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会社概要 

社名  

2006年10月30日 設立  

〒101-0043 東京都千代田区神田富山町6番地 松崎ビル5Ｆ 
        TEL 03-5209-1840  FAX 03-5209-1841  
 

所在地  

1,000万円 資本金  

従業員数  

鈴木雅泰 代表取締役  

三井住友銀行 神田駅前支店 
三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 

取引現行  

労働者派遣事業 許可番号 派13-307783 
Pマーク 21000511(05) JISQ15001:2006準拠 

取得認証  

株式会社アディット ADDIT CORPORATION 

34人（ 男 26名 ・ 女 8名 ） 2020年4月現在 



売上高・社員数推移 

10億円 

3億円 

５０人 

２５人 

第１期 ～第10期 
（幼年期） 
起業・創業 

30億円 

第１0期 ～第30期 
（成長期） 

新規事業の構築 

第40期 ～ 
（成熟期） 
承継 

第10期 2億9000万円 

予定）第15期 4億5000万円 

現在）第13期 
 3億8000万円 

１５０人 

第10期 25人 

現在）第13期 31人 
予定）第15期 33人 

将来予測 



理念（三つの豊かさの追求） 

アディットでは以下の３つの豊かさを大切にしています。 
 
○ 仕事をするうえで大事なこととして、まずは”心の豊かさ”です。 
この心の豊さとは、”思いやり”や”やさしさ”、あるいは感動する心や感謝の気持ちです。 
この心が健康（豊か）でないと、良い仲間、良い環境でより良い仕事ができませんし、 
人としての成長が停滞してしまいます。 
 
○ 次に”身体的な豊かさ”です。 
仕事は身体が資本です。 
当然、仕事をするうえで健康な体（体力）を作ることは義務となってきます。 
食事、運動、健康管理（検診、予防）をして身体的な豊かさを維持することを 
推奨しています。 
 
○ 最後に”経済的な豊かさ”です。 
経済的な豊かさとは”ずばり”お金です。 
社会人がお金を稼ぐ方法は「給与」ですので、ここを豊かに出来る会社になる 
（＝会社にする）ように皆で頑張っていくということです。 
 



アディットの魅力（その１） 

環境面や仕事内容について 
 
《働きやすい環境》 
残業は月平均20時間、連休取得もできるからプライベートを大切にした 
ワークライフバランスのよい働き方ができます。 
⇒長く働くことを意識した会社づくりを大切にしています。 

 
《やりがいある大型案件が多数！》 
少人数企業ながら、メガバンクなどの大型案件が多いのが特徴。 
しかも上流工程から携われる案件もあります。 
⇒若いうちからどんどんスキルを身につける環境を用意しているので、活躍する
チャンスがたくさんあります。 

 
《将来設計を意識して教育します》 
まずは3年間の【新人育成プラン】、さらには5年、10年後を見据えたキャリアプラン
をあなたと一緒になって設計します。 
⇒自分の希望と適性に合った未来をイメージできるからモチベーションも下がるこ
とがありません。 



アディットの魅力（その２） 

充実した教育体制とフォローアップ研修を用意してます！。 
 
アディットでは、技術職および営業職の両方の職種で入社前研修や入社後研修、
研修先での不明点を解消するためのフォローアップ研修と出来る限りのバックアッ
プを行っています。 
 
①入社前研修について 
• 専門の教育機関のＩＴ基礎知識の参考書に加え、技術職向けにはJAVA開発
言語の参考書を配布します。 

• 自宅で事前に勉強ができ、わからないところなどはSNSや定期的に開催され
る勉強会で専門の教育担当（講師）が解りやすく教えます。 

• 勉強会は1ヶ月に1回程度開催しています。 
②入社後研修について 
• 入社後には専門の教育機関にてＩＴ基礎知識とJAVA言語の習得に向けたお
よそ3カ月の研修に参加して頂きます。（なお、技術職と営業職では異なりま
す。） 

③フォローアップ研修について 
• 4月からの教育機関は少々ハードです、不明点の解消や理解度を高めるため
のフォローアップ研修を週１回実施しています。 



アディットに入社すると・・・・ 

アディットに入社すると以下の行事、イベントや研修に参加できます。 
 
社会人としてのスキル向上や技術的なスキル向上を実施しながら、社員との
コミュニケーションを図り自分自身の成長を実感することが出来ます。 
 
①親睦会 
 （若手親睦会、女子会、男子会、全社員参加の親睦会など） 
②社員面談 
  （部課長面談、役員面談など） 
③各種レクリエーションの開催 
 （ボーリング大会、BBQ、野球観戦、社員旅行、ちょっと面白納会など） 
④勉強会 
 （開発能力のスキルアップを目的に勉強会を開催） 
⑤試験対策 
 （国家試験、民間試験の合格に向けた試験講習会の実施） 
⑥セキュリティ研修、ハラスメント研修 
 （セキュリティ研修、セクハラ・パワハラ研修、教育指導研修など） 
 
  



アディットの職種について 

ＩＴ業界には以下の職種（技術）があり、どの職種（技術）を目指すかによって習得する技術などが
変わってきます。 
 
■主な職種について     
・コンサルタント（企画・立案）     
・システムエンジニア（SE）・セールスエンジニア  
・インフラエンジニア、セキュリティエンジニア 
・プログラマー（PG） 
・テスター 
・運用オペレータ（電話オペレータ） 
・業務支援（作業補助） 

 
アディットでは上記職種のうち、コンサルタント、システムエンジニア、プログラマーの職種を 
優先的に育成しております。 
その他の職種については積極的な育成はしておりません。 
 
また、このシステムエンジニアにはセールスエンジニアという営業（セールスが出来る） 系の 
エンジニアの職種もあり、今後会社としてはセールスエンジニアに力を入れて教育・指導を行う 
予定でいます。    



キャリアパス 

入社した社員には会社が責任をもって教育し、各社員に沿ったカリキュラムとキャリアパス
を用意しています。 
アディットでは社員が確実にステップアップ出来る環境を用意します。 



（例）キャリアパス 

入社6年目（文系）の女性社員（例）のキャリアパス（プログラマー） 

①入社
後 

JAVA研修 

②先輩社員
とともにJAVA
開発のOJT
案件に参加 

③
適
性
判
断 

④プログ
ラマーとし

て 

案件に参
加 

⑥技術内
容変更後
のプロジェ
クトへの参

加 

⑤
適
性
判
断 

3ヶ月 3ヶ月～1年 1年～2年 
継続的にキャ
リアアップ 

 

①入社後のJAVA研修を3ケ月実施。 
②先輩社員と一緒にJAVA開発案件に1年間OJTとして参加。 
③適性チェック・個人面談を定期的に実施 
  職種チェンジ審査（java開発プログラマー継続） 
④その後、JAVA系開発案件に延べ3年間参加。 
  本人からの申し出及び、先輩社員、お客様からの評価などのヒアリング結果をもとに審議。 
⑤適性チェック・個人面談を実施 
  職種チェンジ（java開発プログラマー→ツール系開発エンジニアに変更） 
⑥職種チェンジ：ツール系開発プロジェクト案件に参加（現在3年目） 



文系 
（男子） 

文系 
（女子） 

理系 
（男子） 

理系 
（女子） 

合計 

2014年度 1   1 2 

2015年度 1 1     2 

2016年度   2     2 

2017年度 1 1 1   3 

2018年度 1   1 

2019年度 2 1 1   4 

2020年度 1 1 1   3 

新卒採用実績について 

理系・文系 
関係ありません。 

■2014年度より開始した新卒採用における実績 

■年齢層別の人数構成 
文系, 11, 

79% 

理系, 3, 21% 

人数 

文系 理系 

0

3

6

9

~24歳 ~26歳 ~28歳 ~30歳 

人数 



主な業務内容（その１） 

■システムコンサルティング 

行内ナレッジシステム企画立案や、法人/個人向けインターネット 
バンキングシステムのアプリケーション企画立案・開発、システム導入・
運用支援など、ハード・ソフト共に支援。 

・仕様検討および調整支援 
・お客様先取引ベンダーのコントロール 
・進捗管理 
・各種定義書、設計書作成支援 
・試験支援、環境構築支援、etc 

メガバンク向け システムコンサルティング 

 
参加メンバー 15名 （社員10名 協力会社5名） 
 
会社設立以来（2006年より）継続して実施。 
 

消費電力量や発電量を可視化するBEMSシステムにおけ
る機能追加開発や保守作業を実施。 
提案から入りベンダ/コスト管理も行い、複数の開発案件の
取りまとめを実施。 
 
参加メンバー 3名（社員1名 協力会社2名） 
工程 要件検討、受け入れ試験、リリース対応 
参加時期 2010年～継続中 

 

エネルギー管理システム 開発支援 

BI/ETLツールを使いお客さまのニーズに合わせた、アウト
プットを作成する。 
また、独特なツールのため新規着任メンバーのトレーニン
グも実施 
 
参加メンバー 4名（社員3名 協力会社1名） 
工程 要件ヒアリング、レポート作成、結果分析 
参加時期 2017年～継続中 

 

BI/ETLツールを用いたレポート作成 



主な業務内容（その２） 

■システム開発 

各上場企業の株銘柄に関する情報の登録変更削除を行
えるサイトの構築および、各証券会社からも銘柄に関する
情報の変更などの申請を行えるサイトの構築。 
 
参加メンバー 10名（社員4名 協力会社6名）  
言語 JAVA 
工程 要件検討、各種設計、製造、試験、リリース対応まで 
参加時期 2015年～継続中 

証券取引所向け 開発支援 

各企業様向けに販売・導入（800社）しているコールセン
ターシステムの個社別カスタマイズ作業全般 
 
 
参加メンバー 5名（社員5名） 
言語 JAVA 
工程 導入先企業様との打ち合わせ、要件検討、各種設計、 
    製造、試験、リリース対応まで 
参加時期 2016年～継続中 

コールセンターPKG 常駐開発 

宇宙関連システムの開発 

衛星監視システム及び衛星位置情報管理システム、衛星
機器情報収集システムなど宇宙ビジネス（主に衛星）の
多種多様な宇宙関連のシステム開発に従事 
 
参加メンバー ３名（社員２名 協力会社１名）  
言語 JAVA、独自フレームワーク 
工程 基本設計、詳細設計、製造、試験、リリース対応 
参加時期 2019年～継続中 

歯科予約サイト請負開発 

全国の歯科医院様向けの予約サイトの設計、開発、試験
納品から運用補助、運用支援作業まで幅広く実施。 
また、ショートメッセージ（SMS）を活用した開発から、スマ
ホ向け開発など実施中。 
 
参加メンバー 2名（社員2名）  
言語 PHP 
工程 要件検討、各種設計、製造、試験、リリース対応 
参加時期 2008年～継続中 



採用の流れ 

☑ 書類選考、面談意思のご確認 

弊社に入社希望の意思を確認します。 
また弊社採用基準に基づき書類選考を実施します。 

☑ 一次面談実施（適正試験を前後で実施） 

☑ 二次面談実施 

☑ 内定 

☑ 入社 



弊社の採用選考において、皆さんの学部や専攻、IT知識の有無
は関係ありません。 
 
なぜなら、入社前のインターンをはじめ、入社後にも充実した教
育カリキュラムと期間を設けており、ITの基礎知識をじっくり習得
できる環境を用意しているからです。 
今後のIT業界で生きていくために必要なスキルや知識、経験は
会社で用意し、必ず習得できるまで辛抱強く指導します。 
そこが大手企業にはない強みです。 
 
「JAVAやPHPの開発が出来るようになりたい」「システムエンジ
ニア（SE)になりたい」「手に職をつけて自立したい！」そんな方
は是非、アディットの門を叩いてみてください。  

アディットからのメッセージ 


