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◎品質向上・情報セキュリティ・コンプライアンス
SRAは、第三者機関による証明を得て、高品質なサービス提供、情報資産のセキュリティ強化、
個人情報保護の徹底を図っております。

■JIS Q 9001：2015（ISO9001：2015）認証取得
【認証取得事業所】
ネットワークシステムサービス第1事業部　IDC
ネットワークシステムサービス第2事業部 

■JIS Q 27001：2014（ISO/IEC27001：2013）認証取得
【認証取得事業所】
ネットワークシステムサービス第1事業部　IDC
ネットワークシステムサービス第2事業部　 

■プライバシーマーク付与の認定取得（1999年）

■CMM®「レベル３達成」の判定を取得（2001年12月）
（CMM® is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ）

本社 〒171-8513　東京都豊島区南池袋2-32-8 TEL.03-5979-2111
永代橋事業所 〒135-0031　東京都江東区佐賀1-5-6 永代OTビル4F TEL.03-5620-3411
中部事業所 〒461-0001　名古屋市東区泉2-27-14 関電不動産高岳ビル8F TEL.052-936-0611
関西事業所 〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル2F TEL.06-4704-2611

2023.4.1※記載されている商品名は一般的には各社の商標または登録商標です。

社名 株式会社SRA
本社所在地 〒171-8513　東京都豊島区南池袋2-32-8　

TEL.03-5979-2111（大代表）　FAX.03-5979-2612
設立日 1967年11月20日

代表取締役社長 平田 淳史
事業内容 コンサルティング、システム構築（金融、組込、文教、業務システム、インフラ構築等）、 

運用（アウトソーシングサービス、インフラ運用、システム運用）、サポートサービス、 
ハードウェア（サーバ等）・ソフトウェア販売

資本金 26億4,020万円
従業員数 879名（2023年4月1日現在）
上場市場 東京証券取引所プライム市場（株式会社SRAホールディングス／証券コード3817）

https://www.sra.co.jp/

◎研究開発 SRAは、高品質なソフトウェアシステム開発のための、ソフトウェア技術に関する
学術研究および技術開発に取り組んでいます。 
■ 先端技術研究所は、文部科学省から科学研究費補助金取扱規程第2条に規定する

研究機関としての指定（2010年）を受けています。

Corporate Profile

Quality



SRA Solutions� ＊自社開発（自社IP）製品  

　海外拠点の実績、ノウハウとグローバル・リーチを活かし、 
海外ビジネスを推進している日系企業・現地企業のお客様は
もとより、これから海外市場に進出されるお客様に対しても国際
競争力強化に直結する各種サービスを提供しています。
　また、IT技術の進展と先々のニーズをいち早く捉え、市場優位
性のある技術やサービスを有する海外企業と業務・資本提携を
行なうなど、国内外のお客様へのサービス拡充も図っています。

グローバル展開を図るお客様に
国際競争力強化に直結する
サービスを提供

◎世界の有望市場で拡充するSRAネットワーク

　企業や大学において、成長戦略の中枢を担うIT。SRAは、先進技術力と
各業界における業務知識、実績、ノウハウを活かしたシステムの構築により、
IT戦略を成功に導きます。
　また、クラウドコンピューティングの普及に伴いますます高まるセキュリ
ティとコンプライアンスに対する要求に対し、高い技術力と長年にわたる
経験、信頼に基づく運用サービスも提供しています。

独立系のニュートラルな立場で
お客様のIT戦略を成功に導く
最適なソリューションを提供

◎技術力と業務知識を活かしたシステム構築、運用サービス　

　デジタルトランスフォーメーションを支えるAI、クラウド、
セキュリティ、さらにその総合技術であるIoT―これらの 
基礎技術と先進技術を組み合わせ、様々な業界のリーディング
カンパニーであるお客様に対し、デジタルビジネスを成功に
導く、新しい「価値」を提供いたします。

基礎技術と先進技術を組み合わせ
新しい「価値」を提供

◎デジタルビジネスの成功を先進技術で実現

 株式会社SRA　代表取締役社長　平田 淳史

●「PostgreSQL」をはじめ、オープンソースソフトウェアの先進技術セミナーも開催

◎�自社開発（自社IP）製品をはじめ�
国内外の優れた先進的製品を�
ソリューション／サービスとして提供

【 製品名：ピーコン 】

https://www.sra.co.jp/p-con/

既存の紙の書類を「そのまま」デジタル化できるペーパーレスソリューション。
電子契約・ワークフローにも対応、コスト削減・業務効率化を実現

【 製品名：メールデポ 】

https://www.sra.co.jp/maildepot/

Microsoft365、Google Workspaceにも対応するコンプライアンス対策に最適な
メールアーカイブ製品。高速検索・大容量対応を実現

【 製品名：プロジェデポ 】

https://www.sra.co.jp/projdepot/

ソフトウェア開発現場のニーズから生まれたチーム開発環境。
組織においてプロジェクトを一元的に管理し、ソフトウェア資産の
安全で効率的なマネジメントを支援

【 製品名：テストデポ 】

https://www.sra.co.jp/testdepot/

組込みソフトウェア開発において、従来、人手を掛けて行なっていた
テスト作業（設定・操作・確認）の自動化支援ツール。
実機を含め、統合的でシームレスなテスト環境構築を実現

【 製品名：テスタブリッシュ】

https://www.sra.co.jp/testablish/

Web・GUIアプリケーションのテスト自動化支援ツール。画面操作でテストケースを
作成し、Seleniumコードを自動生成することにより、テスト自動化を実現。
仕様書やエビデンスを自動生成することで作業負担を削減

【 製品名：キャバリン 】

https://www.sra.co.jp/cavirin/

ハイブリッドクラウド用の包括的コンプライアンス、セキュリティソリューション。
DevSecOpsに基づく。データセンターとマルチクラウドに対応し、統一的かつ
一元的にセキュリティポリシーを適用

【製品名：ユニビジョン】

https://www.sra.co.jp/UniVision/

文教システムをWebサービスにより統合した総合文教ソリューション。
入試・教務・ポータル・学費・奨学金・健康管理・通信制大学に対応、

「学生ポートフォリオ」「授業評価アンケート」等の学修環境までサポート

【 製品名：パワーグレス 】

https://powergres.sraoss.co.jp/

オープンソースデータベースで実績・定評のある「PostgreSQL」をベースに、
データベースの操作ツールやサポートを付属した製品

【 製品名：ヘルスプレイヤー 】
https://www.sra.co.jp/healthplayer/

http://www.healthplayer.net

注目のデジタルヘルスビジネスをトータルに支えるマルチプラットフォーム。
先進技術をベースに、様々なヘルスケアデータの取得と分析に対応

（株）プラクテックスと共同で開発・提供

UniVision*

*

*

*

*

**

Cavirin 6.0

UniVision*

*

*

*

*

**

Cavirin 6.0

UniVision*

*

*

*

*

**

Cavirin 6.0

UniVision*

*

*

*

*

**

Cavirin 6.0

UniVision*

*

*

*

*

**

Cavirin 6.0

UniVision*

*

*

*

*

**

Cavirin 6.0

*

*

「自らの職業的実践を通じ、コンピューターサイエンスの諸分野を発展させ、それによって人類の未来に貢献する」
という私たちSRAの企業理念は、創業以来50有余年を経た今も色褪せることなく、益々具体的な実践の裾野を
広げ、私たちを駆り立てる輝きを帯びて胸に宿ります。様々な形で世界中の社会基盤を支える最重要技術の一つと
なったITこそ、私たちの職業的実践の場であり、企業価値の源泉です。これまでも常にグローバルな視点から先進
技術を応用し、ソフトウェアを通じてお客様の価値創出に貢献してまいりました。これからもこうして培ってきた
私たちSRAの強みを生かしつつ、ネットワークで様々な技術が融合するITの進化に合わせ、優れた技術を持つ
ビジネスパートナーの皆さまとも手を携えてSRAグループの自社IPを活用し新たな価値を創出することで、ビジネス
領域を広げてまいります。ITにより進化する社会をしっかりと支える技術を応用し、お客様と共に歩みながら多くの
課題を解決する「ソーシャルイノベータ」を目指して社員一同奮励努力いたします。

Advanced Technology

Global Reach

The SRA Vision

Customer Success基礎技術×先進技術で    
Digital Transformationを実現

デ ジ タ ル ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン

製品・ソリューション
⃝内部統制、クラウドセキュリティ　
⃝ AI　 ⃝ BI　 ⃝オープンソースソフトウェア　
⃝文教　 ⃝ 開発支援、システム品質  
⃝ヘルスケア

運用サービス
⃝アウトソーシングサービス
⃝  インフラ運用サービス 
（ネットワーク、サーバ等）
⃝システム運用サービス

システム構築
⃝金融ITサービス
⃝ 組込ITサービス
⃝文教ITサービス
⃝ 業務システム構築

⃝  インフラ構築 
（ネットワーク、サーバ等）
⃝コンサルティング

UniVision*

*

*

*

*

**

Cavirin 6.0*

【日本国内】
7社4事業所

【海外】
9社

SRA's
Global Network

システム設計

コンサルティング

インフラ構築

アプリケーション
開発

導入・支援

運用サービス


