱

16.㈱ワークスアプリケーションズ・システムズ

17.㈱エーティーワークス

18.㈱ユーグラフ

19.㈲以心伝心

20.アイビーシー㈱

21.沖縄クロス・ヘッド㈱

22.エンライズテック㈱

23.㈱Enlyt
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(2)賛助会員(12社)

1.㈱Photosynth

2.弁護士ドットコム㈱ 8.H3C Japan Technologies(同) 

3.サイバートラスト㈱ 9.㈱クリエイティブバンク

4.パナソニックLSネットワークス㈱ 10.ダイワ通信株式会社

5.(一財)沖縄ITイノベーション戦略センター 11.AvePoint Japan株式会社

6.ポリコムジャパン㈱ 12.日本ITソフトウェア企業年金基金

7.アクシスコミュニケーションズ㈱

2.退会(4社)

(1)正会員(3社)

1.アイティアイ(富士通エフサス)→クリエイトラボに統合

2.ディーアイエスソリューション→ディーアイエスサービス＆ソリューション合併

3.豆蔵ホールディングス →K2TOPホールディングス(2021年4月入会)傘下

(2)賛助会員(1社)

1.富士通クラウドテクノロジーズ(富士通エフサス)→親会社富士通の意向
48



上記を含み、2022年3月31日現在の会員数は次の通りである。

正会員 200社 （昨年3月 179社） +21社

賛助会員 135社 （昨年3月 125社） +10社

合 計 335社 （昨年3月 304社） +31社
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部 会 長

玉田 宏一

 

(敬称略)　　

 クラウド販売会議 佐藤 光浩

 クラウド協業推進会議 牧田 幸弘 滝本 啓介

水谷 学、田口 誠、那須 一則

広　   　報 田辺 正昭

宮崎 吉朗、高橋 大造

古田 耕児、若松 勝久

辻 一成、大中 裕士

牧田 幸弘、髙橋 慎介
松本 裕之

 New Normal Communication Meeting

大月　剛

  アライアンス推進 松本 裕之 廣田 泰久 神山 昌樹

人　材
  コミュニティ 大三川 彰彦 丸山 義夫、宮澤 敏

溝口 泰雄
  人 材 育 成 影山 岳志

トレンド

  セ ミ ナ ー 木村 和広 大原 昌彦、水野 英樹

後藤 行正クラウド推進

髙橋 慎介

市　場
  サポートサービス 田中 啓一 中元 政英、岩﨑 一喜

  取引契約ガイドライン 後藤 和彦
玉田 宏一

JCSSA　委員会役員一覧

部 会 委 員 会 委 員 長 副 委 員 長 理　事

平山 勉 牧 寛之

総　務

総  　 　務 谷 正行

交 流 促 進

本村 誠基、安田 稔、堀田 真杉

委員会役員一覧
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委員会 参加会社一覧(2022年3月末現在、順不同)

1.総務委員会

㈱ハイパーマーケティング(委員長)

ピー・シー・エー㈱(副委員長)

㈱システナ(副委員長)

㈱日本HP(副委員長)

2.広報委員会

菱洋エレクトロ㈱(委員長)

レノボ・ジャパン(同)

㈱アイエスエフネット

日興通信㈱

㈱JMC

加賀ソルネット㈱

SCSK㈱

3.交流促進委員会

㈱電波新聞(委員長)

㈱バッファロー(副委員長)

㈱アンペール

㈱セキュア

MCS㈱

Grand.i㈱
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4.サポートサービス委員会

日本事務器㈱(委員長)

㈱富士通エフサス(副委員長)

NECフィールディング㈱(副委員長)

㈱大塚商会

Dynabook㈱

日興通信㈱

リコージャパン㈱

㈱シー・シー・ダブル

トレンドマイクロ㈱

㈱システナ

都築電気㈱

㈱BCN

5.取引契約ガイドライン委員会

㈱大塚商会(委員長)

日本事務器㈱

リコージャパン㈱

㈱ソフトクリエイトホールディングス

ダイワボウ情報システム㈱

(一社)ソフトウェア協会
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6.コミュニティ委員会

トレンドマイクロ㈱(委員長)

㈱大塚商会(副委員長)

㈱庚伸(副委員長)

ダイワボウ情報システム㈱

日本事務器㈱

㈱シー・シー・ダブル

㈱BCN

㈱インテル

エムオーテックス㈱

7.人材育成委員会

Dynabook㈱(委員長)

ダイワボウ情報システム㈱

ピー・シー・エー㈱

日本事務器㈱

㈱大塚商会

㈱シー・シー・ダブル

㈱富士通パーソナルズ

㈱ウチダ人材開発センタ

都築電気㈱

トレノケート㈱

㈱理経

加賀ソルネット㈱

SBSリコーロジスティクス㈱
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8.セミナー委員会

リコージャパン㈱(委員長)

㈱BCN(副委員長)

横河レンタリース㈱(副委員長)

㈱大塚商会

日本事務器シェアードサービス㈱

TD SYNNEX㈱

キーウェアソリューションズ㈱

インフォース㈱

トレンドマイクロ㈱

㈱プリンストン

SB C&S㈱

9.アライアンス推進委員会

ダイワボウ情報システム㈱ (委員長)

日本事務器㈱(副委員長)

NECフィールディング㈱

TD SYNNEX㈱

㈱ピーエスシー

アップデータ㈱

㈱コラボステイル

SB C&S㈱

ピー・シー・エー㈱

㈱アイネット

都築電気㈱

リコージャパン㈱

㈱オービックビジネスコンサルタント

㈱The ROOM4D
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10.クラウド推進委員会

日本ビジネスシステムズ㈱ (委員長)

SBテクノロジー㈱(副委員長)

日本ビジネスシステムズ㈱(副委員長)

ドーモ㈱(副委員長)

SBテクノロジー㈱

㈱ハイパーマーケティング

都築電気㈱

ダイワボウ情報システム㈱

㈱大塚商会

リコージャパン㈱

TD SYNNEX㈱

Dynabook㈱

㈱エフタイム

シスコシステムズ(同)

日本事務器㈱

㈱ハイパー

㈱アイネット

ベーステクノロジー㈱

トレノケート㈱

ピー・シー・エー㈱

㈱オービックビジネスコンサルタント

㈱エイトレッド

AXLBIT㈱

日本マイクロソフト㈱

サイボウズ㈱
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第２号議案
2021年度決算承認の件

56

【議案】
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2021年度決算 2020年度決算 (単位:千円)

【収入】

会費収入 78,345 72,630 (正会員、賛助会員増)

事業収入 2,091 7,799 （米国エクゼクティブツアーWeb開催）

雑収入 21 202

合 計 80,457 80,631

【支出】

一般事業費 30,117 34,202 （米国エクゼクティブツアーWeb開催)

管理費 30,481 26,272 (経理・会計業務の外部委託 役員新年会)

合 計 60,598 60,474

収支 19,859 20,157

今期利益 会費収入の増加、帝国ホテル懇親会の中止による

詳細は別添計算書をご一読ください



第３号議案
定款一部変更承認の件
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【議案】
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定款一部変更承認の件

一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会定款の一部変更について、
以下の通り、ご承認をお願い申し上げます。

【現行の定款】

第５章 役員等
（種類及び定数）
第２１条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 ２０人以上５０人以内
(2) 監事 ４人以内

【変更後の定款】

第５章 役員等
（種類及び定数）
第２１条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 ３０人以上６０人以内
(2) 監事 ４人以内



第４号議案
理事・監事選任の承認を求める件
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【議案】



2022年度理事・監事候補者一覧 (敬称略・氏名五十音順)
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1.理事

■重任(41名)

鯵坂 慎 金成 葉子

㈱インターネットイニシアティブ ㈱シー・シー・ダブル

常務執行役員 代表取締役社長

浦 聖治 木村 和広

クオリティソフト㈱ リコージャパン㈱

代表取締役社長 代表取締役 社長執行役員 CEO

大塚 裕司 窪田 大介

㈱大塚商会 (一社)日本コンピュータシステム販売店協会

代表取締役社長 専務理事

大中 裕士 熊部 光洋

シスコシステムズ(同) 加賀ソルネット㈱

専務執行役員 代表取締役社長

大三川 彰彦 小山 敏之

トレンドマイクロ㈱ (一社)日本コンピュータシステム販売店協会

取締役副社長 事務局長
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後藤 行正 高橋 大造

日本ビジネスシステムズ㈱ インテル㈱

取締役常務執行役員 執行役員

堺澤 顕 滝本 啓介

協立情報通信㈱ 日本マイクロソフト㈱

執行役員 業務執行役員本部長

坂本 憲志 田口 誠

㈱JMC ㈱システナ

代表取締役社長 CEO・COO 取締役

鈴木 範夫 田中 啓一

日興通信㈱ 日本事務器㈱

代表取締役社長 代表取締役社長

髙橋 慎介 田辺 正昭

ドーモ㈱ 菱洋エレクトロ㈱

取締役会長 スペシャルアドバイザー
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谷 正行 那須 一則

㈱ハイパーマーケティング ㈱日本HP

代表取締役社長 執行役員

玉田 宏一 林 宗治

㈱ハイパー ㈱ソフトクリエイトホールディングス

代表取締役社長 代表取締役社長

辻 一成 平山 勉

㈱エフタイム ㈱電波新聞社

代表取締役社長 代表取締役社長

中出 敏弥 古田 耕児

㈱プリンストン ㈱理経

代表取締役社長 取締役

中元 政英 細野 昭雄

㈱富士通エフサス ㈱アイ・オー・データ機器

取締役常務 代表取締役会長



溝口 泰雄

SB C&S㈱

代表取締役社長 兼 CEO
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堀田 真杉 宮崎 吉朗

SCSK㈱ エムオーテックス㈱

理事 流通システム事業本部長 代表取締役社長

牧 寛之 本村 誠基

㈱バッファロー ㈱アイエスエフネット

代表取締役社長 取締役 最高執行責任者

牧田 幸弘 安田 稔

日本ビジネスシステムズ㈱ レノボ・ジャパン(同)

代表取締役社長 執行役員副社長

松本 裕之 若松 勝久

ダイワボウ情報システム㈱ SBSリコーロジスティクス㈱

代表取締役社長 代表取締役社長執行役員

三田 修 和田 成史

富士ソフト㈱ ㈱オービックビジネスコンサルタント

常務執行役員 代表取締役社長
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■就任(10名)

奥田 芳恵(おくだ よしえ) 渋谷 正彦(しぶや まさひこ)

㈱BCN Dynabook㈱

代表取締役社長 国内事業統括部 統括部長

國持 重隆(くにもち しげたか) 鈴村 文徳(すずむら ふみのり)

TD SYNNEX㈱ エプソン販売㈱

代表取締役社長 代表取締役社長

児玉 崇（こだま たかし） 関 路子(せき みちこ)

SBテクノロジー㈱ 日本AMD㈱

執行役員 サービス統括
ビジネスイノベーション本部 本部長

代表取締役

近藤 伸也(こんどう しんや) 西村 淳(にしむら じゅん)

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 日本ヒューレットパッカード(同)

執行役員 常務執行役員

笹嶋 博之(ささじま ひろゆき) 山神 寛之(やまがみ ひろゆき)

NECフィールディング㈱ 横河レンタ・リース㈱

理事 執行役員
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■任期満了により退任(7名)

岩﨑 一喜 神山 昌樹

NECフィールディング㈱ TD SYNNEX㈱

執行役員常務 常務執行役員

大月 剛 佐藤 光浩

㈱イトーキ SBテクノロジー㈱

常務執行役員 取締役 副社長執行役員 CSO

大原 昌彦 水野 英樹

元 ㈱BCN 横河レンタ・リース㈱

取締役 常務執行役員

影山 岳志

元 Dynabook㈱

常務執行役員

2.監事

■重任(3名)

菅 義孝 宮澤 敏

松浦雄一郎税理士事務所 ㈱庚伸

税理士 代表取締役社長

水谷 学

ピー・シー・エー㈱

取締役相談役



報告事項１
2022年度事業計画について
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【報告事項】



2022年度事業計画書

(2022年4月1日～ 2023年3月31日)
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一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会では、｢ITで日本を元気にしよう｣という

スローガンの下、経済産業省や諸団体との情報交流を通して様々な情報を収集し、それら

を経営活動に役立つ情報として発信していく。またビジネスに役に立つセミナーや様々な

活動により、IT業界の活性化のために貢献する。

【基本理念】

ITを活用するお客様に、一番近い位置にいる業界団体として、利用者の目線

に立ち、ITの社会的普及と活用促進に向けて、相互に協力し活動する。

【基本的使命】

市場の実態を知る(マーケティング機能)

人材を育成する(スキルアップ機能)

交流を促進する(アライアンスの場提供機能)
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【基本的役割・目標】

ITの利活用の促進と社会的普及を行う

業界トレンドの情報を収集し提供する

お客様の要望に関する調査活動を行う

関連団体と連携して業界課題を全体最適に解決する活動をする

新規会員入会を促進させて会員のビジネスチャンスを拡大する

会員のコミュニケーションを促進する

【2022年度活動方針】

｢ITで日本を元気にしよう｣ ～新しい働き方(New Normal)を推進させる～

1 会員とベンダーとの連携を推進し会員企業の業績向上を支援する

2 人を集める活動から情報を素早く集めて発信する活動へ転換する

3 New Normalの業界標準を創り出し新しい 市場を創造する

4 会員相互のコミュニケーションをWeb交流等で活性化させる
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1.コンピュータシステム販売に関する調査研究

(定款第4条第1号関係)
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[1]｢コンピュータシステムのサポートサービス等調査研究｣

市場部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

サポートサービス委員会

委員長 中元 政英【㈱富士通エフサス 取締役常務】

副委員長 田中 啓一【日本事務器㈱ 代表取締役社長】

副委員長 笹嶋 博之【NECフィールディング㈱ 理事】
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１．事業の目的
IT関連の動向や最新導入状況などについて、アンケートを中心に情報を収集・分析し、分析結果を
会員に提供する事によって、今後の戦略や将来計画等の立案に寄与する。

２．事業の内容と進め方
（１）本年度のテーマは2021年度の内容を継続し、「働き方改革」、および「デジタルトランス

フォーメーション」の導入、実施状況についての調査研究を行う。
（２）並行して、委員会メンバーの執筆による、ITに関連する易しい解説書を作成、公表し、

広くITについての理解を深めてもらう。
（３）委員会の中に、調査検討、解説書作成等のワーキングチーム(WT)を設置し活動を行うとともに

執筆専任チームを設け報告書の作成を行う。成果物はデジタル配布形態をより拡充させ、
双方向性の充実とともに、利用者のニーズに応える形式と内容を目指す。

（４）実施予定
・サポートサービス委員会 委員の募集（3－4月）
・調査内容の検討、作成（4－7月）
・アンケート実施（8月－10月）
・解説書の内容検討、執筆（8月－12月）
・報告書の内容検討、執筆（10月－1月）
・中間報告（プレスリリース）発表（11月）
・来年度のテーマ検討、決定（11－3月）
・調査研究報告書、および解説書のデジタル公開、配布（2月）



[2]｢コンピュータシステムの販売マーケット等調査研究｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

広報委員会 市場実態調査分科会

マーケティング調査分科会

委員長 田辺 正昭【菱洋エレクトロ㈱ スペシャルアドバイザー】
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市場実態調査分科会

１．事業の目的
IT市場実態の把握の一助として、会員企業の業績や今後の業績見通しに関するアンケートを
通じて、景気動向の変化をDI調査（Diffusion Index）という形で半年毎に調査、報告する。

２．事業の内容と進め方
（１）DI調査の実施時期

IT事業に携わる会員企業を対象に、Webを通じた調査を年2回行う。上場企業のIR時期も
考慮し、5月と11月に行う。所要期間は、調査内容の企画から実施、レポート送付まで
2カ月以内の予定。

（２）実施方法
分科会で都度企画し、実施する。ASPのアンケートシステムを使用し、セキュリティに
配慮した個別サイトごとに回答頂く。調査委託先で集計・報告書作成を行い、分科会にて
最終検討し、プレスリリースとして発表する。全会員宛にレポートをメール送信するが、
アンケートに協力頂いた会員へは、より詳細なレポートを提供する。
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マーケティング調査分科会

１．事業の目的
会員企業の営業生産性向上を目的に、営業とマーケティングのベンチマークに用いるための
指標を整理集計して、営業/マーケティング活動におけるパフォーマンスを測定する指標と
その基準値を独自に調査、報告する。

２．事業の内容と進め方
（１）マーケティング調査の実施時期

会員企業を対象に、WEB調査を年1回7月に実施する。
実施スケジュールは、調査内容の企画から実施、レポート送付まで3カ月以内の予定。

（２）ベンチマーク対象指標群
デジタルマーケティング関連、保有顧客データ関連、
施策種別の実施状況、営業/マーケティング関連システム利活用状況

（３）実施方法
調査委託先でWEB回答サイト・集計・報告書作成を行い、分科会にて最終検討し、
会員企業に案内する。報告書の配布範囲は、会員企業には、一部指標の全体値を
記載した簡易レポートを報告、調査に協力いただいた会員企業には、全指標の
全体値および高営業生産値データ、考察レポートを案内する。



2.コンピュータシステム販売に関する人材育成

(定款第4条第2号関係)
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[1]｢人材育成の推進｣

人材部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

人材育成委員会

委員長 影山 岳志【元 Dynabook㈱ 常務執行役員 国内事業統括部長】
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１．事業の目的
経営者、管理職、中堅社員、新入社員を対象としたセミナーや研修会を開催し、会員企業の
人材育成の機会を作り、知識の習得と共に交流の場とする。
会員企業の人事総務担当者の研修、見学会を開催し、知識獲得、情報交換の場をつくる。
2022年度はIT人材不足に対応するためにダイバーシティ、女性活躍推進に取組む。

２．事業の内容と進め方
（１）新入社員セミナーの開催

会員企業の新入社員(通年採用社員を含む)を対象に、業界を代表する著名人や業界の先輩等
から社会人としての心構えなどのアドバイス、IT業界の将来などについての講演を実施する。

（２）トップエグゼクティブセミナーの開催
会員企業の役員クラスを対象にIT業界に共通した経営課題、経営環境に関する話題をテーマ
として講演会を開催する。更に懇親会を通して情報交流や人脈交流を図る。

（３）管理職研修の開催
会員企業の管理職、中堅社員を対象にテーマを選定して研修会を開催し人材育成の強化を図る。

（４）人事総務情報交換会の開催
会員企業の人事総務担当者の研修会・情報交換会を開催し、人事教育制度の仕組みや業務改革・
人材育成の強化をテーマとして先進対策事例や課題などの情報提供及び知識習得を図る。

（５）営業提案力研修の開催
営業に求められる顧客対応力、提案型ビジネススキル、ビジネスプラン作成、情報分析など、
営業管理職に重要な即実践につながる内容で実施する。



[2]｢IT事業者と会員企業間の情報交流および新規会員獲得｣

人材部会

部会長 玉田 宏一 【㈱ハイパー 代表取締役会長】

コミュニティ委員会

委員長 大三川 彰彦【トレンドマイクロ㈱ 取締役副社長】

副委員長 丸山 義夫 【㈱大塚商会 広告宣伝部 次長】

副委員長 宮澤 敏 【㈱庚伸 代表取締役】
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１．事業の目的
会員企業および、非会員企業の地域販売店・IT事業者およびIT利用企業の横の情報交流・情報共有の
場づくりを行う。また、JCSSAならではの講師によるセミナーを通じて、新規ビジネス情報の提供を
行う。これらの活動を通じて新規会員獲得を推進する。

２．事業の内容と進め方
（１）経営戦略オープンセミナーの開催

・企画（4月～8月）セミナー実施内容の企画立案、詳細の詰め、地域販売店の集客および
フォローアップについて検討

・集客開始（9月）委員会メンバー、および理事会員からの招待活動
・会場＆Webのハイブリッド開催（12月） 特に地域販売店の集客に注力し、多くの参加者を

募ると共に新規会員の獲得を目指す。（目標20社）
・オープンセミナー参加者のうち、入会希望者へのフォローアップ（12月～2月）

（２）会員インタビュー活動
協会での活動を有効利用している会社へのインタビューを実施し、その内容を公開して、
会員外企業の入会意欲を促進する。



3.コンピュータシステム販売に関する普及及び啓発

(定款第4条第3号関係)
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[1]｢中小企業向け情報システムの取引・契約ガイドラインに関する普及啓発｣

市場部会

部会長 玉田 宏一【㈱株式会社ハイパー 代表取締役会長】

取引契約ガイドライン委員会

委員長 後藤 和彦【㈱大塚商会 上席執行役員】
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１．事業の目的
経済産業省の支援のもと、SAJ（一般社団法人ソフトウェア協会）とJCSSAの協同で
作成した「情報システムの信頼性向上のためのモデル取引契約ガイドライン（改訂版）」
について引き続き普及啓発活動を行う。

２．事業の内容と進め方
（１）情報システム取引におけるモデル契約書普及の協同活動

SAJと協同し、この内容を普及・啓発するセミナー活動を推進する。
（２）情報システム取引者育成プログラムの推進

SAJと協同し、通信教育と出張教育をTAC株式会社へ委託したことにより、
従来東京中心になっていた普及・啓発活動を全国規模に拡げる。



[2]｢セミナー、講演会の開催｣

トレンド部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

セミナー委員会

委員長 木村 和広【リコージャパン㈱ 代表取締役 社長執行役員 CEO】

副委員長 大原 昌彦【元 ㈱BCN 取締役】

副委員長 水野 英樹【横河レンタ・リース㈱ 常務執行役員】
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１．事業の目的
「ITで日本を元気にする」のスローガンのもと、ITを活用した業務ソリューションや
インターネットを活用した新しいビジネスモデル、ハードウェア、ソフトウェア、システム
ソリューションの最新市場動向、利用技術動向、先端技術動向等の話題を取り上げ、IT流通の
視点に立ってセミナー等を実施し、普及啓発を図る。
2022年度は日本企業の経営者の意識改革によってDX推進を進める活動を行いたい。

２．事業の内容と進め方
（１）サマーセミナー

定例総会開催日の重要な行事として、定例総会に引き続き、セミナーを開催する。
IT業界にとってタイムリーで話題性の高い内容を取り上げ実施する。

（２）新春特別セミナー
賀詞交歓会の行事として、懇親会の前にセミナーを開催する。IT業界に関連したビジネスの
国内外最新事情に詳しい講師を招いて実施する。

（３）定例セミナー
年3回Web開催として充実したテーマに絞り込む。
JCSSAらしさをしっかり議論して会員企業へ高い価値を提供する内容にする。



4.コンピュータシステム販売に関する情報の収集

及び提供

(定款第4条第4号関係)
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[1]｢IT販売に関するトレンド調査、ビジネスモデルに関する情報収集および提供｣

トレンド部会

部会長 松本 裕之【ダイワボウ情報システム㈱ 代表取締役社長】

アライアンス推進委員会

委員長 松本 裕之【ダイワボウ情報システム㈱ 代表取締役社長】

副委員長 廣田 泰久【日本事務器㈱ ホリゾンタルソリューション企画部長】
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１．事業の目的
委員相互の知識の向上を図るとともに、会員相互のビジネス拡大のサポートを推進、
また、中堅・中小企業のIT推進を支援して業容拡大に貢献する。

２．事業の内容と進め方
ITに関連する各種先進事例を幅広く収集して、これからのビジネスへの参考になる
キーワードを発掘する。また、会員各社のアライアンス推進を目的とした機会を設け、
委員会の活動についても広く認知を図る。

（１）アライアンスビジネス交流会
SAJとの共催により会員各社のアライアンス推進を目的として年4回開催

（２）会員企業のプレゼンスアップ
新会員及び特別賛助会員を中心に会社概要・取組事例の紹介



[2]｢クラウド販売の課題に関する情報収集および研究｣

トレンド部会

部会長 松本 裕之【ダイワボウ情報システム㈱ 代表取締役社長】

クラウド推進委員会

委員長 後藤 行正【日本ビジネスシステムズ㈱ 取締役常務執行役員】

副委員長 牧田 幸弘【日本ビジネスシステムズ㈱ 代表取締役社長】

副委員長 髙橋 慎介【ドーモ㈱ 取締役会長】

副委員長 佐藤 光浩【SBテクノロジー㈱ 取締役 副社長執行役員 CSO】
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１．事業の目的
クラウド関連ビジネスの最新情報を収集し会員企業のクラウドビジネスの推進に貢献する

２．事業の内容と進め方
（１）クラウド販売会議

2-3か月に1回 Web開催(60分)とする。
「クラウド販売サービスの成功事例を会員企業に発表する」
発表は会員企業から公募して2社/回とする。

（２）クラウド勉強会
2-3か月に1回 リアルとWeb開催併用(60分)とする。
「クラウドベンダーの最新の製品サービスを事例を交えて紹介する」
発表は各ベンダーに依頼して1社/回とする。

（３）New Normal Communication Meeting (NNCM)
2-3か月に1回 Web開催(60分)とする。
「理事企業に新しい働き方を紹介してもらい質疑応答を実施する」

発表は会員理事に依頼して3社/回とする。



[3]｢会報の発行およびホームページ等による情報提供｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

広報委員会

委員長 田辺 昭正【菱洋エレクトロ㈱ スペシャルアドバイザー】
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１．事業の目的
ホームページ、メールマガジン、会報の充実を図り、会員間の情報交換を推進して、正会員と
賛助会員の交流を活性化させる。

２．事業の内容と進め方
（１）会報発行

会報を発行し、会員に配布すると共に、各種団体やその他必要なところに配布する。
（２）ホームページ運営

今年も引き続き、活性化を目的に内容や運営を強化する。イベント案内やイベント報告を始め、
JCSSAの活動をタイムリーに告知して行く。情報発信強化のため、常に仕様変更も検討する。
新しい内容について強化するときもコストを意識して工夫する。

（３）メールマガジン配信
協会行事報告、セミナー報告、委員会の動き、政策などの記事を適時掲載する。
会員各社のイベント等の紹介コーナーとしても利用される業界の情報源にする。

（４）DI調査を通じた広報活動
市場実態調査分科会の活動としてDI調査を実施し、その結果を会員に報告して事業活動への
参考にして頂くとともに、メディアに発表して広く認知をはかる。

（５）B2Bマーケティングベンチマークデータ分析
会員各社の営業生産性向上を目的としてB2Bマーケティングベンチマークデータ分析を実施する。

（６）ITチャリティ駅伝への後援
社会貢献活動を通じて会員企業の健康経営とJCSSAのプレゼンスアップにつなげる。



5.コンピュータシステム販売に関する内外関係

機関との交流及び協力

(定款第4条第5号関係)
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[1]｢国内関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

交流促進委員会

委員長 平山 勉 【㈱電波新聞社 代表取締役社長】

副委員長 牧 寛之 【㈱バッファロー 代表取締役社長】

95



96

１．事業の目的
見学会や勉強会は、関心の高いテーマを持つ団体・企業との交流を図ることで、
会員企業の事業化に繋げるための見学会＆勉強会として開催する。
また、新しい企画を通じて、会員企業のビジネスチャンスをふやす。

２．事業の内容と進め方
（１）企業の見学会＆勉強会

会員企業（会員外を含む）が持つタイムリーなテーマで開催し、コラボレーション
やアライアンスの機会を提供する。

（２）団体との交流促進に寄与する事業
IT関連団体との交流促進事業を実施する。



[2]｢内外関係機関等との交流及び協力｣

総務部会

部会長 玉田 宏一【㈱ハイパー 代表取締役会長】

総務委員会

委員長 谷 正行 【㈱ハイパーマーケティング 代表取締役社長】

副委員長 水谷 学 【ピー・シー・エー㈱ 取締役相談役】

副委員長 田口 誠 【㈱システナ 取締役 上席執行役員】

副委員長 那須 一則【㈱日本HP 執行役員】
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１．事業の目的
人事・総務の取りまとめ及び組織の運営と全体の在り方を検証して提言する。
JCSSAの活性化と内外の関係諸団体や企業との情報交換を必要に応じて行う。

２．事業の内容と進め方
（１）総会、理事会、委員長会の開催し議案を検討する。
（２）予算、決算の検討をする。
（３）協会活動の活性化と会員相互の交流活動、親睦活動を実施する。
（４）内外関係機関との交流及び協力（定款第４条第４号及び第５号関係）等の調整

海外調査、内外関係機関との交流及び協力等の実施について、必要に応じて、随時
タスクフォース方式で対処する。

（５）事務局運営をサポートする。
（６）その他

予定外の課題が出た場合に検討し理事会へ提案し対処する。



報告事項２
2022年度収支予算書について
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【報告事項】
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2022年度予算 2021年度予算 (単位：千円)

【収入】
会費収入 83,220 79,080 (正会員210社、賛助会員136社、理事活動費)
事業収入 5,134 5,009
雑収入 9,220 9,166 (賀詞交歓会、総会懇親会)

合計 97,574 93,255
【支出】

事業費 47,151 44,536 (理事合宿)
管理費 49,070 47,370 (経理・会計業務の外部委託)
投資・予備 1,300 1,300

合計 97,521 93,206

【収支】 53 49

＊詳細は収支予算書をご覧ください。


