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経営理念・会社概要

21,152百万円

3,870億円

資本金

売上高

1969（昭和44）年10月25日

代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 谷原 徹

13,979名

設立

代表者

従業員数

（連結ベース 2020年3月期）

（連結ベース 2020年3月末）

経営理念

私 た ち の 使 命

夢ある未来を、共に創る

私 た ち の ３ つ の 約 束

人を大切にします。

確かな技術に基づく、最高のサービスを提供します。

世界と未来を見つめ、成長し続けます。

お客様からの信頼を基に、共に新たな価値を創造し、

夢ある未来を拓きます。

Full Lineup Service

製造・通信
システム事業

ITマネジメント事業

プラットフォーム
ソリューション事業

ビジネス
ソリューション事業

業種別事業

ソリューション
事業

商社・
グローバル
システム事業

金融システム事業
流通・メディア

システム事業

各事業が連携し、総合力を持って、
最適なサービスを提供します

モビリティ
システム事業

ＳＣＳＫ株式会社会社名
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ＳＣＳＫの働き方改革・健康経営
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【原因】
・ＩＴ技術者の仕事の特性
①システムは24時間365日稼働、夜間の問い合わせや作業も多い
⇒夜遅くまで働く社員、休まない社員を「良い社員」とする風潮
→休みづらい、帰りづらい

②優秀な技術者が、難しい仕事をひとりで抱え込んでしまう
⇒休めない、ジョブローテーションが難しい
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情報サービス産業の特徴

【これまでの状況】
・長時間労働…男性も、女性も、残業や休日出勤が多い
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ＳＣＳＫの働き方改革

仕事の質を高める『働き方改革』をしよう

社員が心身の健康を保ち、

仕事にやりがいを持ち、

最高のパフォーマンスを発揮してこそ、

お客様の喜びと感動につながる最高のサービスができる
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スマートワーク・
チャレンジ

残業20時間未満
＆有休20日取得

どこでもWORK

“いつでも”、”どこでも”
働ける新しい働き方

健康わくわく
マイレージ

健康リテラシー向上
長期的な健康維持増進

“画一的”から”柔軟”な
働き方へ

長時間労働を
効率的な働き方で改善

心身ともに健康的な
職場へ
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働きやすく、やりがいのある職場の整備

➢ 浮いた残業代を社員に
全額還元

➢ 有給休暇を取りやすい
環境づくり

➢ 長時間労働の是正

➢ 業務品質の向上

➢ 月に２～３回の在宅勤務、
サテライト勤務推奨

➢ フレックスアドレスと
個人ロッカーの導入

➢ ペーパーレス会議の推進と
定着化（印刷、保管料削減
目標の設定）

➢ 良い行動習慣と健診結果に
対するインセンティブ支給

➢ 健康経営の理念を
就業規則に明記

➢ 役員は自身の健康管理と
組織的取り組みを怠ると
ペナルティ

具体的な取り組み 具体的な取り組み具体的な取り組み



スマートワーク・チャレンジ

スマートワーク･チャレンジ（略称：スマチャレ）
2013年
4月開始

２００８
年 月間平均残業時間 35時間 年次有給休暇取得日数 13日

目標 月間平均残業時間

■効率的な働き方で大幅な残業削減と有給休暇の100％取得を目指す

20時間

大幅削減

年次有給休暇取得日数 20日

100％取得
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営業利益と残業時間・有給休暇取得日数の推移
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残業時間（時間） 有給休暇取得日数（日）

平均残業時間

20時間以下

有給休暇取得率

93％
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健康わくわくマイレージ2015年
4月開始

行動習慣（日次・年次） 結果

A.日々の目標
① ウォーキング
② 睡眠（記録＆習慣）
③ アルコール
④ 食生活（５種）

C.健康診断結果
5カテゴリー 11項目

① 肥満 （BMI）

② 血中脂質（中性脂肪,LDL,HDL）

③ 糖代謝 （空腹時血糖,HbA1c）

④ 肝機能 （γ-GTP,GOT,GPT）

⑤ 血圧 （収縮期,拡張期）

A＋B＋Cで1年間獲得したポイントで個人インセンティブを支給（継続ボーナスあり）

B.年間目標
（歯科健診/感染症予防/喫煙習慣なし/健
康リテラシー向上（健康検定受験）/
プレゼンティーイズム・アンケート）

年次

日次

⑤月間イベント（年３回）

【目 的】健康に良い行動習慣の定着、健康診断結果の良化を図る

健康わくわくマイレージ

定期健康診断・事後措置への対応（再検査受診報告・特定保健指導対応）

社員の99％が参加

（2019まで）「どきどきマイル」 （2017まで）「組織インセンティブ」
定着
施策



就業規則に健康経営の理念および
会社と社員の責務を明記
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2015年10月1日付で就業規則に「健康経営」の章を新設

第12章 健康経営

第７８条（健康経営の理念）
当会社および社員は、次に掲げる健康経営の理念を尊重しなければならない。
「社員一人ひとりの健康は、個々人やその家族の幸せと事業の発展の礎である。
社員が心身の健康を保ち、仕事にやりがいを持ち、最高のパフォーマンスを発揮してこそ、
お客様の喜びと感動に繋がる最高のサービスが提供できる。」

第７９条（会社の責務）
当会社は、前条に基づき、社員の心身の健康保持増進のために必要な措置を講ずる。

第８０条（社員の責務）
社員は、当会社が前条および法令・規則に基づき講ずる措置に積極的に協力し、
健康保持増進に努めなればならない。

就業規則より抜粋



どこでもＷＯＲＫ2015年開始

■社会環境の変化を見据え、時間・場所に依存しない柔軟な働き方へ

＜背景＞社会や個人、企業を取り巻く環境の変化

・社会の視点 ： 少子高齢化による労働力人口の減少、要介護者の増加
・企業の視点 ： 人材吸引力、雇用能力、BCP対応力、生産性の向上が不可欠
・個人の視点 ： ワーク・ライフ・バランス確保の重要性が高まる

「いつでも、どこでも働ける新しい働き方」を率先して実践するＩＴ企業へ

どこでもWORK
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どこでもWORK

リモート
ワーク

自席を前提としない働き方

紙を前提としない働き方 生産的・効率的なオフィス

⚫ 月に２～３回程度の在宅/サテライト勤務

⚫ ICTをフル活用し、リモート環境でも自席と同様に働く

⚫ 印刷（▲50%）と保管量（▲50%）の削減

⚫ ペーパーレス会議の推進と定着化

⚫ 多様な働き方スペースの新設

⚫ フレックスアドレスと個人ロッカーの導入

ペーパー
ダイエット

「場所にとらわれない柔軟な働き方」を目指し、3つの施策を三位一体で推進

フレキシブルオ
フィス
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多様な能力・価値を活かす組織を目指して
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スマートワーク・
チャレンジ

効率的な働き方（時間）

どこでもWORK

柔軟な働き方（場所）

健康わくわく
マイレージ

健康増進

経営層の本気度と、組織一体で取り組むための仕組みが鍵

画一的な働き方常態化する長時間労働 健康リスク

社員の能力発揮を阻害する要因を徹底的に取り除く

【今後のチャレンジ】 “やりがい”



新型コロナウイルス感染症対策
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当社の対応方針

当社グループ社員および当社グループで働くパートナー社員はオフィスに出社しないことを
前提とし、 原則、全員が在宅勤務に移行（2月～5月末）

社員・パートナー社員とその同居家族、
およびお客様の安全確保を最優先に最
大限の安全対策を実施

業種・業態が多岐にわたるお客様の
情報システムを24時間365日サポート
（お客様には指定公共機関も含む）

【社員の安全確保】 【事業の継続】

両面のバランスに配慮した対応

やむを得ず出社が必要な場合には、以下の取り組みを実施
・ラッシュ時間（混雑時間帯）を避けた時差出退勤
・出勤者を最小限に抑えた体制整備
・メンバーを複数チームに分けてローテーションを組む
・複数拠点や複数チーム・担当者で担当業務についてバックアップ体制を整備
※出勤せざるを得ない社員本人やご家族の不安を常に意識した対策と情報発信に努める
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「働き方改革・健康経営」と「新型コロナ対応」

スマートワーク・
チャレンジ

どこでも
ＷＯＲＫ

健康わくわく
マイレージ

効率的な働き方
(時間)

健康増進

柔軟な働き方
(リモート・場所)

SCSKが取り組んできた「働き方改革」の３本の柱が、効果的に機能した。

・効率的な働き方への転換
・生産性向上、質の重視

・各種健康施策により、
健康意識・リテラシーの向上

・健康に関する意識や知識の向上
それらに基づく行動のレベルアップ
⇒予防対応の徹底
日々の健康管理の徹底
非常時の連絡体制の確立

・勤務場所が変化しても、生産性追求
⇒ツールを駆使し運用を適時改善
生産性・効率性を維持
（環境変化の影響を最小限に）

・ノウハウ、ＩＴリテラシーの向上
⇒在宅勤務へのスムーズな移行
⇒お客様に対し、実績に基づく提案

・全ラインマネジメントが、
月2回以上、実施の経験有
・全社員を対象として推進し、
約50％の社員が実施済

働き方改革で培った「効率性への意識」「健康リテラシー」「リモートワークの実践経験」
そして「新たな働き方へチャレンジする意識」により、スムーズに移行が進められた
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