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■■■■ 本社所在地本社所在地本社所在地本社所在地 兵庫県豊岡市戸牧３６－５兵庫県豊岡市戸牧３６－５兵庫県豊岡市戸牧３６－５兵庫県豊岡市戸牧３６－５
TEL (0796) 22-1486TEL (0796) 22-1486TEL (0796) 22-1486TEL (0796) 22-1486
FAX (0796) 29-2649FAX (0796) 29-2649FAX (0796) 29-2649FAX (0796) 29-2649

■■■■ 創　　　業創　　　業創　　　業創　　　業 平成　７年　５月平成　７年　５月平成　７年　５月平成　７年　５月

■■■■ 資　本　金資　本　金資　本　金資　本　金 ３００万円３００万円３００万円３００万円

■■■■ 役　　　員役　　　員役　　　員役　　　員 取締役社長　永井　宏取締役社長　永井　宏取締役社長　永井　宏取締役社長　永井　宏

■■■■ 従　業　員従　業　員従　業　員従　業　員 ５名５名５名５名

■■■■ 取引銀行取引銀行取引銀行取引銀行 但馬銀行　本店営業部但馬銀行　本店営業部但馬銀行　本店営業部但馬銀行　本店営業部

■■■■ 沿    　革沿    　革沿    　革沿    　革 △平成  ７年  ５月１０日    創立。△平成  ７年  ５月１０日    創立。△平成  ７年  ５月１０日    創立。△平成  ７年  ５月１０日    創立。
ファームウエアおよびＦＡの情報システム販売を行う。ファームウエアおよびＦＡの情報システム販売を行う。ファームウエアおよびＦＡの情報システム販売を行う。ファームウエアおよびＦＡの情報システム販売を行う。

△平成１６年４月　本社所在地移転△平成１６年４月　本社所在地移転△平成１６年４月　本社所在地移転△平成１６年４月　本社所在地移転

■■■■ 営業品目営業品目営業品目営業品目 システム開発支援サービスシステム開発支援サービスシステム開発支援サービスシステム開発支援サービス

販売・生産・受発注管理システムの受託開発販売・生産・受発注管理システムの受託開発販売・生産・受発注管理システムの受託開発販売・生産・受発注管理システムの受託開発

Webアプリケーション開発（サーバサイドJava、ASP）Webアプリケーション開発（サーバサイドJava、ASP）Webアプリケーション開発（サーバサイドJava、ASP）Webアプリケーション開発（サーバサイドJava、ASP）

Oracle PL/SQLアプリケーション　設計・開発Oracle PL/SQLアプリケーション　設計・開発Oracle PL/SQLアプリケーション　設計・開発Oracle PL/SQLアプリケーション　設計・開発
その他、アプリケーション開発・販売その他、アプリケーション開発・販売その他、アプリケーション開発・販売その他、アプリケーション開発・販売

装置テスト用ファームウエアの受託開発（Ｃ言語）装置テスト用ファームウエアの受託開発（Ｃ言語）装置テスト用ファームウエアの受託開発（Ｃ言語）装置テスト用ファームウエアの受託開発（Ｃ言語）

機械制御システムの受託開発機械制御システムの受託開発機械制御システムの受託開発機械制御システムの受託開発
電気・機械設計電気・機械設計電気・機械設計電気・機械設計

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

　会社概要　会社概要　会社概要　会社概要



■■■■主要取引先主要取引先主要取引先主要取引先

　エイジシステム株式会社 http://www.agesystem.com

神戸ウェーブ株式会社 http://www.kbw.ne.jp

トーテックアメニティ株式会社 http://www.totec.jp/

三谷商事株式会社 http://www.mitani-corp.co.jp/

株式会社システムリサーチ http://www.sr-co.co.jp

株式会社さくらケーシーエス http://www.kcs.co.jp

富士ゼロックス株式会社 http://www.fujixerox.co.jp

富士通株式会社 http://www.fujitsu.co.jp

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

　主要取引先　主要取引先　主要取引先　主要取引先



■■■■ＷＥＢアプリケーション開発ＷＥＢアプリケーション開発ＷＥＢアプリケーション開発ＷＥＢアプリケーション開発

・開発履歴

○信販会社（社員3,000名規模）向け社員情報管理イントラネットソフト開発

○信販会社向け取引先情報データベース管理イントラネットソフト開発

○信販会社ＷＥＢ広告の効果検証アプリケーション開発（DWH)

○大学（学生）向けＷＥＢ履修システム設計・開発

○大学（教員）向けＷＥＢ成績登録・閲覧システム設計・開発

○教育機関向け教材・物品ＷＥＢ購入システム設計・開発

○塗料メーカー向け研究開発文書ＷＥＢ登録・閲覧システム開発

○塗料メーカー向け製品・材料情報ＷＥＢ閲覧システム開発（携帯電話対応）

○製造業向け（ATM、営業店端末、メカコンポーネント(通帳プリンタ他)）
生産管理システム開発(Java, PL/SQL)

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

　事業内容　事業内容　事業内容　事業内容

　ＷＥＢアプリケーション分野は、現在、主流となっている開発スタイルです。
　インターネット・イントラネット上から、ＷＥＢブラウザからを使ってインター
ネット・イントラネットサーバー上のシステムを利用して、最新のデータの照会や
登録ができる画期的なシステム構築が可能です。



■■■■業務用アプリケーション開発業務用アプリケーション開発業務用アプリケーション開発業務用アプリケーション開発

　業務用アプリケーションの受託開発や製品の開発を行います。

　主な業務用アプリケーション
●製造業殿向け生産管理システム
●顧客管理システム
●販売管理システム
●在庫管理システム
●建機メーカー向け遠隔監視システム開発
●信販会社向けクレジットカード利用ポイント管理システム開発

■■■■システムコンサルタント業務システムコンサルタント業務システムコンサルタント業務システムコンサルタント業務

■■■■制御システム・ファームウェア開発制御システム・ファームウェア開発制御システム・ファームウェア開発制御システム・ファームウェア開発

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

　事業内容　事業内容　事業内容　事業内容

　会社にパソコンや業務用アプリケーションは購入したが、うまく使用できない・
使用できていない、販売元に問い合わせても納得の行く回答を得られない等のこと
について、システム的に改善を行う業務を行っております。

UNIX,Windows上でのVisualC++によるハードウェアシミュレーションシステム開
発、及び、装置テスト用のファームウェア開発(C,アセンブラ)の受託開発も
行っております。

　パソコンのMicrosoft Windows 95/98/NT/2000/XP等のＯＳ（オペレーションシス
テム）で動作する業務用アプリケーション開発を行っております。



教育研究会向け　WEB物品受発注システム教育研究会向け　WEB物品受発注システム教育研究会向け　WEB物品受発注システム教育研究会向け　WEB物品受発注システム

システム構成システム構成システム構成システム構成

システムの概要システムの概要システムの概要システムの概要

各教室から、教材やテキスト等の物品を本部に対して発注が必要なケースにて、インターネットに
つながれたPCから、WEBブラウザから認証を行い、認証完了後、教材の注文を行うシステムです。
注文結果は本部DBサーバに蓄積され、本部で受付された後、注文された教材は各教室に配送
されるというものです。
MICでは、主にインターネット側の仕組みを開発しました。

運用環境運用環境運用環境運用環境

開発環境開発環境開発環境開発環境

開発言語はJava(JSP)、開発ツールはEclipseを使用。
必要なスキルは
・Eclipse上でのJava開発
・HTML
・Oracle（SQL）
・Unixシェルスクリプト

Redhat Linux ES + Oracle10g

WindowsOS + Internet Explorer 5.5/6.0

　開発事例　開発事例　開発事例　開発事例

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

本部AP（WEB）サーバ

本部DBサーバ

各教室PC

Redhat Linux ES + JBoss

教室PC #003
(Windows+IE5.5/6.0)

教室PC #001

教室PC #002
(Windows+IE5.5/6.0)

インター
ネット網

本部AP(WEB)サーバ

(Redhat ES+JBoss)

本部DBサーバ

(Redhat ES+Oracle10g)

教材の発注

教材の配送



大手機器製造メーカー向け　生産管理システム大手機器製造メーカー向け　生産管理システム大手機器製造メーカー向け　生産管理システム大手機器製造メーカー向け　生産管理システム
システム構成システム構成システム構成システム構成

システムフローシステムフローシステムフローシステムフロー

システムの機能概略システムの機能概略システムの機能概略システムの機能概略

機器の受注から投入された受注データから、受注した機器の構成部品を判別して、各部品の引当（在庫やベンダーへの

発注部品）を行い、部品の引当結果とリードタイムを考慮して、受注機器の出庫可能な日を算出し、受注出荷システム（営業）

へ納期を回答する。

運用環境運用環境運用環境運用環境

開発環境開発環境開発環境開発環境

開発言語はJava(JSP)、開発ツールはEclipseを使用。

必要なスキルは

・Eclipse上でのJava開発（JSP含む）

・HTML

・Oracle（PL/SQL）

　開発事例　開発事例　開発事例　開発事例

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

AP（WEB）サーバ

DBサーバ

製造部門（クライアント）PC

Redhat Linux ES + Apache/Tomcat

Redhat Linux ES + Oracle10g

WindowsOS + Internet Explorer 6.0/7.0

イントラネット

AP(Web)サーバ

Redhat ES

+Apache+Tomcat

DBサーバ

Redhat ES

生産部門PC群
(WindowsPC+IE 6.0/7.0)

受注データ登録受注データ登録受注データ登録受注データ登録

受注出荷システム受注出荷システム受注出荷システム受注出荷システム

（開発範囲外）（開発範囲外）（開発範囲外）（開発範囲外）

生産管理システム生産管理システム生産管理システム生産管理システム

受注データ受注データ受注データ受注データ 納期回答納期回答納期回答納期回答

受注データの受注データの受注データの受注データの

構成部品か構成部品か構成部品か構成部品か

らららら

部品の引当状部品の引当状部品の引当状部品の引当状
況から納期算況から納期算況から納期算況から納期算
出出出出

営業営業営業営業 納期確認納期確認納期確認納期確認

納期通納期通納期通納期通
知知知知

受注受注受注受注

商談商談商談商談



大学向け　WEB履修システム大学向け　WEB履修システム大学向け　WEB履修システム大学向け　WEB履修システム

システム構成システム構成システム構成システム構成

システムの概要システムの概要システムの概要システムの概要

大学内のLAN、または学生の自宅PCから、インターネットを通じて、大学のWEBサーバに接続して、各自の
履修届を行うシステムです。
予め決められたサービス期間の中であれば、何度でも履修登録内容の変更が可能です。

データはXML形式にて管理され、サービス期間終了後、基幹系のシステムに取り込みされ、正式な履修届
として、大学に受理される仕掛けとなっております。
MICでは、学生向けのWEBサービス機能を主に開発しました。

運用環境運用環境運用環境運用環境

開発環境開発環境開発環境開発環境

開発言語はJava(JSP)、開発ツールはEclipseを使用。
必要なスキルは
・Eclipse上でのJava開発
・HTML

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

　開発事例　開発事例　開発事例　開発事例

大学WEBサーバ Solaris/Windows Server + Apache・Tomcat

クライアントPC WindowsOS + Internet Explorer 5.5/6.0

インターネット網

AP(Web)サーバ

Solaris/WindowsServer

+Apache+Tomcat

学生自宅PC
(WindowsPC+IE 

大学内PC
(WindowsPC+IE 

学内LAN



［氏名］　永井　宏　（ながい　ひろし）［氏名］　永井　宏　（ながい　ひろし）［氏名］　永井　宏　（ながい　ひろし）［氏名］　永井　宏　（ながい　ひろし）

　
［生年月日］［生年月日］［生年月日］［生年月日］ 昭和２７年２月１日昭和２７年２月１日昭和２７年２月１日昭和２７年２月１日

［出身地］［出身地］［出身地］［出身地］ 京都府京都府京都府京都府

［学歴］［学歴］［学歴］［学歴］ 昭和５０年４月　　横浜国立大学工学部電気工学科卒業昭和５０年４月　　横浜国立大学工学部電気工学科卒業昭和５０年４月　　横浜国立大学工学部電気工学科卒業昭和５０年４月　　横浜国立大学工学部電気工学科卒業

［略歴］［略歴］［略歴］［略歴］ 昭和５２年５月　　株式会社誠工社入社昭和５２年５月　　株式会社誠工社入社昭和５２年５月　　株式会社誠工社入社昭和５２年５月　　株式会社誠工社入社

昭和６０年４月　　株式会社誠工社退社昭和６０年４月　　株式会社誠工社退社昭和６０年４月　　株式会社誠工社退社昭和６０年４月　　株式会社誠工社退社

昭和６０年４月　　エイジシステム株式会社入社昭和６０年４月　　エイジシステム株式会社入社昭和６０年４月　　エイジシステム株式会社入社昭和６０年４月　　エイジシステム株式会社入社
（※株式会社誠工社のシステム開発関連子会社）（※株式会社誠工社のシステム開発関連子会社）（※株式会社誠工社のシステム開発関連子会社）（※株式会社誠工社のシステム開発関連子会社）

平成５年３月　　　エイジシステム株式会社退社平成５年３月　　　エイジシステム株式会社退社平成５年３月　　　エイジシステム株式会社退社平成５年３月　　　エイジシステム株式会社退社

平成５年４月　　　ピュアコントロール（自営）平成５年４月　　　ピュアコントロール（自営）平成５年４月　　　ピュアコントロール（自営）平成５年４月　　　ピュアコントロール（自営）

平成７年５月　　　エムアイシー有限会社設立平成７年５月　　　エムアイシー有限会社設立平成７年５月　　　エムアイシー有限会社設立平成７年５月　　　エムアイシー有限会社設立
（ピュアコントロールの法人成り）（ピュアコントロールの法人成り）（ピュアコントロールの法人成り）（ピュアコントロールの法人成り）
エムアイシー有限会社　取締役社長に就任エムアイシー有限会社　取締役社長に就任エムアイシー有限会社　取締役社長に就任エムアイシー有限会社　取締役社長に就任

現在に至る現在に至る現在に至る現在に至る

［取得資格］［取得資格］［取得資格］［取得資格］ 情報処理一種情報処理一種情報処理一種情報処理一種

マイクロコンピュータ設計開発技術者　中級マイクロコンピュータ設計開発技術者　中級マイクロコンピュータ設計開発技術者　中級マイクロコンピュータ設計開発技術者　中級

エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社エムアイシー有限会社

　役員経歴書　役員経歴書　役員経歴書　役員経歴書


