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弊社では毎年、会社として売上目標とスローガンを発表し、

その達成に向けて取り組んでいます。過去の実績を見ると、

2014年度は売上目標300億円に対して実績が302億円。

2015年度は売上目標365億円に対して実績が402億円。

2016年度は売上目標440億円に対して実績が476億円と

なっており、売上目標を達成することができました。

そして昨年2017年度は、「Time Management 550↑

（タイムマネジメント550以上）」をスローガンとして掲げ、政府

主導の働き方改革を受けて戦略的な時間管理を徹底し、業

務の効率化、長時間残業の撲滅に取り組みながら、売上目

標550億円の達成を目指しました。結果は、売上542.7億円と

いうことで、高い目標に対してあと一歩のところまで迫りました。

残念ながら目標は未達成となりましたが、これだけ高い業績を

残すことができましたのも、関係各社の皆さまから採用のご支

援をいただいたおかげです。本当にありがとうございます。

2017年度から今年度にかけて、これまで注力してきました

「SKYSEA Client View」のプロモーションに加えて、採用

活動におけるブランドイメージの向上を目指して、Ｓｋｙ株式会

社としてのプロモーションにも力を入れてまいりました。

まず「SKYSEA Client View」に関しては、藤原竜也さん

に出演いただいているテレビCMの第4弾を昨年11月に全国

で放映したほか、引き続き情報番組のスポンサーとしてCMを

放映。今年のゴールデンウィーク（4月28日～5月6日）には、全

国30エリア、89の放送局でスポット放映されました。デジタルサ

イネージ広告も、品川駅をはじめ名古屋駅や新大阪駅など7

か所で掲出し、東海道新幹線の駅構内のポスター広告や、

新幹線車両広告についても引き続き掲出しています。

Ｓｋｙ株式会社のプロモーション強化としては、昨年12月に

開催された「第71回福岡国際マラソン選手権大会」にスポン

サーとして協力したほか、今年3月に東京、5月に大阪で公演

されたミュージカル「メリー・ポピンズ」の特別協賛も実施。

また、今年6月27日～29日に開催された女子プロゴルフの

弊社では、今後もさまざまな改善を加えながら、採用の強化

を進めていくとともに、関係各社の皆さまの利益にもつながる取

り組みを実施していき、これから入社されるキャリア採用（中途

採用）、新卒採用の方 も々含め、「Win-Win-Win」の関係を

築いていけるように努めてまいります。

LPGAステップ・アップ・ツアー「ＳｋｙレディースABC杯」にお

いても特別協賛を実施するなど、さまざまな施策を行いました。

このようなプロモーション強化や関係各社の皆さまのご支

援・ご協力のおかげで、各社が発表されている新卒向けの就

職企業ランキングにおいても上位の評価をいただくことができ、

多くの優秀な学生の方 に々面接に来ていただくことにつながり

ました。誠にありがとうございます。引き続き、各種プロモーション

活動に力を入れてまいります。

そして、2018年度のスローガンは「KAIZEN660↑（改善

660以上）」です。

弊社では、以前から社風として“改善”の文化を掲げて取り

組んできました。今年度は、この改善の文化をさらに強化すること

で、業務改善を図り、業績の向上につなげていきたいと考えてい

ます。皆さまからもご意見をいただきながら、取り組んでいきたいと

思っておりますので、どうかご協力をお願いいたします。

また、採用活動にあたっては、引き続き「好働力」をキー

ワードとして展開していきたいと考えています。これは、働くことが

好きな方に弊社に来てほしい、というメッセージです。「好働

力」に共感していただける方、会社とともに成長していきたいと

思っていただける方をぜひご紹介いただければ幸いです。そし

て、そのような方であれば、必ず弊社で活躍していただけると

確信しています。

2017年度の業績について

プロモーションに関する取り組み

今後の事業計画・採用活動について
△ ミュージカル「メリーポピンズ」の特別協賛を実施

△ LPGAステップ・アップ・ツアー「ＳｋｙレディースABC杯」の特別協賛を実施
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前年度の事業結果および
本年度の取り組みについて
人材紹介会社のご担当者様に向けた「2018年度 Ｓｋｙ株式会社 事業説明会」を、6月に大阪、７月に

東京にて開催しました。前年度の会社としての業績や、ICTソリューション事業、クライアント・システム

開発事業における実績の報告に加え、採用活動に向けた今後の取り組みなどについて発表しました。
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メーカーとしての役割を担うICTソリューション事業部で

は現在、主な自社パッケージ商品として「SKYSEA Client 

View」「SKYMEC IT Manager」と、「SKYMENU 

Pro」「SKYMENU Class」の4種類の商品を開発・販売

しています。

「SKYSEA Client View」は、情報漏洩対策やIT資産

管理を支援する機能を搭載したソフトウェアとして、多くの民間

自社パッケージ商品のご紹介 企業、官公庁で導入いただいています。累計の導入ユーザー

数は13,159社、クライアント数は613万クライアントを超え、着実

に実績を伸ばしています。特に、中央省庁の約84%でご導入

いただいている実績があります（2018年9月時点）。

そして、医療現場に直接ヒアリングを行い、医療機関のIT

機器管理に機能特化した「SKYMEC IT Manager」につ

いても継続して開発を進めており、「SKYSEA Client View」

と合わせると544の医療機関で導入いただいています（2018

年9月時点）。

文教市場向けの商品としては、「主体的・対話的な取り組

み」と「情報活用能力の育成」を目指すために、コンピュー

ター教室での学習をサポートする「SKYMENU Pro」が、全

国の多くの学校で導入されています。さらに、2020年までに普

通教室において児童生徒1人1台のタブレット端末を整備す

るという政府方針に沿って、「SKYMENU Class」にも注力

しており、現在までに両商品合わせて32,980校で導入されて

います（2018年8月時点）。

また、弊社では現在、自社パッケージ商品だけでなく、ハード

ウェアや他社のソフトウェアの販売（物販）、SI事業にも取り組

んでいます。SKYMENUシリーズで培った文教市場を中心に

販路を広げ、2017年度は前年度と比較して売上が143%まで

伸びてきています。今後もこの分野での取り組みに注力してい

きます。

ICTソリューション事業部では、2017年度の売上が223億

円となり、目標を達成できました。2018年度は売上295億円を

目指して、さらにSI事業に注力、拡大していくとともに、市場や

環境の変化に対応した商品を企画・開発していきます。

弊社は、これまでメーカー事業にこだわり続け、現在は2つ

のマーケットでNo.1の商品を持っています。これは、他社には

ない大きな強みだと考えています。ICTソリューション事業部で

は、今後もメーカー事業にこだわり、今よりもさらに良い商品を

目指して改善を続けてまいります。

事業を成長させていくためには、優秀な人材が不可欠で

す。今後もぜひ、一緒にお仕事をしていただける「好働力」の

ある「仲間」をご紹介いただけますようお願いします。

SKYSEA Client View 導入実績

544病院

「SKYMEC IT Manager」
「SKYSEA Client View」の導入 

今後の取り組みについて
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クライアント・システム開発事業部では、2017年度の売上

目標330億円に対して、実績が319億円となりました。非常に

高い目標を掲げていたこともあり、目標達成には届きませんで

した。ただ、2016年度の売上288億円から実績を大きく伸ば

すことができました。

また、人員計画については目標1,499名に対して実績が

昨年度の実績と今後の計画について

今後の注力分野について

1,509名となり、無事に計画を達成することができました。これ

も関係各社の皆さまの多大なるご支援のおかげだと思って

います。ありがとうございました。

そして2018年度については、クライアント・システム開発事

業部として売上365億円、人員計画は前年度から150名増

の1,659名を目指しています。今年度も高い目標となります

が、皆さまからのご支援をいただきながら、達成に向けて頑

張ってまいります。

目標の達成に向け、事業部が注力していく４分野についてご

説明します。

ご存じのとおり、自動車産業は今まさに100年に一度の大改

革期と言われています。特に「電動化」「コネクティビティ」「自動

運転」がキーワードになっており、今後の技術革新の重要な要

素となってきます。

あらゆるモノがネットワークでつながるIoTは、状況・環境を

見える化し、その分析内容を活用することでさまざまな産業にお

いて生産性や品質向上を加速させていきます。また、多くの情

報機器から得た情報をAI技術に活用し、新たなサービスに結

びつけることも考えられます。「IoT / AI」は、今後私たちの社

会、生活を大きく変化させていく分野です。

これらに加えて、ICT活用が加速し、医療機器の高度化、複

雑化、多様化が進む「医療分野」や、インフラの充実、ビッグ

データやAI技術を駆使した金融サービス・フィンテックへの注目

が高まり、高度なセキュリティ意識が求められる「金融分野」など

へも注力していきたいと考えています。

以上のような注力分野を中心に、2018年度は東京、名古

屋、大阪の各地域において「業務系」「組込み系」「モバイル

系」「評価/検証系」の各領域でエンジニアを募集しており、全

国で計150名の増員を計画しています。

ソフトウェア業界では深刻な人不足が続くなか、人材紹介会

社の皆さまも技術者の獲得にご苦労されていると思いますが、ぜ

ひ一人でも多くの優秀な技術者をご紹介いただけますよう、よろ

しくお願いいたします。

2017年度実績と今後の取り組み
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売上高の推移01 従業員数の推移02

R e p o r t

データで見るＳｋｙ株式会社
売上・従業員数の推移や役職者の内訳、資格取得者数など、Ｓｋｙ株式会社のことがわかるデータを集めました。
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一般、役職、管理職、役員の内訳09 役員、管理職の新卒・中途入社内訳10

991名

一般

11名役員 172名管理職

1,438※

名

役職

2,612名

（2018年10月時点）

※役職は、管理職ではない（係長、技術係長クラス以下）役職者です。

資格取得別データ15
（2018年4月時点）

合格者数資格
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技術者試験

実用英語
技能検定
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中小企業診断士

プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル（PMP）※5

UMLモデリング
技能認定試験

Cisco

マイクロソフト
認定技術者

※1 旧テクニカルエンジニア【ネットワーク】試験を含む。 ※2 旧テクニカルエンジニア【エンベデッドシステム】試験を含む。 ※3 旧テクニカルエンジニア【情報セキュリティ】、情報セキュリティアドミニスト
レータ試験を含む。 ※4 旧テクニカルエンジニア【データベース】試験を含む。 ※5 プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル（PMP）のみ2018年7月時点の情報。

日商簿記検定

ディジタル技術検定

システムアーキテクト

プロジェクトマネージャ

ネットワークスペシャリスト※1

エンベデッドシステムスペシャリスト※2

情報セキュリティスペシャリスト※3 

データベーススペシャリスト※4

情報処理安全確保支援士 

情報セキュリティマネジメント

準1級

2級

900点以上 

800点以上～900点未満

1級

準1級 

1級 

1級

4

12

21
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51

21

7

54

4

121

6

22

2

11

3

23

社員定着率12

97％

在籍者 退職者 定着率

平成30年3月期（34期）
社員定着率　

※Ｓｋｙ株式会社のみ

平成30年3月期（34期） 2,226名 70名 97%

平成29年3月期（33期） 1,950名 77名 96% 

平成28年3月期（32期） 1,734名 74名 96% 

平成27年3月期（31期） 1,548名 68名 96% 

平成26年3月期（30期） 1,417名 88名 94% 

※

男女内訳

（2018年10月時点）

11

2,141名男 性 471名女 性

Sky株式会社を選んだ理由13
2017年度中途入社社員アンケートより

Sky株式会社のPRできる点14

コンプライアンスに
対する意識の高さ 

6％
社内研修

8％

実力主義

6％

社内ツール

8％

チームワーク
（風通しの良さ）

25％

長時間残業に
対する取り組み

15％
待遇・

福利厚生

13％

式典

10％

スピード感

9％

2017年度社員アンケートより

社員定着率（%） ： （1－当期間内退職数÷前期末社員数） × 100

社風

41％

これまでの
仕事・経験が

生かせる

14％

面接官の
印象

11％

会社の成長性

9％

技術力 5％

選考スピード 5％

福利厚生 2％

「好働力！」の
キーワード

6％

実力主義の評価制度 4％

業務の幅広さ 3％

（2018年10月時点）

183名

146名

中途入社

37名

新卒入社
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近年、政府は「働き方改革」を提唱し、その実現に向けた取り組みを推進しています。弊社でも、この政府方

針に従い、定時退社日を実施したり、女性の活躍を支援するといった、さまざまな取り組みを行っています。

「働き方改革」を目指した取り組みをご紹介します。Point 「働き方改革」の取り組み

定時退社日の実施

社内勤務の社員は毎週水曜日に、お客様先に常駐する社外勤務の社員は、現場状況に応

じた曜日で「定時退社日（ノー残業デー）」を実施。時間管理や、負荷を分散する業務量調

整などに取り組みながら、90%を超える高い実施率（2018年3月時点）となっています。

90％

サービス残業禁止の
徹底 定時後の会議を禁止

仕事と育児の両立支援
現在育児休業中の人数

育児休業取得後に
復帰した人数

22名

34名
（2018年10月現在就業中の方）

（2018年10月時点）

女性活躍推進に向けた
取り組み

12名

女性の
管理職数

（2018年7月時点）

53名

女性
昇格者数

（2018年4月昇格者）

18%

82%

女性社員

男性社員

全社員

2,612名

サービス残業の禁止徹底に注力しています。各月の

勤怠締め日に勤務表を提出する際、記載している

出退勤時刻とタイムカードの打刻時間を
照合し、15分以上の差異が発生している場合は、
必ずその理由を申告するルールを設けています。また

一部の部署では、勤務時間外のＳｋｙなうの投稿内

容を確認し、サービス残業が行われていないかを

チェックするなどしています。

有給休暇取得率の向上

※有給休暇取得率（%）＝2017年度の取得数÷2017年度の付与日数×100　※付与日数平均＝16.1日 / 年（最大付与日数=20日 / 年）

長時間労働の抑制

全体的な残業時間の削減を目的に、各部門で一人ひとりの業務量や月間の残業時

間見込みを把握し、チーム内で負荷分散を図るなどの取り組みを行っています。右のグ

ラフは、1年間のなかでも特に業務量が増える年度末のエンジニアの月間残業時間

（法定外労働時間）の平均時間の変化です。“働き方改革”に取り組む前の2016年3

月と直近の2018年3月を比較すると約10時間（28.6％）の削減を実現しています。 2016年3月

35

2018年3月

25

28.6%減約

繁忙期における
エンジニアの法定外労働時間

時間
時間

太陽社風を目指した取り組み

弊社は、女性社員が生き生きと活躍できる会社を目指

し、女性の採用強化や管理職登用などに積極的に取り

組んでいます。また、女性が働きやすい職場づくりに向

け、女性専用ブログを活用して意見交換を行った
り、相談窓口を各拠点に設けるなどして、女性社
員をサポートしています。

（2018年10月時点）

パワーハラスメントなどの諸問題を起こさないため、イソップ寓話の一つ「北風と太陽」に倣い、お互いに“あたたかな日

差し”のような気持ちを送り合える「太陽社風」を目指しています。例えば「社内ツイッター（Ｓｋｙなう）」で感謝の気持ちを

伝え合える仕組みを作るなど、常に風通しを良くして、生き生きと働ける職場環境づくりを進めています。

2017年度の1年間の有給休暇取得率は、54.7％となっており、厚生労働省の「平成29年度就
労条件総合調査」で示された平均49.1％を上回っています。弊社と同規模となる、従業員数1,000名

以上の企業の平均55.3％と比較すると同程度の結果となっており、今後さらなる改善を目指しています。

弊社では部門や職種、役職を問わず、多くの女性社
員が産前産後の休暇制度を利用しています。産休・
育休後の復職率も高く、時短勤務制度なども活用しなが

ら仕事と育児の両立を図り、ライフステージが変わっても

継続してキャリアを積んでいます。

会議を開催するときは「参加者全員の時間を使っ

ている」ことを意識するため、弊社では定時（17：
30）以降の会議を禁止しています。また、状況の
報告が主な議題になる定例会議などでは、会議
終了時刻の宣言、社内ツイッター（Ｓｋｙ
なう）の活用など、全員がスピーディな議事進行
に努めることで、勤務時間の有効活用を心掛けて

います。

Point18 Point 19
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対 談

稲本　開発部では、企業・団体向けのク

ライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA 

Client View」や、教育機関向けの学習

活動ソフトウェア「SKYMENU」シリーズ、

医療機関向けのIT機器管理システム

「SKYMEC IT Manager」といった、自

社パッケージ商品の開発を行っています。

また 、シンクライアントシステムである

「SKYDIV Desktop Client」のリリース

を目前に控えていて、現在その開発にも注

力しています。

飯島　システムサポート部では、パッケージ

メーカーとSIerの2つの役割を担っていて、

自社パッケージ商品やシステムを利用する

お客様に対し技術的なサポートを行ってい

ます。パッケージメーカーとしては、自社パッ

ケージ商品の環境構築や使用方法のレク

チャー、アフターサポートを行っており、

フィールドエンジニアが担当しています。

SIerとしては、お客様への要件ヒアリングや

提案、環境構築や保守運用などを行って

おり、インフラエンジニアが担当しています。

稲本　開発部で言いますと、ソフトウェアを

利用するお客様の立場になって、「本当に

使いやすい機能とは何か」を考えぬくよう心

掛けています。また、インタフェースや仕様書

などの資料においても、そこに書かれた単語

や文章から「どんな機能なのか」「どんなメ

リットをもたらすのか」が、お客様に伝わるよう

にわかりやすくまとめることを意識しています。

飯島　お客様と直接折衝を重ねる私たち

も、お客様の立場に立つことを大切にして

います。お客様との話し合いのなかで顕在

化したニーズを捉え、いかに課題の解決に

つなげられるかが重要ですから。

稲本　SKYSEA Client Viewが現在、

多くのお客様にご利用いただいているの

も、このお客様視点に重きを置いてきたか

らだと思います。SKYSEA Client View

は元々後発の商品で、リリース当初は競

合企業が25社ほどいました。初めの頃は

誰にも相手にされない状況で、シェアを獲

得するのに非常に苦労しました。そこで、お

客様の立場に立つことを意識し、開発に

取り組んだ結果、USBメモリの管理機能

に行き着いたんです。

　当時、USBメモリのデータ持ち出しによ

る情報漏洩リスクが危険視されていて、

USBメモリの使用を制限できるようにした

いといった声がお客様からあがっていまし

た。ちなみに、競合製品の中で同様の機

能を搭載している製品はありませんでし

た。この機能を作れるかどうかはわからな

いけど、お客様のニーズがあるんだから

チャレンジしてみようということになり開発。こ

の機能を搭載できたおかげでシェアの拡

大につながりました。

飯島　そのほかに、管理職の立場として

も、仕事を進める上で大切にしていることが

あります。メンバーに業務を割り振る際、各メ

ンバーのやりたいことやスキルに合わせるより

も、そのメンバーがまだ経験していない「ワン

ランク上の業務」を担当してみてはどうかと

提案しています。できるかできないかはさて

おき、業務を任せるだけでなく裁量を多く与

えて、メンバー自身で考えてもらうようにして

います。もちろん、業務を投げっぱなしにする

のではなく、相談を受けた際はわれわれも

上司としてフォローします。

現場が求める好働力とは―
Key Personに聞く

パッケージメーカーとしての根幹を担う開発部と、そこで培った技術をお客様につなげるシステムサポート部。

各グループの採用責任者に、Ｓｋｙ株式会社にマッチする人物像について聞きました。

お 客様の⽴場に⽴ってニーズを捉え、
いかに課題の解決につなげられるか

ICTソリューション事業部 システムサポート部
部長代理  

飯島 良人
（1999年7月入社）

ICTソリューション事業部 開発部開発課
副事業部長  

稲本 和大
（1999年4月入社）

情 報 家 電の組 込み開 発や、自社パッケージ商 品
「SKYMENU」シリーズの開発を担当した後、「SKYSEA 
Client View」の開発に立ち上げから携わる。

「SKYMENU」シリーズなどの自社パッケージ商品の提
案や環境構築、アフターサポートに携わるほか、ITインフ
ラの構築や保守運用なども担当。

お二人が所属するグループの

仕事内容を教えてください。

仕事を進めていく上で

大切にしていることは何ですか？

ICTソリューション事業部 システムサポート部
部長代理  

飯島 良人

ICTソリューション事業部 開発部開発課
副事業部長  

稲本 和大
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対 談 Key Personに聞く　現場が求める好働力とは―

何事にも⾃分事として⾸を突っ込み、
チームに働きかける積極性が⼤切

社風である「好働力」は

どんなときに感じますか？

どのような人材を求めていますか？

策」をコンセプトに開発を行っていましたが、

最近では「働き方改革」を支援するための

機能の開発にも注力しています。ニーズの変

化にすぐ対応できるように、メンバーが議論し

首を突っ込み合いながら、お客様のご要望

に応えられるソフトウェア開発に取り組んでい

る。そうした光景に好働力を感じます。

飯島　おっしゃるとおりで、弊社には「好働

力」の文字通り、働くことが好きな人がたくさ

ん集まっていて、そんな人たちが一丸となっ

て一つの物事に取り組んでいます。また、全

社的に風通しが良いのでおのおのの考え

が発信しやすく、その考えが自身の仕事に

直結することも多くて、仕事の楽しさにつな

がる。楽しいからこそ仕事に熱中できて、結

果的に成果にもつながりやすい。業務を通

じて、こうした「好働力」を目の当たりにする

機会は少なくありません。

飯島　キャリア採用（中途採用）の面接に

関しては、やはりどういったスキルをお持ちか

をまずチェックしています。そのほかには、言

葉のキャッチボールがしっかりできるかどうか

です。これができる方は、もしスキルが少々足

りなかったとしてもその後にしっかりと学んで

いただけると思います。

稲本　私も、仲間としっかりコミュニケーショ

ンを取っていただける方、また仲間と仕事を

することに抵抗がない方であることが重要だ

と考えています。面接の数十分間だけで人

柄を判断するのは難しいですが、会話をし

ていて和気あいあいとした雰囲気の方は

マッチするように思います。

飯島　仲間と仕事を進めていく上で、やは

り協調性は大切ですよね。私自身、自分一

人で仕事を進めて成果を出すよりも、周りの

力を借りて、より大きな成果を出せるようにな

らないといけないと肝に銘じていますし、メン

バーにもそのように伝えています。弊社にお

いては、社員が助け合って、協力し合って

　業務のなかで七転八倒することもあるか

もしれませんが、そうした苦労を通じてお客

様にご評価いただけたときの、達成感やや

りがいを感じてもらいたいと思っています。

稲本　今まで経験しなかった業務も「結

構面白いな」と新たな魅力を感じてもらえた

ら、われわれとしてもうれしいですからね。

飯島　そうなんです。ワンランク上の業務経

験を通じて、その方自身のできることの枠を

どんどん広げていただきたいと思っています。

稲本　開発部では、パッケージメーカーと

して品質チェックや不具合にも、シビアに

対応しています。現在11,000ユーザーも

のお客様がいらっしゃるので、もし何かトラ

ブルが起きてしまった場合は、その11,000

ユーザーすべてのお客様に影響が及ぶ

可能性があるからです。

　開発段階において、トラブルにつながりか

ねない事象が発見された場合は、その内

容を社内ブログでメンバー全員へ周知して

います。それ以降、同じ事象が起こらないよ

うにするためです。もちろん、事象のもととなっ

た担当者を責めたりはしません。それよりま

ず、メンバーへ周知することを最優先しても

らっています。悪い内容こそ早く報告してもら

い、そうした情報共有こそが正義となるよう

に、現場の雰囲気づくりをしています。

　何かトラブルが起こったときに、素早く対

処しようとするメンバーの姿勢やチーム

ワークの良さは、弊社ならではだと思いま

す。そういったところは非常に頼もしく感じて

いるので、今後もそういったメンバーが増え

てくれるとうれしいですね。

稲本　時代の変化とともにお客様のニー

ズも変わるので、それに合わせて自社パッ

ケージ商品も新しい機能を搭載していかな

ければいけません。例えばSKYSEA Client 

Viewでいうと、去年までは「サイバー攻撃対

ICTソリューション事業部 システムサポート部
部長代理  

飯島 良人

ICTソリューション事業部 開発部開発課
副事業部長  

稲本 和大

“仕事”を好きになる
仕事を好きになると、何事にも興味・関心を持って、
深掘りしたり、工夫や改善を重ねる力になります。

“会社”を好きになる
会社を好きになり、自分の力を生かそうとすることで、
大きな目標を目指して共に成長できます。

“仲間”を好きになる
仲間を好きになり、本物のチームになると、個々の力が
十分に発揮され、相乗効果を生み出せます。

Ｓｋｙ株式会社で働く社員の多くは、「好きだから働く」

という思いを力に変えて活躍しています。この思いは

「仕事が好き」「仲間が好き」「会社が好き」という3つ

の気持ちから成り立っています。
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社員にめちゃくちゃ優しい会社だから
97%という⾼い社員定着率なのかも

Ｓｋｙ株式会社では

どういった方が活躍していますか？
働く上でのＳｋｙ株式会社の

魅力を教えてください。

仕事を進めていくことを大切にする社風な

ので、仲間と一緒に仕事をすることが好きな

方だといいですね。

　あとは、チャレンジ精神をお持ちかどう

かでしょうか。会社自体が新しいことに向

けて日々チャレンジしていて、失敗しても改

善してまたチャレンジすればいいと、前向

きな文化が根づいています。また、弊社は

「朝令暮改」どころか「朝令朝改」と言え

るぐらいのスピード感で日々改善に向けて

動いています。そういった変化にもついて

いける、柔軟な考え方ができるかどうかも

重要です。

　固定観念に捉われることなく、「今あるこ

とをより良くするにはどうするか」という意識を

持って、前向きにチャレンジしてくれる方を

歓迎します。

稲本　開発部としても、改善に向けて積極

的に取り組んでいただける方が望ましいで

すね。現在、SKYSEA Client Viewは年

に2回ほどのメジャーバージョンアップを定

期的に行っていて、年間100以上の新機

能の開発や機能改善を対応しています。よ

り多くのお客様にお喜びいただけるように、

既存の機能をさらに良くしていこうとする積

極性が大切だと考えます。

飯島　私もそう思います。こだわりが強すぎ

る方よりは、良くしていくために自分自身もど

んどん変わっていきたいという方が来ていた

だけたらうれしいです。

飯島　弊社では、社員同士が助け合いな

がら仕事を進めていくことを大切にしていま

す。人に助けを求めたり、逆に手助けするこ

とはいいことだという風潮です。成果を出さ

れている方はこの社風の下、どんどん周りの

意見を聞いて、取り入れています。例えば

「ある分野のスキルは乏しいけど、ほかの人

が精通しているので教えてもらおう」と積極

的に聞いて回ったり、上司や周りのメン

バーをうまく巻き込んで一緒に仕事を進め

ていける方ですね。業務のなかで1人で

悶 と々悩んで時間だけが過ぎてしまうよりも、

うまく周りの力を借りている方が活躍されて

います。

稲本　開発部も少し似ていて、お節介焼

きな人が活躍しています。年間に何件の開

発に従事したかというよりも、チーム全体に

対して働きかけている方。先ほども言ったと

おり、自社パッケージ商品に対して、日々い

ろんな改善をかけていかなければいけませ

んし、不具合などのトラブルの対処もある。そ

れらを自分事として捉えて首を突っ込み、仕

事を前に倒していく姿勢があるメンバーは

活躍しています。

飯島　そう考えると、やはりコミュニケーショ

ン力は重要ですね。システムサポート部で

は、エンジニアがお客様と直接折衝し、

ニーズを捉えることが大切です。そして開

発部の方と話し合って、そのニーズと技術

とを結びつけ、結果的に商売につなげて

います。

稲本　開発部の中には、技術一辺倒で

活躍しているメンバーもいますね。そういう人

には、率先してコアな技術を習得してもらっ

ています。何事も自分事として仕事を進め

るのが好きな人、または技術が大好きな

人。どちらのタイプでも活躍されている人は

いて、キャリアパスは一定ではないですが、

コミュニケーション力か技術力かの天秤だ

と思います。

対 談 Key Personに聞く　現場が求める好働力とは―
ICTソリューション事業部 システムサポート部
部長代理  

飯島 良人

ICTソリューション事業部 開発部開発課
副事業部長  

稲本 和大

飯島　システムサポート部としては、市場のト

レンドの最先端で働けることだと思います。現

在、SKYSEA Client ViewもSKYMENU

シリーズも業界シェアNo.1を誇っており、どち

らも常にトレンドを捉えながら開発が行われて

います。例えば、SKYSEA Client Viewは、

情報セキュリティに関する新たなリスクや

脅威、IT資産管理に求められる現場の

声などを逃さず、機能に反映しています。

SKYMENUシリーズは、国語・算数・理科・

社会といった教科に対してもICTを活用して

いく、教育の情報化の方針に基づいて開発

されています。

　そうしたトレンドを捉えた自社パッケージ商

品を、フロントに立ってお客様に提案するた

め、おのずと市場においてはかなり精通でき

ると思います。

　また、弊社は民間企業に向けたSI事業

にも今後注力していく方針なので、SIerとし

てさまざまな業界のシステム構築に立ち会え

る楽しさもあるのかなと思います。

稲本　開発部としては、メンバー同士で互

いに教え合いながら最新の技術を習得でき

るところです。技術や知見を「自分だけのも

の」と閉ざすことなく、メンバー全員へオープ

ンにしています。また、マイクロソフト様などの

外部の企業から、最新技術についての指

導を受けられることもあります。

　ちなみに日々の業務では、主にC++や

VCの言語を活用し、Windowsで動作する

アプリケーションやサーバー、データベース

やデバイスドライバーなど、さまざまな分

野の開発に携わることができます。あと、

WindowsやMacのコアな部分を操作でき

るスキルが身につきます。開発者として幅広

い開発を経験でき、自己のスキルが磨ける

環境は、魅力の一つだと思います。実際、弊

社では半年に一度、各メンバーと今後の目

標について面談する場を設けているのです

が、引き続きこのグループで頑張っていきた

いと話してくれるメンバーがほとんどです。

飯島　グループ関係なく共通して言えるこ

とは、弊社は社員に対してめちゃくちゃ優し

い。例えば、最近話題になっている長時間

労働といった社員の負担になるものは、ど

んどんなくしていこうと社をあげて取り組んで

います。会社が社員を大切にしていることは

われわれ社員にも伝わっているので、それ

が97%という高い社員定着率（平成30年

3月期・34期）につながっているのかもしれ

ません。
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人事評価制度
社員の実績・努力をたたえる、実力主義の制度

　Sky株式会社では、半期ごとに目標の設定を行う「目標設定面談」と、その取り組みに対する結果を

振り返る「目標結果面談」を年2回ずつ実施します。面談での評価結果と、その後のチームや部署、事業

部での「評価すり合わせ」を受けて最終的に評価が確定し、4月と10月に昇格が行われます。

年齢や学歴などにとらわれず、一人ひとりの実力をしっかりと評価するのが、Ｓｋｙ株式会社の評価制度です。

社員の実績や努力を正当に評価するために、多面的な評価制度を整えると同時に、社員に適切に評価をフィー

ドバックするために、表彰や昇格の制度も設けています。

評価の流れ

P i c k  U p

昇
格
へ
の
反
映

賞
与
へ
の
反
映

人
事
評
価
の
確
定

評価調整

人事評価の半期の流れ

自己評価

● 被評価者による
目標設定

● 評価者による
目標設定面談

● 被評価者が
目標に沿って業務を遂行

● 評価者による
目標進捗状況の確認

● 評価者による
目標達成に向けての
アドバイス

● 一次～最終評価者による
評価結果をもとに、部門レ
ベルで評価のすり合わせを
実施

● 最終評価点を、別途「評点
一覧表」に部門単位で記
入、最終結果に提出

各評価期間 各評価期間の期末各評価期間の期初

● 被評価者が下記の各項目
を人事評価システムに入力

①目標結果

②自己実績

③今後進みたい方向

評価者による
評価

目標設定面談

評価期間 実施内容月

● 評価者が被評価者の自己評価内容
を確認の上、下記を実施

①各評定欄記入
（1次～最終）

②目標結果面談
（目標結果、自己評価を踏まえて）

③表彰推薦、昇格推薦

目標結果面談目標結果面談 評価すり合わせ

夏
季
賞
与
・
10 

月
昇
格
査
定

下
期
目
標
期
間

冬
季
賞
与
・
４
月
昇
格
査
定

上
期
目
標
期
間

夏
季
賞
与
・

10 

月
昇
格
査
定

下
期
目
標
期
間

上期結果を受けた昇格

目標結果を入力（下期）

目標結果面談（下期）

評価すり合わせ（下期）

昇格・表彰推薦（下期）

目標を設定・入力（上期）

目標設定面談（上期）

夏季賞与支給

評定の見直し

昇格・表彰推薦

目標を設定・入力（下期）

目標設定面談（下期）

評定の見直し

昇格・表彰推薦

冬季賞与支給

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

9
月

10
月

職務の遂行目標の設定

Point

面談は自分の業務を最も理解している直属の

上司が行うことで、しっかりと認識合わせができ、

お互いが納得した上での評価が可能になって

います。配属されているチームの状況によって

は、自分の業務に関連している複数の上司が面

談に同席し、結果の振り返りと目標設定を一緒

に行っていただくことも可能です。

目標結果を入力（上期）

目標結果面談（上期）

評価すり合わせ（上期）

昇格・表彰推薦（上期）

下期結果を受けた昇格（昇給）

年間の評価スケジュール
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評価すり合わせ（上期）

昇格・表彰推薦（上期）

下期結果を受けた昇格（昇給）

年間の評価スケジュール
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P i c k  U p 人事評価制度

　まずはそれぞれの社員が目標を設定し、それを元に上司

（評価者）との面談を行い、最終的な目標を定めます。面談を

行う際には、取り組むべき課題や目標を明確にして、モチベー

ションを高めてから、次の半期をスタートする仕組みです。

　面談のなかで評価者は、社員の現在の役職に必要なスキ

ル、次の役職に向かう上で必要なスキルなどを考慮して、社員

に目標を設定してもらいます。また、部署ごとの目標に沿った内

容になっているかも考慮が必要です。

　社員、評価者の双方が納得した上で目標が定まり、実際

に目標に向けて日々業務を進めるなかで、評価者は達成状

況について定期的な進捗確認を行います。達成に向けたサ

ポートを行いながら、場合によっては目標の修正も検討します。

そのためにも、お互いに密なコミュニケーションが欠かせません。

　社員それぞれが事前に今期の自己評点をつけ、目標結果

と実績（どのような業務を行ったか）をまとめておき、目標設定

面談を行った評価者と結果面談を行います。面談の際には、

以下の項目を含めた話し合いを行います。

　目標について、成功・失敗した要因を確認し、評価者が評

価を述べた上で、今後の成長のために必要なポイントについ

てお互いに認識できるようにします。また、今回の結果を受け

て、来期の目標を設定するために、今後の課題・ポイントにつ

いても認識合わせを行います。

　各人の目標結果面談を受けて、チーム、部門、事業部レ

ベルで社員ごとの評価のすり合わせを行うことで、評価のば

らつきを抑えるとともに、周りの意見を聞くことで、評価者自身

の評価力の向上を図ります。

　昇格などの調整や、表彰の対象者の選定もこのタイミング

で行われます。

　優秀な実績をあげた社員やさらに上のレベルの業務を期

待する社員には、本人との合意の上で昇格していただきます。

個人の能力に適した業務を担当していただくことで、その力を

最大限に発揮していただきます。

　また、年に2度行われる式典の中で、社員の実績や努力を

たたえる表彰式を開催し、期間中に目覚ましい成果をあげた

社員や部署に賞が贈られます。新卒採用の方には、初年度

の最優秀者に対して「フレッシュマン賞」を贈呈し、キャリア

採用（中途採用）の方に対しても同様に「中途入社社員

賞」を設けています。

昇格・表彰

目標の設定 評価・査定
目標結果面談目標設定面談 評価すり合わせ

目標に必要なPoint
❶ 会社、部門の経営方針に沿っているか

❷ 難易度は「少し高い」ものでチャレンジ性があるか

❸ 達成自体が可能なものになっているか

❹ 目標の数は適切か

❺ 長期と短期のバランスが取れているか

❻ ほかの社員、部門などと連携した共同の目標などで
効率的な達成を狙えるか

❼ 本人と評価者の合意が取れているか

各チームですり合わせた結果を、各部門で共有し、さ

らに話し合いが行われ、その後さらに事業部間で共

有して話し合いを持ちます。段階的にすり合わせを繰

り返すことで、特定のチームや部門にのみ偏った評

価にならないようになっています。

与えられた作業を、適切な指示のも
とで正確に行うことができる。

業務に必要な基本的な技術を有し、
ルールに従って業務を遂行できる。

自己の作業について、上司に報連
相ができる。

社員や顧客、取引業者などへの対
応窓口となることができる。

入手した情報について、上司の指示
のもと提供できる。

自己の業務遂行に必要なスキル
アップを、指導を受けて実施できる。

与えられた作業を上司の指導のもとに関係
者と調整を図り、遂行できる。

業務全般の知識・技術を有し、目的に応じて
ノウハウを活用できる。また、メンバーのスキ
ルを的確に把握できる。

チーム内の作業について、上司に報連相およ
び課題だし・提案を実施できる。

適正な業務を遂行できるように、社員や顧
客、取引業者などと良好な信頼関係を築くこ
とができる。

チームの業務遂行において必要な情報を自
ら入手し、自己の判断で提供できる。

チームの業務遂行に必要なスキルアップに
ついて、メンバーに対する指導ができる。

業務

業務
スキル

問題発見・
解決

顧客志向

情報提供

指導・育成

部門の方針に基づき上司と連動して与えられた業務につ
いて具体的な計画を立て、遂行できる。

部門の方針に基づき、会社や商品戦略を理解し、目的に
応じてノウハウを活用・提案できる。メンバーのスキルを把
握し、適切なリソースを組み合わせて業務を遂行できる。

部門内の作業について、関係者に報連相および課題だ
し・提案・解決行動を実施できる。

社員や顧客、取引業者などとの信頼関係を拡大させ、
ビジネスに有用な情報を収集し積極的に会社に提供で
きる。

部門の業務遂行において必要な情報を自ら入手し、自己
の判断で提供・利用できる。

部門内の業務遂行に必要なスキルアップについて、メン
バーの指導・育成ができる。

役職 A一般 役職 B

※部署やチームにより内容は異なります。

Point

● どの程度目標を達成できたか

● 目標に向けた行動で
良かった点

● 目標に向けた行動で
改善すべき点

目標結果について

● 今期行った取り組み、
結果に対する考察

● 今期良かった点

● 来期以降に改善すべき点

実績について

役職ごとに必要なスキル（役職定義）の例
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P i c k  U p 人事評価制度

　まずはそれぞれの社員が目標を設定し、それを元に上司

（評価者）との面談を行い、最終的な目標を定めます。面談を

行う際には、取り組むべき課題や目標を明確にして、モチベー

ションを高めてから、次の半期をスタートする仕組みです。

　面談のなかで評価者は、社員の現在の役職に必要なスキ

ル、次の役職に向かう上で必要なスキルなどを考慮して、社員

に目標を設定してもらいます。また、部署ごとの目標に沿った内

容になっているかも考慮が必要です。

　社員、評価者の双方が納得した上で目標が定まり、実際

に目標に向けて日々業務を進めるなかで、評価者は達成状

況について定期的な進捗確認を行います。達成に向けたサ

ポートを行いながら、場合によっては目標の修正も検討します。

そのためにも、お互いに密なコミュニケーションが欠かせません。

　社員それぞれが事前に今期の自己評点をつけ、目標結果

と実績（どのような業務を行ったか）をまとめておき、目標設定

面談を行った評価者と結果面談を行います。面談の際には、

以下の項目を含めた話し合いを行います。

　目標について、成功・失敗した要因を確認し、評価者が評

価を述べた上で、今後の成長のために必要なポイントについ

てお互いに認識できるようにします。また、今回の結果を受け

て、来期の目標を設定するために、今後の課題・ポイントにつ

いても認識合わせを行います。

　各人の目標結果面談を受けて、チーム、部門、事業部レ

ベルで社員ごとの評価のすり合わせを行うことで、評価のば

らつきを抑えるとともに、周りの意見を聞くことで、評価者自身

の評価力の向上を図ります。

　昇格などの調整や、表彰の対象者の選定もこのタイミング

で行われます。

　優秀な実績をあげた社員やさらに上のレベルの業務を期

待する社員には、本人との合意の上で昇格していただきます。

個人の能力に適した業務を担当していただくことで、その力を

最大限に発揮していただきます。

　また、年に2度行われる式典の中で、社員の実績や努力を

たたえる表彰式を開催し、期間中に目覚ましい成果をあげた

社員や部署に賞が贈られます。新卒採用の方には、初年度

の最優秀者に対して「フレッシュマン賞」を贈呈し、キャリア

採用（中途採用）の方に対しても同様に「中途入社社員

賞」を設けています。

昇格・表彰

目標の設定 評価・査定
目標結果面談目標設定面談 評価すり合わせ

目標に必要なPoint
❶ 会社、部門の経営方針に沿っているか

❷ 難易度は「少し高い」ものでチャレンジ性があるか

❸ 達成自体が可能なものになっているか

❹ 目標の数は適切か

❺ 長期と短期のバランスが取れているか

❻ ほかの社員、部門などと連携した共同の目標などで
効率的な達成を狙えるか

❼ 本人と評価者の合意が取れているか

各チームですり合わせた結果を、各部門で共有し、さ

らに話し合いが行われ、その後さらに事業部間で共

有して話し合いを持ちます。段階的にすり合わせを繰

り返すことで、特定のチームや部門にのみ偏った評

価にならないようになっています。

与えられた作業を、適切な指示のも
とで正確に行うことができる。

業務に必要な基本的な技術を有し、
ルールに従って業務を遂行できる。

自己の作業について、上司に報連
相ができる。

社員や顧客、取引業者などへの対
応窓口となることができる。

入手した情報について、上司の指示
のもと提供できる。

自己の業務遂行に必要なスキル
アップを、指導を受けて実施できる。

与えられた作業を上司の指導のもとに関係
者と調整を図り、遂行できる。

業務全般の知識・技術を有し、目的に応じて
ノウハウを活用できる。また、メンバーのスキ
ルを的確に把握できる。

チーム内の作業について、上司に報連相およ
び課題だし・提案を実施できる。

適正な業務を遂行できるように、社員や顧
客、取引業者などと良好な信頼関係を築くこ
とができる。

チームの業務遂行において必要な情報を自
ら入手し、自己の判断で提供できる。

チームの業務遂行に必要なスキルアップに
ついて、メンバーに対する指導ができる。

業務

業務
スキル

問題発見・
解決

顧客志向

情報提供

指導・育成

部門の方針に基づき上司と連動して与えられた業務につ
いて具体的な計画を立て、遂行できる。

部門の方針に基づき、会社や商品戦略を理解し、目的に
応じてノウハウを活用・提案できる。メンバーのスキルを把
握し、適切なリソースを組み合わせて業務を遂行できる。

部門内の作業について、関係者に報連相および課題だ
し・提案・解決行動を実施できる。

社員や顧客、取引業者などとの信頼関係を拡大させ、
ビジネスに有用な情報を収集し積極的に会社に提供で
きる。

部門の業務遂行において必要な情報を自ら入手し、自己
の判断で提供・利用できる。

部門内の業務遂行に必要なスキルアップについて、メン
バーの指導・育成ができる。

役職 A一般 役職 B

※部署やチームにより内容は異なります。

Point

● どの程度目標を達成できたか

● 目標に向けた行動で
良かった点

● 目標に向けた行動で
改善すべき点

目標結果について

● 今期行った取り組み、
結果に対する考察

● 今期良かった点

● 来期以降に改善すべき点

実績について

役職ごとに必要なスキル（役職定義）の例
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「ALL Ｓｋｙ」を
具体化するための情報共有
～各種会議から見る「Ｓｋｙスタイル」～

解説「Skyスタイル」

Ｓｋｙ株式会社では、「Ｓｋｙなう（社内ツイッター）」や「社内ブログ」をはじめとする独自のツールを活

用して、情報共有を促進しています。しかし、こうしたツールは、多くの人とともに協力し合い仕事を

進める「ALL Ｓｋｙ」の文化が根づいているからこそ、有効に活用できます。このコーナーでは、各種

会議を中心に「ALL Ｓｋｙ」を支える弊社の情報共有スタイルをご紹介します。

週初めのスタートダッシュに 注力点を宣言する「報告会」

「今週のこだわり」は、参加者全員が社内ブログで展開

「朝に強い会社」を目指す弊社では、週初めの早朝に幹部会参加メンバーが

対象の報告会を実施。その週に自分が注力することを「今週のこだわり」として

発表。全員で共有しながら、1週間のスタートダッシュを図る意味もあります。ス

ピード感が求められるIT業界の中で、「SHOBAI（商売）」を加速させていく

原動力となっています。

※月曜日が祝日の場合は、翌日（火曜日）に開催しています。※参加者は、始業前の時間外労働（朝残業）を計上しています。

毎朝、会社の方向性を共有 全拠点を中継する「朝礼」

朝礼で話した内容は、毎日更新の「社長ブログ」でも発信

毎朝の始業時間に、全国の拠点をテレビ会議システムでつなぎ、朝礼を行って

います。社員の朝礼スピーチやお知らせの後、社長があいさつ。今、感じている

ことや課題、新しい取り組みの狙い、直近の目標などを直接伝えています。数分

で終わるスピーディな朝礼ですが、ベクトルを合わせて業務に向かうスイッチが

入る大切な時間です。

※月曜日が祝日の場合は、翌日（火曜日）に開催しています。

関係各部のメンバーが一堂に 部門を越えた「営業会議」

スピーディな進行のため、質疑応答は「Ｓｋｙなう」で完結

毎週月曜日には事業部ごとに営業会議を開催。営業部だけではなく、開発部・

技術部やシステムサポート部、販促企画部、パートナー推進課などの事業部

のメンバーも参加。さらに広報や法務、採用の担当者も加わり、現在の状況と

今後の取り組みを共有し、関係者全員が方向性を合わせながら「ALL Ｓｋｙ」

の文化を具体化しています。

全幹部が会社の“今”を確認 質問が飛び交う「幹部会」

「Ｓｋｙなう」で発言が閲覧できる、全社員に開かれた幹部会

月に1回、役員や管理職、係長クラス以上の全員が参加する幹部会を開催。

参加者は必ず「1つ質問をする」ことが義務づけられていて、社長への「○○

については、どう考えていますか？」という質問や、事業部を越えて「なぜ、○○

に注力しているんでしょうか？」といった質問が飛び交う、全員参加型の幹部

会です。

毎週月曜日朝礼後※

毎週月曜日7：45※毎朝9：00

毎月最終金曜日
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「ALL Ｓｋｙ」を
具体化するための情報共有
～各種会議から見る「Ｓｋｙスタイル」～

解説「Skyスタイル」

Ｓｋｙ株式会社では、「Ｓｋｙなう（社内ツイッター）」や「社内ブログ」をはじめとする独自のツールを活

用して、情報共有を促進しています。しかし、こうしたツールは、多くの人とともに協力し合い仕事を

進める「ALL Ｓｋｙ」の文化が根づいているからこそ、有効に活用できます。このコーナーでは、各種

会議を中心に「ALL Ｓｋｙ」を支える弊社の情報共有スタイルをご紹介します。

週初めのスタートダッシュに 注力点を宣言する「報告会」

「今週のこだわり」は、参加者全員が社内ブログで展開

「朝に強い会社」を目指す弊社では、週初めの早朝に幹部会参加メンバーが

対象の報告会を実施。その週に自分が注力することを「今週のこだわり」として

発表。全員で共有しながら、1週間のスタートダッシュを図る意味もあります。ス

ピード感が求められるIT業界の中で、「SHOBAI（商売）」を加速させていく

原動力となっています。

※月曜日が祝日の場合は、翌日（火曜日）に開催しています。※参加者は、始業前の時間外労働（朝残業）を計上しています。

毎朝、会社の方向性を共有 全拠点を中継する「朝礼」

朝礼で話した内容は、毎日更新の「社長ブログ」でも発信

毎朝の始業時間に、全国の拠点をテレビ会議システムでつなぎ、朝礼を行って

います。社員の朝礼スピーチやお知らせの後、社長があいさつ。今、感じている

ことや課題、新しい取り組みの狙い、直近の目標などを直接伝えています。数分

で終わるスピーディな朝礼ですが、ベクトルを合わせて業務に向かうスイッチが

入る大切な時間です。

※月曜日が祝日の場合は、翌日（火曜日）に開催しています。

関係各部のメンバーが一堂に 部門を越えた「営業会議」

スピーディな進行のため、質疑応答は「Ｓｋｙなう」で完結

毎週月曜日には事業部ごとに営業会議を開催。営業部だけではなく、開発部・

技術部やシステムサポート部、販促企画部、パートナー推進課などの事業部

のメンバーも参加。さらに広報や法務、採用の担当者も加わり、現在の状況と

今後の取り組みを共有し、関係者全員が方向性を合わせながら「ALL Ｓｋｙ」

の文化を具体化しています。

全幹部が会社の“今”を確認 質問が飛び交う「幹部会」

「Ｓｋｙなう」で発言が閲覧できる、全社員に開かれた幹部会

月に1回、役員や管理職、係長クラス以上の全員が参加する幹部会を開催。

参加者は必ず「1つ質問をする」ことが義務づけられていて、社長への「○○

については、どう考えていますか？」という質問や、事業部を越えて「なぜ、○○

に注力しているんでしょうか？」といった質問が飛び交う、全員参加型の幹部

会です。

毎週月曜日朝礼後※

毎週月曜日7：45※毎朝9：00

毎月最終金曜日

解説「Skyスタイル」36 解説「Skyスタイル」 37



「Ｓｋｙなう」や「社内ブログ」の位置づけ
社内の情報共有ツールは、対面コミュニケーションを補完する位置づけで活用されています。

部門を越えて互いに協力し合うワークスタイルが定着しているからこそ、各ツールが有効活用できると考えています。

会議中の「Ｓｋｙなう」をもとに
効率よく議事録を作成

解説「Skyスタイル」

質とスピードを重視した

高密度の各種ミーティング

各部門におけるミーティングでは、初めに会議終了時間と「Ｓｋｙ

なう」のつぶやき件数の目標を宣言。特に、現状の報告が主な

議題となる会議ではスピードを意識して、発表者はテンポ良く

発言するように心掛けています。逆に、しっかり検討が必要な会

議では、腰を据えて議論をします。

会議の議事録としてつぶやきを活用するほか、気になる

議題への質問とその回答、次のアクションアイテムをつぶ

やき、TODOとして登録するといった活用がされています。

記事として整理された情報が蓄積されるブログでは、会

社の方針の展開やお知らせの掲示のほか、技術的な

情報を共有するデータベース的な活用もされています。

リアルタイムコミュニケーションの

「Ｓｋｙなう」
ナレッジデータベースとしての

「社内ブログ」

生き生きと働ける
“太陽社風”を目指して

空川 広志 03/05 14:15 会話

□□社から△×の件で問い合わせがありました。 # 報告会

⼤⽥ 花⼦ 03/05 14:16

@ 空川 広志 会議終了後、対応いたします。 # 報告会

空川 広志 03/05 14:16

先⽉⽬標︓108%。達成。すばらしいです︕ # 報告会

# 報告会 タグのツイート メニュー ▼

⻘空 太郎 03/05 14:13

Bチームより案件報告。新規案件 12件 # 報告会

⻘空 太郎 03/05 14:12

Aチームより案件報告。新規案件 8件 # 報告会

⻘空 太郎 03/05 14:06

本⽇の会議終了予定時刻は 15:00 です # 報告会

トップ

投稿

※写真、イラストはすべてイメージです。

　Ｓｋｙ株式会社は、パワーハラスメントなどの諸

問題を起こさないため、イソップ寓話の一つ「北

風と太陽」に倣って、お互いに“あたたかな日射

し”のような気持ちを送り合える「太陽社風」を目

指しています。

例えば、役員も新入社員も立場に関係なく全

員が「○○さん」と呼び合い、上司を役職名で呼

んだり、部下や後輩を呼び捨てにしたりすることが

ないように推奨しています。また、社員証や社内シ

ステムのアバターで使用する顔写真も、先日すべ

て笑顔で明るいものに差し替えました。さらに「Ｓｋｙ

なう（社内ツイッター）」で、仕事の中で感じた感

謝の気持ちを伝え合える仕組みを作るなど、日常

のなかの一つひとつの小さな取り組みから、常に

風通しがいい雰囲気づくりに注力しています。

　本年、経営理念に「粉飾、改ざん、隠蔽、コン

プライアンス違反は絶対しません」という項目を新

たに加えました。この理念に基づいて、いいことも

悪いことも常に共有し、もし課題があるなら「ALL 

Ｓｋｙ」で力を合わせて乗り越える。そういった社風

の下でなら、これらの諸問題を自然と抑制できる、

と私たちは考えています。

　Ｓｋｙ株式会社は、全社員がより高い目標に向

かって、生き生きと働ける職場環境づくりを進めて

いきます。
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仕事のやりがい・感じていること

◆目標設定で、自分の役割を
明確にしてくれた。

仕事のやりがい

◆社員のコスト意識（商売意
識）の高さ。

◆積極的にお互いをフォロー
し合う文化。

感じていること

1～3か月

会社に慣れる時期。目
標を明確にすることで、
モチベーションUPに

◆裁量を与えてくれ仕事を任
せてもらえて、頼られている
手応えを感じた。

◆チームにパートナー様や新
メンバーが加わり、チーム
が大きくなった。

仕事のやりがい

◆問題があれば、みんなで共
有して解決する雰囲気。

◆お客様先に常駐していても
「ALL Ｓｋｙ」の精神が根付
いている。

感じていること

6か月

ある程度は自分の裁量
で仕事が進められ、さら
に自分らしさを発揮

◆開発プロセスの改善や対応
方針の提案など、顧客折衝
力があがった。

◆作業リーダーとして作業管
理を任せてもらいつつ、新
しい技術にも挑戦。

◆業務を進めながら増員や案
件拡大を目指す役割を担
い、経験が積めた。

仕事のやりがい

◆チームで作業を進めること
を、とても重要視している。

◆上司や先輩からプロジェク
ト運用や人の動かし方が学
べる。

◆管理者として、全員で目標
に向かって突き進む意識が
持てるようになった。

感じていること

1年

作業リーダーとして、小
規模チームをとりまと
める立場に

◆人・モノ・お金・情報の管理に
ついて、繰り返し学べる。

◆開発スキルのほか、プロ
ジェクトマネジメント等のス
キルが身につけられる。

◆エンジニアとして計画作成
方法や品質向上のための提
案方法なども学べる。

◆意識していなかった技術領
域にも触れる機会があり、
知識の幅が広がった。

感じていること

◆拠点長という立場で、業務
管理やお客様との折衝を担
当するようになった。

◆チームリーダーとして、メン
バーをフォローしながら方
針を決定する立場に。

◆PLとしてプロジェクトの運
営やマネジメントを任せて
もらえるようになった。

◆自分主導で機能の設計開発
を任され、コアな部分に携
われるようになった。

仕事のやりがい

3年

PLや拠点長として、メ
ンバーをリードしながら
案件の中核を担う

中途採用でＳｋｙ株式会社に入社して3年以内の開

発者に、入社してからの経過期間ごとに「今、感

じていること」を聞きました。入社当初は個人の

目標に向かって仕事に取り組んでいるメンバー

が、年次を重ねるごとに、チーム内で責任ある立

場となっていく様子がうかがえます。

アンケート実施中
「Skyスタイル Magazine Vol.5」へのご意見をお寄せください !

「Skyスタイル Magazine Vol.5」をご覧いただきありが

とうございます。今後とも皆さまのお役に立てる情報を

お届けできるよう、下記Webページにて本誌に関するア

ンケートを実施しております。ぜひ皆さまの率直なご意

見・ご感想をお聞かせください。

※本アンケートへのご回答は、弊社より本誌をご送付いたしました
人材紹介会社の方に限らせていただきます。

アンケートにご回答いただいた方に
QUOカード

1,000円分
プレゼント 

もれなく

Q1　 今回の内容で良かった記事をお聞かせください。

Q2　 今回の内容でわかりにくかったところ、 ご不明な点はございましたか？

Q3　 今後取り上げてほしい内容をお聞かせください。

Q4　 その他、ご意見やご感想などございましたらお聞かせください。

全4問の簡単なアンケートです。ぜひご回答ください。

https://www.sky-career.jp/recruit/アンケートへのご回答はこちらから
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