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はじめに

毎年、年初の1月や年度始まりの4月を中心に労務に関する複数の法律が改正・施行されます。
しかし、多忙な業務の傍ら、それらを網羅し対応するには大変な時間と労力を要します。この
ようなバックオフィス部門の負担軽減を目指して、『人事労務関連法改正ガイド』を作成いた
しました。

労務に関する法改正は、単に企業視点で基準やルールを達成すればよいというものではありま
せん。従業員やスタッフの働き方や生活にどう影響するのかをしっかり踏まえ、対応すること
が求められます。これは、優れた人材の確保やエンゲージメント向上、ひいては企業ブラン
ディングを高める観点からも重要です。

そのため本資料では、社会保険労務士の北條孝枝氏に監修・執筆をいただき、改正内容に加え
て「実務への影響」として、各法令をどう解釈し対応したほうがよいかをまとめています。本
資料を参考に、法改正をよい組織作りに活かしていただければ幸いです。

※本資料の内容は2021年5月中旬時点のものです。最新の情報は、各法令の参考リンクや厚労省のサイトなどを参照してください。
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2021年1月1日施行／全企業

労働者派遣契約の電子化
�厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す
る省令（その一部を改正）

【厚生労働省リーフレット】キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/000700279.pdf

参考リンク

1
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概要

2021年1月1日施行／全企業
労働者派遣契約の電子化

労働者派遣契約について、電子化による作成が認められました。

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法
律」（以下、「e-文書法」）により、民間事業者が行う文書の保存、作成、閲
覧等について、原則として電磁的記録によることが可能になりました。

以前は、派遣先と派遣元の労働者派遣契約書（労働者派遣法26条1項に定める事
項）について「書面による」こととされていました。

今回、その省令が改正され、労働者派遣契約書についても、電子化（電磁的記
録による作成、保存）の対象とされました。書面での契約は、郵送等の手間や
コストがかかることもあり、電子化を望む声が多くこの改正に至りました。

改正のポイント

1
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2021年1月1日施行／全企業
労働者派遣契約の電子化

電子化により、実務面では効率化が期待できます。ただし、一般的にe-文書法では下記を満たす必要があり
ます。

• 見読性（可視性）
パソコンやディスプレイ等で、明瞭な状態で見ることができるようにしておく

• 完全性
保存されている期間に改ざんや滅失したりしないようにしておく

• 機密性
権限のない者がアクセスできないように制限をかけておく

• 検索性
電子化された文書をすぐに取り出せるようにわかりやすく保存しておく

また、労働者派遣契約書では、保管の方法について以下を満たさなくてはなりません。

• 作成された労働者派遣契約書をパソコンに備えられたファイルまたは、磁気ディスク等をもって調製す
るファイルにより保存する方法

• 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた
労働者派遣契約書をパソコンに備えられたファイルまたは、磁気ディスク等をもって調製するファイル
により保存する方法

実務への影響

1
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2021年1月1日施行／全企業

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
�育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（育児・介護休業法）施行規則
�子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする
ために事業主が講ずべき措置に関する指針（これらの一部を改正）

【厚生労働省資料】子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するＱ＆Ａ
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

【厚生労働省リーフレット】キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/000700279.pdf

参考リンク

2
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概要

2021年1月1日施行／全企業

育児や介護を行う労働者が「子の看護休暇や介護休暇」を1時間単位で取得できるようになりました。

本改正により、すべての労働者が申し出により1時間単位で取得できるようになりました。

改正前は半日単位での取得が最低ラインだったため、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は実質利用できません
でした。

時間単位での取得は、始業時刻から連続して取得、または終業時刻に近接して終業時刻まで連続して取得することが、
法令での最低基準となります。就業時間の途中での時間単位での取得（いわゆる中抜け）を認めることまでは求めら
れてはいません。

改正のポイント

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

出典：著者作成

改正前 改正後

休暇を取得できる１日未満の単位

１日未満の単位で取得できる対象

半日単位
（中抜けなし）

１日の所定労働時間が４時間
以下の労働者は取得できない すべての労働者が取得できる

時間単位
(1時間以上、1時間単位、中抜けなし)

2
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2021年1月1日施行／全企業

「子の看護休暇・介護休暇」では、対象家族が1人だと年間5日間、2人以上の場合は年間10日取得できます。この
うち、5日間を時間単位にすると『所定労働時間×5日分』となります。年次有給休暇の時間単位での取得と同じよ
うに、1日の所定労働時間が7時間45分というような場合は、端数を切り上げて8時間分とカウントします。

しかし、日によって所定労働時間が違う労働者の場合には残数管理が煩雑になります。 例えば、5日間の介護休暇
を取得できる労働者が、6時間の取得をしたとします。その日の所定労働時間が8時間であった場合は、残日数は4
日と2時間となります。対象者が多くいる場合、残数管理を効率的にできるような仕組みを作ることが必要です。

さらに注意したい点が、看護休暇・介護休暇については、年次有給休暇と違い、雇用主に時季変更権は認められて
いないことです。看護休暇・介護休暇は無給でも構わないとなっているため、時季変更権がないと考えると分かり
やすいでしょう。

実務への影響

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得2
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2021年1月1日施行／全企業

65歳以上の副業者への雇用保険適用

3

�雇用保険法（その一部を改正）

参考リンク
【厚生労働省資料】雇用保険法等の一部を改正する法律の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000631960.pdf
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概要

2021年1月1日施行／全企業

65歳以上の副業就業者を対象に、本人の申し出により2つ以上の事業
所の労働時間を合算して雇用保険を適用することが可能になります。

65歳以上の兼業・副業者について、1つの雇用先の所定労働時間が20
時間未満／週であるものの、2つ以上の雇用先での所定労働時間を合算
することで 20時間以上／週となる場合には、本人の申し出により、申
し出をした日以降に雇用保険の被保険者となることができるようにな
ります。

改正のポイント

65歳以上の副業者への雇用保険適用

副業・兼業をする者（マルチジョブホルダー）が拡大傾向にあることから、すべてのマルチジョブホルダー
について、雇用保険の被保険者となれるようにすべきではないかと厚生労働省の審議会で検討され、試行的
に65歳以上の労働者から適用することになりました。ただし、申し出の方法や、それぞれの雇用保険の適用
事業所でどのような届書が必要なのか、雇用保険料の徴収方法についてなど、まだはっきりしていない部分
があるため注意ください（2021年5月21日現在） 。

実務への影響

3
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2021年3月1日施行／常時雇用する労働者数が43.5人以上の企業

障害者法定雇用率の引き上げ

4

�障害者の雇用の促進等に関する法律施行令（その一部を改正）

参考リンク
【厚生労働省サイト】障害者雇用促進法の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/03.html

【厚生労働省リーフレット】令和３年３月１日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf
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概要

2021年3月1日施行／常時雇用する労働者数が43.5人以上の企業
4

障害者の法定雇用率が以下のように引き上げられました。

今回の障害者の法定雇用率の引き上げにより、障害者を1人は雇用しなければならない民間企業の事業主の
範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されました。

なお、この改正により、毎年6月1日時点の障害者雇用状況のハローワークへの報告義務と、障害者雇用推進
者選任の努力義務の対象となる民間企業の事業主の範囲も、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大
になりました。

改正のポイント

障害者法定雇用率の引き上げ

出典：【厚生労働省リーフレット】令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります より作成

事業主区分
法定雇用率

2021年２月２８日まで 2021年3月1日以降

民間企業

国・地方公共団体

都道府県等の教育委員会

2.2％

2.5％

2.4％

2.3％

2.6％

2.5％
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4

法定雇用率が未達成の場合、障害者雇用促進法に則りハローワークより行政指導がなされます。自社の障害
者雇用率を確認し不足があれば、計画的に雇用者数を増やすよう、採用活動することが求められます。

ハローワークの行政指導の流れは、以下のとおりです。

1. 毎年6月1日現在の障害者雇用状況を7月15日までに届出（障害者雇用現況報告書）
2. 毎年10月から11月頃に報告内容に基づき、障害者雇用が未達成で一定の基準値以下の事業者への障害者

雇入れ計画作成命令を発令

一定の基準は、次のいずれかに該当する場合となります。

a. 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上
b. 実雇用率に関係なく、不足数10人以上
c. 雇用義務数が3人から4人の企業であって雇用障害者数0人

実務への影響

2021年3月1日施行／常時雇用する労働者数が43.5人以上の企業
障害者法定雇用率の引き上げ
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2021年4月1日施行／労働者数が301人以上の企業

正規雇用労働者の中途採用比率公表の義務化

5

�労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）
�労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
（これらの一部を改正）

参考リンク
【厚生労働省リーフレット】常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務
化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737262.pdf
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概要

2021年4月1日施行／労働者数が301人以上の企業
5

常時雇用する労働者数が301人以上の企業において、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されま
した。

常時雇用する労働者が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の３事業年度の各年
度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表しなければならなくなりました。公表は、お
おむね年に１回。公表日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行うこととされました。

改正のポイント

正規雇用労働者の中途採用比率公表の義務化

「常時雇用する労働者」とは下記のいずれかを満たす労働者を指し、いわゆる正
社員だけでなく無期契約の非正規社員や契約更新の見込みのある非正規社員も含
めて考えます。

• 期間の定めなく雇用されている者
• 過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者または、雇入れの時か

ら１年以上引き続き雇用されると見込まれる者

次ページに続く

実務への影響
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2021年4月1日施行／労働者数が301人以上の企業
5 正規雇用労働者の中途採用比率公表の義務化

正規雇用労働者の中途採用比率の計算方法は、下記のとおりです。

中途採用者数÷採用者数×100により算出した比率（小数点以下第一位を四捨五入）

なお、公表の方法についてインターネットの利用やその他の方法とされており、その他の方法には、事業所
への掲示や書類の備え付け等、求職者等が容易に閲覧できる方法で公表すればよいことになっています。

実務への影響
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2021年4月1日施行／中小企業

同一労働・同一賃金の適用拡大

6

�パートタイム・有期雇用労働法（その一部を改正）
�同一労働同一賃金ガイドライン（上記の改正に合わせて新設）

参考リンク
【厚生労働省サイト】同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/AA10K-0000144972.html

【厚生労働省サイト】パート・有期労働ポータルサイト
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
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概要

2021年4月1日施行／中小企業

2020年4月1日に大企業で適用されていた「同一労働・同一賃金」が、1年の猶予期間を経て2021年4月1日よ
り中小企業にも適用されています。

改正のポイント

同一労働・同一賃金の適用拡大

■不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と
パートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与な
どあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止され
ます。

また、裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規
定」が法律に整備されました。ガイドライン（指針）において、
どのような待遇差が不合理に当たるか等が例示されています。

次ページに続く

6
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2021年4月1日施行／中小企業

改正のポイント

同一労働・同一賃金の適用拡大

■労働者に対する待遇に関する説明義務の強
化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員と
の待遇差の内容や理由などについて、事業主に対し
て説明を求めることができます。事業主は、パート
タイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場
合と雇い入れ時に、説明する義務があります。

■裁判外紛争解決手続（行政ADR ※ ）の整備
等

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決
手続を行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・
理由に関する説明」についても、行政ADRの対象と
なります。

※行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解
決する手続きのことをいいます 出典：著者作成

6

法改正で求められる均等・均衡待遇とは

均
等
待
遇

均
衡
待
遇

業務の内容とその業務に伴う責任の程度

②　職務内容と配置の変更
将来の見込みを含め、人事異動（転 勤、昇進等）
や役割の変化（ジョブローテーションや、職務
内容の変更）の有無やその範囲

①、②以外の事情で、個々の状況に合わせて検
討するもの
成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交
渉の経緯等

③　その他の事情
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不合理な待遇の格差の禁止、均等・均衡待遇の確保については、「同一企業内」で比較することになってい
ます。全国展開している企業では、全国のすべての通常の労働者（正社員と考えて差し支えありません）と、
それ以外の社員の給与から福利厚生、特別休暇というようにすべての待遇を洗い出し、その一つひとつにつ
いて支給や付与の目的を明確にします。違いがあった場合は、その違いが不合理ではないと説明できなけれ
ばなりません。

不合理な格差については、不合理だからと直ちに罰則が適用されるものではありません。もし、争いになっ
た場合は、裁判で判断されます。ただし、裁判にならなくとも、労働者からの訴えにより労働局から指導を
受ける可能性はあります。

実務への影響
2021年4月1日施行／中小企業

同一労働・同一賃金の適用拡大

一方で、不合理な待遇差があったとしても、人件費の増大を考えると簡単にな
くせない違いもあるでしょう。その場合、すぐに改善はできなくとも、改善す
る方針であることを非正規労働者に示し、徐々に改善していくという対応をし
ていきます。

また、事業主は労働者からの求めに応じて説明する義務があります。「職務内
容」や「待遇差の内容・理由」などについて、説明ができるよう合わせて準備
をしておきましょう。説明の際は、書面を用意して説明時に手渡したり、前後
にメール等で通知したりすると後から「言った／言わない」といった争いを避
けられます 。

6
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2021年4月1日施行／全企業

70歳までの就業機会の確保措置（努力義務）

7

�高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（その一部を改正）

参考リンク
【厚生労働省サイト】高年齢者雇用安定法の改正～70歳までの就業機会確保～
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
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2021年4月1日施行／全企業
70歳までの就業機会の確保措置（努力義務）

概要
65歳から70歳までの就業機会を確保する「高年齢者就業確保措置」として、『70歳までの定年引上げ』
『継続雇用制度の導入』『定年廃止』『創業支援等措置（継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動
に継続的に従事できる制度）の導入』のいずれかの措置を講ずることが努力義務とされました。

平成24年度の法改正により、事業主に対して65歳までの雇用機会を確保する「高年齢者雇用確保措置」と
して、『65歳まで定年引上げ』『65歳までの継続雇用制度の導入』『定年廃止』のいずれかの対応が義務
付けられました。今回の改正により、さらに65歳から70歳まで就業機会を確保するための「高年齢者就業
確保措置」を努力義務としました。

改正のポイント

定年を引き上げた場合、賃金制度（人事制度）、退職金制度への影響が考えられます。人件費が増大する可
能性があり、中・長期にわたり検討しなければならない課題といえます。また、雇用による措置とした場合、
高年齢労働者の健康管理や就業環境の整備が必要となります。事業者としての安全配慮義務を考慮し、継続
雇用する場合でも、１年ごとに本人と話し合い、健康状態も考慮しながら労働条件を見直していくのが良い
でしょう。その他、創業支援などの措置として業務委託契約を結ぶ場合には、書類の整備、委託内容の選定、
労使協定の締結などが必要となります。

実務への影響

7
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2022年1月1日施行／全企業

傷病手当金の支給期間の通算化
�健康保険法（「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、その一部を
改正）

参考リンク
【厚生労働省資料】全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf

【厚生労働省資料】傷病手当金について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf

8
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2022年1月1日施行／全企業
傷病手当金の支給期間の通算化

概要
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間が通算化
されます。

改正のポイント
傷病手当金は、病気やケガのために会社を休み、事業主か
ら十分な報酬が受けられない場合に健康保険から支給され
ます。

現在、傷病手当金の支給期間は、同一傷病について支給開
始日から最長1年6ヵ月間とされています。その間、出勤し
て報酬が受けられたため傷病手当が支給されない期間が
あっても、支給開始日から1年6ヵ月後には受給期間が終了
となります。

今回の改正では、傷病手当金が支給されない期間があった
場合は、その分支給期間が延長されるため、傷病手当金の
支給期間に働いてしまうと損してしまうということはなく、
リハビリ出勤や休復職を繰り返しながらの長期療養がしや
すくなります。

出典： 【厚生労働省資料】傷病手当金について より作成

支給開始から1年6ヵ月を経過する時点まで支給
（1年6ヵ月後に同じ疾病が生じた場合は不支給）

支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで支給。

傷病手当金の支給期間の通算化

現　行

改正後

出勤
不支給

出勤
1年6ヵ月

不支給
出勤

不支給
欠勤
支給

支給開始 支給期間満了

欠勤
支給

欠勤
不支給

出勤
不支給

出勤
不支給

出勤
不支給

欠勤
支給

支給開始
通算1年6ヵ月

支給期間満了

欠勤
支給

欠勤
支給

8
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2022年1月1日施行／全企業
傷病手当金の支給期間の通算化

実務への影響
治療のため、休・復職を繰り返すことが必要な労働者がいる場合、傷病手当金の対象となる休職や欠勤の期
間を通算し、傷病手当金の申請をしていく必要があります。

手続きをする担当者としては、通算期間の管理ができるようにすること、労働者へも周知し仕事と治療の両
立支援をしていくという対応が求められます。

8
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2022年4月1日施行／全企業

在職中の年金受給の在り方の見直し

9

�厚生年金保険法（「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、その一部を改正）

参考リンク
【厚生労働省サイト】年金制度改正法（令和２年法律第40号）が成立しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
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在職中の年金受給の在り方の見直し
2022年4月1日施行／全企業

概要
働く高齢者の年金受給についての在り方が見直されました。大きく「在職老齢年金制度の見直し」（ 60～
64歳の支給停止基準の引き上げ）と「在職定時改定の導入」があります。

■在職老齢年金制度の見直し

60～64歳に支給される「特別支給の老齢厚生年金」を対
象とした在職老齢年金制度について、年金の支給が停止
される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から
47万円※に拡大され、賃金と年金月額の合計額が28万円
から47万円の場合は年金額が支給停止されなくなります。
なお、65歳以上の老齢厚生年金にも在職老齢年金制度が
あり現行の基準は47万円となっていますが、こちらは変
更されません。

※支給停止額の47万円については、見直しがあるため、2021年5月21
日の情報に基づいています。

次ページに続く

改正のポイント

出典：著者作成

9

60歳～64歳までの在職老齢年金の見直し

現行

} 1/2
} 1/2

28万円を超えた部分の
1/2の年金が支給停止

（※1）給与＝（標準報酬月額 +その月以前の 1年間の標準賞与額）÷12
（※2）年金月額＝老齢厚生年金額÷12

月給+年金が47万円以下のとき
支給停止はなし（年金は全額支給）

改正後

28万円

47万円

年金支給停止

年金月額

給与

年金月額

給与
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在職中の年金受給の在り方の見直し
2022年4月1日施行／全企業

■在職定時改定の導入

65歳以降、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金の保険料を負担し続けている方の年金額を毎年10月に
改定することで、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度（在職定時改定）が導入されます。

厚生年金保険は原則70歳まで加入が可能です。被保険者として保険料を納めれば、負担した保険料は受給す
る年金額に反映されます。しかし、これまで65歳以降在職している人が年金を受給しながら厚生年金被保険
者として保険料を負担し続けても、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまで、老齢厚生年金の
額は改定されませんでした。

本改正の在職定時改定の導入は、就労を継続し保険料を納めた効果が、退職を待たずに早期に年金額に反映
されることで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図ることが目的となっています。

改正のポイント

65歳までは希望者全員が雇用継続できる制度があったものの、この改正前は、働くことで却って受給できる
はずの年金額が減額されることになるという矛盾が生じていました。改正により上限額が拡大したことで、
働きたい、働いてもらいたいという労使双方の希望を叶えやすくなります。

実務への影響

9
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北條 孝枝
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者

会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労
務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナン
バー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に
即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。

株式会社ブレインコンサルティングオフィス
https://www.e-brain.ne.jp/

監修・著

監修・著

プロフィール



サービス紹介

⼈事・労務を、ラクラクに。
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紙の記⼊・⼊⼒作業が多く

業務が⾮効率

情報がバラバラで

どこにあるかわからない

書類紛失などの

⼈的ミスや⾏政監査リスク
がある

業務が属⼈化し

仕事の滞留や業務過多に

従業員の負荷が⼤きく

提出に時間がかかる
採⽤・配置・育成・評価に
時間をさけない

こんなお悩みありませんか？
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SmartHRで解決！

紙の記⼊・⼊⼒作業をなくし

⽣産性を向上

⼿続きのデータがそのまま

最新・正確な⼈事DBに

書類紛失などの

⼈的ミスや⾏政監査リスク
が軽減

定常業務が標準化でき

業務スピード向上・負荷軽減

誰がみてもわかる画⾯で

提出時間が⼤幅減

データを活⽤して

採⽤・配置・育成・評価を
実施可能に



© SmartHR, Inc. / Confidential - Not to be disclosed or distributed to third parties.

社会保険等の書類を
⾃動作成

従業員情報を
データベース化

役所へシームレスに
オンライン申請

⼈事情報を
カンタンに収集

SmartHRは、⼈事・労務に関する⼿続きの
⾃動化を⽬指すクラウド型ソフトウェアです。
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主な機能

マイナンバー⼊社⼿続き 年末調整

申請・承認

社会保険 電⼦申請

給与明細

従業員データベース

履歴・登録編集 分析レポート

社員名簿

従業員サーベイお知らせ掲⽰板 ⽂書配付

組織図

集まる 蓄まる 活⽤できる

予約管理 ⼈事評価



導⼊事例
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⼩売 飲⾷

IT・EC
⼈材派遣・BPO スポーツ

SmartHR導⼊企業①

※2021年 11⽉1⽇時点
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製造・卸売 学校・教育

⾦融

宿泊・観光

放送・メディア

建設・不動産・管理

運輸・鉄道・⾃動⾞・電⼒

病院・医療・介護
サービス

SmartHR導⼊企業②

その他

⾃治体・官公庁

※2021年 11⽉1⽇時点
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登録社数・継続率

※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2020年度」 ※2：株式会社マクロミル（委託調査）2020年12⽉ クラウド型⼈事労務システムを運⽤・管理中の1,800名を対象に調査

99%以上の企業様が
継続利⽤しています

3年連続シェアNo.1※1 満⾜度 No.1※2労務管理クラウド クラウド型⼈事労務システム

2015年11⽉
正式公開

登録社数

40,000社 以
上
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サービスAPI連携

様々なサービスと連携しています

⼈事
データベース

採⽤管理

タレントマネジメント

勤怠管理 評価管理

給与計算
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サービスAPI連携

チャットツール ⼈事
データベース

多様化するニーズに応えるため、外部サービス連携をますます強化していきます

給与前払いサービス

福利厚⽣

安否確認 その他

⼊退室管理システム データ連携サービス

IDアクセス管理クラウド パルスサーベイシステム

ERPシステム 組織サーベイ

iPaaS SaaS認証基盤（IDaaS）

※本製品はSmartHRへのお申込みが必要となります。
新規導⼊をご検討のお客様はSmartHRへお問い合わせください



SmartHRでは、⼈事・労務担当者向けのイベントを開催し
ています。

専⾨家による各種解説や業務効率化、法改正への対応など
様々なコンテンツをご⽤意しています。

最新情報はこちらから

※上記のイベントは過去に開催されたものです。

⼈事・労務担当者向けのイベントを開催中
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SmartHR サービスビジョン

会社概要

株式会社SmartHR
東京都港区六本⽊3-2-1 住友不動産六本⽊グランドタワー 8F・39F
宮⽥ 昇始
2013年1⽉23⽇
認証基準: JIS Q 27001 : 2014（ ISO / IEC 27001 : 2013）
認証番号: ISA IS 0168

社名
所在地
代表者
設⽴
許認可

AWARDS

『週刊東洋経済』
特集「すごいベンチャー100」選出

経済産業省・JETRO・NEDO運営
「J-Startup」選出

すべての⼈が、信頼しあい、気持ちよく働くために。

働き⽅が、⼤きく変わっていく。
社会は、これまでの常識を疑い、より良い⽅法を探している。
そして、⼈事・労務はその変化の中⼼に⽴たされている。
私たちはこの変化のなかで、アナログで⾮合理な業務をなくすだけでなく、
業務上の煩雑なコミュニケーションを減らし、埋もれていた⼈事データを可視化していきます。
それにより、すべての⼈が本当に必要な仕事に集中し、従業員と会社がお互いに信頼しあい、気持ちよく働ける。
そんな働き⽅をつくっていくことが⼤切だと考えます。
"Employee First”
テクノロジーと創意⼯夫で、⽇本に気持ちよく働ける会社を増やす。
SmartHRは、⼈事・労務の領域を超え、そのスタンダードになる。

Employee First.



サービスサイト smarthr.jp コーポレートサイト smarthr.co.jp


