奉行ｉ8 シリーズ 導入事例

人 事 労 務

導入事例

GMOクラウド株式会社

従業員数▶ 202名

業種▶ 情報サービス業

奉行シリーズと勤怠・人事ワークフローの導入により

業務効率化に加え、
社員の行動が変わる仕組みを構築
❶勤怠情報を出勤簿で管理していたため、各部門からの収集や入力業務に時間がかかっていた。

課題

❷人事評価結果の社員へのフィードバックや、勤務実績のリアルタイムな把握ができず、マネジメントが困難な状況であった。
❸スタンドアロン版では業務分担ができず、非効率なうえ属人化によるリスクがあった。
❶勤怠ワークフローの導入により、勤怠データが自動収集され、給与奉行にそのまま連携できるようになり、業務時間が大幅に
短縮された。

効果

❷人事情報や勤務実績の透明化により、社員の行動が変わり、人事評価制度の効果的な運用、人件費削減につながった。
❸ネットワーク版を導入し、複数の担当者による業務分担が可能に。業務生産性向上に加え、属人化のリスクを解消した。

クションチーフ 森田広志氏は語る。
ホスティングサービスやセキュリティサービスを中核とし

「勤怠情報を紙の出勤簿で管理していたので、各部門から集めてEXCEL

た各種インターネットソリューションの提供により成長を続

や他ソフトに入力し、その集計結果を給与奉行に手入力していました。入

けるGMOクラウド株式会社。会社の成長とともに増加の一途を辿る

力の手間もありますが、
ミスの不安も大きかった。給与計算後は、給与明

社員の勤怠集計、給与計算に時間がかかるうえ、勤務実態がリアルタ

細書を印刷し、社員に配付する業務にまた１日掛かり。当時は、人事奉行・
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イムに把握できず、規則に準じた管理やマネジメントが困難な状況

給与奉行共にスタンドアロン版を利用していたので、業務効率が悪い上、

であった。また、3ヶ月に一度実施する人事評価をEXCELで管理し

自分一人でシステムを運用しているリスクも常に感じていました。」

ており、評価結果を効果的にフィードバックする仕組みもなかった。

このような課題解決を目的に、勤怠ワークフローの導入及び奉行シ

奉行シリーズ及び勤怠・人事ワークフローの導入により、大幅な業務

リーズのネットワーク版へのバージョンアップ、
さらに、給与明細照会Web

効率化を実現。さらに、人事情報・勤務実績が透明化されたことで、社

システムを導入した。

員の行動が変わり、残業や休日出勤の抑制による人件費削減や、人
事評価制度の効果的運用の実現といった効果を生み出している。

また、もう１つの課題として、同社では、目標管理制度を採用しており、
３ヶ月に一度人事評価を実施しているが、評価はEXCELで管理しており、
迅速かつ効果的に社員へフィードバックする仕組みがなかった。
３ヶ月とい
う短い周期で行われる目標設定と評価を通し

導入に至る経緯、選定ポイント

て、同社の成長の基盤である強い人材が育成
されており、実施後は、迅速なフィードバックが

業務生産性向上を目的に、人事労務システムを大幅に拡張

求められる。そこで、人事奉行で管理している

GMOクラウド株式会社は、1996年のホスティングサービス事業の開

人事情報をWebで照会できる人事ワークフ

始を皮切りに、
セキュリティサービス、翻訳サービスなどのソリューション

ローを導入し、EXCELから取り込んだ評価結

サービスの開発・運用と順調に事業を拡大してきた。2005年12月に東

果を、すぐに、そしていつでも照会できる仕組

京証券取引所マザーズに上場を果たし、現在は、国内・海外合わせて18社

みを構築した。
コーポレート部 管理セクション
セクションチーフ

の子会社を抱えるグループ企業である。2011年9月に提供を開始した
クラウドサービスにおいては、わずか1年強で顧客数1,600社を超える

森田広志氏

システム概要

国内最大級のサービスに成長させた。このような企業の成長に伴い、増
加し続ける社員の人事労務管理に現行システムでは限界を感じていた。

GMOクラウド株式会社では、様々な人事情

同社が抱える課題は、大きく２つあった。
１つは、勤怠集計・給与計算業

報を一元管理できる
「人事奉行」、年間給与業

務の効率化、
もう１つは、人事評価結果を社員にフィードバックする仕組み

務を迅速かつ正確に処理できる「給与奉行」

の構築である。

を基盤に、勤怠ワークフロー、身上申請ワーク

「私が人事労務業務を一人で担当していた頃は、社員数も100名位でし

フロー、人事情報の閲覧、給与明細の照会が

たが、
ここ数年で２倍に増え、
とにかく勤怠集計と給与処理にとても時間

可能なWeb型のフロントエンドソリューション

コーポレート部 管理セクション
労務総務グループ 社会保険労務士

がかかっていました。」当時を振り返り、
コーポレート部 管理セクション セ

を導入。

伊藤摩衣子氏

日々の打刻データや、申請・承認を経た残業・休日出
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勤・有休といった勤怠データを基に勤怠集計が自動的

勤務実績をリアルタイムに照会することができ、残業
や休日出勤等の傾向把握が可能だ。給与計算後は、指

一般社員

に行われる。社員や部門長は、Web上で自身や部下の
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滞留年数をはじめ、添付書類や顔写真といった画像
データなど、様々な社員情報を一元管理できる。同社
では、人事奉行で管理している人事情報を、社員が

閲覧制限

業務担当者

人事奉行では、所属や役職・等級などの異動履歴や
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の人事評価推移や手当の変遷、
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確認可能だ。もちろん、部門長が部下の人事情報を閲

法定帳票・文書

たキャリア形成の上でも役立てられるようになった。

勤怠データ連携
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導入効果と今後の展望
このように、
同社では、総務部門が勤怠情報や人事情報を透明化する仕
大幅な業務時間の短縮に加え、マネジメント強化を実現

組みを提供したことにより、
社員自身が意識を変え、
自発的にマネジメント

勤怠ワークフローの導入により、各部門の勤怠データが自動収集され、

を実践するという素晴らしい効果を生み出している。

給与奉行にそのまま連携可能に。入力の手間やミスがなくなり、正確かつ
更なる企業成長を支える人事制度の構築を目指す

迅速な給与計算が行えるようになった。
「以前は、出勤簿を手元に集めてから担当者2人で丸2日かけて入力して
いたのですが、データ確認のみの作業に変わり、本当に楽になりました。
給与明細照会Webの導入により、印刷・封入・仕分け・配付といった丸1日
かかっていた業務もなくなり、大幅に業務時間が短縮されました。」
と、森
田氏は語る。

今後の展望について、
伊藤氏は次のように語る。
「残業時間が基準を超えた社員には産業医の面談を義務付ける等、
勤怠情
報を活用したメンタルヘルス対策をきちんと整備したいと思っています。」
森田氏は、更なる企業成長に向けて抱負を語る。
「来期は、人事制度の大きな変革に取り組む予定です。企業の成長に合わ

また、奉行シリーズをネットワーク版にしたことで、複数の担当者による
業務分担が可能となり、総務担当者の役割分担はもちろん、
これまで総務

せて、相応の人事制度を構築していかなければなりません。奉行シリーズ
は、
なくてはならない存在です。」

から提供していた月次の給与データを、
経理担当者が自ら取得できるよう
導入システム

になり、
属人化のリスク解消と同時に業務効率化を実現した。

▶人事奉行ｉ ▶給与奉行ｉ ▶勘定奉行V ERP

更なる効果として、
森田氏は次のように語る。
「システム導入に合わせて、就業規則の運用について再度社員に説明を
行いました。曖昧な解釈を正し、規則や法令に則った管理を徹底する良い

▶債権管理 Pro ▶債務管理 Pro ▶固定資産奉行V ERP
▶申告奉行ｉ
［法人税・地方税編］ ▶BACKUP for 奉行V ERP
▶ManageOZO勤怠管理 ▶ManageOZO人事管理 ▶ManageOZO給与明細

機会になりました。」
コーポレート部 管理セクション 労務総務グループ 社会保険労務士 伊
藤摩衣子氏は「残業や休日出勤の申請を徹底し、部門長が社員の勤務実
態を常に把握できるようになりました。これにより、部門長自らが残業や休
日出勤を抑制しようと社員やアルバイトに働きかけている部門もあり、結
果として、労働環境の向上にも繋がっていると感じます。」
と語る。

■GMOクラウド株式会社
事業内容 … ホスティングサービスおよびセキュリティサービスを中核とした総合インター
ネットソリューションの提供
資 本 金 … 9億1,690万円
（平成24年12月31日現在）
東京証券取引所マザーズ上場企業
（証券コード：3788）
（2005年12月）
年

また、人事ワークフローの仕組みを活用し、人事評価の結果を迅速に
フィードバックすることが可能になった。社員が自らの人事情報を照会す

商 … 連結9,409百万円／個別4,975百万円
（平成24年12月31日現在）

従業員数 … 連結433名／単体202名
（平成24年12月31日現在）
子 会 社 … 18社 連結14社
（国内9社、
海外5社）
／非連結4社
（海外4社）

ることが目標を意識する機会になり、
また、最新の評価と合わせて過去か
らの評価推移を振り返ることができ、目標管理制度の効果的な運用を実
現している。
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