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DSBグループ

統合BPOソリューションサービス
DSBグループとして営業機能を一体化し、お客様のさまざまなニーズに合わせて、
オペレーション、IT、人材の各ソリューションをワンストップで提供するサービスです。

●事務企画（制度対応）
●事務処理（集中化・集約化）
●相続センター
●コンプライアンスサービス
●コールセンター
　（事務サポートセンター） 等

オペレーションソリューション

●人材紹介
●要望に応じた人材派遣
●地方創生に向けた人材確保 等

人材ソリューション

株式会社だいこう証券ビジネス 株式会社DSB情報システム

株式会社DSBソーシング

●システムコンサルティング
●システムインテグレーション
●システム基盤ソリューション

ITソリューション
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ごあいさつ

　当社は、1975年に証券会社の情報システム部門から独立し、以来40年

に渡り積み重ねてきた証券業務知識と情報通信技術を駆使し、証券分野に

おけるシステムの企画・設計・開発から運用までをフルサポートしてまいり

ました。

　また、こうした証券業務知識や情報通信技術に長けた人材を活用し、金融

分野のソリューション提供にも強みを発揮しており、年金・保険等といった

幅広い金融分野にも積極的に進出しております。

　近年、証券・金融業界を取り巻く環境は急速に変貌を遂げてまいりました。

具体的には、株券の電子化に代表される証券決済制度改革、特定口座制度

やNISA（少額投資非課税制度）にみられる証券税制改正等です。また、

業態の垣根を越えた金融商品サービスの適用や、投資家・消費者サイドも

ネットとリアルを巧みに活用した金融取引行動の変化は揺るぎのないものと

なってきています。

　一方、自社でインフラ設備を所有せず外部のリソースやノウハウを活用

することで、より戦略的な領域へリソースを集中し、業務の効率的運営を実現

する、ICT基盤（Information and Communication Technology）の「所有

から利用」への変化も顕著となり、アウトソーシングへの期待もより一層

高まっています。

　当社はこうした中、2012年7月に株式会社だいこう証券ビジネスグループ

（DSBグループ）に入りました。DSBグループの一員として、経営ビジョンを実

現すべく、お客様の業務に加え、常に最新の情報技術に精通したエンジニア

集団として、最高のシステムソリューションを提供してまいる所存でございます。

　今後とも、引き続き変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。

代表取締役社長



● 構築後の維持管理
● 24時間365日運用
●ヘルプデスク

●テスト
●導入支援

●要件定義
●設計・開発
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進化する情報社会へ
専門性と総合力で強力サポート
急速な変革を続ける情報社会においては、経営戦略の鍵を握るシステムの重要性が益々高まっており、効果的かつ効率的サービスを
提供するアウトソーシングに対する期待が大きくなっています。証券会社の情報システム部門からスタートした当社は、ユーザの立場
でシステムの企画・設計・開発から運用までをフルサポートしてまいりました。
証券業務知識や情報通信技術を活用し、システムの企画・設計・開発から運用まで、証券・年金・保険といった金融分野に限らず、
製造、流通、官公庁、学校等の企業および生活者が安心して利用できるサービスを提供する ICT プラチナパートナーとして、専門性と
総合力でお客様を強力にサポートいたします。

お客様の問題発見から解決策の提言、業務改革の検討、
商品 / 制度等の分析、業務要件の検討段階から当社社
員が対応いたします。また、システムの設計・構築のみ
ではなく、保守・システム運用・ヘルプデスクまでを
一貫してご提供いたします。

開発部門、運用部門から独立した専任の品質管理部門を
設け、厳しい出荷判定基準による品質管理体制の下、お客
様が安心してご利用できるシステムをご提供いたします。

ワンストップソリューション

“ワンストップソリューション” ＋ “徹底した品質管理体制”

徹底した品質管理体制

ご提供ソリューション群
Dream-S

証券総合オンラインシステム
TIMS

売買審査管理システム

RPAソリューション
ロボティック・プロセス・オートメーション

サイバーセキュリティサービス
サイバー攻撃対策ソリューション

●問題発見と解決
●業務改革の検討
●商品／制度等の分析

コンサルティング システム開発

徹底した品質管理体制

保守・システム運用
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本社

新木場方面

アパホテル潮見クリニック

ファミリーマート
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東京方面
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会社概要
取締役会長
代表取締役社長
代表取締役専務
常務取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
監査役
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

御園生　悦夫
佐藤　公治
筒井　伸彦
直江　和夫
牧野　竜史
山崎　仁志
渋谷　伸
大矢　光一
金子　文郎
中嶋　時信
阿部　義明
小池　真吾
佐藤　聡祥
西川　栄太郎

公的資格等

 
グループ会社

役員

● 品質マネジメントシステム「ISO9001」認証
  （認証証明書番号：00530-2002-AQ-KOB-RvA/JAB）
  （金融システム事業部 証券システム課）
● 労働者派遣事業許可（許可番号：派13-308380）
● プライバシーマーク使用許諾認定
  （登録番号：第10821887号）
● 情報セキュリティマネジメントシステム
  「ISMS （ISO/IEC27001：2013）」認証
  （認証証明書番号：01905-2007-AIS-KOB-JIPDEC）
  （金融システム事業部 TIMS開発課）
● 東京労働局 快適職場環境企業（第2216号）
● エコアクション21認証（認証・登録番号 0009472）
● 一般社団法人情報サービス産業協会
  （JISA）会員（情産26-271）
● 一般社団法人 Fintech協会法人会員

● 株式会社だいこう証券ビジネス
  事業内容：バックオフィス事業、ITサービス事業、証券事業、金融事業
● 株式会社DSBソーシング
  事業内容：人材紹介業

株式会社DSB 情報システム

DSB Information System Co., Ltd. 

〈本社〉
〒135-0052
東京都江東区潮見二丁目9番15号
TEL 03-5665-3070（代表）
〈大阪事業所〉
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜二丁目5番 23号

https://www.dsb-is.co.jp/

1990 年（平成 2年）10月

4億34百万円

株式会社だいこう証券ビジネス（100%）

315名（2018年6月末現在）

ITサービス事業

藍澤證券、あおぞら証券、あかつき証券、
アセットマネジメントOne、イオン銀行、
いちよし証券、岩井コスモ証券、
SMBC日興証券、岡三オンライン証券、
カブドットコム証券、篠山証券、GMOクリック証券、
上光証券、新生証券、セントレード証券、髙木証券、
立花証券、田原証券、ちばぎん証券、
地方公務員共済組合連合会、
東洋証券、東海東京証券、東郷証券、内藤証券、
日興システムソリューションズ、
日興ビジネスシステムズ、
日本証券テクノロジー、野村證券、野村総合研究所、
八十二証券、播陽証券、プレミア証券、
丸国証券、みずほ証券、みずほ情報総研、
みずほ信託銀行、みずほトラストシステムズ、
みずほビジネスサービス、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券、水戸証券
ゆうちょ銀行

商号

英文商号　　　　　　　　

所在地 

URL

設立

資本金

株主

従業員数

事業内容

主な得意先
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組織図
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1975 年（昭和 50年）

1982年（昭和 57年）

1990 年（平成 2年） 

1999 年（平成11年） 

2001年（平成13年）

2002年（平成14 年） 

2003 年（平成15年）

2004 年（平成16年）

2006 年（平成18年）

2007年（平成19年）

2009 年（平成 21年）

2012年（平成 24 年）

2013 年（平成 25年）

2014 年（平成 26年）

2017年（平成 29年）

2018 年（平成 30年）

日本勧業角丸証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）の電子計算部が独立

東京都中央区に当社の前身である100％子会社 勧業角丸情報サービス株式会社を設立

東京証券取引所の会員証券 5社よりオンライン業務受託

東京都目黒区に資本金3億円をもって、勧角コンピュータシステム株式会社を設立

富士ソフトABC 株式会社（現・富士ソフト株式会社）が当社の親会社となる

本社機能・営業を墨田区に移転

富士ソフトケーシーエス株式会社に商号変更

開発センターを江東区へ移転

IS09001認証を取得

経済産業省 SI（システムインテグレーター）企業として登録

資本金を4億 34百万円に増資

プライバシーマークを取得

ISMS 認証を取得

東京労働局快適職場環境企業認定

株式会社だいこう証券ビジネスが当社の親会社となる

ケーシーエス株式会社に商号変更

エコアクション21認証を取得

株式会社DSB情報システムに商号変更

東京都江東区に本社移転

一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）の会員となる

労働者派遣事業許可

一般社団法人 Fintech協会の法人会員となる



Dream-Sとは？
「Dream-S」は、証券会社に必要な基幹業務を網羅する証券総合バックオフィスシステムです。

2018年6月現在ＤＳＢ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏ., Ｌｔｄ.

Dream-S
証券総合オンラインシステム 

口座開設から注文、約定、決済、さらに、残高管理、証券
管理、会計業務までをトータルサポートします。また、常設
のヘルプデスク要員が、貴社の証券業務サポートを実施
しています。

証券業務をトータルサポート

特長
1

特長
2

特長
3

特長
4

「Dream-S」は、貴社の事業戦略に沿ったオプション機
能をご用意しています。対面販売のみならず、インター
ネット取引や仲介業などにも柔軟に対応します。投資家
属性・営業履歴・取引実績を一元管理することで、営業
活動を支援する営業日報が作成可能です。これらの豊

富なオプション機能を組み合わせることで、貴
社の事業戦略に沿ったシステムを作り上げ
ることができるのです。

貴社の事業戦略に沿ったシステムへ

「Dream-S」をご利用いただければ、多岐
にわたる報告書・資料を簡単に作成することが
できます。
また、ペーパーレス化の徹底により、貴社の業務プロセ
スの改善にも寄与します。さらに、帳票を電子化するこ
とで保管コストを削減できます。

バックオフィス業務の
効率化 証券総合バックオフィスシステムにとって

最も重要な事は、安全・安心・信頼です。
「Dream-S」は、これまでの複数ヶ所のデータセン

ターでの運用体制に加え、大規模災害かつ長期間機
能停止に備え、新たに遠隔地にデータセンターを構築す
るとともに、ヘルプデスク拠点も複数拠点体制とし、業務
の相互バックアップを実現しています。万が一の災害発生
時にも安心な運用体制を構築しているのです。また、機能
面では、税制改正等をはじめとする各種制度改正に対し
ても、迅速・確実に対応し、安定稼働を継続してきました。

「安全」「安心」「信頼」

Dream-S
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2018年6月現在

お問合せ先　証券サービス事業部 Dream事業推進課 E-mail : sales-dream-s@dsb-is.co.jp

Dream-Sの導入実績は20社超
「Dream-S」は、全国の証券会社に幅広くご利用いただいています。
導入実績は、24社に上ります。
証券・金融業界での実績がなく、新規に参入されたお客様にも好評です。

2005年

導
入
数

2006年 2008年 2009年 2011年 2013年 2017年～ 年度
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5社
独立系5社

10社
銀行系1社

11社
独立系1社

12社
独立系1社

24社
銀行系7社

9社
独立系4社

17社
独立系3社
銀行系2社

Dream-S
導入実績

24社
独立系

14社

銀行系

10社



2006
2014

2017
2018

2019

TIMSとは？
不公正の疑いのある取引の監視を強化する業界随一の売買審査管理システムです。

大手証券から独立系証券、地銀系証券まで幅広くカバーするサービス構成です。

ロードマップと導入実績
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TIMS
売買審査管理システム

2014年
全面刷新

2017年
Dream-TIMS

開始

2019年
AI機能
搭載予定

2018年
アンチマネロン
機能搭載予定

●準大手2社導入

●大手1社導入

●準大手1社導入

●大手・ネット2社導入
●独立系・地銀系8社導入

●独立系2社導入
●地銀系2社導入

導入実績

TIMSシリーズ

TIMS
(個社パッケージ型）

Dream-TIMS
(共同利用型)

導入数

6社

12社

2006年
制度開始
TIMS開始

TIMS

Trade Investigation Management System



2018年6月現在

お問合せ先　金融システム事業部 TIMS開発課 E-mail : sales-tims@dsb-is.co.jp

TIMSシリーズは「審査」と「管理」の二つの機能で
証券会社様の売買管理業務をサポートします。

審査 管理

高い信頼性と実績
｢TIMSシリーズ」は、2018年6月現在、大手証券会社、ネット
証券会社、地銀系証券会社など計18社に導入されてい
ます。長い間、多くの証券会社で利用され高い信頼性を築い
てきました。実績を評価され、新たな証券会社との商談も
数多く進行中です。

国内市場に特化したソリューション
東京証券取引所をはじめとした国内市場の売買審査向けに
開発された「TIMSシリーズ」は、日本証券業協会、取引所の
抽出基準に準拠しつつ、これらの基準では漏れる可能性の
ある不公正な疑いのある取引を抽出することが可能です。
国内市場に特化したソリューションだからこそ、制度改正にも
即座に対応することが可能です。

審査基準を柔軟に設定
｢TIMSシリーズ」は国内全市場に対応し、貴社の審査基準に
則り、市場毎に数十に及ぶ細やかな審査基準の設定が可能
です。その結果、何百万件にも及ぶ取引から、不公正な疑い
のある取引の自動抽出を実現します。

ワークフローによる業務効率UP！
従来のツールの大多数は、不公正な疑いのある取引が抽出
されると、関連する取引書類をプリントアウトしその書類を元
に対応していくものでした。「TIMSシリーズ」では、担当者へ
ワークフローがシステム上で流れます。「いつ、誰が顧客へ
指導したのか」も全てデータで保存されるため、当局の検査
にも安心して対応が可能です。

ＤＳＢ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏ., Ｌｔｄ.

〒135-0052 東京都江東区潮見2-9-15



サイバーセキュリティサービスとは？
セキュリティの専門技術者が、セキュリティ対策の

コンサルティング・監視・運用・分析・訓練・緊急対応支援

といったトータルセキュリティサービスを提供いたします。

2018年6月現在

「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」（金融庁）より

金融庁が指摘するサイバーセキュリティ強化のポイント

顧客への攻撃に対する
サービス提供状況の確認

顧客への攻撃に対する
セキュリティ強化の働きかけ

サイバーセキュリティサービス
Cyber Security Service
サイバー攻撃対策ソリューション

サイバー攻撃の

防御
サイバー攻撃の

検知
サイバー攻撃の

特定
サイバー攻撃の

対応・復旧

金融機関のセキュリティ対策は
DSB情報システムが強力にサポートします

ＤＳＢ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏ., Ｌｔｄ.



2018年6月現在ＤＳＢ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏ., Ｌｔｄ.

お問合せ先　金融システム事業部 基盤運用課 E-mail : sales-security@dsb-is.co.jp

サイバーセキュリティサービス概要

サイバーセキュリティサービスシステム図

セキュリティルール策定支援サービス サイバーセキュリティ監視・分析サービス

お客様環境や予算に合わせ、知識と経験をもつスペシャリスト
が綿密なヒアリングを実施。セキュリティリスクを洗い出し、金融
庁の監督指針やセキュリティガイドラインに沿った最適な情報
セキュリティポリシーやセキュリティ管理規定の作成支援、コン
ティンジェンシープラン作成支援を行います。

●セキュリティポリシー策定支援
●セキュリティ管理規定作成支援
●セキュリティリスク分析支援
●コンティンジェンシープラン策定支援

サーバやセキュリティ機器等のセキュリティログを、24時間
365日リアルタイムで監視を行い情報漏洩のリスクから情報資
産を守ります。また、保有しているIT資産の脆弱性を診断する
事により情報漏洩リスクを可視化すると共に、標的型メール訓
練により攻撃型メールへの対応力を向上させる事により、外部
からの攻撃を未然に防ぐ為のサポートをいたします。

●セキュリティログ監視サービス
●ネットワーク脆弱性診断サービス
●Web脆弱性診断サービス
●標的型メール訓練サービス

セキュリティ機器導入サービス インシデント対応サービス

不正侵入防御/不正通信検知/マルウェア対策/エンドポイント
セキュリティ対策といった入口/出口/内部対策に必要となるセ
キュリティ機器を、マルチベンダーである当社の強みを活かし、
お客様環境や予算にあわせた最適な機器選定を行い販売/
構築いたします。

●IDS/IPS
●UTM/次世代型ファイヤーウォール
●WAF/URLフィルタリング/Webレピュテーション
●次世代型ウイルス対策ソフト（AI/機械学習/振る舞い検知）
●IT資産管理ツール セキュリティインシデント発生時に、インシデント状況を把握、

調査/分析の方針や計画を策定、その後の対応方法について
アドバイスをいたします。初動調査で策定した調査/分析の方
針や計画に基づき作業を実施します。調査/分析の結果をもと
に、改善策/再発防止策をご提示します。

●インシデント発生時対応支援
●インシデント調査分析支援
●インシデント発生後の改善策支援

計画 対策 運用 対応

金融機関 DSB情報システム

セキュリティオペレーションセンター（SoC）

監視チーム 分析チーム セキュリティ
アナリスト

ログ収集サーバ

サーバ サーバ サーバ

サーバサーバ

次世代型ファイヤーウォール 次世代型ファイヤーウォール

ログの転送

ログの収集

ログの転送

SIEM（注1）

相関分析ルールDB
驚異インテリジェンスDB
アラート検出！

アラート
監視・検知

インシデント
検知・分析・対応

高度なインシデント
分析・対応フォレンジック調査

●月次レポート
●分析結果報告
●システム対応推奨報告

〒135-0052 東京都江東区潮見2-9-15

（注1）SIEM（Security Information and Event Management /セキュリティ情報イベント管理）
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品質向上 スピードアップ・効率化
反復作業、煩雑な作業は人為的に
よるミスが起こり易い

覚えた手順は同じ品質で作業を
行い事務ミスを削減

疲労による作業量低下、病気・
怪我による休養

人よりも素早く処理し、残業・休日
出社はなく無休で働き続ける

!

RPAソリューション
Robotic Process Automation 
ロボティック・プロセス・オートメーション

RPAとは？
「ロボットによる業務の自動化」などと表現され、これまで人間がおこなっていた

手作業を、人間に代わってソフトウェアが自動で操作することです。　

大手証券、主要金融機関への導入・開発実績を生かし、導入の支援、開発

サポート、社員教育を支援します。お客様の環境に応じてEUCを含めた業務

効率化へのソリューションをご提案いたします。

RPAの導入・開発を支援します

高度化 導入の容易さ
日々の定型作業、単純業務に追わ
れ本来すべき業務に手が回らない

業務量・単純作業を削減し、付加
価値の高い業務へ社員をシフト

業務効率化には、既存システム改修
を含めたプロセス改善が必要

人と同じ手順を再現できるため、
業務、既存システムの変更は不要

RPA

ＤＳＢ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏ., Ｌｔｄ.

RPAの
効果



当社は、2018年1月にUiPath社とUiPath RPAプラットフォーム・
リセラー契約を締結しており、同社の製品導入を支援します。

金融機関を中心に、多数のお客様への導入・開発の実績があります。

RPAの導入・開発実績

トライアル導入からサポートします
RPAをご体感いただき、貴社の働き方改革を強力にサポート致します。

が 選ばれる理 由

2018年6月現在ＤＳＢ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏ., Ｌｔｄ.

お問合せ先　金融システム事業部 RPA推進課 E-mail : sales-rpa@dsb-is.co.jp

トライアル期間（60日）ご使用いただき、導入効果を評価することが可能です。
RPAの導入をご検討されるお客様へは、PoC（Proof of Concept：概念実証）開発の
導入支援を行います。
自社でロボット開発を行いたいお客様へは、教育支援を行います。
ロボット開発、改修を希望されるお客様へは、開発支援を行います。

トライアル期間(60日)に無償
でロボットが利用出来るため
検証し易いです。

UiPath社は米国企業のため、
グローバルシステムとの親和
性が高いです。

お客様の用途に合わせ、PC
型、サーバ型のロボットが選択
出来ます。
ロボットを制御する管理コン
ソールも充実してます。

独自のシステム解析技術によ
り、MS Office製品やブラウザ
だけでなく、Java等で開発され
たアプリケーション、汎用機
エミュレータ等のUIをシステム
的に認識可能です。

Free TRIAL
60days

JAVA

SYSTEM

〒135-0052 東京都江東区潮見2-9-15





TEL.03-5665-3070
〒135-0052 東京都江東区潮見二丁目9番15号
DSBグループ潮見ビル
https://www.dsb-is.co.jp/
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