
成長塾第17回全国大会（Web大共有大会）実践事例発表

事業承継の準備の大切さと
成長制度の役割

令和4年７月14日



1.会社概要

1. 会社名：株式会社システムサーバー・株式会社アイティワークス

2. 代表者：代表取締役社長 鈴木秀美
3. 社員数（正社員＆役員）：１６８名（平均年齢３２歳）
4. 所在地：愛知県名古屋市中区錦1-7-1 楠本第９ビル
5. ホームページ： https://www.system-server.com/
6. 事業内容：コンピュータシステムの開発、保守、データセンター構築、運用（情報サービス業）

経 営 理 念

１．真心のある確かな技術力で豊かなコンピュータシステムを提供し

お客様と共に誇りと喜びに満ちた未来創りに挑戦し続けます。

２． 社員あっての会社、会社あっての社員の全員経営を実践します。

行動理念 ： 自分（達）で考え（心）自分（達）で実行します。

共に成長します。

理念実現のための施策

・全員経営

・全員SE営業

・学びあいによる技術力向上

・全員参加での職場づくり
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（ご参考１）会社独自の制度で社員の「やりがい」を後押し
＊新卒採用説明会での資料より

「全員経営」 自分たちで考え自分たちで実行していく経営スタイル。

・２ヶ月に１度、社員全員が集まって会社の様々な情報を共有

・期首の会議で各部ごとに自分たちの目標（年度計画）を設定

→「やらされ」ではなく「やっていく」からモチベーション高く取り組める

「成長制度」 社員が生き生きとやる気をもって働ける仕組み。

・１００項目の成長シートを使っての成長をサポート

→何を、どれだけ頑張ればいいか、進む道がわかっているから登りやすい
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2.成長制度が事業承継に必要な理由

① 会社の知的資産の承継は制度（仕組
）化されていないと引き継が困難：
社長の頭の中だけにある、人事制度
や人事コンサルタントの作った借り
物の人事制度では後継者に説明でき
ない。成長制度という仕組みがあれ
ば引き継げる。

② 明るく、魅力ある会社（業績・理念
ビジョン・制度）でないと、そもそ
も誰も引き継いでくれない：成長制
度で社員の成長を見える化し、社員
が自ら計画的に成長する会社にする
。その結果、業績も向上し、社員応
募の質・量とも増加し、定着率も向
上、まさに当社理念「共に成長」を
実現できる。→人（経営）の承継＝
後継者（MA先も含む）の決定

＊経済産業省「事業承継ガイドライン」より
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3.当社の成長制度の軌跡（取組日程）
取組失
敗

H16（2004）/10月 新人事制度の構築必要性を認識
Ｈ17（2005） 風土改善委員会にて新人事制度の取り組み→失敗

２ｼｰﾄだ
けでの
成長制
度

Ｈ18（2006）/2/14～7/12 第17期成長塾参加（社長）
3/11～4/8 成長シート原案審議、決定
5/13 成長シート仮運用（２シート）
10/中 旧方式評価と成長シｰﾄの両方での評価

（このとき処遇は旧方式評価を適用）
新旧評価を比較して成長シートの調整

11/1 成長シート（２シート）本運用開始
Ｈ19（2007）/5月 成長シートでの評価及び、新＋旧方式での昇給決定

旧方式（Ｈ18/5～10） 成長シート（Ｈ18/11～Ｈ19/4）
Ｈ19（2007）/11月 成長シートでの評価、賞与計算自動化
Ｈ20（2008）/3月 給与規定の変更（手当基準の明確化）

5/中旬 成長シートでの評価および新給与規定での処遇決定、給与改定自動化

全職種
成長制
度完成

H21（2009）/8  第80期成長塾ブラッシュアップ参加（社長・常務・他幹部）
Ｈ21（200９）/11 成長シート全職種対応（１１シート）
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成長シート基準 （開発系SE2～3等級）

株式会社システムサーバー Ｈ25/11/26改定

要 素定 義着 眼 点 ｳｪｰﾄ
評 価 基 準 （ 評 価 点 ）

1 2 3 4 5

期
待
成
果

月当り生産額（万円）
自担当分の月当り生産額＋
外注管理指導の場合は粗
利益

６ヶ月の累計／６

2.00 
50万円未満 50万円以上 60万円以上 70万円以上 80万円以上

品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）
次工程以降でのミスおよびｸ
ﾚｰﾑ（人的ｸﾚｰﾑも含む）

工程別バグ（ミス）
顧客影響度 1.00 

工程外へのﾊﾞｸﾞ（ﾐｽ）は平均以上であ
る。もしくは影響度の少ないｸﾚｰﾑが
あった

工程外へのﾊﾞｸﾞ（ﾐｽ）は平均
的であり。ｸﾚｰﾑは無かった

工程外へのﾊﾞｸﾞ（ﾐｽ）は平均以下
であり。ｸﾚｰﾑは無かった

優れたやり方で実施し、工程外へのﾊﾞ
ｸﾞ（ﾐｽ）ｸﾚｰﾑは共に無かった

品質管理上過酷な状況を優れたやり方で
乗越え、工程外へのﾊﾞｸﾞ（ﾐｽ）ｸﾚｰﾑは共に
無かった

納期遵守
工程内での納期遵守率と
客先に対する納期遵守と影
響度

工程別納期遵守率
影響度 1.00 

工程内への納期遵守率は平均以下
（95％以上）であり、又は客先納期遅延
があり影響を与えた

工程内への納期遵守率は平均的
（95％以上）であり、客先納期遅延は無
かった

工程内への納期遵守率は100％であり,客
先納期遅延は無く信頼されている

納期上、難しいＰＪにも拘らず、工程内
への納期遵守率は100％であり,客先
納期遅延は無く信頼されている

納期上、過酷なＰＪにも拘らず、工程内へ
の納期遵守率は100％であり.客先納期遅
延は無く信頼されている

重
要
業
務

詳細設計・基本設計

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

役割、貢献度

1.50 

詳細設計を指導下のもとで
基準生産量の70％未満の作
業を実施した

詳細設計を指導下のもとで
基準生産量の70%以上の作
業を実施出来た

詳細設計を独力で基準生産量以
上の作業を実施出来た

詳細設計を優れたやり方で基準生産
量以上の作業を実施し、レビューアもう
まく実施し、さらに基本設計も独力で実
施できた

詳細設計と基本設計を他の模
範となる優れたやり方で実施し、
他の社員にも教えている

プログラミング・単体テス
ト

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

役割、貢献度

1.50 
指導下のもとで基準生産量
の70％未満の作業を実施し
た

指導下のもとで基準生産量
の70%以上の作業を実施出
来た

独力で基準生産量以上の作業を
実施出来た

優れたやり方で基準生産量
以上の作業を実施し、レ
ビューアもうまく実施できた

その業務を他の模範となる優れ
たやり方で実施し、他の社員に
も教えている

結合テスト・システムテス
ト

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

役割、貢献度

1.00 

結合テストを指導下のもとで
基準生産量の70％未満の作
業を実施した

結合テストを指導下のもとで
基準生産量の70%以上の作
業を実施出来た

結合テストを独力で基準生産量
以上の作業を実施出来た

結合テストを優れたやり方で基準生産
量以上の作業を実施し、レビューアもう
まく実施、さらにｼｽﾃﾑﾃｽﾄも独力で実
施できた

結合テストとシステムテストを他
の模範となる優れたやり方で実
施し、他の社員にも教えている

問題解決

必要な報連相会議、ﾚﾋﾞｭｰ、
を適切に行って問題の未然
防止や早期解決をはかった
か

ﾀｲﾐﾝｸﾞは適切か
内容は適切か
記録はあるか 1.00 

うまく実施できなかった 一部不十分ながら実施でき
た

実施していた 優れたやり方で実施していた その業務を他の模範となる優れたやり方
で実施し、他の社員にも教えている

全員経営の取組み
全体会議、部会、委員会、方
針実施活動、営業活動を積
極的に取組んだか

出席率
役割
貢献

1.00 
うまく実施できなかった 一部不十分ながら実施でき

た
実施していた 優れたやり方で実施していた その業務を他の模範となる優れたやり方

で実施し、他の社員にも教えている

知
識
・
技
術

言語・運用サポートスキ
ル

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

3.00 
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３．５

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝９
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ等）
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

2.00 
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な知
識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

1.00 
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

プロジェクト管理スキル
プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

1.00 
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

業務知識・会社固有標準
プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

1.00 
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

勤
務
態
度

責任感

自分に課せられた業務を、
計画通り最後までやり抜い
たか

計画通り最後までやり抜く

1.00 

仕事を計画通りやろうとするが、困難
があると責任逃れするような言動が見
られた

期待された成果に及ばないことが多い
が、管理、監督の援助を得て任された
仕事を遂行できた

管理、監督の下で任された仕事を遂行し、
期待通りの成果を上げることができた

困難な状況で任された責任を意識して
行動し、期待通りの成果を上げること
ができた

困難な状況で責任を持って適切に判断し、
業務を遂行することで期待通りの成果を上
げ、その優れたやり方を他の社員にも教え
ている

積極性・チャレンジ
困難な仕事にも、自発的に、
積極的に取組んでいたか

困難な仕事、自発的、積
極的 1.00 

困難な仕事を避けることが多く、ほとん
ど自発的に仕事をすることは無かった

言われれば多少困難な仕事にも取組
むが、自発的に仕事をする意欲は見ら
れなかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られたが
自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿勢
があり、自発的な行動がかなり見られ
た

困難な仕事にも積極的にチレンジし、常に
全力を尽くしていた

協調性・後輩の指導
自分の都合にとらわれず、
他と協力して業務を推進し
ていたか

他との協力

1.00 
自分の都合を優先する事が多く、他人
の意見を聞こうとしないことご多かった

他人の意見を聞く姿勢はあるが、争っ
たりﾁｰﾑﾜｰｸを乱したりすることがしば
しばあった

他人の意見をできるだけ聞くようにし、ﾁｰﾑ
ﾜｰｸを保つことに努力していた

意見の不一致があった場合、積極的に
話をまとめるように努力していた

ﾁｰﾑのﾘｰﾀﾞｰ的役割を果たし、より強いﾁｰ
ﾑﾜｰｸができるよう努めていた

マナールール規律の厳
守

職場のマナールールと上司
の命令や業務上の規則をき
ちんと守っていたか

職場を明るくする
上司の命令
業務上の規則

1.00 
挨拶も途絶えがちで雰囲気をしばしば
壊す。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命令を
守らないことが多い

挨拶はするが笑顔や言葉遣いの悪さ
から悪印象をあたえるときがある。ﾏﾅｰ
ﾙｰﾙ規則や上司の命令を守らないこと
が時々あった

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで悪印象をあ
たえることはない。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の
命令をほぼ守っている

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで職場を
明るくした。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命
令を守っている

職場を明るくするため他人にも意欲的に働
きかけた。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命令を
よく守っており、他の社員にも働きかけた

特別加減点

合計 22.00 

成長ｼｰﾄ
区分

項目 習得難易
度

重要度
習熟度本

人
ﾎﾟｲﾝト
本人 備考（本人） 習熟度上

司
ﾎﾟｲﾝト
上司 備考（上司） 習熟度決

定
ﾎﾟｲﾝト
決定 備考（決定）

言語・運用 VisualBasic 0.75 0.75 1 0.19

言語・運用 VB.Net 1 1.25

言語・運用 C#.Net 1 1.25

言語・運用 ASP.Net（ASPも含む） 1.25 1

言語・運用 VBA 0.5 0.75 2 0.25

言語・運用 (JAVA)J2SE 1.25 1 1 0.42

言語・運用 (JAVA)J2EE 1.5 1.25

言語・運用 C++ 1.25 1 1 0.42

言語・運用 C 1.25 1 2 0.83

言語・運用 WebScript言語 0.5 0.75

言語・運用 PHP 0.5 0.5

言語・運用 Perl 0.5 0.5 2 0.17

言語・運用 SQL 0.5 1.25

言語・運用 PL/SQL 0.5 1

言語・運用 RPG 1 0.75

言語・運用 COBOL 1 1.25

言語・運用 PL/1 1 0.5

言語・運用 ShellScript 0.5 1 3 0.5

言語・運用 汎用系ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ・運用 0.75 0.75

言語・運用 ｵｰﾌﾟﾝ系ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ・運用 0.75 1.25 2 0.63

言語・運用 SystemWalker 0.5 1 1 0.17

言語・運用 その他ジョブスケジューラ 1 0.75 2 0.5

言語・運用 汎用系システム管理 1 0.75

言語・運用 オープン系システム管理 1 1.25 1 0.42

言語・運用 ハードウェアの管理 0.75 1 1 0.25

言語・運用 ネットワーク管理 0.75 1.25 1 0.31

環境
Windowsｸﾗｲｱﾝﾄ環境設定
操作 0.5 1.25 3 0.63 3 0.63 3 0.63

環境 汎用機・ｵﾌｺﾝ利用 0.5 1.25 2 0.42 2 0.42

環境 ＵＮＩＸ利用 0.5 1.25 1 0.21 2 0.42 4 0.83

環境 (OS)Windowsｻｰﾊﾞｰ 1 1.25 2 0.83 3 1.25 3 1.25

環境 (OS)UNIXｻｰﾊﾞｰ 1 1 2 0.67 2 0.67 3 1

環境 (OS)Linuxｻｰﾊﾞｰ 1 1.25 3 1.25 3 1.25

環境 仮想環境 1 1.25 3 1.25

環境 Oracle 1 1.25

環境 DB2 1 1

環境 SQL Server 1 1.25

環境 MySQL 0.75 0.5

環境 PostgreSQL 0.75 1

環境 AplicationServer 1.25 1

環境 ネットワーク構築 0.75 1.25 2 0.63

提案・設計 (工程)IT企画化 2 1

提案・設計 (工程)要件定義 1.5 1

提案・設計 (工程)基本設計 1.5 1.25 2 1.25

提案・設計 (工程)詳細設計 1 1.25 2 0.83

提案・設計 (工程)テスト（IT,ST) 0.75 1.25 2 0.63

提案・設計 (工程)テスト（運用テスト) 0.75 1.25 2 0.63

提案・設計 会議運営と議事録作成 0.75 1.25 2 0.63

提案・設計 見積書・提案書作成 1 1.25 1 0.42

提案・設計 プレゼンテーション 1 1 2 0.67

提案・設計 UML 0.5 0.75 1 0.13

提案・設計
オブジェクト指向プログラミ
ング 1.25 1.25

提案・設計 データベース設計(物理) 1 1

提案・設計 データベース設計(論理) 1 1

提案・設計 (工程)運用設計 1.25 1.25

提案・設計 (工程)ネットワーク設計 1 1

PJ管理
(責務)プロジェクトマネー
ジャ 1.5 1.25 1 0.63 2 1.25 2 1.25

PJ管理 (責務)プロジェクトリーダー 1.25 1.25 2 1.04 2 1.04 2 1.04

PJ管理 (責務)サブリーダー 1 1.25 3 1.25 3 1.25 4 1.67

PJ管理 進捗納期管理 1 1 3 1 3 1

PJ管理 品質管理 1 1 3 1 3 1

PJ管理 コスト管理 1 1 3 1 3 1

PJ管理 要員管理 1 1 3 1 3 1

PJ管理 外注管理 1 1 2 0.67 2 0.67

PJ管理 スコープ管理 1 1 2 0.67 2 0.67

PJ管理 コミュニケーション管理 1 1 3 1 3 1 3 1

PJ管理 リスク管理 1 1 2 0.67 2 0.67 2 0.67

PJ管理 セキュリティー管理 1 1 2 0.67 2 0.67 2 0.67

業務・標準 (業務)販売管理 0.75 1.25 2 0.63 2 0.63 2 0.63

業務・標準 (業務)在庫物流管理 0.75 1.25 2 0.63 2 0.63 2 0.63

業務・標準 (業務)生産管理 0.75 1.25

業務・標準 (業務)人事・経理 0.75 1.25

業務・標準 (業務)金融 0.75 1.25 1 0.31 3 0.94 1 0.31

業務・標準 (業務)情報共有 0.75 1.25 2 0.63 2 0.63 2 0.63

業務・標準 トヨタ開発標準 0.75 1.25 4 1.25

合計 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数 ｽｷﾙ数
ﾎﾟｲﾝ
ト

>3数 >4数 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数

言語・運用 13 5.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

環境 5 2.75 1 0 8 6.5 4 0 5 4.96 4 1

提案・設計 8 5.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ管理 6 5.25 1 0 12 11.2 1 0 12 11.6 1 1

業務・標準 4 2.19 0 0 4 2.81 1 0 5 3.44 1 1

＜特徴＞

①成長項目と重みを具体的に明示←取組やすい
②シミュレーション機能により成長点数が自分で計画できる
③本人評価→上司評価→成長確認会議で組織的に公平評価
④成長結果は本人にフィードバック。次期取組を立案できる
⑤処遇に反映するルールがオープンになり事前確認が可能

4.当社の成長制度
（１）共通事項

共に成長する「成長制度」

社員が元気に生き生きとやる気をもって働ける

会社と共に成長する仕組み
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4.当社の成長制度
（２）工夫したところ
①PDCAで成長を促進

①目標設定欄（目標評点、活動計画）がありフィードバック時
に上司と次期目標と活動計画を立てられる。終了時に実績欄
に活動実績を記載できる。
②本人、上司、成長確認会議のそれぞれの評価に理由欄を
設けた。評点の理由記し、ギャップ判りやすくした。

Copyright 2022 All Rights Reserved.株式会社システムサーバー 6



4.当社の成長制度
（２）工夫したところ
②「知識・技術」を別シートに分離

成長ｼｰﾄ

区分
項目

習得難

易度
重要度

習熟度

本人

ﾎﾟｲ ﾝ ト

本人

習熟度

上司

ﾎﾟｲ ﾝ ト

上司

習熟度

決定

ﾎﾟｲ ﾝ ト

決定

言語・運用 VisualBasic 0.75 0.75
言語・運用 VB.Net 1 1
言語・運用 C#.Net 1 1.25
言語・運用 ASP.Net 1.25 1
言語・運用 VBA 0.5 0.75
言語・運用 JavaSE 1.25 1
言語・運用 JavaEE 1.5 1.25
言語・運用 C/C++ 1.25 1
言語・運用 Python 1.25 1
言語・運用 JavaScript 0.5 1.25
言語・運用 その他Script言語 0.5 0.5
言語・運用 SQL 0.5 1.25
言語・運用 ストアードプロシージャ 0.5 1
言語・運用 HTML5およびCSS3 0.5 0.5
言語・運用 COBOL 1 1.25
言語・運用 ShellScript 0.5 1
言語・運用 システム管理 1.25 1.25
言語・運用 システム運用 0.75 0.75
言語・運用 ジョブスケジューラ 1 1
言語・運用 バージョン管理(Git/SVNなど) 0.5 1.25
言語・運用 ETL/BI 0.75 1

環境 Windowsｸﾗｲｱﾝﾄ環境設定操作 0.25 1.25
環境 汎用機利用 0.5 1
環境 UNIX/Linux利用 0.5 1.25
環境 (OS)Windowsｻｰﾊﾞｰ 1 1
環境 (OS)UNIX/Linuxｻｰﾊﾞｰ 1 1.25
環境 クラウド(AWS,Azure等) 1 1.25
環境 仮想環境(Vmware,HyperV) 1 1
環境 仮想環境(Docker,Solarisｿﾞｰﾝ) 1 1.25
環境 Oracle 1 1.25
環境 PostgreSQL 1 1
環境 他DBMS 1 1
環境 AplicationServer 1.25 1
環境 ネットワーク構築 0.75 1.25

提案・設計 (工程)IT企画化 2 1
提案・設計 (工程)要件定義 1.5 1
提案・設計 (工程)基本設計 1.5 1.25
提案・設計 (工程)詳細設計 1 1.25
提案・設計 (工程)テスト（IT,ST) 0.75 1.25
提案・設計 (工程)テスト（運用テスト) 0.75 1.25
提案・設計 会議運営と議事録作成 0.75 1.25
提案・設計 見積書・提案書作成 1 1.25
提案・設計 プレゼンテーション 1 1
提案・設計 UML 0.5 0.75
提案・設計 オブジェクト指向プログラミング 1.25 1.25
提案・設計 データベース設計(物理) 1 1
提案・設計 データベース設計(論理) 1 1
提案・設計 (工程)運用設計 1.25 1.25
提案・設計 (工程)ネットワーク設計 1 1

PJ管理 (責務)プロジェクトマネージャ 1.5 1.25
PJ管理 (責務)プロジェクトリーダー 1.25 1.25
PJ管理 (責務)サブリーダー 1 1.25
PJ管理 進捗納期管理 1 1
PJ管理 品質管理 1 1
PJ管理 コスト管理 1 1
PJ管理 要員管理 1 1
PJ管理 外注管理 1 1
PJ管理 スコープ管理 1 1
PJ管理 コミュニケーション管理 1 1
PJ管理 リスク管理 1 1
PJ管理 セキュリティー管理 1 1

業務・標準 (業務)販売管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)在庫物流管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)生産管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)人事・経理・金融 0.75 1.25
業務・標準 (業務)設備管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)情報共有 0.75 1.25
業務・標準 ユーザ企業開発標準 0.75 1.25

合計 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数

言語・運用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

環境 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

提案・設計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

業務・標準 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備考（決定）備考（上司）備考（本人）

① 「知識・技術」の要素が７５項目（５カ
テゴリ）と多い為、「スキル状況シート
」として分離し、「成長シート」上では
カテゴリを要素とした

② スキル状況シートのウエイトは習熟難易
度と重要度の２つにした

③ スキル状況シートを記載することにより
、成長シートの「知識・技術」の評点が
自動的計算できるよう基準を決め自動化

（例）言語・運用ｻﾎﾟｰﾄｽｷﾙ：４
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

(注)・習熟度：習熟度合を0～5段階記載
・ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ：(習熟難易度X重要度X習熟度)÷3
・重要スキル：重要度が1.25以上の項目
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５.成長制度の応用

（１）採用
①採用ミスマッチ防止：会社説明会にて成長制度を説明することで会社を
より深く知ってもらいミスマッチ防止できる。
②採用判定に活用：成長点数（数値）の高い社員とその個人特性（数値）
の相関を分析できる。どんな個人特性を持った方を採用すべきか判る

（２）昇給、賞与自動化：成長確認が終われば、処遇が確定するので
、

昇給通知、給与マスター更新、賞与が自動化できる。
（３）教育制度：成長項目、重要度が決まっているので教育研修体系
の

作成が容易。項目別のレベルが明確なので研修講師選定が容易。
（４）経営計画策定（年度PL計画→中期→長期）：

成長点数等より次年度の昇給予測を行い、人件費が精緻に
予測できる。（当社業種は費用の90%は人件費）Copyright 2022 All Rights Reserved.株式会社システムサーバー 8



５.成長制度の応用 （１）採用
①採用ミスマッチ防止：会社説明会にて成長制度を説明するこ
とで会社をより深く知ってもらいミスマッチ防止できる。
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５.成長制度の応用 （１）採用
②採用判定に活用：成長点数（数値）の高い社員とその個人特性（数値）
の相関を分析できる。どんな個人特性を持った方を採用すべきか判る

思索

型：

内閉

性

思索

型：

客観

性

活動

型：

身体

性

活動

型：

気分

性

努力

型：

持続

性

努力

型：

規則

性

積極

型：

競争

性

積極

型：

自尊

心

自制

型：

慎重

性

自制

型：

弱気

さ

積極

性

協調

性

責任

感

自己

信頼

性

指導

性

共感

性

感情

安定

性

従順

性

自主

性

ﾓﾗﾄﾘ

ｱﾑ

傾向

達成

欲求

親和

欲求

求知

欲求

顕示

欲求

秩序

欲求

物質

的欲

望

危機

耐性

自律

欲求

支配

欲求

勤労

意欲

定

着・

安定

判定

結果

言語

Ⅱ：

得点

数理

Ⅱ：

得点

図形

Ⅱ：

得点

論理

Ⅱ：

得点

英語

Ⅰ：

得点

平均

得点

平均

偏差

平均

正答

率

適性

総合

一般

的

精神

力
足腰

集中

力

標準

化

信頼

係数

系列1 -0.2 0.03 0.16 -0.1 0.3 0.03 0.14 0.13 0.06 -0.2 0.21 0.12 0.44 0.1 0.24 0.08 0.05 -0.1 0.09 -0.3 0.38 -0 -0.1 0.27 0.23 0.2 0.16 0.14 0.28 0.24 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0.32 0.29 0.26 0.3 0.31 0

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

相関係数 ＣＵＢＩＣ因子

実務評価とＣＵＢＩＣ因子との相関

採用したい人物像：責任感、達成意欲が高く、協調性、ﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟをもち継続的に努力できる人

注意したい人物像：内閉性（社交性なし、非活動的、一人で物思い）が高く、物事にじっ
くり取組めず諦めが早い人。ﾓﾗﾄﾘｱﾑ高い人

Copyright 2022 All Rights Reserved.株式会社システムサーバー 10



11

５．成長制度の応用
（２）昇給、賞与自動化：成長確認が終われば、処遇が確定するので、
昇給通知、給与マスター更新、賞与が自動化できる。

株式会社システムサーバーCopyright 2022 All Rights Reserved.



５．成長制度の応用
（３）教育制度：成長項目、重要度が決まっているので教育研修体系の
作成が容易。項目別のレベルが明確なので研修講師選定が容易。
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５．成長制度の応用
（４）経営計画策定（年度PL計画→中期→長期）：社員成長点数等よ
り次年度の昇給予測を行い、人件費が精緻に予測できる。（当社業種
は費用の90%は人件費）
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６.システムサーバーGの歩みと事業承継・成長制度の取組
（事業承継の準備の大切さ・長期の計画が必要）

年
度

H9～H12 H13～H15 H16～H19 H20～H27 H28～R01 R02～R06

経
営
計
画

第１中期
「会社基盤
創り」

第２中期
「本格営業展
開」

第３中期
「成熟度向上と
新会社準備」

第４中期
「１０億企業グ
ループ実現」

第５中期
「１５億企業グ
ループ実現」

第６中期
「持続的成長可能な基盤
創り」

事
業
承
継

・H9/1/20シ
ステムサー
バー設立
「人の命は
有限だが会
社は永続」
→事業承継
を意識

・2003(H15) 
長男（21歳・
大学生）就活
時に事業承継
の選択肢を提
示→長男承
継を決意→同
業大手入社し
ＳＥ修行

・H15/12/10 長
男、非常勤取締
役就任
・H19暦年贈与で
長男への自社株
移転開始
・H19知人の同業
会社を事業承継
（ＭＡ、ＳＳＶ１０
０％子会社）

・H22長男総務省
ICT政策部署出
向（官民交流）→
ビッグデータ・ク
ラウド等の政策
に取り組
・H26総務省出向
満了→ＳＳＶＧ常
勤取締役（入社）

・自社株株価
対策（類似業
種比準価額）

・R2黄金株・取得条件付
株式設定＆株主間契約
→見守＆自社株集中策
・R４公正証書遺言作成＆
遺留分放棄手続き→家族
内係争対策
・R5/9 ＳＳＶ退職（社長
→相談役）、退職金支給、
決算後、事業再編で持株
会社設立し社長就任

成
長
制
度
・

教
育

・社内外IT
技術研修開
始
・H12/4/1
新卒新入社
員研修開始

・H16/10月新人
事制度の構築必
要性を認識
・H18 成長塾参
加→5/13仮運用
→２シート本運
用

H21/11成長シー
ト全職種対応（１
１シート）
・H25 リーダー
研修開始
・H26 管理職研
修開始

・デベロッパー
サミット参加開
始
・テクニカルシ
ンポジウム開
始
・８時間ルール
開始

教育研修体系の再整備

「５・５・５計画」2035年長期計画
長男＋幹部で策定
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・成長塾参加
・成長制度仮運用
（２シートのみ）

成長制度本運用
（２シートのみ）

・成長塾ブラッシュアップ
・成長シート全職種対応
（１１シート）

リーマンショックで
売上は下がったが利
益は維持
人材採用（新卒）と
教育育成に注力

後継者・幹部による長期
経営計画（2035年時ビ
ジョン）である「5・5・
5計画策定

７.成長制度と事業承継の量的成果

成長制度での処遇

長男SSV継承を決意
同業大手に新卒入
社とSSV非常勤取締
役→事業拡大決意
→組織を成長させ
る仕組みが必要

新人事制度取
組開始と失敗

知人の同業会社を事
業承継

暦年贈与で自社株移
転開始

後継者総務省ICT政策
部署に官民交流出向

後継者総務出向満了→
ＳＳＶＧ常勤取締役

事業承継の内財産の承
継対策決定・実施開始

黄金株・取得条件付株式設定

R4：公正証書遺言
R5：ＳＳＶ退職
（社長→相談役）
R5：持株会社設立
し社長就任
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８．まとめ

(1)成長制度は「社員と共に会社を成長させる仕組み」です。
・成長制度があれば後継者に知的資産の引継ぎが容易になります
・会社が成長し、明るくなり後継者にとっても魅力的な会社を実
現できます。
(2)成長制度は人事はもとより経営計画などにも応用できます。
(3)成長制度で社員を見える化（数値）できるので、そのデータを
利用して、自動化、分析シミュレーションを行い会社をIT化、DX
化できます。
(4)事業継承は準備が大切です。（長期の計画と取組が必要）
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成長シート基準 （開発系SE2～3等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

2.00

1.00

1.00

1.50

詳細設計を指導下のもとで
基準生産量の70％未満の
作業を実施した

詳細設計を指導下のもとで
基準生産量の70%以上の作
業を実施出来た

詳細設計を独力で基準生
産量以上の作業を実施出
来た

詳細設計を優れたやり方で基準生産
量以上の作業を実施し、レビューア
もうまく実施し、さらに基本設計も独
力で実施できた

詳細設計と基本設計を他
の模範となる優れたやり方
で実施し、他の社員にも教
えている

1.50
指導下のもとで基準生産量
の70％未満の作業を実施
した

指導下のもとで基準生産量
の70%以上の作業を実施出
来た

独力で基準生産量以上の
作業を実施出来た

優れたやり方で基準生産量
以上の作業を実施し、レ
ビューアもうまく実施できた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00

結合テストを指導下のもと
で基準生産量の70％未満
の作業を実施した

結合テストを指導下のもと
で基準生産量の70%以上の
作業を実施出来た

結合テストを独力で基準生
産量以上の作業を実施出
来た

結合テストを優れたやり方で基準生
産量以上の作業を実施し、レビュー
アもうまく実施、さらにｼｽﾃﾑﾃｽﾄも独
力で実施できた

結合テストとシステムテスト
を他の模範となる優れたや
り方で実施し、他の社員に
も教えている

1.00

うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる優れたや
り方で実施し、他の社員にも教えて
いる

1.00
全体会議、部会には不十
分ながら参加していたが積
極的な取り組みはなかっ
た。

全体会議、部会には取り組
んでいたが、委員会等他の
活動は無かった。

全体会議、部会には積極
的に取り組み、委員会等他
の活動もした。

全体会議、部会だけでなく
委員会等も積極的に優れ
たやり方で活動した。

全体会議、部会だけでなく委員会等
も積極的に優れたやり方で活動し成
果をだし、その方法を他の社員にも
教えている

0.50
・営業情報メール
　平均1件/人月　未
満

・営業情報メール
　平均1件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均2件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均3件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均4件/人月　以上

重
要
業
務

詳細設計・基本設計
ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

役割、貢献度

プログラミング・単体テ
スト

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

営業SEとして、お客様や外注先との
信頼関係を作り、それら情報を収集
し、営業情報メールを出したか

時間当り生産額

問題解決

結合テスト・システムテ
スト

営業SE活動

納期遵守

品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素

評価期間合計生産
額÷(972H＋評価期
間合計残業時間)

ｳｪｰﾄ定 義

月当り生産額＝担当分の月当り
生産額＋外注管理指導の場合
は粗利益。(生産額は、宿泊寮・
交通費等を除いた正味額とす
る。)

期
待
成
果

全体会議、部会、委員会等（遂行計画、研
修講師、採用活動、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、社内ｲﾝﾌ
ﾗ管理など）の社内活動に取り組みを積極
的に優れたやり方で行い成果を出せたか。

次工程以降でのミスおよびｸ
ﾚｰﾑ（人的ｸﾚｰﾑも含む）　※
1

全員経営の取組み

問題解決に向けた原因分析、解決策の検
討、実行、結果の評価を、上司や先輩等と
報連相やレビュー等を実施しながら、問題
の解決や未然防止をしたか

工程別バグ（ミス）
顧客影響度

工程別納期遵守率
影響度

工程内での納期遵守率と
客先に対する納期遵守と影
響度　※1

役割、積極的
成果、優れたやり方

原因分析から結果の評価まで
の過程を段取れたか
報連相・レビュー等のタイミン
グ、内容は適切か
問題の解決や未然防止をした
か

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

役割、貢献度

役割、貢献度

半期の営業情報メール
トータル件数/6
（毎月の平均件数）
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成長シート基準 （開発系SE2～3等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素 ｳｪｰﾄ定 義

3.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３．５

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝９
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

2.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00

仕事を計画通りやろうとするが、困難
があると責任逃れするような言動が
見られた

期待された成果に及ばないことが多
いが、管理、監督の援助を得て任さ
れた仕事を遂行できた

管理、監督の下で任された仕事を遂
行し、期待通りの成果を上げることが
できた

常に任された責任を意識して行動
し、期待通りの成果を上げることがで
きた。

常に責任を持って適切に判断し、業
務を遂行することで期待通りの成果
を上げ、その優れたやり方を他の社
員にも教えている

1.00
困難な仕事を避けることが多く、ほと
んど自発的に仕事をすることは無
かった

言われれば多少困難な仕事にも取
組むが、自発的に仕事をする意欲は
見られなかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿
勢があり、自発的な行動がかなり見ら
れた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くしていた

1.00

自分の都合を優先する事が多く、他
人の意見を聞こうとしないことが多
かった。（ＰＪアサインを自分の都合で
断る場合も含む）

他人の意見を聞く姿勢はあるが、
争ったりﾁｰﾑﾜｰｸを乱したりすること
がしばしばあった

他人の意見をできるだけ聞くように
し、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力してい
た

業務遂行のため、周囲と協調し、献
身的に職務に取り組んだ。また積極
的に話をまとめるように努力・指導を
していた

業務遂行のため、周囲と協調し、献
身的に職務に取り組んだ。またﾁｰﾑ
のﾘｰﾀﾞｰ的役割を果たし、後輩の指
導をし、より強いﾁｰﾑﾜｰｸができるよう
努めていた

1.00

挨拶も途絶えがちで雰囲気をしばし
ば壊す。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命
令を守らないことが多い

挨拶はするが笑顔や言葉遣いの悪
さから悪印象をあたえるときがある。ﾏ
ﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命令を守らな
いことが時々あった

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで悪印
象をあたえることはない。マナールー
ル規則や上司の命令を守っている。

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで職場
を明るくした。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司
の命令を守っている

職場を明るくするため他人にも意欲
的に働きかけた。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上
司の命令をよく守っており、他の社員
にも働きかけた

22.50

※1　1人月の作業をアサインされていない者においては、品質（ミス・クレーム）と納期遵守の項目は1または2のいずれかで評価することとする。
 　　なお、1または2のいずれをつけるかは以下の基準で判断する。
     ・作業量が0.5人月未満の場合 → 1
　　 ・作業量が0.5人月以上の場合で評価基準「3」の条件を満たしている → 2、満たしていない → 1

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

困難な仕事、自発
的、積極的

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

合計

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

業務知識・会社固有標
準

計画通り最後までや
り抜く

自分に課せられた業務を、
計画通り最後までやり抜い
たか

責任感

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

職場を明るくする
上司の命令
業務上の規則

積極性・チャレンジ

マナールール規律の
厳守

自分の都合にとらわれず、
他と協力して業務を推進し
ていたか

特別加減点

協調性・後輩の指導

知
識
・
技
術

勤
務
態
度

言語・運用サポートスキ
ル

プロジェクト管理スキル

職場のマナールールと上司
の命令や業務上の規則をき
ちんと守っていたか

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

チームへの貢献、周囲
の成長への貢献（例）
過酷なPJに献身的に従
事
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成長シート基準（開発系SE4～6等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00
指導下のもとで基準生産量
の70％未満の作業を実施
した

指導下のもとで基準生産量
の70%以上の作業を実施出
来た

独力で基準生産量以上の
作業を実施出来た

優れたやり方で基準生産量以上の
作業を実施し、レビューアもうまく実
施できた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
指導下のもとで基準生産量
の70％未満の作業を実施
した

指導下のもとで基準生産量
の70%以上の作業を実施出
来た

独力で基準生産量以上の
作業を実施出来た

優れたやり方で基準生産量以上の
作業を実施し、レビューアもうまく実
施できた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
指導下のもとで基準生産量
の70％未満の作業を実施
した

指導下のもとで基準生産量
の70%以上の作業を実施出
来た

独力で基準生産量以上の
作業を実施出来た

優れたやり方で基準生産量以上の
作業を実施し、レビューアもうまく実
施できた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.50
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる優れたや
り方で実施し、他の社員にも教えて
いる

1.50
・営業情報メール
　平均1件/人月　未
満

・営業情報メール
　平均1件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均2件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均3件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均4件/人月　以上

1.50

指導者としての自覚に欠け、部下の
活動に対する注意も不足しており、
指導があまりなかった

部下の活動状況に注意を払い、指
導を行っていたが、性格・能力・適性
を十分把握しておらず、ﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝの
指導法であった

常に部下の活動状況に注意を払い、
性格・能力・適性に応じた指導が一
通りなされた

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が向上した

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が著しく向上した

部下計画指導
部下行動指導
部下評価指導
部下改善指導

経営方針に基づき、部門目標が実現でき
るような行動レベルの計画を立案し、様々
な問題を解決しながら意欲的に推進したか

工程別バグ率
顧客影響度
上記を担当PJで捉

半期の営業情報メール
トータル件数/6
（毎月の平均件数）

部門目標の実現
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

成長ｼｰﾄの部下一人当の成長
点数
前回と今回ともに在籍者対象

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

役割、貢献度

役割、貢献度

役割、貢献度
重
要
業
務

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

部下の（∑（今回成長シート点
数）－∑（前回成長シート点
数））/該当人数

次工程以降でのミスおよびｸ
ﾚｰﾑ（人的ｸﾚｰﾑも含む）

営業SEとして、お客様や外注先との
信頼関係を作り、それら情報を収集
し、営業情報メールを出したか

PJ品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）

PJ納期遵守

システム企画・要件定
義

システムテスト

基本設計
ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

ＳＥ営業活動の取り組
み

部門計画立案と推進
（PDCA)

部下の成長

部下の活動状況や性格・能力・適性を把握
し、ポイントを押さえた効果的な指導を行う
ことにより部下の能力向上を図っていたか

自担当PJの（生産額－外注
費）／∑等級別基準生産額

部下の指導育成

ＰＪ生産性

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素

評価期間合計生産額÷Σ
(972H＋評価期間合計残業時
間)。（生産額－基準生産額＊
0.9）がマイナスの場合は０で計
算する。

月当り生産額＝自担当分の月当り生産額
＋外注管理指導の場合は粗利益＋∑ＰＪﾒ
ﾝﾊﾞｰ（生産額－基準生産額＊0.9）(生産額
は、宿泊寮・交通費等を除いた正味額とす
る。)

時間当り生産額

ｳｪｰﾄ定 義

期
待
成
果

等級別基準生産額
2＝60、3＝70、4＝76、5＝
84、6＝92、7=100

工程別納期遵守率
影響度
上記を担当PJで捉

工程内での納期遵守率と
客先に対する納期遵守と影
響度
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成長シート基準（開発系SE4～6等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素 ｳｪｰﾄ定 義

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２
OR重要ｽｷﾙ習熟度３＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝８
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４
OR＆重要ｽｷﾙ習熟度３＞
１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞６
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞４

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝７

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00

経営管理知識がかなり不足のため部
門運営がｽﾑｰｽﾞに行かないことが多
い

基本的な経営管理知識は身につけ
ているが、部門運営を効果的に行う
には不足していた

基本的な経営管理知識は身につけ
ており部門運営は効果的に実施でき
ていた

かなり高い経営管理知識を身につけ
ており、かなり高レベルの部門運営
ができていた

部門運営に関する知識だけでなく経
営全般の管理知識もよく研究し身に
つけ高レベルの管理が出来た

0.50
自分の役割に対する自覚はある程
度あるが、努力がかなり不足していた

自分の役割に対する自覚はあるが、
努力不足を感じることが時々あった

自分の役割に対する自覚はかなり強
くもっており、努力を惜しむことは少
なかった

自分の役割に対する自覚は強烈に
持っており、その実現に向け常に最
善の努力をしていた

自分の役割に対する自覚は強烈に
持ち、その実現に向け常に最善の努
力をし、困難なＰＪで成果を上げた

0.50
言われれば多少困難な仕事にも取
組むが、自発的に仕事をする意欲は
少なかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿
勢があり、自発的な行動がかなり見ら
れた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くしていた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くし、成果を上げた

0.50

自分（部門）の都合を優先し、他人
（部門）の意見に協力しないことがし
ばしばあった

他人（部門）の意見をできるだけ聞く
ようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力
していた

リーダーとしてチームを纏め、他部門
にも協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力が発揮できるよう勤め、他部門
にも積極的に協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力を最大限に発揮し、他部門にも
大きく協力し、大きな成果を上げた

0.50

時々、具体的事実に基づいた客観
的判断ができず、感情に任せて行動
することがあった

概ね、具体的事実に基づいて客観
的に判断し、感情に任せて行動する
ことは少なかった

具体的事実に基づいて客観的に判
断し、感情に任せて行動することは
なかった

多面的視点から具体的事実に基づ
いて客観的に判断し、冷静な行動を
し、部下に好影響を与えた

過酷な状況でも多面的視点、具体的
事実に基づき客観的に判断し、冷静
な行動で部下に好影響を与えた

22.00

知
識
・
技
術

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

勤
務
態
度

言語・運用サポートスキ
ル

プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

常に、具体的事実に基づき
客観的に判断し、冷静に行
動していたか

経営管理知識

他との協力

困難な仕事
自発的
積極的

具体的事実
客観的判断
冷静に判断

積極性・チャレンジ

業務知識・会社固有標
準

合計

役割の自覚
最善の努力使命感

部門管理に必要な、一定レ
ベル以上の経営管理知識
を保有し活用したか

部門管理
人材育成

自分に与えられた役割を自
覚し、その役割の実現に向
け最善の努力をしていたか

自己統制

自部門の都合にとらわれ
ず、他部署と協力して組織
の結束を強めたか

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

特別加減点

協調性

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

プロジェクト管理スキル
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成長シート基準 （運用系SE2～3等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

2.00

1.00

1.00

2.00
他の人の助言のもと、７０％
未満の業務は実施できた

７０％以上の業務は実施で
きたが、他の人の助言は必
要だった

作業者として一人前に実施
していた

優れたやり方で実施し、確
認者としてもうまく実施でき
た

確認者の立場でかつ優れ
たやり方で実施し、他の社
員にも教えている

2.00
他の人の助言のもと、７０％
未満の業務は実施できた

７０％以上の業務は実施で
きたが、他の人の助言は必
要だった

作業者として一人前に実施
していた

優れたやり方で実施し、確
認者としてもうまく実施でき
た

確認者の立場でかつ優れ
たやり方で実施し、他の社
員にも教えている

1.00

うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる優れたや
り方で実施し、他の社員にも教えて
いる

1.00
全体会議、部会には不十
分ながら参加していたが積
極的な取り組みはなかっ
た。

全体会議、部会には取り組
んでいたが、委員会等他の
活動は無かった。

全体会議、部会には積極
的に取り組み、委員会等他
の活動もした。

全体会議、部会だけでなく
委員会等も積極的に優れ
たやり方で活動した。

全体会議、部会だけでなく委員会等
も積極的に優れたやり方で活動し成
果をだし、その方法を他の社員にも
教えている

0.50
・営業情報メール
　平均1件/人月　未
満

・営業情報メール
　平均1件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均2件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均3件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均4件/人月　以上

重
要
業
務

システム運用業務
システム運用業務をオペ
レーションミスなく確実に
行ったか

システム環境維持業務
環境変更作業などを作業ミ
スなく実施できたか

全体会議、部会、委員会等（遂行計画、研
修講師、採用活動、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、社内ｲﾝﾌ
ﾗ管理など）の社内活動に取り組みを積極
的に優れたやり方で行い成果を出せたか。

全員経営の取組み

営業SE活動
営業SEとして、お客様や外注先との
信頼関係を作り、それら情報を収集
し、営業情報メールを出したか

半期の営業情報メール
トータル件数/6
（毎月の平均件数）

品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）

時間当り生産額

問題解決

原因分析から結果の評価まで
の過程を段取れたか
報連相・レビュー等のタイミン
グ、内容は適切か
問題の解決や未然防止をした
か

問題解決に向けた原因分析、解決策の検
討、実行、結果の評価を、上司や先輩等と
報連相やレビュー等を実施しながら、問題
の解決や未然防止をしたか

プロジェクト内にお
ける役割

プロジェクト内にお
ける役割

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素

評価期間合計生産
額÷(972H＋評価期
間合計残業時間)

ｳｪｰﾄ定 義

月当り生産額＝担当分の月当り
生産額＋外注管理指導の場合
は粗利益。(生産額は、宿泊寮・
交通費等を除いた正味額とす
る。)

期
待
成
果

次工程以降でのミスおよびｸ
ﾚｰﾑ（人的ｸﾚｰﾑも含む）　※
1

納期遵守

工程別バグ（ミス）
顧客影響度

工程別納期遵守率
影響度

工程内での納期遵守率と
客先に対する納期遵守と影
響度　※1

役割、積極的
成果、優れたやり方
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成長シート基準 （運用系SE2～3等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素 ｳｪｰﾄ定 義

3.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３．５

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝９
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

2.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00

仕事を計画通りやろうとするが、困難
があると責任逃れするような言動が
見られた

期待された成果に及ばないことが多
いが、管理、監督の援助を得て任さ
れた仕事を遂行できた

管理、監督の下で任された仕事を遂
行し、期待通りの成果を上げることが
できた

常に任された責任を意識して行動
し、期待通りの成果を上げることがで
きた。

常に責任を持って適切に判断し、業
務を遂行することで期待通りの成果
を上げ、その優れたやり方を他の社
員にも教えている

1.00

困難な仕事を避けることが多く、ほと
んど自発的に仕事をすることは無
かった

言われれば多少困難な仕事にも取
組むが、自発的に仕事をする意欲は
見られなかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿
勢があり、自発的な行動がかなり見ら
れた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くしていた

1.00

自分の都合を優先する事が多く、他
人の意見を聞こうとしないことが多
かった。（ＰＪアサインを自分の都合で
断る場合も含む）

他人の意見を聞く姿勢はあるが、
争ったりﾁｰﾑﾜｰｸを乱したりすること
がしばしばあった

他人の意見をできるだけ聞くように
し、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力してい
た

業務遂行のため、周囲と協調し、献
身的に職務に取り組んだ。また積極
的に話をまとめるように努力・指導を
していた

業務遂行のため、周囲と協調し、献
身的に職務に取り組んだ。またﾁｰﾑ
のﾘｰﾀﾞｰ的役割を果たし、後輩の指
導をし、より強いﾁｰﾑﾜｰｸができるよう
努めていた

1.00

挨拶も途絶えがちで雰囲気をしばし
ば壊す。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命
令を守らないことが多い

挨拶はするが笑顔や言葉遣いの悪
さから悪印象をあたえるときがある。ﾏ
ﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命令を守らな
いことが時々あった

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで悪印
象をあたえることはない。マナールー
ル規則や上司の命令を守っている。

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで職場
を明るくした。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司
の命令を守っている

職場を明るくするため他人にも意欲
的に働きかけた。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上
司の命令をよく守っており、他の社員
にも働きかけた

22.50

※1　1人月の作業をアサインされていない者においては、品質（ミス・クレーム）と納期遵守の項目は1または2のいずれかで評価することとする。
 　　なお、1または2のいずれをつけるかは以下の基準で判断する。
     ・作業量が0.5人月未満の場合 → 1
　　 ・作業量が0.5人月以上の場合で評価基準「3」の条件を満たしている → 2、満たしていない → 1

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

知
識
・
技
術

プロジェクト管理スキル

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

言語・運用サポートスキ
ル

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

合計

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

業務知識・会社固有標
準

職場を明るくする
上司の命令
業務上の規則

積極性・チャレンジ

チームへの貢献、周囲
の成長への貢献（例）
過酷なPJに献身的に従
事

困難な仕事
自発的
積極的

マナールール規律の
厳守

自分の都合にとらわれず、
他と協力して業務を推進し
ていたか

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

特別加減点

協調性・後輩の指導

勤
務
態
度

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）

計画通り最後までや
り抜く

自分に課せられた業務を、
計画通り最後までやり抜い
たか

責任感

プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

職場のマナールールと上司
の命令や業務上の規則をき
ちんと守っていたか

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか
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成長シート基準（運用系SE4～6等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.50
他の人の助言のもと、７０％
未満の業務は実施できた

７０％以上の業務は実施で
きたが、他の人の助言は必
要だった

作業者として一人前に実施
していた

優れたやり方で実施し、確
認者としてもうまく実施でき
た

確認者の立場でかつ優れ
たやり方で実施し、他の社
員にも教えている

1.50
他の人の助言のもと、７０％
未満の業務は実施できた

７０％以上の業務は実施で
きたが、他の人の助言は必
要だった

作業者として一人前に実施
していた

優れたやり方で実施し、確
認者としてもうまく実施でき
た

確認者の立場でかつ優れ
たやり方で実施し、他の社
員にも教えている

1.50
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる優れたや
り方で実施し、他の社員にも教えて
いる

1.50
・営業情報メール
　平均1件/人月　未
満

・営業情報メール
　平均1件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均2件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均3件/人月　以
上

・営業情報メール
　平均4件/人月　以上

1.50

指導者としての自覚に欠け、部下の
活動に対する注意も不足しており、
指導があまりなかった

部下の活動状況に注意を払い、指
導を行っていたが、性格・能力・適性
を十分把握しておらず、ﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝの
指導法であった

常に部下の活動状況に注意を払い、
性格・能力・適性に応じた指導が一
通りなされた

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が向上した

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が著しく向上した部下の指導育成

営業SEとして、お客様や外注先との
信頼関係を作り、それら情報を収集
し、営業情報メールを出したか

半期の営業情報メール
トータル件数/6
（毎月の平均件数）

部下の（∑（今回成長シート点
数）－∑（前回成長シート点
数））/該当人数

成長ｼｰﾄの部下一人当の成長
点数
前回と今回ともに在籍者対象

ＳＥ営業活動の取り組
み

プロジェクト内にお
ける役割

部門目標の実現
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

プロジェクト内にお
ける役割

経営方針に基づき、部門目標が実現でき
るような行動レベルの計画を立案し、様々
な問題を解決しながら意欲的に推進したか

部門計画立案と推進
（PDCA)

自担当PJの（生産額－外注
費）／∑等級別基準生産額

PJ品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）

PJ納期遵守

システム設計構築業務

次工程以降でのミスおよびｸ
ﾚｰﾑ（人的ｸﾚｰﾑも含む）

工程別納期遵守率
影響度
上記を担当PJで捉

工程内での納期遵守率と
客先に対する納期遵守と影
響度

部下計画指導
部下行動指導
部下評価指導
部下改善指導

システム設計構築を要件に
基づき確実に実施できたか

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素

評価期間合計生産額÷Σ
(972H＋評価期間合計残業時
間)。（生産額－基準生産額＊
0.9）がマイナスの場合は０で計
算する。

月当り生産額＝自担当分の月当り生産額
＋外注管理指導の場合は粗利益＋∑ＰＪﾒ
ﾝﾊﾞｰ（生産額－基準生産額＊0.9）(生産額
は、宿泊寮・交通費等を除いた正味額とす
る。)

時間当り生産額

ｳｪｰﾄ定 義

期
待
成
果

工程別バグ率
顧客影響度
上記を担当PJで捉

部下の成長

等級別基準生産額
2＝60、3＝70、4＝76、5＝
84、6＝92、7=100

ＰＪ生産性

部下の活動状況や性格・能力・適性を把握
し、ポイントを押さえた効果的な指導を行う
ことにより部下の能力向上を図っていたか

重
要
業
務

システム環境維持業務
環境変更作業などを作業ミ
スなく実施できたか
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成長シート基準（運用系SE4～6等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素 ｳｪｰﾄ定 義

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２
OR重要ｽｷﾙ習熟度３＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝８
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４
OR＆重要ｽｷﾙ習熟度３＞
１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞６
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞４

1.00
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝７

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00

経営管理知識がかなり不足のため部
門運営がｽﾑｰｽﾞに行かないことが多
い

基本的な経営管理知識は身につけ
ているが、部門運営を効果的に行う
には不足していた

基本的な経営管理知識は身につけ
ており部門運営は効果的に実施でき
ていた

かなり高い経営管理知識を身につけ
ており、かなり高レベルの部門運営
ができていた

部門運営に関する知識だけでなく経
営全般の管理知識もよく研究し身に
つけ高レベルの管理が出来た

0.50

自分の役割に対する自覚はある程
度あるが、努力がかなり不足していた

自分の役割に対する自覚はあるが、
努力不足を感じることが時々あった

自分の役割に対する自覚はかなり強
くもっており、努力を惜しむことは少
なかった

自分の役割に対する自覚は強烈に
持っており、その実現に向け常に最
善の努力をしていた

自分の役割に対する自覚は強烈に
持ち、その実現に向け常に最善の努
力をし、困難なＰＪで成果を上げた

0.50

言われれば多少困難な仕事にも取
組むが、自発的に仕事をする意欲は
少なかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿
勢があり、自発的な行動がかなり見ら
れた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くしていた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くし、成果を上げた

0.50

自分（部門）の都合を優先し、他人
（部門）の意見に協力しないことがし
ばしばあった

他人（部門）の意見をできるだけ聞く
ようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力
していた

リーダーとしてチームを纏め、他部門
にも協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力が発揮できるよう勤め、他部門
にも積極的に協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力を最大限に発揮し、他部門にも
大きく協力し、大きな成果を上げた

0.50

時々、具体的事実に基づいた客観
的判断ができず、感情に任せて行動
することがあった

概ね、具体的事実に基づいて客観
的に判断し、感情に任せて行動する
ことは少なかった

具体的事実に基づいて客観的に判
断し、感情に任せて行動することは
なかった

多面的視点から具体的事実に基づ
いて客観的に判断し、冷静な行動を
し、部下に好影響を与えた

過酷な状況でも多面的視点、具体的
事実に基づき客観的に判断し、冷静
な行動で部下に好影響を与えた

22.00

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

合計

具体的事実
客観的判断
冷静に判断

自分に与えられた役割を自
覚し、その役割の実現に向
け最善の努力をしていたか

他との協力

困難な仕事
自発的
積極的

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

役割の自覚
最善の努力

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

知
識
・
技
術

勤
務
態
度

自己統制

自部門の都合にとらわれ
ず、他部署と協力して組織
の結束を強めたか

特別加減点

協調性

常に、具体的事実に基づき
客観的に判断し、冷静に行
動していたか

使命感

言語・運用サポートスキ
ル

積極性・チャレンジ

経営管理知識

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）

部門管理に必要な、一定レ
ベル以上の経営管理知識
を保有し活用したか

部門管理
人材育成

業務知識・会社固有標
準

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したかプロジェクト管理スキル
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成長シート基準（SE 7～9等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

1.50

4.00

1.00

1.00

2.50

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

2.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.50
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00

部下の活動状況に注意を払い、指
導を行っていたが、性格・能力・適性
を十分把握しておらず、ﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝの
指導法であった

常に部下の活動状況に注意を払い、
性格・能力・適性に応じた指導が一
通りなされた

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が向上した

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が著しく向上した

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導で部下
能力が著しく向上し、さらにその優れ
た指導法を教えていた

部下の指導育成

部門の（∑（今回成長シート点
数）－∑（前回成長シート点
数））/該当人数

部下計画指導
部下行動指導
部下評価指導
部下改善指導

部下の活動状況や性格・能力・適性を把握
し、ポイントを押さえた効果的な指導を行う
ことにより部下の能力向上を図っていたか

ｳｪｰﾄ

経営計画の利益管
理の部門限界利益
÷部門半期総作業

成長ｼｰﾄの部門一人当の成長
点数
前回と今回ともに在籍者対象

担当部分目標の実
現
行動ﾚﾍﾞﾙの計画

経営計画の利益管
理表にて管理

期
待
成
果

重
要
業
務

担当部門の１人・1時間当の
限界利益

要 素

担当部門の売上（半
期）売上

定 義

人時限界利益

部門品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）

部下の成長

経営計画立案と推進
（PDCA)

部門納期遵守

部門計画立案と推進
（PDCA)

ＳＥ営業活動推進

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点

経営計画に基づき、部門目標が実現でき
るような行動レベルの計画を立案し、様々
な問題を解決しながら意欲的に推進したか

該当部門の∑（該当要素の
評価点）/該当人数

該当部門の∑（該当要素の
評価点）/該当人数

工程別バグ率
顧客影響度
上記を部門で捉える

部下全員が意欲的に周りのお客様や外注
先との信頼関係を作り、案件や仕入先情報
を収集、提案、調整など行動を引き出させ
ていたか。

営業情報件数
案件数

経営計画の策定を補佐し、それをよく理解
し、事業推進会議、部門長会議、委員会等
の担当業務を様々な問題を解決しながら
意欲的に推進したか

部門目標の実現
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

工程別納期遵守率
影響度
上記を部門で捉える
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成長シート基準（SE 7～9等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5
ｳｪｰﾄ要 素 定 義

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点

0.20
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.20
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２
OR重要ｽｷﾙ習熟度３＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝８
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.40
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４
OR＆重要ｽｷﾙ習熟度３＞
１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞６
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞４

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝７

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.20
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00

基本的な経営管理知識は身につけ
ているが、会社運営を行うには不足
していた

基本的な経営管理知識は身につけ
ており会社運営を実施できていた

基本的な経営管理知識は身につけ
ており会社運営は効果的に実施でき
ていた

高い経営管理知識を身につけてお
り、かなり高レベルの会社運営ができ
ていた

非常に高度な経営管理知識を身に
つけ常日頃から研究しており、高レ
ベルの会社運営ができ、他の人にも
教えている

0.50

自分の役割に対する自覚はある程
度あるが、努力がかなり不足していた

自分の役割に対する自覚はあるが、
努力不足を感じることが時々あった

自分の役割に対する自覚はかなり強
くもっており、努力を惜しむことは少
なかった

自分の役割に対する自覚は強烈に
持っており、その実現に向け常に最
善の努力をしていた

自分の役割に対する自覚は強烈に
持ち、その実現に向け常に最善の努
力をし、困難なＰＪで成果を上げた

0.50

言われれば多少困難な仕事にも取
組むが、自発的に仕事をする意欲は
少なかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿
勢があり、自発的な行動がかなり見ら
れた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くしていた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くし、成果を上げた

0.50

自分（部門）の都合を優先し、他人
（部門）の意見に協力しないことがし
ばしばあった

他人（部門）の意見をできるだけ聞く
ようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力
していた

リーダーとしてチームを纏め、他部門
にも協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力が発揮できるよう勤め、他部門
にも積極的に協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力を最大限に発揮し、他部門にも
大きく協力し、大きな成果を上げた

0.50

時々、具体的事実に基づいた客観
的判断ができず、感情に任せて行動
することがあった

概ね、具体的事実に基づいて客観
的に判断し、感情に任せて行動する
ことは少なかった

具体的事実に基づいて客観的に判
断し、感情に任せて行動することは
なかった

多面的視点から具体的事実に基づ
いて客観的に判断し、冷静な行動を
し、部下に好影響を与えた

過酷な状況でも多面的視点、具体的
事実に基づき客観的に判断し、冷静
な行動で部下に好影響を与えた

20.00

業務知識・会社固有標
準

言語・運用サポートスキ
ル

プロジェクト管理スキル

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

具体的事実
客観的判断
冷静に判断

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

自己統制

自部門の都合にとらわれ
ず、他部署と協力して組織
の結束を強めたか

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

特別加減点

協調性

常に、具体的事実に基づき
客観的に判断し、冷静に行
動していたか

勤
務
態
度

積極性・チャレンジ

知
識
・
技
術

合計

経営管理知識

役割の自覚
最善の努力

自分に与えられた役割を自
覚し、その役割の実現に向
け最善の努力をしていたか

使命感

部門・会社運営に必要な、
一定レベル以上の経営管
理知識を保有し活用したか

部門・会社管理
人材育成

他との協力

困難な仕事
自発的
積極的

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）
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成長シート基準 （営業2～3等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

0.50

1.50

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50
計画を立てずに仕事をする
ことが多く、業務が大幅に
遅れることがあった

計画を立てているが内容が
不十分なため仕事が遅れ
ることがあった

計画を立てて仕事を実施し
ており、遅れはなかった

優れた計画をたて効果的
に仕事を実施していた

優れた計画をたて効果的
に仕事を実施し、他の社員
にも教えている

1.00
パートナーとの連携ができてお
らず、上司の指示のもと要員調
達を行っていた

パートナーとの連携はできてい
たが、上司の支援を常に必要と
する中で要員調達を行ってい
た

パートナーとの連携はできてい
たが、上司の支援を時々必要と
する中で要員調達を行ってい
た

パートナーとの連携もできてお
り、上司の支援を必要とせず要
員調達が確実にできた

パートナーとの連携もできており、上
司の支援を必要とせず要員調達が
迅速かつ確実にでき、受注に繋がっ
た

1.00

各部との連携をしていた
が、ＳＥ営業の要求に迅速
かつ正確に行動に移すこと
ができなかった

各部との連携をし、ＳＥ営業
の要求に迅速に行動した
がその内容に誤りがあった

各部との連携を行い、ＳＥ
営業の要求を理解し、サ
ポートを行い各部から信頼
を得ていた

各部との連携を行い、ＳＥ
営業の要求を理解し、優れ
たやり方でサポートを行い
各部から信頼を得ていた

各部との連携を行い、ＳＥ営業の要
求を理解し、優れたやり方でサポート
を行い各部から信頼を得ていた。ま
たその優れたやり方を他の社員に教
えていた

1.50
新規訪問件数が少なく、見込み客の
発掘件数も少なく、クロージングの際
にも上司の支援を必要とした

十分な新規訪問件数をこなしていた
が、見込み客の発掘件数も少なく、ク
ロージングの際にも上司の支援を必
要とした

十分な新規訪問件数をこなし、見込
み客の発掘件数は平均的であった
が、クロージングの際にも上司の支
援を必要とした

十分な新規訪問件数をこなし、多く
の見込み客を発掘していたが、ク
ロージングの際には上司の支援を
時々必要とした

十分な新規訪問件数をこなし、多く
の見込み客を発掘し、クロージング
の際にも上司の支援を必要としな
かった

1.00
上司の支援があっても案件情
報に対して迅速に行動ができ
ず受注確保に繋がらなかった

上司支援のもと案件情報に対
して迅速に行動はできたが受
注確保に繋がらなかった

自ら案件情報に対して迅速に
行動ができたが受注確保に繋
がらなかった

自ら案件情報に対して計画的
かつ迅速に行動ができ、受注
確保に繋がった

自ら案件情報に対して計画的
かつ迅速に行動ができ、受注
確保に繋がり、他の社員にも教
えていた

0.75

うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

0.75
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

顧客・案件管理
案件情報に対して適切なスピード感を持っ
て行動し、受注確保・クロージングまで正確
に行う。また顧客対応への漏れをなくす

案件情報、迅速な行
動、受注確保、顧客対
応漏れ

問題解決

問題解決に向けた原因分析、解決策の検
討、実行、結果の評価を、上司や先輩等と
報連相やレビュー等を実施しながら、問題
の解決や未然防止をしたか

原因分析から結果の評価まで
の過程を段取れたか
報連相・レビュー等のタイミン
グ、内容は適切か
問題の解決や未然防止をした
か

全員経営の取組み
全体会議、部会、委員会、方針
実施活動、営業活動を積極的
に取組んだか

出席率
役割
貢献

納期遵守
顧客に対する納期遵守と影
響度　※1

納期遵守
遅延
影響度

重
要
業
務

業務計画立案
自分の仕事を期限内にやりきる
ために、業務計画を立て確実に
実施したか

計画の策定
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

調達業務
オーダーが発生した際、外注先
に対して迅速に行動し、要員調
達ができたか

仕入先
要員調達

ＳＥ営業
サポート

ＳＥ営業のフォロー・サポー
トを迅速かつ正確に行った
か

ＳＥ営業連携、サ
ポート、スピード、書
類作成

新規顧客開拓
新規顧客訪問を重ね、多くの見
込み顧客を発掘し、新規開拓を
行った

新規訪問
情報収集（ニーズ）
見込み顧客発掘

利益に繋がる仕入価格を設
定していたか

調達要員における粗利
率

品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）
顧客への営業品質（ミス・ク
レーム）　※1

営業品質
ミス
クレーム

ｳｪｰﾄ
評 価 基 準 （ 評 価 点 ）

期
待
成
果

案件受注額（万円）
月当たり受注額 新規案件+自担当案件

調達要員総数（同一プ
ロジェクトの継続は除
く）

営業文書の作成件数
月当たりの営業文書の作成
件数

顧客(見積書、注文請書、納品
書、請求書)  仕入先(見積依
頼、注文書、検収書)

要 素 定 義 着 眼 点

調達人数
グループ外からの調達要員
数

外注粗利率
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成長シート基準 （営業2～3等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5
ｳｪｰﾄ

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
要 素 定 義 着 眼 点

3.00

最低限のIT営業スキルが
不足しているばかりでなく、
身に付けようとする意欲も
見られなかった

最低限のIT営業スキルは
もっているが営業活動にお
いてしばしば支障をきたす
ことがあった

基本的なIT営業スキルを身
につけ、営業業務は一人で
こなすことができた

基本的なIT営業スキルを身
につけ、営業業務は上手に
実施できた。

IT営業スキルをかなり持っ
ており他社員に対してもわ
かりやすく教えていた

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３．５

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝９
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝０．５ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

1.00

仕事を計画通りやろうとす
るが、困難があると責任逃
れするような言動が見られ
た

期待された成果に及ばない
ことが多いが、管理、監督
の援助を得て任された仕事
を遂行できた

管理、監督の下で任された
仕事を遂行し、期待通りの
成果を上げることができた

常に任された責任を意識して行動
し、期待通りの成果を上げることがで
きた。

常に責任を持って適切に判断し、業
務を遂行することで期待通りの成果
を上げ、その優れたやり方を他の社
員にも教えている

1.00

困難な仕事を避けることが
多く、ほとんど自発的に仕
事をすることは無かった

言われれば多少困難な仕
事にも取組むが、自発的に
仕事をする意欲は見られな
かった

困難な仕事にも取組む姿
勢は見られたが自発的な
行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に
取組む姿勢があり、自発的
な行動がかなり見られた

困難な仕事にも積極的に
チャレンジし、常に全力を
尽くしていた

1.00

自分の都合を優先する事
が多く、他人の意見を聞こう
としないことご多かった

他人の意見を聞く姿勢はあ
るが、争ったりﾁｰﾑﾜｰｸを乱
したりすることがしばしば
あった

他人の意見をできるだけ聞
くようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つ
ことに努力していた

意見の不一致があった場
合、積極的に話をまとめる
ように努力していた

ﾁｰﾑのﾘｰﾀﾞｰ的役割を果た
し、より強いﾁｰﾑﾜｰｸができ
るよう努めていた

1.00

挨拶も途絶えがちで雰囲気
をしばしば壊す。ﾏﾅｰﾙｰﾙ
規則や上司の命令を守ら
ないことが多い

挨拶はするが笑顔や言葉
遣いの悪さから悪印象をあ
たえるときがある。ﾏﾅｰﾙｰﾙ
規則や上司の命令を守ら
ないことが時々あった

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣
いで悪印象をあたえること
はない。マナールール規則
や上司の命令を守ってい
る。

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣
いで職場を明るくした。ﾏ
ﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命令
を守っている

職場を明るくするため他人
にも意欲的に働きかけた。
ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命
令をよく守っており、他の社
員にも働きかけた

22.00

※1　1人月の作業をアサインされていない者においては、品質（ミス・クレーム）と納期遵守の項目は1または2のいずれかで評価することとする。
 　　なお、1または2のいずれをつけるかは以下の基準で判断する。
     ・作業量が0.5人月未満の場合 → 1
　　 ・作業量が0.5人月以上の場合で評価基準「3」の条件を満たしている → 2、満たしていない → 1

特別加減点

合計

協調性・後輩の指導

自分の都合にとらわれず、
他と協力して業務を推進し
ていたか

他との協力

マナールール規律の
厳守

職場のマナールールと上司
の命令や業務上の規則をき
ちんと守っていたか

職場を明るくする
上司の命令
業務上の規則

業務知識・会社固有標
準

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

勤
務
態
度

責任感

自分に課せられた業務を、
計画通り最後までやり抜い
たか

計画通り最後までや
り抜く

積極性・チャレンジ

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

困難な仕事
自発的
積極的

知
識
・
技
術

ＩＴ営業スキル

営業活動に必要な一定レベ
ル以上のIT業界知識と営業
スキルを保有し活用したか

営業スキル
IT業界知識
保有、活用

言語・運用サポートスキ
ル

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

プロジェクト管理スキル
プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度
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成長シート基準 （営業4～6等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

0.50

1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.50

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 要求に対し迅速に実
施できた

優れたやり方で迅速
に実施していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.50

十分な新規訪問件数をこな
し、見込み客の発掘件数は
平均的であったが、クロー
ジングの際にも上司の支援
を必要とした

十分な新規訪問件数をこな
し、多くの見込み客を発掘
していたが、クロージングの
際には上司の支援を時々
必要とした

十分な新規訪問件数をこな
し、多くの見込み客を発掘
し、クロージングの際にも上
司の支援を必要としなかっ
た

優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
一部不十分ながら実
施できた

実施していた 要求に対し迅速に実
施できた

優れたやり方で迅速
に実施していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00

自担当および部下の顧客
からのクレームの発生が多
く、クレーム発生時の処理
が遅れることも多く、問題を
大きくしたことがあった。

自担当および部下の顧客
からのクレームの発生が
時々あり、クレーム発生時
の処理が遅れることも多く、
問題を大きくしたことがあっ
た。

自担当および部下の顧客
からのクレームはめったに
なくクレーム発生時の処理
が遅れることもなく、
問題を大きくすることもな
かった。

自担当および部下の顧客
からのクレームを発生させ
ないため、事前に対策を立
てていた

自担当および部下の顧客
からのクレームを発生させ
ないため、事前に対策を立
てており、他担当顧客のク
レーム発生時にはその支
援をしていた

1.00

指導者としての自覚に欠
け、部下の活動に対する注
意も不足しており、指導が
あまりなかった

部下の活動状況に注意を
払い、指導を行っていた
が、性格・能力・適性を十
分把握しておらず、ﾜﾝﾊﾟ
ﾀｰﾝの指導法であった

常に部下の活動状況に注
意を払い、性格・能力・適
性に応じた指導が一通りな
された

部下の活動状況や性格・能
力・適性を十分押さえた効
果的な指導を行い、部下の
能力が向上した

部下の活動状況や性格・能
力・適性を十分押さえた効
果的な指導を行い、部下の
能力が著しく向上した

部下の指導・育成

部下の活動状況や性格・能力・
適性を把握し、ポイントを押さえ
た効果的な指導を行うことにより
部下の能力向上を図っていたか

動機付け、性格・能力・
適性の把握、ポイントを
押さえた指導、能力向
上

新規訪問
情報収集（ニーズ）
見込み顧客発掘

調達業務
オーダーが発生した際、外
注先に対して迅速に行動
し、要員調達ができたか

仕入先
要員調達

問題解決

顧客からのクレームの発生
度が少なく、クレーム発生時
には迅速に処理し、問題を
大きくしなかった。

クレームの発生度
迅速な対応

部下の成長
部下の（∑（今回成長シート点数）－∑（前
回成長シート点数））/該当人数

成長ｼｰﾄの部下一人当の成長
点数（前回と今回ともに在籍者
対象）

重
要
業
務

部門計画立案と推進
（PDCA)

経営方針に基づき、部門目標
が実現できるような行動レベル
の計画を立案し、様々な問題を
解決しながら意欲的に推進した

部門目標の実現
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

ＳＥ営業サポート

重点顧客の売上拡大を目指し、
各部門のニーズ・状況を常に把
握し、横の連携を迅速に実施し
ていたか

重点顧客
問題解決
正確・迅速
売上拡大

期
待
成
果

案件受注額（万円）
月当たり受注額 新規案件+自担当案件

新規顧客開拓

新規顧客訪問を重ね、多く
の見込み顧客を発掘し、新
規開拓を行った

品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）
顧客への営業品質（ミス・ク
レーム）

営業品質
ミス
クレーム

納期遵守
顧客に対する納期遵守と影
響度

納期遵守
遅延
影響度

営業利益率 営業利益率（半期）

外注粗利率
外注粗利率 調達要員における粗利

率

調達人数
グループ外からの調達要員
数

調達要員総数（同一プ
ロジェクトの継続は除
く）

経営計画の利益管理
表にて管理

要 素 定 義 着 眼 点 ｳｪｰﾄ
評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
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成長シート基準 （営業4～6等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5
要 素 定 義 着 眼 点 ｳｪｰﾄ

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）

2.50

基本的なIT業界知識と営
業スキルは身につけている
が、営業業務をｽﾑｰｽﾞに行
うには不足していた

基本的なIT業界知識と営
業スキルは身につけており
営業業務が実施できていた

IT業界知識と営業スキルは
身につけており効果的な営
業業務が実施できていた

高いIT業界知識と営業スキ
ルを身につけており、高レ
ベルの営業業務ができて
いた

非常に高度なIT業界知識
と営業スキルを身につけ常
日頃から研究しており、高
レベルの営業業務ができ、
他の人にも教えている

1.00

経営管理知識がかなり不足
のため部門運営がｽﾑｰｽﾞに
行かないことが多い

基本的な経営管理知識は
身につけているが、部門運
営を効果的に行うには不足
していた

基本的な経営管理知識は
身につけており部門運営は
効果的に実施できていた

かなり高い経営管理知識を
身につけており、かなり高レ
ベルの部門運営ができて
いた

部門運営に関する知識だ
けでなく経営全般の管理知
識もよく研究し身につけ高
レベルの管理が出来た

0.25
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.25
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２
OR重要ｽｷﾙ習熟度３＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝８
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４
OR＆重要ｽｷﾙ習熟度３＞
１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞６
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞４

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝７

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.50
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.50

自分の役割に対する自覚
はある程度あるが、努力が
かなり不足していた

自分の役割に対する自覚
はあるが、努力不足を感じ
ることが時々あった

自分の役割に対する自覚
はかなり強くもっており、努
力を惜しむことは少なかっ
た

自分の役割に対する自覚
は強烈に持っており、その
実現に向け常に最善の努
力をしていた

自分の役割に対する自覚
は強烈に持ち、その実現に
向け常に最善の努力をし、
困難な仕事でも成果を上げ
た

0.50
言われれば多少困難な仕
事にも取組むが、自発的に
仕事をする意欲は少なかっ
た

困難な仕事にも取組む姿
勢は見られたが自発的な
行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に
取組む姿勢があり、自発的
な行動がかなり見られた

困難な仕事にも積極的に
チャレンジし、常に全力を
尽くしていた

困難な仕事にも積極的に
チャレンジし、常に全力を
尽くし、成果を上げた

0.50

自分（部門）の都合を優先
し、他人（部門）の意見に協
力しないことがしばしばあっ
た

他人（部門）の意見をできる
だけ聞くようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸ
を保つことに努力していた

リーダーとしてチームを纏
め、他部門にも協力してい
た

リーダーとしチームを纏め、
メンバーの力が発揮できる
よう勤め、他部門にも積極
的に協力していた

リーダーとしチームを纏め、
メンバーの力を最大限に発
揮し、他部門にも大きく協
力し、大きな成果を上げた

0.50

時々、具体的事実に基づ
いた客観的判断ができず、
感情に任せて行動すること
があった

概ね、具体的事実に基づ
いて客観的に判断し、感情
に任せて行動することは少
なかった

具体的事実に基づいて客
観的に判断し、感情に任せ
て行動することはなかった

多面的視点から具体的事
実に基づいて客観的に判
断し、冷静な行動をし、部
下に好影響を与えた

過酷な状況でも多面的視
点、具体的事実に基づき客
観的に判断し、冷静な行動
で部下に好影響を与えた

22.00

特別加減点

合計

勤
務
態
度

使命感

自分に与えられた役割を自
覚し、その役割の実現に向
け最善の努力をしていたか

役割の自覚
最善の努力

積極性・チャレンジ
困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

困難な仕事
自発的
積極的

協調性

自部門の都合にとらわれ
ず、他部署と協力して組織
の結束を強めたか

他との協力

業務知識・会社固有標
準

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

自己統制

常に、具体的事実に基づき
客観的に判断し、冷静に行
動していたか

具体的事実
客観的判断
冷静に判断

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

プロジェクト管理スキル
プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

知
識
・
技
術

ＩＴ営業スキル

営業活動に必要な一定レベ
ル以上のIT業界知識と営業
スキルを保有し活用したか

営業スキル
IT業界知識
保有、活用

経営管理知識

部門管理に必要な、一定レ
ベル以上の経営管理知識
を保有し活用したか

部門管理
人材育成

言語・運用サポートスキ
ル

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度
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成長シート基準 （営業7～9等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

3.50

3.50

1.50

1.50

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.50

全部門の状況は把握でき
ていたが、不適切な対策の
ため効果を得ることができ
なかった

全部門の状況は把握して
おり管理指標に基づき、分
析・対策したが十分な効果
を得ることができなかった

全部門の状況は把握して
おり管理指標に基づき、分
析・対策を行い効果を得る
ことができた

全部門の状況は把握しており管理指
標に基づき、分析・対策を行い効果
を上げ全体のレベルUPができた。他
部門に対して十分な指導を怠らな
かった

全部門の状況は把握しており管理指
標に基づき、分析・対策を行い効果
を上げ全体のレベルUPができた。他
部門に対して十分な指導を怠らず、
仕組み創りやその改定にもおこな
い、他者にもその優れたやり方を教
えている

1.00

お客様・全部門が抱える問
題点などの情報を収集して
おらず、クレームが多くの問
題が解決ができなかった

お客様・全部門が抱える問
題点などの情報を収集し、
問題解決をはかっていたが
不十分で業務に支障をきた
すこともあった

お客様・全部門が抱える問
題点などの情報を収集
し、、問題解決ができてい
た

お客様・全部門が抱える問
題点などの情報を常に収
集し、迅速な問題解決をお
こない、客先より評価を得る
ことができた

お客様・全部門が抱える問題点など
の情報を常に収集し、迅速な問題解
決をおこない全社のレベルUPと客先
より評価を得ることができ、他者にも
その優れたやり方を教えている

1.00

部下の活動状況に注意を
払い、指導を行っていた
が、性格・能力・適性を十
分把握しておらず、ﾜﾝﾊﾟ
ﾀｰﾝの指導法であった

常に部下の活動状況に注
意を払い、性格・能力・適
性に応じた指導が一通りな
された

部下の活動状況や性格・能
力・適性を十分押さえた効
果的な指導を行い、部下の
能力が向上した

部下の活動状況や性格・能
力・適性を十分押さえた効
果的な指導を行い、部下の
能力が著しく向上した

部下の活動状況や性格・能
力・適性を十分押さえた効
果的な指導で部下能力が
著しく向上し、さらにその優
れた指導法を教えていた

0.50

基本的な企画立案知識は
身につけているが、企画立
案を効果的に行うには不足
していた

企画立案知識は身につけ
ており必要な企画立案が実
施できていた

企画立案知識を身につけ
ており、効果的な企画立
案、実施ができていた

高い企画立案知識を身に
つけており、高レベルの会
社運営ができていた

非常に高度な企画立案知
識を身につけ常日頃から研
究しており、高レベルの企
画立案とその実施ができ、
他の人にも教えている

0.50

基本的な経営管理知識は
身につけているが、会社運
営を行うには不足していた

基本的な経営管理知識は
身につけており会社運営を
実施できていた

経営管理知識は身につけ
ており会社運営は効果的に
実施できていた

高い経営管理知識を身に
つけており、かなり高レベル
の会社運営ができていた

非常に高度な経営管理知
識を身につけ常日頃から研
究しており、高レベルの会
社運営ができ、他の人にも
教えている

経営管理知識

部門・会社運営に必要な、
一定レベル以上の経営管
理知識を保有し活用したか

部門・会社管理
人材育成

外注粗利率
外注粗利率（半期） 経営計画の利益管

理表にて管理

部下の成長
部門の（∑（今回成長シート点数）－∑（前
回成長シート点数））/該当人数

成長ｼｰﾄの部門一人当成長点
数
前回と今回ともに在籍者対象

企画立案知識

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の企画立案知識
を保有し活用したか

会社経営
人材育成

重
要
業
務

経営計画（営業計画）
の立案

経営理念をよく理解し営業計画
(案）の策定を主管し、各部門と
協力しながら意欲的に完成でき
たか

計画の策定
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

経営計画(営業計画）の
推進

経営計画をよく理解し、様々な
問題を解決しながら意欲的に推
進したか

部下の指導・育成

部下の活動状況や性格・能力・
適性を把握し、ポイントを押さえ
た効果的な指導を行うことにより
部下の能力向上を図っていたか

管理指標
分析
状況把握
問題解決

全社営業統括

計画の推進
実施度
意欲、問題解決

全部門の状況を把握し、適切に
管理するための管理指標を利
用し、分析した上で効果的な対
策を講じることができたか

お客様・全部門が抱える問題点
などの情報を収集し、問題点の
優先順位を明確にして適切な
問題解決を行っていたか

問題点
優先順位
問題解決

動機付け、性格・能力・
適性の把握、ポイントを
押さえた指導、能力向
上

知
識
・
技
術

問題解決

ｳｪｰﾄ
評 価 基 準 （ 評 価 点 ）

グループ売上 グループ受注額（半
期）

経営計画の利益管
理表にて管理

要 素 定 義 着 眼 点

期
待
成
果

営業利益率（半期） 経営計画の利益管
理表にて管理営業利益率

株式会社システムサーバー様 成長シート（営業職・管理職）　- 15 -



成長シート基準 （営業7～9等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5
ｳｪｰﾄ

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
要 素 定 義 着 眼 点

0.80

基本的なIT業界知識と営
業スキルは身につけている
が、営業業務運営をｽﾑｰｽﾞ
に行うには不足していた

基本的なIT業界知識と営
業スキルは身につけており
営業業務運営が実施でき
ていた

IT業界知識と営業スキルは
身につけており効果的な営
業業務運営が実施できて
いた

高いIT業界知識と営業スキ
ルを身につけており、高レ
ベルの営業業務運営がで
きていた

非常に高度なIT業界知識
と営業スキルを身につけ常
日頃から研究しており、高
レベルの営業業務運営が
でき、他の人にも教えてい
る

0.10
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.10
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜２
OR重要ｽｷﾙ習熟度３＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞３
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝８
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞５
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

0.20
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４
OR＆重要ｽｷﾙ習熟度３＞
１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝６
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞１

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞４
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞２

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞６
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞４

0.20
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝７

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１０
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.10
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＜１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝１ ∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝２

＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1
∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝３
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞1

∑ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ＞＝４．５
＆重要ｽｷﾙ習熟度３＝＞２
＆重要ｽｷﾙ習熟度４＝＞1

0.50

自分の役割に対する自覚
はある程度あるが、努力が
かなり不足していた

自分の役割に対する自覚
はあるが、努力不足を感じ
ることが時々あった

自分の役割に対する自覚
はかなり強くもっており、努
力を惜しむことは少なかっ
た

自分の役割に対する自覚
は強烈に持っており、その
実現に向け常に最善の努
力をしていた

自分の役割に対する自覚
は強烈に持ち、その実現に
向け常に最善の努力をし、
困難な仕事でも成果を上げ
た

0.50

言われれば多少困難な仕
事にも取組むが、自発的に
仕事をする意欲は少なかっ
た

困難な仕事にも取組む姿
勢は見られたが自発的な
行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に
取組む姿勢があり、自発的
な行動がかなり見られた

困難な仕事にも積極的に
チャレンジし、常に全力を
尽くしていた

困難な仕事にも積極的に
チャレンジし、常に全力を
尽くし、成果を上げた

0.50

自分（部門）の都合を優先
し、他人（部門）の意見に協
力しないことがしばしばあっ
た

他人（部門）の意見をできる
だけ聞くようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸ
を保つことに努力していた

リーダーとしてチームを纏
め、他部門にも協力してい
た

リーダーとしチームを纏め、
メンバーの力が発揮できる
よう勤め、他部門にも積極
的に協力していた

リーダーとしチームを纏め、
メンバーの力を最大限に発
揮し、他部門にも大きく協
力し、大きな成果を上げた

0.50

時々、具体的事実に基づ
いた客観的判断ができず、
感情に任せて行動すること
があった

概ね、具体的事実に基づ
いて客観的に判断し、感情
に任せて行動することは少
なかった

具体的事実に基づいて客
観的に判断し、感情に任せ
て行動することはなかった

多面的視点から具体的事
実に基づいて客観的に判
断し、冷静な行動をし、部
下に好影響を与えた

過酷な状況でも多面的視
点、具体的事実に基づき客
観的に判断し、冷静な行動
で部下に好影響を与えた

20.00合計

言語・運用サポートスキル
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

営業活動に必要な一定レベ
ル以上のIT業界知識と営業
スキルを保有し活用したか

営業スキル
IT業界知識
保有、活用

勤
務
態
度

使命感

プロジェクト管理スキル
プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

自己統制

他との協力

困難な仕事
自発的
積極的

自分に与えられた役割を自
覚し、その役割の実現に向
け最善の努力をしていたか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

特別加減点

常に、具体的事実に基づき
客観的に判断し、冷静に行
動していたか

具体的事実
客観的判断
冷静に判断

役割の自覚
最善の努力

積極性・チャレンジ

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

業務知識・会社固有標
準

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

協調性

自部門の都合にとらわれ
ず、他部署と協力して組織
の結束を強めたか

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

ＩＴ営業スキル

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度知

識
・
技
術

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ等）
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成長ｼｰﾄ
区分

項目
習得難
易度

重要度
習熟度
本人

ﾎﾟｲﾝト
本人

習熟度
上司

ﾎﾟｲﾝト
上司

習熟度
決定

ﾎﾟｲﾝト
決定

言語・運用 VisualBasic 0.75 0.75
言語・運用 VB.Net 1 1
言語・運用 C#.Net 1 1.25
言語・運用 ASP.Net 1.25 1
言語・運用 VBA 0.5 0.75
言語・運用 JavaSE 1.25 1
言語・運用 JavaEE 1.5 1.25
言語・運用 C/C++ 1.25 1
言語・運用 Python 1.25 1
言語・運用 JavaScript 0.5 1.25
言語・運用 その他Script言語 0.5 0.5
言語・運用 SQL 0.5 1.25
言語・運用 ストアードプロシージャ 0.5 1
言語・運用 HTML5およびCSS3 0.5 0.5
言語・運用 COBOL 1 1.25
言語・運用 ShellScript 0.5 1
言語・運用 システム管理 1.25 1.25
言語・運用 システム運用 0.75 0.75
言語・運用 ジョブスケジューラ 1 1
言語・運用 バージョン管理(Git/SVNなど) 0.5 1.25
言語・運用 ETL/BI 0.75 1

環境 Windowsｸﾗｲｱﾝﾄ環境設定操作 0.25 1.25
環境 汎用機利用 0.5 1
環境 UNIX/Linux利用 0.5 1.25
環境 (OS)Windowsｻｰﾊﾞｰ 1 1
環境 (OS)UNIX/Linuxｻｰﾊﾞｰ 1 1.25
環境 クラウド(AWS,Azure等) 1 1.25
環境 仮想環境(Vmware,HyperV) 1 1
環境 仮想環境(Docker,Solarisｿﾞｰﾝ) 1 1.25
環境 Oracle 1 1.25
環境 PostgreSQL 1 1
環境 他DBMS 1 1
環境 AplicationServer 1.25 1
環境 ネットワーク構築 0.75 1.25

提案・設計 (工程)IT企画化 2 1
提案・設計 (工程)要件定義 1.5 1
提案・設計 (工程)基本設計 1.5 1.25
提案・設計 (工程)詳細設計 1 1.25
提案・設計 (工程)テスト（IT,ST) 0.75 1.25
提案・設計 (工程)テスト（運用テスト)0.75 1.25
提案・設計 会議運営と議事録作成 0.75 1.25
提案・設計 見積書・提案書作成 1 1.25

備考（本人） 備考（決定）備考（上司）
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提案・設計 プレゼンテーション 1 1
提案・設計 UML 0.5 0.75
提案・設計 オブジェクト指向プログラミング 1.25 1.25
提案・設計 データベース設計(物理) 1 1
提案・設計 データベース設計(論理) 1 1
提案・設計 (工程)運用設計 1.25 1.25
提案・設計 (工程)ネットワーク設計 1 1
PJ管理 (責務)プロジェクトマネージャ 1.5 1.25
PJ管理 (責務)プロジェクトリーダー 1.25 1.25
PJ管理 (責務)サブリーダー 1 1.25
PJ管理 進捗納期管理 1 1
PJ管理 品質管理 1 1
PJ管理 コスト管理 1 1
PJ管理 要員管理 1 1
PJ管理 外注管理 1 1
PJ管理 スコープ管理 1 1
PJ管理 コミュニケーション管理 1 1
PJ管理 リスク管理 1 1
PJ管理 セキュリティー管理 1 1
業務・標準 (業務)販売管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)在庫物流管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)生産管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)人事・経理・金融 0.75 1.25
業務・標準 (業務)設備管理 0.75 1.25
業務・標準 (業務)情報共有 0.75 1.25
業務・標準 ユーザ企業開発標準 0.75 1.25

合計 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数 ｽｷﾙ数 ﾎﾟｲﾝト >3数 >4数

言語・運用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

環境 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

提案・設計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PJ管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
業務・標準 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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スキル状況シート以外のスキルで業務上価値のあるものを記載
成長ｼｰﾄ

区分
項目

習得難
易度

重要度
習熟度
本人

ﾎﾟｲﾝト
本人

習熟度
上司

ﾎﾟｲﾝト
上司

習熟度
決定

ﾎﾟｲﾝト
決定

（備考） 2019/7/6改定 2019/5/1適用

備考（本人） 備考（上司） 備考（決定）
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成長シート基準 （総務2～3等級）

システムサーバーG   2020/12/11修正 2020/11/1適用

1 2 3 4 5

1.50

1.00

0.50

1.00

1.00
計画を立てずに仕事をする
ことが多く、業務が大幅に
遅れることがあった

計画を立てているが内容が
不十分なため仕事が遅れる
ことがあった

計画を立てて仕事を実施し
ており、遅れはなかった

優れた計画をたて効果的に
仕事を実施していた

優れた計画をたて効果的に
仕事を実施し、他の社員に
も教えている

1.50
伝票入力、小口現金管理
等の初歩的な業務でも、か
なりの指導が必要だった

伝票入力、小口現金管理
等の初歩的な業務は、ほと
んど間違いなくできた

他部門のミスも指摘修正で
き通常の業務をほぼ間違い
なく実施できた

決算など高度な業務も独力
で実施できた

決算など高度な業務のみならず分析
や提案も行い、その優れたやり方を
他の社員にも教えている

1.00
勤務票ﾁｪｯｸ、社会保険届
出等の初歩的な業務でも、
かなりの指導が必要だった

勤務票ﾁｪｯｸ、社会保険届
出等の初歩的な業務は、ほ
とんど間違いなくできた

他部門のミスも指摘修正で
き通常の業務をほぼ間違い
なく実施できた

補助金申請など高度な業
務も独力で実施できた

高度な業務のみならず分析や提案も
行い、その優れたやり方を他の社員
にも教えている

1.50
初歩的作業でも具体的指
示がなければうまく実施で
きなかった

初歩的な業務は、ほとんど
間違いなくできた

上司の指導により人材募
集・採用企画を立案するこ
とが出来その一部を実施で
きた

人材募集・採用企画は独力
で立案でき、一通りのことは
実施できた

効果的な人材募集・採用企画を行
い、その実施についてリードすること
ができ、その優れたやり方を他の社員
にも教えている

1.00
教育研修運営の初歩的作
業でも具体的指示がなけれ
ばうまく実施できなかった

初歩的な業務は、ほとんど
間違いなくできた

上司の指導により教育研修
企画を立案することが出来
その一部を実施できた

教育研修企画は独力で立
案でき、一通りのことは実施
できた

効果的な教育研修企画を行い、その
実施についてリードすることができ、
その優れたやり方を他の社員にも教
えている

1.00
初歩的作業でも具体的指
示がなければうまく実施で
きなかった

初歩的な業務は、ほとんど
間違いなくできた

ほとんどの業務を独力でこ
なすことができ、改善の提
案もしていた

業務計画、改善も独力で立
案でき、一通りのことは実施
できた

効果的な業務計画、改善を行い、そ
の実施についてリードすることがで
き、その優れたやり方を他の社員にも
教えている

1.00

うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

出席率
役割
貢献

ｾｲｷｭﾘﾃｨ管理・備
品管理

ｾｲｷｭﾘﾃｨ管理・備品管理を効果
的に実施し、制度改善も継続的
におこなったか

原因分析から結果の評価まで
の過程を段取れたか
報連相・レビュー等のタイミン
グ、内容は適切か
問題の解決や未然防止をした
か

問題解決

問題解決に向けた原因分析、解決策の検
討、実行、結果の評価を、上司や先輩等と
報連相やレビュー等を実施しながら、問題
の解決や未然防止をしたか

広報、学校挨拶、セミナ、企業
展、応募者対応、説明会、採用
試験、内定後フォロー採用業務

人材募集や採用の企画を考え、
予定通り実施したか

新人研修、ｲﾝﾀｰﾝ
ｼｯﾌﾟ

ｾｲｷｭﾘﾃｨ管理
備品管理
制度改善

教育業務
新人研修、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟなどの教
育研修の企画を考え、予定通り
実施したか

全体会議、部会、委員会、
方針実施活動、を積極的に
取組み推進したか

重
要
業
務

全員経営の運営と
取り組み

給与、月次決算の納期を遵
守したか　※1

評価期間内（半期）
の定着率（内定～入
社3年間）定着率

勤務管理、給与管理、各種申請
などきちんと間違いなくできたか

給与計算、社会保
険手続、補助金、各
種届出

自分の仕事を期限内にやりきる
たっめに、業務計画を立て確実
に実施したか

人事管理業務

採用人数の確保

採用計画人数の内定承諾
者を確保し、その人を採用
できたか、そのため働きかけ
をしていたか

・対象：採用計画人
数（新卒）　・期間：
内定承諾より入社ま
で

月次決算生産性
向上

経理業務
経理入力、回収支払、売上仕入
実績・予測のチェックが的確に
できたか

経理入力、回収支
払、
売上仕入実績・予測
チェック

給与計算
月次決算（費用項
目）
売上仕入実績・予測
チェック

業務計画立案

ミスの発生件数

計画の策定
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点

適切なフォローを行い採用
者を定着できたか、そのた
め他部署にも働きかけをし
ていたか

要 素 ｳｪｰﾄ定 義

事務処理を正確に行うい、ミ
ス削減ののため他部署にも
働きかけをしていたか　※1

正確に
ミス削減ののため他
部署にも働きかけ

期
待
成
果
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成長シート基準 （総務2～3等級）

システムサーバーG   2020/12/11修正 2020/11/1適用

1 2 3 4 5

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素 ｳｪｰﾄ定 義

1.00
基礎的な経理知識がかなり
不足のため業務がｽﾑｰｽﾞに
行かないことが多い

基礎的な経理知識は身に
つけているが、業務を効果
的に行うには不足していた

基礎的な経理知識は身に
つけており業務が実施でき
ていた

基本的な経理知識をかなり
もっており、効果的に業務
が遂行できた

経理知識を身につけ常日頃から研究
しており、効果的に業務が遂行でき、
他の人にも教えている

1.00

基礎的な人事知識がかなり
不足のため業務がｽﾑｰｽﾞに
行かないことが多い

基礎的な人事知識は身に
つけているが、業務を効果
的に行うには不足していた

基礎的な人事知識は身に
つけており業務が実施でき
ていた

基本的な人事知識をかなり
もっており、効果的に業務
が遂行できた

人事知識を身につけ常日頃から研究
しており、効果的に業務が遂行でき、
他の人にも教えている

1.00
基礎的な採用業務知識が
かなり不足のため業務がｽ
ﾑｰｽﾞに行かないことが多い

基礎的な採用業務知識は
身につけているが、業務を
効果的に行うには不足して
いた

基礎的な採用業務知識は
身につけており業務が実施
できていた

基本的な採用業務知識を
かなりもっており、効果的に
業務が遂行できた

採用業務知識を身につけ常日頃から
研究しており、効果的に業務が遂行
でき、他の人にも教えている

1.00
基礎的な文章作成スキル
がかなり不足のため業務が
ｽﾑｰｽﾞに行かないことが多
い

基礎的な文章作成スキル
は身につけているが、業務
を効果的に行うには不足し
ていた

基礎的な文章作成スキル
は身につけており業務が実
施できていた

基本的な文章作成スキルを
かなりもっており、効果的に
業務が遂行できた

文章作成スキルを身につけ常日頃か
ら研究しており、効果的に業務が遂
行でき、他の人にも教えている

1.00

会社規定ルール知識がか
なり不足のため業務がｽﾑｰ
ｽﾞに行かないことが多い

基礎的な会社規定ルール知識は身
につけているが、業務を効果的に行う
には不足していた

基本的なな会社規定ルー
ル知識は身につけており業
務が実施できていた

基本的な会社規定ルール知識をかな
りもっており、改定提案ができるなど
効果的に業務が遂行できた

会社規定ルール知識を身につけ常
日頃から研究しており、改定提案をタ
イムリーに行うなど効果的に業務が遂
行でき、他の人にも教えている

1.00

仕事を計画通りやろうとするが、困難
があると責任逃れするような言動が見
られた

期待された成果に及ばないことが多
いが、管理、監督の援助を得て任さ
れた仕事を遂行できた

管理、監督の下で任された仕事を遂
行し、期待通りの成果を上げることが
できた

常に任された責任を意識して行動
し、期待通りの成果を上げることがで
きた。

常に責任を持って適切に判断し、業
務を遂行することで期待通りの成果を
上げ、その優れたやり方を他の社員
にも教えている

1.00

困難な仕事を避けることが多く、ほと
んど自発的に仕事をすることは無
かった

言われれば多少困難な仕事にも取組
むが、自発的に仕事をする意欲は見
られなかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿勢
があり、自発的な行動がかなり見られ
た

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くしていた

1.00

自分の都合を優先する事が多く、他
人の意見を聞こうとしないことご多
かった

他人の意見を聞く姿勢はあるが、
争ったりﾁｰﾑﾜｰｸを乱したりすることが
しばしばあった

他人の意見をできるだけ聞くように
し、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力してい
た

意見の不一致があった場合、積極的
に話をまとめるように努力していた

ﾁｰﾑのﾘｰﾀﾞｰ的役割を果たし、より強
いﾁｰﾑﾜｰｸができるよう努めていた

1.00

挨拶も途絶えがちで雰囲気をしばし
ば壊す。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命令
を守らないことが多い

挨拶はするが笑顔や言葉遣いの悪さ
から悪印象をあたえるときがある。ﾏ
ﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の命令を守らな
いことが時々あった

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで悪印
象をあたえることはない。マナールー
ル規則や上司の命令を守っている。

挨拶、笑顔、丁寧な言葉遣いで職場
を明るくした。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上司の
命令を守っている

職場を明るくするため他人にも意欲
的に働きかけた。ﾏﾅｰﾙｰﾙ規則や上
司の命令をよく守っており、他の社員
にも働きかけた

22.00

※1　1人月の作業をアサインされていない者においては、月次決算生産性向上とミス発生件数の項目は1または2のいずれかで評価することとする。
 　　なお、1または2のいずれをつけるかは以下の基準で判断する。
     ・作業量が0.5人月未満の場合 → 1
　　 ・作業量が0.5人月以上の場合で評価基準「3」の条件を満たしている → 2、満たしていない → 1

知
識
・
技
術

勤
務
態
度

職場のマナールールと上司
の命令や業務上の規則をき
ちんと守っていたか

経理知識

会社規定ルール
知識

自分に課せられた業務を、
計画通り最後までやり抜い
たか

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

責任感

人事知識

採用知識

会社規定について十分な知
識を保有し活用していた

勤務管理、給与管理、各種申請
などきちんと間違実施すつため
の人事管理に必要な、基礎的な
人事知識を保有し活用したか

積極性・チャレン
ジ

合計

特別加減点

職場を明るくする
上司の命令
業務上の規則

マナールール規
律の厳守

他との協力

困難な仕事
自発的
積極的

自分の都合にとらわれず、
他と協力して業務を推進し
ていたか

協調性・後輩の指
導

給与計算、社会保
険手続、補助金、各
種届出

広報、学校挨拶、セミナ、企業展、応募者対
応、説明会、採用試験、内定後フォローに
必要な、一定レベル以上の知識を保有し活
用したか

計画通り最後までや
り抜く

文章作成スキル
各種ビジネス文書作成スキ
ルを一定以上保有し活用し
ていた

通達、各種ビジネス
文書、契約書

広報、学校挨拶、セミナ、企業
展、応募者対応、説明会、採用
試験、内定後フォロー

会社規定
改定案作成

仕訳
月次決算書作成
年次決算書作成

試算表、決算書作成に必要
な一定レベル以上の経理知
識を保有し活用したか
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成長シート基準（総務4～6等級）
システムサーバーG   2020/12/11修正 2020/11/1適用

1 2 3 4 5

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.50
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.50
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00

指導者としての自覚に欠け、部下の
活動に対する注意も不足しており、
指導があまりなかった

部下の活動状況に注意を払い、指
導を行っていたが、性格・能力・適性
を十分把握しておらず、ﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝの
指導法であった

常に部下の活動状況に注意を払い、
性格・能力・適性に応じた指導が一
通りなされた

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が向上した

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が著しく向上した

ｳｪｰﾄ

経営計画の推進

評価期間内（半期）
の定着率（内定～入
社3年間）

成長ｼｰﾄの部下一人当の成長
点数、前回と今回ともに在籍者
対象

計画の策定
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

部下の（∑（今回成長シート点数）－∑（前
回成長シート点数））/該当人数

部下計画指導
部下行動指導
部下評価指導
部下改善指導

定 義

経営計画をよく理解し、委員会等の担当業
務を様々な問題を解決しながら意欲的に
推進したか

経営計画の目標が実現できるように、経理
財務を主管し、様々な問題を解決しながら
意欲的に推進したか

期
待
成
果

部下の活動状況や性格・能力・適性を把握
し、ポイントを押さえた効果的な指導を行う
ことにより部下の能力向上を図っていたか

重
要
業
務

適切なフォローを行い採用
者を定着できたか、そのた
め他部署にも働きかけをし
ていたか

部下の指導育成

経営理念をよく理解し、経営計画(案）の策
定を主管し、各部門と協力しながら意欲的
に完成できたか

定着率

採用人数の確保

部下の成長

経営計画の立案

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素

経営計画の利益管
理表にて管理

経常利益率（半期）
経常利益率

採用計画人数の内定承諾
者を確保し、その人を採用
できたか、そのため働きかけ
をしていたか

・対象：採用計画人
数（新卒）　・期間：
内定承諾より入社ま
で

募集・採用業務
経営計画の目標が実現できるように、募
集・採用業務を主管し、様々な問題を解決
しながら意欲的に推進したか

業務の効果的実施
業務の見直し
意欲、問題解決

計画の推進
実施度
意欲、問題解決

経理財務管理
業務の効果的実施
業務の見直し
意欲、問題解決

人事管理
新人事制度の目標が実現できるように、人
事制度の運用を主管し、様々な問題を解
決しながら意欲的に推進したか

人事制度の実施
人事制度の見直し
意欲、問題解決
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成長シート基準（総務4～6等級）
システムサーバーG   2020/12/11修正 2020/11/1適用

1 2 3 4 5
ｳｪｰﾄ定 義

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素

1.00

企画立案知識がかなり不足のため必
要な企画立案がｽﾑｰｽﾞにできないこ
とが多い

基本的な企画立案知識は身につけ
ているが、企画立案を効果的に行う
には不足していた

企画立案知識は身につけており必
要な企画立案が実施できていた

高い企画立案知識を身につけてお
り、高レベルの企画立案、実施がで
きていた

非常に高度な企画立案知識を身に
つけ常日頃から研究しており、高レ
ベルの企画立案とその実施ができ、
他の人にも教えている

1.50

経理財務知識がかなり不足のため会
社運営がｽﾑｰｽﾞに行かないことが多
い

基本的な経理財務知識は身につけ
ているが、会社運営を効果的に行う
には不足していた

経理財務知識は身につけており会
社運営が実施できていた

高い経理財務知識を身につけてお
り、高レベルの会社運営ができてい
た

非常に高度な経理財務知識を身に
つけ常日頃から研究しており、高レ
ベルの会社運営ができ、他の人にも
教えている

1.50

人事知識がかなり不足のため会社運
営がｽﾑｰｽﾞに行かないことが多い

基本的な人事知識は身につけてい
るが、会社運営を効果的に行うには
不足していた

人事知識は身につけており会社運
営が実施できていた

高い人事知識を身につけており、高
レベルの会社運営ができていた

非常に高度な人事知識を身につけ
常日頃から研究しており、高レベル
の会社運営ができ、他の人にも教え
ている

1.00

法務知識がかなり不足のため会社運
営がｽﾑｰｽﾞに行かないことが多い

基本的な法務知識は身につけてい
るが、会社運営を効果的に行うには
不足していた

法務知識は身につけており会社運
営が実施できていた

高い法務知識を身につけており、高
レベルの会社運営ができていた

非常に高度な法務知識を身につけ
常日頃から研究しており、高レベル
の会社運営ができ、他の人にも教え
ている

1.00

業界知識がかなり不足のため会社運
営がｽﾑｰｽﾞに行かないことが多い

基本的な業界知識は身につけてい
るが、会社運営を効果的に行うには
不足していた

業界知識は身につけており会社運
営が実施できていた

高い業界知識を身につけており、高
レベルの会社運営ができていた

非常に高度な業界知識を身につけ
常日頃から研究しており、高レベル
の会社運営ができ、他の人にも教え
ている

0.50

自分の役割に対する自覚はある程
度あるが、努力がかなり不足していた

自分の役割に対する自覚はあるが、
努力不足を感じることが時々あった

自分の役割に対する自覚はかなり強
くもっており、努力を惜しむことは少
なかった

自分の役割に対する自覚は強烈に
持っており、その実現に向け常に最
善の努力をしていた

自分の役割に対する自覚は強烈に
持ち、その実現に向け常に最善の努
力をし、困難な仕事でも成果を上げ
た

0.50

言われれば多少困難な仕事にも取
組むが、自発的に仕事をする意欲は
少なかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿
勢があり、自発的な行動がかなり見ら
れた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くしていた

困難な仕事にも積極的にチャレンジ
し、常に全力を尽くし、成果を上げた

0.50

自分（部門）の都合を優先し、他人
（部門）の意見に協力しないことがし
ばしばあった

他人（部門）の意見をできるだけ聞く
ようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力
していた

リーダーとしてチームを纏め、他部門
にも協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力が発揮できるよう勤め、他部門
にも積極的に協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力を最大限に発揮し、他部門にも
大きく協力し、大きな成果を上げた

0.50

時々、具体的事実に基づいた客観
的判断ができず、感情に任せて行動
することがあった

概ね、具体的事実に基づいて客観
的に判断し、感情に任せて行動する
ことは少なかった

具体的事実に基づいて客観的に判
断し、感情に任せて行動することは
なかった

多面的視点から具体的事実に基づ
いて客観的に判断し、冷静な行動を
し、部下に好影響を与えた

過酷な状況でも多面的視点、具体的
事実に基づき客観的に判断し、冷静
な行動で部下に好影響を与えた

22.00

法務知識

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の企画立案知識
を保有し活用したか

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の経理財務知識
を保有し活用したか

会社経営
人材育成

会社経営
人材育成

会社経営
人材育成

知
識
・
技
術

勤
務
態
度

企画立案知識

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の法務知識を保
有し活用したか

常に、具体的事実に基づき
客観的に判断し、冷静に行
動していたか

業界知識

具体的事実
客観的判断
冷静に判断

積極性・チャレンジ

自己統制

自部門の都合にとらわれ
ず、他部署と協力して組織
の結束を強めたか

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

特別加減点

協調性

合計

他との協力

困難な仕事
自発的
積極的

役割の自覚
最善の努力

自分に与えられた役割を自
覚し、その役割の実現に向
け最善の努力をしていたか

使命感

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の業界知識を保
有し活用したか

会社経営
人材育成

人事知識
会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の人事知識を保
有し活用したか

会社経営
人材育成

経理財務知識
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成長シート基準（総務7～9等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

3.00

3.00

1.50

1.00

1.50

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

1.00
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

0.75
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

0.75
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

0.50
うまく実施できなかっ
た

一部不十分ながら実
施できた

実施していた 優れたやり方で実施
していた

その業務を他の模範となる
優れたやり方で実施し、他
の社員にも教えている

0.75

部下の活動状況に注意を払い、指
導を行っていたが、性格・能力・適性
を十分把握しておらず、ﾜﾝﾊﾟﾀｰﾝの
指導法であった

常に部下の活動状況に注意を払い、
性格・能力・適性に応じた指導が一
通りなされた

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が向上した

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導を行
い、部下の能力が著しく向上した

部下の活動状況や性格・能力・適性
を十分押さえた効果的な指導で部下
能力が著しく向上し、さらにその優れ
た指導法を教えていた

部下の活動状況や性格・能力・適性を把握
し、ポイントを押さえた効果的な指導を行う
ことにより部下の能力向上を図っていたか

部下計画指導
部下行動指導
部下評価指導
部下改善指導

業務の効果的実施
業務の見直し
意欲、問題解決

計画の推進
実施度
意欲、問題解決

採用人数の確保

部下の成長

経営計画の立案

経理財務管理

計画の策定
行動ﾚﾍﾞﾙの計画
意欲、問題解決

業務の効果的実施
業務の見直し
意欲、問題解決

人事制度の実施
人事制度の見直し
意欲、問題解決

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素

経営計画の利益管
理表にて管理

グループ売上（半期）
グループ売上

期
待
成
果

ｳｪｰﾄ

評価期間内（半期）
の定着率（内定～入
社3年間）

成長ｼｰﾄの部門一人当の成長
点数、前回と今回ともに在籍者
対象

定 義

・対象：採用計画人
数（新卒）　・期間：
内定承諾より入社ま
で

重
要
業
務

適切なフォローを行い採用
者を定着できたか、そのた
め他部署にも働きかけをし
ていたか

部下の指導育成

経営理念をよく理解し、経営計画(案）の策
定を主管し、各部門と協力しながら意欲的
に完成できたか

採用計画人数の内定承諾
者を確保し、その人を採用
できたか、そのため働きかけ
をしていたか

経営計画の推進

部門の（∑（今回成長シート点数）－∑（前
回成長シート点数））/該当人数

定着率

経営計画をよく理解し、委員会等の担当業
務を様々な問題を解決しながら意欲的に
推進したか

経営計画の目標が実現できるように、経理
財務を主管し、様々な問題を解決しながら
意欲的に推進したか

人事管理
新人事制度の目標が実現できるように、人
事制度の運用を主管し、様々な問題を解
決しながら意欲的に推進したか

募集・採用業務
経営計画の目標が実現できるように、募
集・採用業務を主管し、様々な問題を解決
しながら意欲的に推進したか

経常利益率
経常利益率（半期） 経営計画の利益管

理表にて管理
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成長シート基準（総務7～9等級）
システムサーバーG   2021/11/24変更 2021/11/1適用

1 2 3 4 5

評 価 基 準 （ 評 価 点 ）
着 眼 点要 素 ｳｪｰﾄ定 義

0.75

基本的な企画立案知識は身につけ
ているが、企画立案を効果的に行う
には不足していた

企画立案知識は身につけており必
要な企画立案が実施できていた

企画立案知識を身につけており、効
果的な企画立案、実施ができていた

高い企画立案知識を身につけてお
り、高レベルの会社運営ができてい
た

非常に高度な企画立案知識を身に
つけ常日頃から研究しており、高レ
ベルの企画立案とその実施ができ、
他の人にも教えている

0.75

基本的な経理財務知識は身につけ
ているが、会社運営を効果的に行う
には不足していた

経理財務知識は身につけており会
社運営が実施できていた

経理財務知識を身につけており、効
果的な会社運営ができていた

高い経理財務知識を身につけてお
り、高レベルの会社運営ができてい
た

非常に高度な経理財務知識を身に
つけ常日頃から研究しており、高レ
ベルの会社運営ができ、他の人にも
教えている

0.75

基本的な人事知識は身につけてい
るが、会社運営を効果的に行うには
不足していた

人事知識は身につけており会社運
営が実施できていた

人事知識を身につけており、効果的
な会社運営ができていた

高い人事知識を身につけており、高
レベルの会社運営ができていた

非常に高度な人事知識を身につけ
常日頃から研究しており、高レベル
の会社運営ができ、他の人にも教え
ている

0.50

基本的な法務知識は身につけてい
るが、会社運営を効果的に行うには
不足していた

法務知識は身につけており会社運
営が実施できていた

法務知識を身につけており、効果的
な会社運営ができていた

高い法務知識を身につけており、高
レベルの会社運営ができていた

非常に高度な法務知識を身につけ
常日頃から研究しており、高レベル
の会社運営ができ、他の人にも教え
ている

0.50

基本的な業界知識は身につけてい
るが、会社運営を効果的に行うには
不足していた

業界知識は身につけており会社運
営が実施できていた

業界知識を身につけており、効果的
な会社運営ができていた

高い業界知識を身につけており、高
レベルの会社運営ができていた

非常に高度な業界知識を身につけ
常日頃から研究しており、高レベル
の会社運営ができ、他の人にも教え
ている

0.50

自分の役割に対する自覚はある程
度あるが、努力がかなり不足していた

自分の役割に対する自覚はあるが、
努力不足を感じることが時々あった

自分の役割に対する自覚はかなり強
くもっており、努力を惜しむことは少
なかった

自分の役割に対する自覚は強烈に
持っており、その実現に向け常に最
善の努力をしていた

自分の役割に対する自覚は強烈に
持ち、その実現に向け常に最善の努
力をし、困難な仕事でも成果を上げ
た

0.50

言われれば多少困難な仕事にも取
組むが、自発的に仕事をする意欲は
少なかった

困難な仕事にも取組む姿勢は見られ
たが自発的な行動はすくなかった

困難な仕事にも積極的に取組む姿
勢があり、自発的な行動がかなり見ら
れた

困難な仕事にも積極的にチャンレン
ジし、常に全力を尽くしていた

困難な仕事にも積極的にチャンレン
ジし、常に全力を尽くし、成果を上げ
た

0.50

自分（部門）の都合を優先し、他人
（部門）の意見に協力しないことがし
ばしばあった

他人（部門）の意見をできるだけ聞く
ようにし、ﾁｰﾑﾜｰｸを保つことに努力
していた

リーダーとしてチームを纏め、他部門
にも協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力が発揮できるよう勤め、他部門
にも積極的に協力していた

リーダーとしチームを纏め、メンバー
の力を最大限に発揮し、他部門にも
大きく協力し、大きな成果を上げた

0.50

時々、具体的事実に基づいた客観
的判断ができず、感情に任せて行動
することがあった

概ね、具体的事実に基づいて客観
的に判断し、感情に任せて行動する
ことは少なかった

具体的事実に基づいて客観的に判
断し、感情に任せて行動することは
なかった

多面的視点から具体的事実に基づ
いて客観的に判断し、冷静な行動を
し、部下に好影響を与えた

過酷な状況でも多面的視点、具体的
事実に基づき客観的に判断し、冷静
な行動で部下に好影響を与えた

20.00

会社経営
人材育成

企画立案知識

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の法務知識を保
有し活用したか

人事知識
会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の人事知識を保
有し活用したか

合計

業界知識

役割の自覚
最善の努力

自分に与えられた役割を自
覚し、その役割の実現に向
け最善の努力をしていたか

使命感

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の業界知識を保
有し活用したか

会社経営
人材育成

自己統制

自部門の都合にとらわれ
ず、他部署と協力して組織
の結束を強めたか

特別加減点

協調性

知
識
・
技
術

勤
務
態
度

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の企画立案知識
を保有し活用したか

法務知識

常に、具体的事実に基づき
客観的に判断し、冷静に行
動していたか

具体的事実
客観的判断
冷静に判断

積極性・チャレンジ

経理財務知識

他との協力

会社経営に必要な、一定レ
ベル以上の経理財務知識
を保有し活用したか

困難な仕事
自発的
積極的

会社経営
人材育成

会社経営
人材育成

会社経営
人材育成

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か
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成長計画実績表（開発系SE 2～3等級）
か

ら
ｺｰﾄﾞ 氏名 等級-級-号 CD 上司 上司　次郎

ま

で 99 システム　太郎 2 部 2-3-4 部門
長

鈴木　秀美

目標（面談にて設定） 実績 分析

本人 本人 上司（部門） 決定（成長確認会議）

評価 点 活動計画 評価 点 理由 評価 点 理由 評価 点 理由

2.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.50 0.0 0.0 0.0 0.0

1.50 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

0.50 0.0 0.0 0.0 0.0

3.00 0.0 1 3.0 1 3.0 1 3.0

2.00 0.0 1 2.0 1 2.0 1 2.0

1.00 0.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0

1.00 0.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0

1.00 0.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0

22.50 評語　＝　Ｄ２ 評語　＝　Ｄ２ 評語　＝　Ｄ２

※1　1人月の作業をアサインされていない者においては、品質（ミス・クレーム）と納期遵守の項目は1または2のいずれかで評価することとする。
 　　なお、1または2のいずれをつけるかは以下の基準で判断する。
     ・作業量が0.5人月未満の場合 → 1
　　 ・作業量が0.5人月以上の場合で評価基準「3」の条件を満たしている → 2、満たしていない → 1

8.0

ｷﾞｬｯﾌﾟ原因及び問題点（上司記入）

部門

0.0 8.0

活動実績（結果）
自己評価時に記入

8.0

役割、貢献度

工程内での納期遵守率と
客先に対する納期遵守と影
響度 ※1

半期の営業情報メール
トータル件数/6
（毎月の平均件数）

原因分析から結果の評価まで
の過程を段取れたか
報連相・レビュー等のタイミン
グ、内容は適切か
問題の解決や未然防止をした
か

役割、貢献度

役割、貢献度

役割、積極的
成果、優れたやり方

工程別納期遵守率
影響度

全体会議、部会、委員会等（遂行計画、研
修講師、採用活動、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ、社内ｲﾝ
ﾌﾗ管理など）の社内活動に取り組みを積極
的に優れたやり方で行い成果を出せたか。

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

問題解決に向けた原因分析、解決策の検
討、実行、結果の評価を、上司や先輩等と
報連相やレビュー等を実施しながら、問題
の解決や未然防止をしたか

知
識
・
技
術

勤
務
態
度

期
待
成
果

重
要
業
務

全員経営の取組み

プログラミング・単体テ
スト

納期遵守

困難な仕事
自発的
積極的

計画通り最後までや
り抜く

マナールール規律の厳
守

自分の都合にとらわれず、
他と協力して業務を推進し
ていたか

困難な仕事にも、自発的
に、積極的に取組んでいた
か

特別加減点

協調性・後輩の指導

職場のマナールールと上司
の命令や業務上の規則をき
ちんと守っていたか

自分に課せられた業務を、
計画通り最後までやり抜い
たか

積極性・チャレンジ

合計

職場を明るくする
上司の命令
業務上の規則

チームへの貢献、周囲の成長
への貢献（例）過酷なPJに献身
的に従事

責任感

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

営業SE活動

言語・運用サポートスキ
ル

環境スキル（ＯＳ、ＤＢ
等）

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な知識（PGは言語）
を保有し活用したか

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

習得ｽｷﾙﾎﾟｲﾝﾄ
重要度、習熟度
難易度

営業SEとして、お客様や外注先との
信頼関係を作り、それら情報を収集
し、営業情報メールを出したか

プロジェクト運営に必要な知
識を保有し活用したかプロジェクト管理スキル

業務知識・会社固有標
準

プロジェクト遂行に必要な業
務および会社標準の知識を
保有し活用したか

提案・設計スキル
提案・見積・設計に必要な
知識を保有し活用したか

期
間

令和3年11月1日

令和4年4月30日

次工程以降でのミスおよびｸ
ﾚｰﾑ（人的ｸﾚｰﾑも含む） ※
1

工程別バグ（ミス）
顧客影響度

ｳｪｰﾄ定 義 着 眼 点

システムサーバーG   2021/11/24改定
2021/11/1適用

品質（ﾐｽ・ｸﾚｰﾑ）

要 素

評価期間合計生産
額÷(972H＋評価期
間合計残業時間)

月当り生産額＝担当分の月
当り生産額＋外注管理指導
の場合は粗利益。(生産額
は、宿泊寮・交通費等を除
いた正味額とする。)

時間当り生産額

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発・運用サポート
に必要な環境知識を保有し
活用したか

詳細設計・基本設計

問題解決

結合テスト・システムテ
スト

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか

ルールを守り、効率的に作
業を実施出来たか
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