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東北の生産者を応接 「復デパー トメン ト」

`遁耳oo實二ユ_ス IDでもっ と便未l」に瓢規取得
Tュ咽ェI瘟N 口ダィ>

キーワー ドを入力 二ユース

ウ工 ゴ検索

Yahool ]A|コAN へ丿しブ

コ.ーげーベージ 疇読ー萱

卜ツブ 遠宰辰 写亘 映イ象 個丿x B凵ZZ ラ>キ>夕" 二ユースフイ ド

新看雑詰記事 雑詰ー覧 雑詰記事提イ共社

次は自分 實遁 「黒字なのに2割ク ピ」 納得できるか
プレジデシ ト 9月26日(金)9時15分配イ言

ッィート く お柑め 養コ

轟業續好調でもリス卜ラする束芝、曰立化成、工ーザイ

ここにきて曰本の大手企業のリス卜ラがじわじわと壇えている。

スマホの業濫買不養辰で今期の赤字を見込むソ二ーが約 工OOO入の削減丶 音響 ・ 映イ象機器部門の

売去|]にイ半し\内夕†丶約 1500人を削減するバイフ†二ア丶 丿 實ソコ >事業の赤字で900人を削減する

束芝な とである。

しかも丶 目を彊|<のは赤字正業【こ限らないごとだ。 従来のリス卜ラは赤字が深刻イ|コし丶 世つ

ば'詰まつて リス 卜ラ(こ踏み切る正業が多かつ た。

だが、 ソ二ーは別(ご しても丶 東芝、 丿愛イオ二アはし\ずれも20工3年度決算は黒字。 ア月【こ4O

歳以上の社員工OOO人の削減を発表[ノた曰立化成もt曽収i曽菴である。 20工4年上半冥月(工-6月){二

希望 ・ 早期逗稠蓄者の募集実施を公表した上場ノ」」蔓業のう右、 工ー†コ櫑イ(応寡ヨ96入)、 三蓋裏紙ヴ

丿しーブ(2叩入)、 大陽曰商斐(100丿x)といつた大手歪業も黒字【ごもかかわらず、 リス 卜ラを実施

[ノている。

その青景には会社がイ諸かつ ている今ごそ将来を見据えて不採算事業な どの萱肉を削ぎ落とそ

う と し \う ものだ。 政府の経済財政諮間会壽義は業紊買が回復 した今ごそ業界再編やコ事業ブf蒼造改革【ご

着手すベきと主張しているが、 好業示買′」」壺業であつ てもリス 卜ラ【ご躊足簀しな〈 なつ ている。

こう した措造改革型の リス 卜ラがi曽えれば、 景気の動向【ご 関係な〈 、 リス 卜ラが′|亘常化する

ご とを憲味する。 そうなると、 曰本的 リス 卜ラのあ り方も大き 〈変化する可能性もある。

曰本のリス卜ラの代表的手ラ去が 「希望逗朧募集j である。 だが、 会社l二とつてのリス夕も大

きい。 手を挙げた丿x(ごは逗朧刀|]算金†丶コ再就朧支援なとの特典がつ<が、 その結果丶 イ壷秀な入材

の流出も発生しやコすい。

希望遅朧寡集の際丶 /」」蔓業は事前【二 「舌牢めてぼしい丿xj 「残つてぼしし\入j を選別し丶 辞めて

ぼしい人を遅耳哉勧奨し、 残つてぼしい人を慰留するのがー般的だが丶 それでもイ壷秀丿x材の流出

は止まらない。

また、 大量のリス 卜ラ【こより残つた社員のイ士事の負担がi曽し、 「次は自分の番かも しれな

い」 とし丶う疑心暗鬼が生まれるなど社員のモチベーシヨンも下がりヤコすい。

暑コR

雑誌アクセスヲ ンキ>ダ (経済)

「力口リーゼ囗j 丶 太つて痛気 ー ,
まつ しぐら ! 東篆羊経済フrンラィ
ン 9月29曰く月)6時O分 苳曼`苳

「野葉ジユースj の成分は′′満足
感"だけ 貰 東洋経箋斉フ「>ヲイ>
9月箋O曰(央)5咽吉O分  

遅ぃ結婚8ェ遅ぃ出産で陥る老後の
落とし穴、 赤字老後Iこ見舞われる
三重舌の恐怖とは ? ダィセモン 遁・
ド・づニfイ 9月28日(日)22日吉5彡コ丶

iphone6 他社は売り切れ続出右 ドコモだけが
余る2つの埋由 NEVVS ポス 卜セブシ 9月29曰
(月)フ疇6分

出版不況でもバ刀売れする 「ラ>バス
本」 の力ラタリ 曰経トレンディネッ ト 士丁

升ー畫蟹′、丿
9月29日(月)12時2ェ拶コ丶

もつ と見る

注目の情報

ラヤワーで落ちにくい体臭
ぃつもの入浴では落ちない二オイ?
廿ン 卜リ ーが開発 ! 大入の体臭ケア

森畠さんの不安
l,翼・日兒づコ牢ラ、 起業、 カラダは後回し
" 櫑鞄の中 Iこ秘密の腱康法 b櫑ン ト リ ー

p|實箋

さらにメデイァを通じて社外に知られ、 リス I丶ラ企業として社会的lこ注目をぅ谷ぴるととも 式_ _ _ 苳 _
に、 業紊買が悪いからと考える投買家がぃて、 株価に景彡誓を与えるとぃうリスタもある。 あ 孝 ナーの屯ム耳櫑tj_ー人召砂卯才

しかも逼朧勧奨 しても辞めなし 丶社員を入事部付き丶 ある し\は朧種が違う部署(こ配転すれば、

マス二| 三{二 「遭い出 し部屋j と騒がれ丶 社会的イ言用を失う ご とすらある。

あわせて読みたい

前ヘ 2 3 次ヘ 学歴より"巡oあわせ"が大切だと思
3ペ_ジ中ェぺ_ジ目を表示 彗鼻壹す プレラデント ら〓月26曰(金)8日吉
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課題解決【二取り組む活動を応援 「|_inks for Goodj ウ工ブ横索

齟班oo實 二ユース I口でもつと便利に新規取得 Yahool ]APAN ヘルプ
Tュ咽ェ1つAN 口ダィ)

キーワー ドを入力 二ユー又 コ.ーげーページ 鼻壽読ー買

卜ツブ 遠報 写真 咽央イ象 個丿x 巳凵ZZ ラ>キ>ヴ 二ユースコイ ー ド

新看雑詰記事 雑詰ー宣 雑詰壽已事提イ共社

次は自分 實櫑 「黒字なの【ご2割ク ビj 紬得できるか
プレジデシ ト 9月26曰(金)9時15分配イ言

ッィート 畫s柑め 養コ

轟2割の 「低貢献度」 社員を舌辛めさ甘る恐るベき手ラ去

琵上丶業l乙 ビ二つ てはその都度、 希望遅朧寡集を行うよ り は、 リス 卜

ラを常態化して毎年ー定萎叉の社員【こ舌芋めてもらうほうがはるか【こ

効率的である。 その手蔓去を筆者は′′常時リス卜ラ′′と咽乎/uでいる

が丶 欧米系正業が喜入 【ノ丶 その後丶 ー部の曰本′」」盲業でも喜入が進

んでいる。

靂 嚢

ロ C
魍

ー般的には円円パフォーマンス・イ>プルーブメント・プラシ
=業繧改善計通Dと呼ぷ手法で定期的なリ又卜ラを実施している。

墓本的には人事評価が低い社員に改善目標を設定し、達成できな

ければ逗朧しても ら う という仕組ィみだ。

打コ」 工リア (全体の乙害U)

がリス 卜ラ対象

具体的な手蒙去は歪業【こよつ て異なるが、 ある米系ア丿 實|ノ丿 |ノメー力ーの入事部長はご う説明す

る。

蔓丶 写冥を養広大
「lニ矚 エ jア(轟 网蕁藝轟凵竇 リス トつ轟轟

M 咽 ュ・ハェ. v, ロー -ュー ;コ書广

蕁轟欄轟囗轟・c。ロ奮轟壽

轟 l蕎・轟轟 轟

「縦軍由{二業濫買評価丶 苓黄車由【ご行動評価結果を示すマ 卜 リ ツ 夕スを作成する。 業濫買丶 行動評イ面と

も【二高い人はAラン夕丶 業紊買は高いが行動評イ面が平i句よ り低い人はBラ >夕丶 業誓f賽買は平i句よ り

低いが行動言平価が高い丿xがCラ>夕丶 業紊萱丶 行動評価とも(二低い入がDラン夕(二それそ^れ分祐

される。 pIpの対象となるのはDラ>夕の社員だj

社員の買献度割合を示す2こ5ご2の原則 というのがある。

ィ憂秀な社員が2割、 昔通のネ土員が6割、 買献度の低し丶人が2割とぃうものだが、 大体、 Aが2 、主 剛
割、 B、 cが6割、 口が2割とぃう上ヒ率になるとぃう。 ′ 目の櫑

暑コR

雑誌アクセスヲンキ>ダ (経済)

「力口リーゼ囗j 丶 太つて痛気 ` 櫑
まつ しぐら ! 東畫羊経濠斉フrンラィ
ン 9月29曰(月)6咽寺O分 t曼苳

「野菜ジユースj の成分は′′満足脚
感"だけ 貰 東洋経箋斉フ「>ヲイ〉 ,
9月箋O曰(央)6皓O分

遅ぃ結婚&遅ぃ出産で陥る老後の 譛二袴櫑曳
落とし穴、赤字老後に見群われる 号群距宅÷
三重舌の恐怖とは? ダィセモン 遁`
ト・サイ 9月28日(日)22咽き愚分

iphone6 他社は売り切れ続出右 ドコモだけが
余る2つの埋由 NEVVS ポス トセブシ 9月29曰
(月)フ疇6分

出版不況で右バ力売れする 「ラ>バス _
本」 の力ラ夕リ 日経卜レ>ディネツ 卜 ー實
誓ヨ月29曰(月)12時Z4ラコ丶

もつ と見る

摯ロ鴨櫑体臭|二は落と し方がある 寶
牢 ・厂櫑 昔通Iこ洗つても落右ない二フrイ I

とはいつても米本と違い、 雇用規制が厳しい日本で2割のネ土員を切るのは厳しすぎると本 遁 大丿丶の体臭を洗い流す剛?

正\業力芍多ぃようだ。 、梟 夕|ノ> ト蒙工口ともみがイ言東亘する

の人事に陳′|`青し、下位10t/oを対象に している。 他の外宣も概ね5ヘ蕗10o/oを対象【こ している 蒙エロさんつて呵歳なの 2

掴 若ノz しさの秘密 I サン トリー

対象者は部門長と話 し合つ て半年間の達成目標を設定する。 つま り 丶 半年間のチヤ′>スを与

え丶 達成できなければ逼朧勧奨し丶 舌牢めてもらう。 実際は半萎叉以上が遅朧しているという。

が、 この場合(二曰本正業の人事迫当者が不安を感じるのは蛍イ吏総争だ。 「才)かりましたj と

得[ノてもら盂ればよいが丶 紬得世ず裁判實少套太i二なるのは遊けたし丶。

前ノ\ 1ヨ 次ノ\

三ペーブ中2ページ目を表示

【関運記事】

人事部が激白 ! リス 卜ラされる入丶 されない丿xの分かれ遣

正社員の間で進む 「イ動き方格差j とは

「残業代ゼ囗」 対象500万丿xで39歳は203万円収入ダウン

本当の 「ブラツ夕蚕上\業j とは丶 とういう稠蓄場か

紬

p|實蔓

あわせて読みたい

学歴よ り′′巡り あオつ甘"が大セ刀だと思
います フ°レラデント 9月26曰(金)8日吉蕗
4ミヲ分

株式会社山根商事
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