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Message
グローバルITサービスカンパニーＳＣＳＫで、
世界を舞台に、夢ある未来の創造に向けて、
共に挑みましょう。
ＳＣＳＫ株式会社は、
システム開発からITインフラ構築・ITマネジメント、BPO、ITハード・
ソフト販売まで、幅広いサービスをワンストップで提供している
「グローバルITサービス
カンパニー」
です。
「夢ある未来を、共に創る」を経営理念に掲げ、
これまでも業務品質の向上や事業の効率
化など成長のベースとなる収益基盤の整備と拡充に取り組むとともに、
「働きやすく、や
りがいのある会社」を実現するための「働き方改革」や「健康経営」を社会に先駆けて実
行し、多方面の方々から多大な評価をいただくこととなりました。
ＳＣＳＫグループは、
これまで築いてきた基盤を大切にしつつ持続的な成長を果たして
いくために、成長戦略として
「サステナビリティ経営」
を推進していきます。
サステナビリティ経営推進にあたり、社会が抱えるさまざまな課題を事業視点で評価し、
社会と共に成長するために、
「豊かな未来社会の創造」
「安心・安全な社会の提供」
「いき
いきと活躍できる社会の実現」など、特に重要で優先的に取り組むべき課題を7つのマ
テリアリティとして策定しました。様々なステークホルダーの皆様と共に、
これらの社会
課題解決へ貢献することを通じて
「2030年 共創ITカンパニー」を実現します。
今後、世界各国でＳＣＳＫグループの一員として共に歩む皆さんには、お客様のグロー
バルビジネス、ひいては、激動の世界経済を牽引していくITのプロフェッショナルとして、
未来を変える情熱を持ち、常に高い目標を掲げ、挑戦していこうとする高い志を持ってほ
しい、
そう強く願っています。
どのような困難がたちはだかろうとも、それらを一つひとつ乗り越え、人々の、世界の、未
来の可能性を切り拓いていく― そうした気概あふれる皆さんの挑戦を、ＳＣＳＫグルー
プはお待ちしております。
代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者

當麻 隆昭
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Our Philosophy

私たちの使命

夢ある未来を、共に創る
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。

私たちの3つの約束

人を大切にします。
一人ひとりの個性や価値観を尊重し、互いの力を最大限に活かします。

世界と未来を見つめ、成長し続けます。
全てのステークホルダーの皆様とともに、世界へ、
そして未来へ向けて成長し続けます。

確かな技術に基づく、最高のサービスを提供します。
確かな技術とあふれる情熱で、
お客様の喜びと感動につながるサービスを提供します。

行動指針

Challenge

Commitment

Communication

未来を変える情熱を持ち、

お客様に対し、社会に対し、

仲間を尊重し、心を通わせ、

常に高い目標を掲げ、挑戦する。

責任感を持ち、誠実に行動する。

チームワークを発揮する。
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Since

Our History

2011

日本を代表する総合商社「住友商事」のグループの一員として、
50年以上にわたり、IT産業の発展に貢献してきました。
2社の強みを活かし、IT業界のリーディングカンパニーを
目指して発足したSCSK株式会社
SCSK海外グループ会社
Since 1987
Since 1990
Since 2007
Since 2007
Since 2019

総合商社として、
グローバルに幅広

1969

住友商事株式会社

住友商事の子会社として、グ

Since

1919

Since 2019

Since

い産業分野で事業を展開してきた

SCS

ローバルビジネスを支えてき
た住商情報システム株式会社

住友商事

Since

独立系SIerとして、
システム開
発、
保守運用、
BPOなど総合的
なITサービスを提供してきた

1968

CSK

株式会社CSK
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SCSK USA Inc.
SCSK Europe Ltd.
SCSK Shanghai Limited
SCSK Asia Paciﬁc Pte. Ltd.
PT SCSK Global Indonesia
SCSK Myanmar Ltd.

SCSK Group Today
米州、欧州、中国、アジアの6拠点を中心に、グローバルIT事業を展開しています。

思誠思凱信息系統（上海）有限公司

SCSK Europe Ltd.

SCSK USA Inc.
ニューヨーク、シリコンバレー、ダラスに拠

ロンドンに拠点を構え、CISを含む欧州およ

上海から東アジア圏を対象に、
マルチリンガ

び中近東アフリカを対象として、
日系企業を

ル（中国語・日本語・英語）でITサービスを

中心に日本品質のITサービスを提供。近年

提供。長年蓄積した業務知識・ノウハウを活

ではお客様のDX事業化もサポート

用し、高品質なプロジェクト遂行を実現

点を構え、中南米を含む米州で日系企業に
幅広いITソリューションを提供。R＆D機能
でお客様のイノベーションをサポート

SCSK Myanmar Ltd.

London

ヤンゴンを拠点に、
在ミャンマー企業の戦略的
ITパートナーとして高品質なITソリューショ
ンを提供。
DX事業化を通じ、
お客様の新たな

New York

価値創造と地域社会への貢献に取り組む

Silicon Valley

Tokyo

Dallas

Shanghai

SCSK Asia Paciﬁc Pte. Ltd.
シンガポールから東南西アジア、
豪州地域の日
系企業の戦略的DXパートナーとして、
地域要
件の理解や大規模プロジェクトの実績を強み
にITサービスをフルラインアップで提供

PT SCSK Global Indonesia
ジャカルタを拠点とし、企業の戦略的IT
パートナーとして高品質なITソリューショ
ンを提供。加えて、お客様のDX事業化に伴
うIT全般を幅広くサポート
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Yangon
Singapore
Jakarta

SCSK Group Today
2011年の発足以来、社員満足度の向上に努めながら、順調に成長を続けています。

9期連続で増収増益

優良な顧客基盤

高い社員満足度

合併以来、9期連続で増収増益*を達成。売上高、営業利

信頼できるITパートナーとして、
お客様のトップベンダー

働き方改革の推進やワーク・ライフ・バランスの向上、多様

益ともに安定成長を続けています。

となることを目指し、関係強化に努めています。
その結果、

な人材の活用を目的としたダイバーシティの各種制度・施

＊営業利益ベース

売上高における上位200社の割合は8割を超え、
お客様か

策の拡充を通じて、働きやすい、
やりがいのある会社を目

ら任される領域・規模が拡大しています。

指しています。

3,968億円
458億円

売上高

連結売上高における
上位200社の割合

営業利益

2,786

2,882

2,976

3,239
317

3,293

3,366

337

346

3,586

3,870
423

顧客業種別の売上高構成比
（2021年3月期）

208

その他 4.6 %

2.0 %

128

売上高

日本基準

製造業
29.2 %

3,968

上位200社の
売上高占有率

SCSKグループの
クライアント

億円

金融業
21.7 %

売上高（億円）

従業員満足度の推移
%
79.9

82.6

84.0

2014

2015

2016

90.2

89.2

90.0

92.1

2017

2018

2019

2020 （年度）

60

10.6 %

通信・
運輸業
15.9 %

92.1%

80

サービス

239

社員満足度

100

さらなる顧客基盤の
拡大に向けたアプローチ

電力・ガス

383

280
2,003

連結売上高における
上位200社の割合

3,968
458

80.3%

約

流通業
16.0 %

IFRS

80.3 %

0

8,000 社

＊数値はすべて2021年3月末時点のものです。

営業利益（億円）
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Our Business
お客様のビジネスを成功に導くITサービスを、ワンストップで提供しています。

コンサルティング

BPO (Business Process Outsourcing)
お客様の業務の一部を一括して委託いただき、長年

お客様の経営戦略に基づくIT戦略策定、業務領域ごと

培ったノウハウを活かし専門のスタッフがサポート。
コ

IT戦略の実現までサポートします。
のIT企画の立案、

コンサルティング

BPO

ンタクトセンターやECフルフィルメントサービスなどを
提供します。

ITハード・ソフト販売

ITハード・
ソフト販売

システム開発

セキュリティ、
ネットワーク、
サーバー・ストレージ、
ミド
CAD
ルウェア、

高品質が求められる SoR(System of Record)から迅速
性が求められるSoE（System of Engagement）
まで、

、解析・CAEなどプロダクトの販売、構

幅広い開発ニーズに対応します。

築、
サポートを提供します。

ITマネジメント

システム開発

検証サービス

ITマネジメント

検証サービス

ITの安定稼働と継続性の実現に向け、オンプレミスか

長年培った経験、独自の検証理論、最新の技術を駆使

らクラウドまで、
さまざまなITシステムの保守運用と継

し、客観的なテストケースに基づいたソフトウェアの評

続的改善を行うITサービスマネジメントを提供します。

価・検証を行います。

ITインフラ
構築

ITインフラ構築
ITインフラ最適化に向けたアセスメントからITインフラ
の設計・構築および安定利用に向けた運用設計などを

お客 様

提供します。
製造

通信・メディア

保険

流通・サービス

公共（ガス・電力）

証券

医療・ヘルスケア

銀行

信販・リース
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Our Vision

20 30年

共 創 I Tカンパニー
I T の 、つ ぎ の 、幸 せ へ 。
デジタル社会の本格的な到来で、
ますます構造変化が求められるITサービス業界。
SCSKグループは、
「サステナビリティ経営」
の推進で、新たな価値の創造により、
社会課題の解決に貢献。社会と共に持続的発展を成し遂げ、
「共創ITカンパニー」の確立を目指します。
また、私たちが目指す社会の姿を明確化すべく、
「豊かな未来社会の創造」
「 安心・安全な社会の提供」
「いきいきと活躍できる社会の実現」
の3つの社会を定めました。
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Growth Vision for 2030
2030年の目指す姿として
「共創ITカンパニー」、そして売上高1兆円を目指します。

グランドデザイン2030

一人ひとりが自律的に成長するプロフェッショナル集団
成長
ドライバー

2030年
共創ITカンパニー

人財投資（知と技術の探索と深化）

〜ITの、
つぎの、幸せへ。〜

事業主体

売上高1兆円への挑戦

社会への新たな価値創出
社会との共創

お客様のビジネス成長への貢献
3つの社会の実現

顧客との共創

協業型

コア事業の
高度化・拡大

- 豊かな未来社会
SCSKグループ
としての共創

- 安心・安全な社会
- 人々がいきいきと活躍できる社会

受託型
個客課題

マーケット課題

社会課題

03
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Investment in People
最大の財産であり、成長の原動力である
「人」への投資を強化しています。
SCSKグループの最大の財産、
かつ成長の原動力は
「人」
です。
働きがいやエンゲージメントを軸にサステナブルな成長を目指す

人財投資の基本的な考え方
人材の多様化

人材の拡充

〈 社員 〉

〈 組織文化 〉

〈 ビジネス 〉

自律的な成長

ダイバーシティ＆
インクルージョン

共創による
価値提供

人材の高度化

「SCSKの人材マネジメントの基本方針」
と連動し、
人材への積極的な投資を行っています。
人材への投資は
「高度化・多様化・拡充」
を観点としています。

SCSKの人材マネジメントの基本方針

属性にかかわらず個の力を引き出すダイバーシティ&インクルージョンの

〈 成長戦略 〉 サステナビリティ経営

組織文化の下、
社員が事業戦略に共感し自律的に成長し続けることで、
ビジネスにおいて顧客や社会との共創による価値提供を

〈 個人 〉

実現していくことを将来像としています。

自律的な
成長

働きがいと
エンゲージメントの
向上

〈 ビジネス 〉

共創による
価値提供

国内外の人材拡充にも積極的に取り組み、
事業成長を加速させます。
〈 組織文化 〉 ダイバーシティ＆インクルージョン

SCSKの人材施策に対する外部評価
「人材育成」
「ワーク・ライフ・バランス」
「ダイバーシティ＆インクルージョン」
「健康経営」
などの取り組みに対し、多方面から評価を受けています。
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Investment in People
海外グループ会社の社員を対象に、多彩な研修プログラムを実施しています。

リーダーシップ研修

有識者レクチャ

グローバルリーダーシップスキルの開発を目指し、

SCSKが社外に誇れる技術、
ソリューションを共有

海外6社およびSCSK本社社員が一同に集いチー

します。各領域の専門家を講師に招き、知識を伝授

ムビルディング活動などを行います。グループ間

するとともに新たな気付きを提供します。

ネットワーキング構築の場としても好評です。

Global Leadership Program/
Management Development Program
住友商事主催のグローバルリーダーシップ研修で
す。世界各国から受講者が参加し、
ロールプレイや

プロジェクト管理研修
研修プログラム

海外各社のプロジェクト提案、計画立案から完了
まで、
プロジェクトのライフサイクル全体に活用す

グループワークを通じて、
さまざまなタイプのリー

るSCSK本社のプロジェクト管理手法およびノウ

ダーシップスタイルを学びます。

ハウを伝授します。

長期滞在型研修

各種e-learning

日本に長期滞在し、SCSK本社の社員と一緒に仕

DX、AIなど技術系コンテンツから経営基礎、
プレ

事をすることで、SCSK流仕事の進め方、
日本の商

ゼンテーションといったビジネス系コンテンツま

習慣、
日本流ビジネスマナー、
日本文化、
日本語な

で、幅広い領域のe-learningコンテンツを提供し

どを学びます。

ます。
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Sustainability
中長期の成長戦略として、サステナビリティ経営を推進しています。
SCSKグループは、経営理念「夢ある未来を、共に創る」の実現に向けて、社会が抱えるさまざまな課題を事業視点で評価し、
社会と共に成長するために、優先的に取り組む「マテリアリティ
（重要課題）」
を策定しました。
社会の課題を解決し、持続的な事業成長を目指す３つのマテリアリティと、
その成長を支える基盤を盤石にする４つのマテリアリティにより、社会と共に持続的な事業成長を目指します。

SDGsへの貢献
マテリアリティへの取り組みを通じて、SDGsの社会課題解決への貢献につなげています。

SCSKのサステナビリティ経営に対する外部評価
当社のサステナビリティ経営やESG（環境、社会、
ガバナンス）への取り組みが高く評価され、
各種ESGインデックスに組み入れられています。

2021

Sompo Sustainability Index
THE INCLUSION OF SCSK CORPORATION IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI
LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE
A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF SCSK CORPORATION BY MSCI OR
ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI.
MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS
OF MSCI OR ITS AFFILIATES.
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Message from Your Colleagues

日系企業で働くということ

SCSKグループは日系のIT企業です。
「日系企業で働く」
というと、
どのようなことを想像しますか？
日本独特の企業風土を想像する方もいるかもしれませんが、
私たちは日本文化に固執することなく柔軟に進化し続けています。

SCSKグループでは、
日本の本社と世界各国のグループ会社間が
緊密に連携し、協働でビジネスを進めています。
各国のオフィスでは多国籍のスタッフが肩を並べて業務にあたっており、
英語・日本語・中国語・インドネシア語・ミャンマー語など
さまざまな言語が飛び交っています。

また、私たちはダイバーシティ＆インクルージョンの推進のみならず、
社員のワーク・ライフ・バランスも大切にしています。
社員一人ひとりがいきいきと働くことが、
持続的な事業成長には不可欠であると確信しているからです。
このようなSCSKグループで、皆さんと一緒に働けることを
楽しみにしています。

13
03

Our People

SCSK USA Inc.

SCSK Europe Ltd.

W.Wさん

M.Rさん

S C S K U S Aでは、
「 C h a l l e n ge 」
「 Co m m i t m e n t 」

2008年2月にSCSK

思诚思凯信息系統（上海）有限公司

Q.Zさん
EUに入社し、プロジェクト管理

皆さん、こんにちは。SCSK上海に入社して4年目になり

「Communication」の3Cを大切にしています。チー

部門のマネージャーとして働いています。SCSK EUで

ます。SCSK上海の社風として感じることは、社員を大

ムワークあふれる雰囲気のなか、会社の目標達成に向

働くことはとても刺 激 的だと感じています。I T 業 界が

切にすること、落ち着いた職場環境、それから、成長の

けて社員同士が支え合っています。職場の仲間とすぐ

目まぐるしく移り変わるなか、SCSK

EUでは、社員の

機会が常に得られることです。社員同士は仲が良く、風

に親しくなれる小さな組織ですが、大きな成長の可能

継続的なスキルアップやお客様サービスの向上を目的

通しの良いとても働きやすい環境です。事業内容は従来

性を秘めています。常に進 化し続ける先 進 的なアメリ

とした意 見・提 案の募 集に力を入れるなど、変 化への

のITサービスからDXまで多岐にわたり、様々な業務に

カのIT業界で、共に働くパワーあふれる方をお待ちし

対応に取り組んでいます。

常に挑戦できます。SCSK上海の一員として働けること

ています！
At SCSK USA, Inc. we are committed to our 3cʼs:
Challenge, Commitment and Communication. We have a
great teamwork atmosphere to support each other in
achieving our goals. We are small enough to get to know
your co-workers, yet large enough for growth
opportunities. We are looking for dynamic individuals to
join our team in the advanced USA IT industry, where
everlasting evolution is always happening!

を幸せに感じています。
I work for SCSK Europe as a Manager for the Project
Management Department, I started my career with SCSK
EU in February 2008. Personally, I believe it's an exciting
time to be working in SCSK EU. The IT landscape is
continually changing and SCSK EU is adapting to these
changes by continuously up skilling staff and
encouraging staff to come up with ideas and suggestions
how we can better serve our customers.
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大家好，今年是加入SCSK上海的第四年。感受到这是一个为员
工着想，给员工提供安定环境和发展机会的公司。工作环境舒适
优雅，同事们都很友善，让人轻松愉快。业务内容涵盖传统IT和
新兴DX等各种内容，丰富多彩且富有挑战性。我很开心能在
SCSK上海当一个快乐的OL。

Our People

SCSK Asia Paciﬁc Pte. Ltd.

PT SCSK Global Indonesia

SCSK Myanmar Ltd.

O.Pさん

E.Hさん

MTAさん

SCSK APに勤務して3年余りになります。入社以来、オ

SCSK Global Indonesiaは、2019年に設立されたばか

こんにちは。
SCSK Myanmarでは、
デジタルトランスフォー

ペレーション面・技術面のスキルを兼ね備えた優秀な

りの新しい会社です。
「 夢ある未来を、共に創る」の理念

メーションによる顧客価値の創造に取り組んでいます。
最先

仲間とチームで仕事をしています。会社の急速な拡大に

を実現するため、
ビジネスパートナとして全てのお客様に

端のトレンド技術を活用しながら、
プロジェクトを通じて社

より、SCSK APでは、キャリアアップ支援や新分野開拓

優れたサービスと価値あるソリューションを提供するこ

員の成長をサポートしています。
最先端技術に触れ、
自身の

による知識向上の機会を設けています。このほか、福利

とが私たちの目標です。社員が会社とともに「成果」
「達

限界を超え、潜在能力を発揮するための啓発に日々努める

厚生制度を通じて、全社員のさらなるスキル開発も積

成」
「 成長」を感じられる場所として、最高の職場環境が

ことで、希望するキャリアパスにつながる機会もあります。

極的に推進されています。

整っています。チャレンジ精神と創造性にあふれた熱意

アットホームな雰囲気の中、
家族のように温もりのあるこの

ある方に入社していただけることを楽しみにしています。

会社に入社して、
私たちの一員としてあなたの夢を実現して
みませんか？

I have been working in SCSK AP for more than 3 years.
Right from the start, I become part of a team with
incredible people who have expertise on both operational
and technical skills.
As SCSK AP is expanding rapidly, company offers access
to opportunities that support career growth and explore
other areas to deepened knowledge.
Company also actively encourages all employees to
develop skills further with beneﬁt programs.

SCSK Global Indonesia adalah perusahaan yang masih baru
didirikan pada tahun 2019.
Misi kami adalah mewujudkan impian masa depan kami
dengan memberikan layanan terbaik dan solusi yang bernilai
tambah untuk semua pelanggan sebagai mitra bisnis.
Kami menyediakan lingkungan kerja yang paling sesuai bagi
karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya, berprestasi
dan tumbuh berkembang bersama perusahaan kami.
Kami mencari orang-orang yang menyukai tantangan, kreatif
dan dinamis untuk bergabung dengan tim kami!
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応募条件などの詳細情報は、各社のWebサイトに掲載していますので、ぜひご参照ください。
皆さんのご応募をお待ちしています。

SCSK USA Inc.

SCSK Europe Ltd.

SCSK Shanghai Limited

http://www.scskusa.com/jp/

https://www.scskeu.com/

https://www.scsksh.com/

SCSK Asia Paciﬁc Pte. Ltd.

PT SCSK Global Indonesia

SCSK Myanmar Ltd.

http://www.scskap.com/jp/

https://scskidn.com/

https://www.scskmm.com/home-jp.html

SCSK Corporation
https://www.scsk.jp/

IT for the next delight.

