プロフェッショナルという生き方。

株式会社 商工中金情報システム

クライアントは『商工中金』です。
日 本 の 産 業・経 済 に
貢 献 し ている とい う 自 負 ︒
それが私たちの
モ チ ベ ー ション で す ︒

【商工中金】
● 政府が出資する金融機関では唯一、フルバンキング機能を持
つ総合金融機関。融資からM&A、事業承継支援など幅広い業
務を行う。

全国7万の中小企業

● 国内100店舗
（2020年3月31日現在）
。全国47都道府県すべてに店
舗を展開し、地域に根差して各地の中小企業や産業をサポート。
● 海 外 拠点は、ニューヨーク、香 港、上海、バンコクの4か所。
グローバルなネットワークを構築してグローバルに活躍する中小
企業を応援している。
● 20 08 年に株 式会社化 。金融 機 関としての財務 基 盤は盤 石
で、国内外の信用格付け会社から高い評価を得ている。

全国の拠点

商工中金のシステムを担う
金融 I T 集団

商工中金
出資金

商工中金情報システムは、
「商工中金」のグループ企業。そのフィー

政府

ルドは、商工中金グループのシステムに完全特化し、それ以外の分

中小企業
組合等

野は扱っていません。つまり、商工中金のシステムを支える金融 I T
のプロフェッショナル集団ということです。
今や金融 機関にとって先 進 のI T は不可欠です。商工中金 情報シス

商工中金情報システム

テムはこれまでも、そしてこれからも、商工中金と一体となって商工
中金とともに歩み続けます。

I Tを通じて
日本の中小企業を応援

日本の企業の99％は中小企業です。中小企業がなければ、日本の
経済や産業は成り立ちません。
商工中金は中小企業に特化した政府系金融機関として1936年に設
立されました。以来、金融面から日本の中小企業を支え続けてきま
した。

商工中金情報システム本社

私たち商工中金情報システムは、商工中金の IT 戦略を担うことで、
システム面から間接的に中小企業を支えています。

商工中金と
積極的な人事交流

事務室風景

商工中金情報システムは、商工中金のシステム部に研修出向させる等、商工中金との人事交流を積極的に図っています。出向期間中は商
工中金の職員と同じ立場で業務を遂行します。加えて、若手社員が商工中金の実施する研修にも参加することで商工中金の業務を学ん
でいく仕組みになっています。
こうした経験を通じて社員は、商工中金の業務にも精通することができるようになります。金融業務に関わる深くて幅広い知見を持つ
IT プロフェッショナル集団へと進化している理由がここにあります。
2

商工中金情報システムを
読み解く5つのキーワード

計画的業務

金融系、ユーザー系の I T企業です。

商工中金情報システムの業務は、商工中金グループの情報シス

金融 I Tのスペシャリスト集団である商工中金情報システムにとって、

テムに100％特化しています。勤務地は、東京都東村山市と中

何よりも大切な財産は「人材」です。

央 区 八 重 洲に限られて います。計 画に沿った業 務が 基 本と

そこで、ここでは人と仕事を基軸にした5つのキーワードを紹介します。

なっており、社員は日々の計画も組みやすく、ライフワークバラ

働く場としての私たちの魅力を発見してください。

ンスを充実しやすい環境となっています。

少数精鋭

■主な開発システム

預金為替
システム

社員全員が一丸となれる
適正規模の会社です。

商工中金 情報システムの社員は約200名。決して大きな組 織

貸付
システム

デリバ
ティブ
システム

ALM
システム

ではありません。業務範囲を商工中金の情報システムに特 化
しているということもありますが、むしろ少 数精鋭のほうが、

収支管理
システム

を誇ります。先輩が後輩に丁寧に指導する雰囲気があること等から、社
員は自分の仕事にじっくり向き合い、集中して取り組める環境がその礎

すいと考えています。もちろん金融 I Tのスペシャリスト集団と

国際
システム

して、常に最新の知識やスキルを獲得していますから、技術力
やノウハウではどこにも負けないと自負しています。

社員一人ひとりを
プロフェッショナルに育てます。
新入社 員はまず 2 カ月の 集合研 修があり、その
後4 カ月間にわたって職場でのOJTを受けます。
もちろんその後もキャリアに応じたさまざまな研
修プログラムが用意されています。このように教
育システムは充実しているので、入社時に文系の
学生等 I Tの知識に自信がない人でも心配ありま
せん。時間をかけて一人ひとりをプロフェッショ
ナルになるまでじっくり育てていき、社員の自己
実現を全面的にサポートしています。

3

制度や環境の整備が
働き続ける意識を向上させています。

商工中金 情報システムの新卒 社員の定着率は、直近10年平均で90％

一人ひとりの顔が見え、社員が生き生きと働ける環境を整えや

自己実現

高定着率

自己査定
システム

リテール
サポート
システム

にあるといえるでしょう。また、社員同士が積極的に協力し合う風土も

過去10年の新卒入社
社員の定着率

私たちの特 徴です。出産から職場復帰 への制度も整 備されており、子

90％

育てをしながら仕事を続けている女性社員が多いことも、定着率が高
い理由の一つとなっています。

■研修プログラム
入社前

入社時

配属後

▶階層別研修
ビジネス研修

新入社員OJT

管理者研修

課長研修

▶ITスキル研修
基本情報技術者
I T 基本研修
試験対策（通信講座）

ＩＴコアスキル
育成研修Ｌｖ1

ＩＴコアスキル
育成研修Ｌｖ２

▶業務技能研修
ビジネスヒューマンスキル研修
新入社員
技術研修

銀行業務研修

高度I T
スキル研修

多彩な人材

求めているのはポテンシャルです。

「人が唯一の財産」と考える商工中金情報システムは、理系に限らず全学部全学科の学生を対象に人物本位の選考を実施し
ています。実際、毎年入ってくる新入社員の約半数は文系出身。もちろん男女も問いません。今現在何ができるかというスキル
より、明日何ができるようになっていたいかという向上心が大切。そして自己実現のために全力で頑張れる人と一緒に働きた
いと考えています。

システム技能研修

▶自己啓発支援
通信教育（補助金制度）
社外資格援助（補助金制度）

■求める人材像

I T や金融に
興味、関心を
持っている人

論理的思考力、
コミュニケーション
能力がある人

より高い技術力や
専門知識の習得に
どん欲な人

やる気があり、
チームワークで
協力しながら
仕事ができる人

逆境にあっても、
それを乗り越える
勇気と意欲を
持っている人
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FACT 1

Stage

A・T

K・N

J・A

2001年入社

2012年入社

2013年入社

経済学部経済学科卒

文学部人文社会学科卒

法学部法学科卒

開発第一部 リーダー

預金為替システムの開発保守

緊張感も達成感も
メンバー全員で共有する。
その緊張感は
責任の重さの裏返し

埋めることができ、乗り越えることができたのです」

その日、開発第一部第一課には朝からピンと張りつめ
た空気が漂っていた。

案件は常時20〜30件
多様な案件を受け持つ

商工中金では定期的なサイクルで、AT Mを入れ替え

開発第一部第一課は預金為替業務のシステム開発や

る。全店一斉ではなく、数店舗ずつ、約半年をかけて

保守を担っている。この業務は銀 行の主要業務であ

入れ替えていく。この日は最初に入れ替えた店舗で新

り、ニーズの幅は広い。そのため、開発中の案件は常

しいATMが初めて稼働する日だった。

時20〜30件。課員は15人だから、当然一人で複数の

「何度も何度もテストを繰り返し、不具合個所を修正

案件を兼務することになる。お客様に直 接 送付 する

してきたのだから大丈夫」

「定期預金期日のご案内」などの帳票類を作成する

心の中でそう言い聞かせながらも、本案件を先導した

システムを担当しているK・Nは、こう語る。

リーダーA・Tは手にべっとり汗をかいていた。ATMは

「研修で商工中金の営業店に行ったとき、私が作成し

不特定多数のお客様が直接操作する。何らかのトラブ

た帳票を営業店の方が使っているのを見て、自分の仕

ルが起きたら、商工中金の信頼に傷がつきかねない。

事が役に立っていることを実感しました。今はまだプ

課に漂っていた緊張感は、A・Tたちの責任がいかに重

ログラムの作成が主ですが、少しでも早く設計や要件

大であるかを物語っていた。

定義といった上流工程の仕事もできるようになりたい

開発第一部 担当者

開発第一部 副リーダー

入社前はシステムに関 する知 識 は ほ

大学では弓道部に所属。「たまたま参

独 立 系システム会 社 から転じて中 途

ぼゼロ。今のように成長を感じながら

加した説明会で人の魅力に惹かれた」

入社。「この会 社ならいつかプロジェ

楽しく仕事ができる姿は「まったく想

のが志望動機。お酒が好きで、休日を

クトリーダーの立場で仕事ができる」

像できなかった」という。現在は2男1

利用し先 輩 社 員と新 潟の酒 造に見学

と語る。ロックバンドでベースを演奏

女の父親。

に行ったことも。

していたという一面も。

ですね」

常に情報を共有して
全員参加の意識を高める

さらに「A・TさんやJ・Aさんのような目標にできる先
輩が周りにいるから頑張れる」と意気込む。

その思いは、新しいATM内部のプログラムの動きを確
独立系のシステム会社から商工中金情報システムに中

大きなトラブルもなく
全店のATMが無事稼働

途入社した当初、仕事の手順や用語の使い方の違い

ATMの入れ替え開始から半年後、商工中金の全店舗

などに戸惑いがあった。前の会社でも銀行システムの

で新しいATMが無事に稼働。トラブルは起きなかっ

開発に従事していたので自信はあったが、予想以上に

た。

仕事のレベルが高く、ときに自信が崩れそうになった

「私たちが直接お客様の前に立つことはありません。

こともあった。だが、そんなときには必ず周りの仲間が

でも私たちはシステムを通して商工中金をサポート

フォローしてくれた。

し、お客様の生活を支えている。そういう誇りを持っ

「入社した直後で慣れていなかったということを差し

て仕事をしています」

引いても、難しい案件でした。でもここでは、個々の情報

ある日、A・Tは営業店で高齢のお客様が何の迷いも

を常に全員で共有しようという意識が徹底していて、

なくATMを操作している姿を見かけた。安堵と嬉しさ

些細な内容でも共有してもらえました。そのため、わ

を感じつつも、頭の中ではもう次の開発のことを考え

からないことを周りに気兼ねなく質問することで差を

ていた。

認するテストを担当した副リーダーJ・Aも共有していた。

ワークフロー

要件定義

5

計画

基本・詳細
設計

プログラム
製造

テスト

稼働
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FACT 2

Career
A・A の場合

M・I の場合
● 債券バッチ開発保守

● 新入社員研修
入社時

システムに関する知識はまったくなく、キーボードに触ったこ
ともなかったが、約3か月間の導入研修を終えると、簡単な

入社時

の操作など、吸収することがすべて新鮮で楽しかった。

● 貸付バッチ開発保守

● ホスト系システム開発

1年目

業務系システムではなく、各業務が利用する共通システムの

担当に。プログラミングとテストが中心。仕事の達成感が大

第3次オンラインシステムに切り替える時期となり、貸付バッ

2年目

A・A

4年目

多く、このときの経験が大きなターニングポイントになった。

開発第一部第三課 課長
経済学部経済学科卒

10 年目

義などが仕事の中心に。それまで10年近く同じ部署にいて、
仕事内容が変化したため、当初は戸惑いもあったが、ユー

休 日 に は スー パ ー 銭 湯 で リフレ ッ

9 年目

ム開発のプロジェクトに参加した。少し距離を置いたところ

から商工中金 情報システムの社員の仕事ぶりを見て、大手

12 年目

分野を考慮しながら、業務がうまく流れるようにマネジメン

の作業を実施。入社3年目以降から担当していた新入社員

1999 年に出産したときも「会社を辞
めることは微塵も考えなかった」とい
う。趣味は家 族 旅 行、ホットヨガ、美
術鑑賞。

ムに異動。発注元である商工中金本店に直接出向き、仕様

の聴き取りや調整、見積りや契約まで幅広く担当するように
なった。この間、技師、さらに主任技師に昇格し、部下を持

つ経 験も。ソフトウェア開発 技術 者をはじめとする資格を
次々に取得したのもこの頃。

● ホスト系システム開発

ステム。21年目に課長に昇格し、部下もできた。部下の得意

動し、旧システムの廃止にかかる検討と洗い出し、テスト等

と部下からの信頼が厚い。

しかたがなかった。数か月後、オープン系システム開発チー

ないと感じた。

21 年目

商工中金の本部で管理している証券システムのチームに異

「厳しさと優しさを兼ね備えた部 長 」

育児休業取得後に復職。育休中は職場の状況が気になって

メーカー系のベンダーと比べても技術力では全然負けてい

18年目にホスト系の部署に復帰。担当は共通オンラインシ

1988年入社

● オープン系システム開発保守

● 商工中金研修出向

16 年目

長が実感できた時期。

指導にもやりがいを感じていた時期。

に反映させることに面白味を感じた。

2年間、商工中金のシステム部に出向。電子記録債権システ

M・I

に仕事をした。コミュニケーション力も身につき、自分の成

● 本部証券システム開発保守

ザーである商工中金の職員から直接要望を聞いてシステム

シュ。

ンシステム開発に従事。外部ベンダーのエンジニアとも一緒

情報処理科卒

商工中金の本部でデータ分析のために使うシステムを担当。
今までのプログラミングから、より上流工程の設計や要件定

預金バッチシステムの開発チームに異動し、第3次オンライ

開発第二部 部長

● オープン系システム開発

「システム会 社らしくなく、人が温か
バランス感覚には自信があるという。

でももう一度勉強し直したりして、体系的に説明することを意

● 預金バッチ開発保守

識するようになった。教えることは自分にとっても得るものが

1994年入社

い」と感じたことが、入社の 決め 手。

導員を経験。半年間、マンツーマンで指導した。改めて自分

開発する作業に参画した。バッチ全体概要の設計から経験
今でも生きている。

● ホスト系システム開発

7年目

チシステムの開発チームに異動。新しいシステムをゼロから

し、チームリーダーにも抜擢された。この頃苦労した経験は

きく、仕事をすることの喜びを感じた。

部署、仕事内容はそれまでと変わらず。初めて新入社員の指

保守チームに配属。業務仕様に基づくプログラムの製造や
テストを担当。債券業務の習得や作業の進め方、開発ツール

プログラムなら書けるようになった。

勘定系の基幹システム開発部門に配属。預金・貸付などの

入社後、商工中金が発行する債券のバッチシステムの開発・

● オープン系システム開発保守

28年目

部長に昇格。自分の指示が部下の成果につながるよう、意識

するようになった。部下は45人。業務をこなしながら人を育て
ていく役割も求められ、管理職としての責任の重さを実感。

トすることが面白くなる。それまで以上にコミュニケーション
の重要性も実感。

今後の目標

もっとマネジメント能力を高めたい
いろいろな部署を経験した結果、マネジメントで生きていく方向性

が自分に向いていると感じるようになりました。自分の部下と部署
の仕事がスムーズに流れるように配慮しながら、社員個々もやりが
いを感じられる職場にしていきたいと考えています。

7

今後の目標

部下を育てることで会社に貢献したい
今は管理職として会社に貢献することが第一。まずは部下を育てる
ことに全力で取り組みたいと思っています。また、私自身周囲の協

力もあり、子育てと仕事の両立ができましたが、今はあの頃以上に

支援制度も整備されています。子育てしながら働ける会社であるこ
とも伝えていきたいですね。
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FACT 3

Talking

中金の職員の方と距離が近い。何かあった

男性も女性も関係なく
成長できる環境がある

商工中金情報システムをざっくばらんに語る。

場合でも相談しやすい雰囲気があります。

K・I

M・H

が目立つように思いますが、いかがですか。

商工中金情報システムはどのような職場の雰囲気があって、

K・I

スタンス的には、ユーザーである商工

距離が近いだけに、金融知識も必要

商工中金情報システムは女性の活躍

会社にはそれぞれ独自の風土があります。

です。特に、私の部署は為替の仕組みなどの

M・H

理解が必須ですので、情報系の資格はもちろ

い部署もあり、逆に女性であることを特に

社員はどのように働いているのか。

んのこと、銀行業務検定など金融系の資格

意識していないです。

4人の若手社員に本音で語ってもらいました。

（※1）を取得している人も多いです。
K・I

商工中金情報システムを
選んだ理由は？

した。面接では、就 活生一人に対し5人くら

K・I

今日は 就 職 活 動 中の 学生の 皆さん

と思いました。就職先を決めるにあたり、業

に、商工中金 情報システムのありのままの

いが応対してくれて、社員を大切にしている

プロ意識が高
く業務に対する責任感が強い。でも、ぎす

A・I

資格については、会社からも奨励制度

部長をはじめとして、女性の方が多

私の所属する部 署には、育児のため

の時短勤務や産休などの制度を利用されて

が用意されているので、各自それぞれの業務

ですね。

いる先輩社員がいます。出産後も仕事を続

に応じた資格を取得していますね。報奨金は

K・I

けている方がほとんどで、会社もそれを応

私も同感です。達成感の方はいかが

モチベーションにもつながるし、研修にも会

ですか。

援（※2）しているので女性でも安心して働

ぎすしたところは無く人間関係でストレスを

務内容も重要ですが最終的には“人”なのか

社から補助がある。勉強しやすい恵まれた環

M・H

けますね。

感じたことはありません。

なと思って決断しました。

K・I

案件が、何事もなかったように安定稼働し

先輩（男性）で、お子さんが生まれて育休を

る座 談会を企画しました。まず最初に、就

A・I

A・I

ここ問題だよね…と、議論を重ね苦労した

姿を知ってもらいたいと思い、若手社員によ

境だと思います。

社員の方々の人柄の良さに触れたことが今

ているのを見た時ですね。達成感が湧き上

取られた方もいます。

職先として商工中金情報システムを選んだ

う姿を何度も見ています。

教育研修制度についてはY・Oさん、いかが

も強く印象に残っています。実はもう一社と

Y・O

がりました。

理由をお伺いします。さっそくですがY・Oさ

ですか。

ん、いかがですか。

迷っていたのですが、役員面接で「君はウチ

A・I

ですね。思いやりがあり、先輩に質問する

Y・O

んな時に達成感を得ていますか。

のシステムが稼働し、本部のユーザーさん

があってるんじゃない」とフレンドリーに接

Y・O

と、どんなに忙しくても時間を割いて教えて

してくれたことが、最終的に「この会社で働

Y・O

商工中金の営業店の方から直 接お

が使っているところを見せてもらった時のこ

発の最前線に配属されていることからも、

くれたり。そういう社風なのかな。

電 話を頂く機 会も多いです。その中で感謝

と。自分が担当した部分の画面が開き、一

教育研修制度が充実していることはご理解

の言葉を頂いたりすることがあります。仕事

瞬緊張したのですが、ちゃんと動いてる！

頂けるのではないでしょうか。

をしたなという実感が得られ、ちょっとした

中でものづくりに興味が湧いてきたこともあ

全員 （笑）

達成感があります。

り、また全国の中小企業のための金融機関

A・I

M・H

だったな〜と思い出して、感無量でした。

大学は文学部でしたので、最初は業

種を限定することなく幅広く検討しました。

私も、会社説明会から最終面接まで、

皆さん、ユーザーさん思いです。シス

テムを使う側の立場に立って開発するとい
人を育てていこうという意識が強い

ある日、大学で行われた会社説明会で商工
中金情報システムに出会いました。就 活の

のシステム開発という点が魅力的に感じま

K・I

皆さんは、どこにやりがいを感じ、ど

そもそもSEという仕事がそうなのか

私も同じような経験があります。新規

それは男性社員にとっても同様です。

はい。文学部出身の私が、こうして開

それを見て、あの部分は苦 労したん

も知れませんが、持っている知識で淡々と

した。
K・I

こんなときに感じる
やりがいや達成感

ここはこうした方がいいんじゃない？

仕事をこなすのではなく、常に知らないこ

実は私も、会社説明会が商工中金情

とにチャレンジして作り上げていきます。

報システムとの出会いでした。その説明会で

Y・O

先輩社員の方とお話しして、人との距離が
近いと感じ親近感を覚えました。その印象

きたい」と思う決め手になりました。

は就活を進めていくに従いさらに強くなりま

Y・O

M・H

なるほど、そうですね。
だから、何年やっていても新しい知

識を得ていくことで自分が成長したなとい

私もいろいろな会社の面接を受けま

う実感が得られる。そこが大きなやりがい

したが、ここが 一 番話しやすく自分を出せ
たと感じたことが大きかったです。。

商工中金情報システムの
SEの特徴とは？
M・H

私たちSEは、仕事面でいうと商工中

金の一員としての意識が強いですね。自分
の作ったシステムが、商工中金のお客様で
ある中小企業にどう貢献できるかを意識し
て仕事をしています。人間性という面では、

※1 情報系、金融系の資格
情報処 理技 術者試 験は、「情報処 理の促 進
に関する法律」に基づき経済産業省が、情報
処理技術者としての「知識・技能」が一定以
上の水 準であることを認定している国家 試
験です。
ITパスポート、基本情報技術者、応用情報技
術者、高度情報技術者という４段階あり、基
本情報技術者は、いわばSEの入門編です。
高 度 情 報 技 術 者 資格 には、プロジェクトマ
ネージャ、ネットワークスペシャリスト、デー
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タベーススペシャリスト、システム監 査技 術
者等、9種類の資格があります。
また金融系の資格には、銀行業務 検 定（ 法
務・財務・税 務 等）があり、業務に応じて取
得を奨励しています。
※2 子育てサポート
仕事と子育 てを両立させている「子育 てサ
ポート」企業として 次 世代 育成 支 援 対 策 推
進 法に基づく認定（くるみんマークを取得）
を受けています。

K・I

M・H

A・I

Y・O

基盤第二部

開発第一部

開発第二部

開発第一部

2012年入社
経済学部

経済学科卒

就活では、人を大切にしている会社
だと感じたことが決め手となった。

プライベートでは、ちょっと珍しい
食べ物をテイクアウトするなど、

“食”へのこだわりが出てきたと語る。

2014年入社
家政学部

家政経済学科卒

就活では、女性が働きやすい会社と
いう点を重視。

お菓子・パン作りが趣味だったが、
結婚してからはそういう時間がなか
なか取れないのだそう。

2019年入社
社会情報学部

社会情報学科卒

一般事務の仕事よりも、しっかりスキ
ルを身につけたいと考え、技術職に絞
って就活を行った。趣味は旅行。特に

印象に残っているのは、スペインの空
の高さと人の陽気さと語る。

2016年入社
文学部

人文社会学科卒

高校時代はバスケットボールに打ち
込み、今もその仲間とチームを作り
社会人や大学生の大会にも参戦。

平日の夜は漫画や読書を嗜む。好き
な作家は三浦しをん。
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