大手システム開発会社SCSK グループが脱企業誘致に挑む‼
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実際︑当社の拠点︵開発セン
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20

0

にしましょう
」

もちろん︑当社ではこうした

公的機関・有名企業を含む 400 社以上が採用 !!
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地方創生の実現に向けて
ニアショア開発を推進
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2011年10月、住商情報システム
（SCS）
とCSKが経営統
合して誕生したSCSK。 長時間労働が常態化しているIT業
界にあって、類まれなる
「働き方改革」の先進企業として知られ、
合併後には月平均残業時間20時間以下を達成、さらに17
年3月期には営業利益率が10㌫を突破し話題になった。 当
然、こうした成功の舞台裏にあったのは粘り強い努力の日々
だ。 同社は合併以後、赤字案件を撲滅して利益率を高めよ
うと、標準化や見える化をはじめとす
るさまざまな仕組みを整備するとともに、
経営からライン職、現場に至る全社
員の意識改革を行ったという。 本書
は、そんなSCSKの働き方改革の舞
台裏、知られざる業務クオリティ向上
への取り組みに迫っている。IT業界
の経営者や従業員にはとくに読んで
ほしい一冊だ。

いては代表取締役会長を務めている。
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「

を開設する予定です︒

おかげさまで Bromium は
HP Sure Click Enterprise に進化しました
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今までの「常識」は、
すでに「非常識」
！
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1957年生まれ。80年コンピューターサービス㈱（87年に㈱CSK
に商 号を変 更し、2011年に住 商 情 報システム㈱と合 併して
SCSK㈱に商号変更）入社。 同社執行役員などを経て、SCSK
㈱執行役員副社長に就任。SCSKニアショアシステムズ㈱にお
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『 SCSK のシゴト革命
業務クオリティ向上への取り組み』

SCSK株式会社 副社長執行役員、
SCSKニアショアシステムズ株式会社
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もう無駄な
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