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技術力や経営力に高評価を得て

小田鉄工
株式会社

これまでの事業に自信を深める

元気企業
訪問

3

令和３年２月 日発行

明日へ飛躍する企業をサポート ひょうご産業活性化センター通信

活性化センター・カレンダー
支援ネットのひろば
◦情報カレンダー
◦兵庫県信用保証協会かわら版
 型コロナウイルス感
新

染症の影響を受けてい
る事業者の皆さまへ

◦技術最前線
 ロム鞣し革の六価ク
ク

ロム生成抑制について

Tax&Law

扶養内で働くための
“年収の壁”
成長期待企業のイチオシ！
株式会社オーエフティー

ペット用品

今月の支援メニュー
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度
中小企業の技術力やノウハ
ウ、
成長性、
経営力等を評価
した評価書を発行し、
担保に
頼らない融資や経営改善を
支援する制度です。

ひょうご産業活性化センターは、企業の持つ技術力や将
来性について評価書を発行し、円滑な資金供給や企業
価値のアピールを支援する「ひょうご中小企業技術・経
営力評価制度」を設けています。鉄骨製造の小田鉄工
株式会社は、今回約10 年ぶりに評価を依頼しました。
事業の方向性に自信を得て、さらなる投資に力を入れて
いこうとしています。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

小田鉄工
株式会社

鉄骨製造に加え
鍛鉄にも挑戦
地域のイベントでは
ものづくり体験を実施
重量鉄骨から軽量鉄骨まで

イベントで製作体験を実施

力評価制度」について主取引金融機
関から話があったのは1年半前のこと。

トラックに積み込まれていくのは大

長尺の鉄骨を製造する広い工場の

手橋りょうメーカー、㈱横河ブリッジ向

片隅に「カヌチ工房」
と書かれた小さ

けに製造した鉄骨部品。
「これは現在

なスペースがあります。
カヌチは「鍛冶」

あったのですが、
その時の評価は散々

建設中の阪急淡路駅の高架化工事

の古い言葉だそうで、
ここでは鉄の板

でした。
10年たってどれだけ成長でき

に使われる足場の材料です」
と小田

や棒をコークス炉で熱し、
軟らかくした

たか確認する意味でも利用してみよう

岳人社長が説明してくれます。

後、
手打ちのハンマーでたたいて造形

と思いました」
。今回の評価では財務

する
「鍛鉄」を行っています。

内容が大きく改善したほか、
収益の安

同社ではH型鋼、
C型鋼などと呼ば

「実は10年前にも一度利用したことが

れる鋼材の切断から穴開け、
溶接、
塗

「鍛鉄をしている方と知り合って興

定性、地域貢献に対しても高い評価

装までを行い、
主に橋を建設するため

味を持ち、
自社でもやってみたいと思

が得られ、
小田社長は満足そうな表情

の足場の金具やジャッキの部品、
構造

いました」
と小田社長は工房を始めた

を浮かべます。
「取り組んできたことが

物の外側を覆う屋根や壁の下地材を

きっかけを語ります。ぜひやってみた

間違いでなかったことが分かり自信に

製造しています。
コロナ禍の影響につい

い、
と社員からも手が挙がり、室内階

もなりました」
と話します。

ては「ホテル向けなどは落ち込んでいま

段や手すり、門扉、
フェンス、郵便ポス

18年には全社員を集めた経営計

すが、
それを補うように物流倉庫向けが

ト、
オブジェなどを製作。
社員の小西正

画発表会を初めて実施。
「仕事を通じ

伸びており、
今のところ何とか維持でき

志さんは「自分の思い通りに造形でき

て社会をごきげんにする」
という経営

ています」
と足元の現状を語ります。

る過程が楽しい」
とアート作品作りにも

理念を定めるとともに、
事業発展計画

1940年に創業した小田社長の祖

打ち込んでいま

父は織機の部品修繕から事業をスタ

す。2018年には

ートし、
その後、井戸のくみ上げに使う

地 元のイベント

ポンプ部品などにも広げていきました。 「かさいまちあそ
87年に横河工事（現横河ブリッジ）の

び」で鍛鉄を紹

協力工場となって、現在の事業の基

介し、
真鍮製スプ

礎が形づくられていきます。
「工事期間

ーンの製作体験

が長く現金化するまで時間を要する橋

を提供。参加者

りょう向けの重量鉄骨を手掛ける一

に大いに喜ばれ

方、
短納期の軽量鉄骨も製造すること

ました。

で資金繰りに追われない経営をでき
ていることが強み」
と話します。

「ひょうご中小
企業技術・経営

鍛鉄作業は社員たちの気分転換にもなります
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今月の支援メニュー
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度
書を一人一人に持たせ、毎月の売り

「5年後には売り上げを倍にすると伝え

モチベーションを高めていきたい」
と小

上げ、
利益目標を自分で書き込ませる

ています。
今年はそのための生産性向

田社長。
創業100年に向け、
企業体質

ことで、
日々の仕事に向かう意識を徹

上の道筋を示し、
そこで上げた利益を

を強靭にしていこうとする小田社長の

底させるところから始めていきました。

社員に還元する仕組みも整えることで

意気込みが伝わってきます。

会社概要
小田鉄工株式会社

所在地 加西市鴨谷町655-1
代表取締役社長 小田岳人
事業内容 金属製品製造

きょうじん

TEL 0790-44-0102
URL http://odatetu.web.fc2.com/index.html

支援メニュー講座

ひょうご中小企業技術・経営力評価制度

あなたの会社の経営力・成長性を評価します
制度概要
中小企業の技術力やノウハウ、成長性、経営力等を評価し、担保に頼らない融資や経営改善を支援しま
す。製造業だけでなく保証協会の保証対象業種等であれば評価します。
○評価手数料（企業負担額）
標準評価型： 7万円 オーダーメイド型：14万円
＜ひょうご中小企業技術・経営力評価制度は「イノベーションネットアワード2012」の「地域産業支援プログラ
ム優秀賞」や日本弁理士会の「知的財産活用賞」
（平成26年度）を受賞した兵庫県オリジナルの制度です＞

メリット
①専門家による客観的な評価により、自社の「強み、弱み」が分かります。
②新たな視点で事業改善のヒントが得られます。
③企業価値のPRや資金調達に活用できます。
④明らかになった課題に対し、ひょうご産業活性化センターほか各支援機関が支援策を提案します。

問い合わせは ひょうご産業活性化センター成長支援課

078-977-9077

伝えたい思い出を
最高のカタチに

写真集・詩集・自費出版のお問い合わせは
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〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1- 5 -7
℡ 078（362）
7143
http://www.kobenp-printing.co.jp/

CALENDAR
兵庫県よろず支援拠点
テレビ電話相談を開設
兵庫県よろず支援拠点ではテレビ電話による相談
窓口を開設しています。
パソコンやスマートフォンから
コーディネーターと1対1で相談できます。売り上げ拡

新型コロナウイルス感染症に係る
兵庫県の相談窓口
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に関すること
時短協力金コールセン
ター

078-361-2501
9：00～17：00（月曜～金曜）

る内容に対応します。1回60分、無料、要予約。※通

※1 月28日に新設した協力金支給に係る相談・問い合わせに特化
したコールセンターです。これにより、従来の「営業時間短縮・
協力金コールセンター」は廃止します。電話番号も変更になった
のでご注意ください。

信料は利用者負担

営業時間の短縮要請など緊急事態措置に関すること

大やIT活用、人事、資金繰りなど経営に関するあらゆ

【相談時間】

緊急事態措置コールセ
ンター

月曜～金曜9：00～17：00
【申し込み・問い合わせ先】

078-362-9858
9：00～17：00
（土曜、
日曜、
祝休日も開設）

兵庫県よろず支援拠点
078-977-9085

078-977-9120

予
 約は電話で受け付け（月曜～金
曜9：00～17：00）
。詳しくはホームペ
ージをご覧ください

県内業種別企業業績動向速報解説
この解説は、(株)ＴＫＣ、および兵庫県内ＴＫＣ会員事務所の資料提供協力により作成されたものです。業種別
企業業績動向速報は、ひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogo-iic.ne.jp/）をご覧ください。

2020年11月の県内中小企業の業績動
向は次の通り。調査対象3,321社のうち、黒
字企業は52.2％の1,734社。全産業の純売
上高は対前年同月比で90.5％と減少。不
動産を除き、純売上高対前年同月比が100
％を下回っている。業種別では建設業99.1
％、製造業88.5％、情報通信業90.0％、運
輸業・郵便業92.3％、卸売業87.8％、小売
業97.0％、宿泊業・飲食サービス業78.8％、
不動産業101.8％、サービス業76.1％となっ
ている。また、全産業の売上高総利益率は
27.6％で対前年同月比102.2％となった一
方、売上高経常利益率は3.8％で対前年同
月比97.4％、売上高営業利益率は2.2％で
対前年同月比73.3％と減少している。
【建設業】調査対象602社中、黒字企業は
54.9％の331社。建設業全体の純売上高は

対前年同月比で99.1％と減少。業種別では
総合工事業が103.2％、職別工事業が94.4
％、設備工事業が97.1%となっている。また、
建設業全体の売上高総利益率は25.1%であ
り、対前年同月比100.4％とほほ前年並み。
経常利益率は対前年同月比114.2％、経常
利益額も対前年同月比113.4％と利益は増
加している。
【製造業】調査対象536社中、黒字企業は
48.6％の261社。製造業全体の純売上高は
対前年同月比88.5％と減少。業種別では食
料品製造業以外は減少している。また、製
造業全体の売上高総利益率は21.6％で対
前年同月比101.4％とやや改善している。経
常利益率は4.1％で対前年同月比97.6％、
経常利益額は87.2％と大きく減少している。
【不動産業】調査対象275社中、黒字企業

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

は61.8％の170社。不動産業全体の純売上
高は対前年同月比101.8％とやや増加。業
種別では不動産取引業が103.6％、不動産
賃貸業・管理業が100.5％でそれぞれ前年
を上回っている。経常利益については利益
率が11.4％で対前年同月比167.6％、経常
利益額も対前年同月比171.2％と大幅に増
加している。
【サービス業】調査対象122社中、黒字企
業は36.0％の44社。サービス業全体の純売
上高は対前年同月比76.1％と大きく減少。
売上高総利益率は38.0％で対前年同月比
107.9％、経常利益は利益率が1.4％で対前
年同月比18.9％、経常利益額が14.3％と大
きく減少している。
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挑戦する
企業の
応援団

「中小企業支援ネットひょうご」には、技術・金融・雇
用など、専門能力の高い団体が勢ぞろい。技術やノ
ウハウを総動員して、
経営課題を解決！

情報カレンダー
新入社員研修
「訓練コース」

Information Calendar
発明等を社会にアピールする絶好の機会です。ぜひご
応募ください。
▶対象：特許・実用新案・意匠登録され、
実施されている発明

今春、中小企業に入社する社員に社会人の基礎と
常識をレクチャーします。
▶日時：3月29日（月）
、4月15日（木）
、4月16日（金）
、4月19日（月）
、
4月20日（火）の9：30～16：45 ※昼食を持参してください
▶場所：姫路商工会議所

▶申し込み・問い合わせ先：
（一社）兵庫県発明協会
神戸市須磨区行平町3-1-12 技術交流館1階
078-731-5847

078-731-6248

3
 月31日（水）
までに所定の応募書類を窓口へ提出し
てください。応募書類は発明協会のホームページから

▶内容：

ダウンロードできます

◦オリエンテーション
◦あいさつと言葉遣い

高年齢者活躍企業コンテスト
企業事例の募集

◦働くとは
◦自分の立場と役割
◦仕事の進め方・人間関係とは
▶対象：新入社員

高齢者が生涯現役で生き生きと働けるよう、各企業
が取り組んでいる雇用管理や職場環境の改善に関す

▶定員：各25名
▶受講料：1人1万4,300円 ※当日までに振り込んでください（手数
料は自己負担）
。
講座中止以外は返金不可
▶申し込み・問い合わせ先：
姫路商工会議所中小企業相談所
〒670-8505 姫路市下寺町43
079-223-6557

079-222-6005

ホ
 ームページの申し込みフォームまたは申込書をファク
ス、
郵送してください。
申込書はダウンロードできます

第20回女性起業家大賞
表彰起業家の募集

る創意工夫の事例を募集し、優秀事例を表彰します。
応募資格等は高齢・障害・求職者雇用支援機構のホ
ームページで確認してください。
▶申し込み・問い合わせ先：
（独行）高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部高齢・障害者
業務課
〒661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50
06-6431-8201

06-6431-8220

3月31日（水）
までに所定の応募書類を郵送または持
参してください。応募書類はホームページからダウンロ
ードできます

全国商工会議所女性会連合会では毎年、
多様化す
中小企業のための海外法務勉強会

る消費者ニーズをつかむビジネスを展開している女性起
業家を募り、
表彰しています。
自薦、
他薦は問いませんが
原則、
地元の商工会議所女性会の推薦が必要です。
▶表彰：最優秀賞（賞状、副賞20万円）1人、優秀賞（賞状、副賞10
万円）スタートアップ部門、
グロース部門各1人など
日本商工会議所総務部（全国商工会議所女性会連合会事務局）
03-3211-4859

4
 月16日（金）
までに応募申込書を事業所所在地また
は最寄りの商工会議所女性会へ提出してください。応
募申込書は女性会連合会のホームページからダウン
ロードできます

点などを具体的な事例を交えて分かりやすく説明しま
▶日時：3月15日（月）15：00～17：00
▶場所：神戸商工貿易センタービル14階大会議室
▶講師：芳田栄二さん（弁護士）
、
名倉大貴さん（弁護士）
、
藤盛謙二さ
ん（INPIT-KANSAI知財戦略エキスパート）
▶定員：20人（先着）
▶申し込み・問い合わせ先：

近畿地方発明表彰
優れた発明の募集
（公社）発明協会では全国8地域ごとに優れた発明
等を募集し技術者、研究開発者等を表彰しています。
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に漏えいすることを防止するため、講じるべき対策や要
す。
無料。

▶申し込み・問い合わせ先：
03-3283-7829

海外で社内の重要な技術情報や営業情報が第3者

神戸市海外ビジネスセンター
078-231-0222

078-231-0256

3月8日㈪までにホームページの申し込みフォームまた
は申込書をファクスしてください。
申込書はダウンロード
できます

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている事業者の皆さまへ
当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業・小規模事業者の皆さまの経営に支障が生じる可能
性があることから、
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しています。新型コロナウイルス感染症に関
するご相談等は、以下の各事務所・支所の相談窓口へお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染症に関する経営支援・資金繰り支援の内容については、当協会のホームページを
ご覧ください。
相談窓口

電話番号

担当地域

保証相談一課

078-393-3909

神戸市東灘区、灘区、中央区

保証相談二課

078-393-3913

神戸市兵庫区、長田区、須磨区、垂水区

保証相談三課

078-393-3916

神戸市北区、西区、明石市、三木市

調整相談一課

078-393-3915

調整相談二課

078-393-3924

保証相談一課

06-6411-4146

尼崎市、伊丹市

保証相談二課

06-6411-4147

西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡

神戸事務所

阪神事務所

神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区〈返済軽減
（条件変更）等に関すること〉
神戸市長田区、須磨区、垂水区、北区、西区、明石
市、三木市〈返済軽減（条件変更）等に関すること〉

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、
調整相談課

06-6411-4156

三田市、川辺郡〈返済軽減（条件変更）等に関する
こと〉

保証相談一課

079-289-3611

保証相談二課

079-289-3612

姫路事務所

姫路市（区部を除く）
姫路市（区部に限る）
、相生市、赤穂市、宍粟市、た
つの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡
姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、神崎

調整相談課

079-289-3613

郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡〈返済軽減（条件変更）
等に関すること〉

但馬支所

0796-22-5171

豊岡市、養父市、朝来市、美方郡

淡路支所

0799-22-4493

洲本市、南あわじ市、淡路市

西脇支所

0795-22-6775

加古川支所

079-424-1105

西脇市、小野市、加西市、丹波篠山市、丹波市、加
東市、多可郡
加古川市、高砂市、加古郡

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
JUMP 7

技術最前線
なめ

クロム鞣し革の六価クロム生成抑制について
兵庫県立工業技術センター

原田 修

エコレザー基準でも検出されないこと（検出限界の

1．
はじめに

3mg/kg未満）になっています。Cr 6＋の測定方法は

皮革は動物皮を加工することにより製造されますが、

ISO 17075-1に従って行い、革を前もって24時間、80

その中で一番重要な工程が「鞣し」になります。皮はタ

℃の加熱処理（ISO 10195）を行うことが推奨されて

ンパク質であるコラーゲンが主成分ですが、鞣しを行

いますが、
この過程でもCr3＋が酸化されてCr6＋が一部

わないと動物種によりますが30～40℃でゼラチンへと

生成されてしまいます。つまり前述した過程でもCr6＋が

変性してしまいます。ゼラチン化した皮では柔軟な革を

生成され分析の前処理でもさらに加算された測定値

作ることができません。

が出てしまいます。
ヨーロッパへ輸出する革にはCr6＋の

最も多く使用されている鞣し剤は三価クロム（Cr3＋）
です。
これで鞣された皮を「クロム鞣し革」と呼び、世

分析値が必要になることが多く、Cr6＋生成を抑制する
ための研究がいくつか行われています。

に出ている革の8～9割を占めています。
ここで、最近
話題になっている革の六価クロム（Cr6＋）の問題につ
いて簡単に説明します。

4．
Cr6＋の生成抑制
Cr6＋生成を抑制する研究は、一般財団法人日本皮

2．クロム鞣し革におけるCr6＋の生成

革研究所の大形公紀氏が詳細に行っています。
その
一部を要約すると以下の通りになります。

Cr は、通常の条件では安定であるが、高温、多

クロム鞣し革に含まれるCr3＋からCr6＋の生成を抑制

湿、光暴露、酸化された油脂類などで酸化されてCr6＋

する処理剤を皮革製造工程中に添加して、生成を抑

に変化する場合があります（図1）
。
そのため、Cr を鞣

制します。処理剤としてはラジカル捕捉剤、水溶性酸

し剤に用いてもクロム鞣し革中において、製造当初に

化防止剤、およびペプチド類を用います。具体的には

検出されなくても、製品を長時間放置したり使用したり

それぞれ3（2）-t-butyl-4-hydroxyanisole、
アスコル

している間にCr が生成することがあります。

ビン酸およびコラーゲンペプチドを使用し、所定の割合

3＋

3＋

6＋

に混合してその相乗効果によりCr 6＋の生成を検出限

Cr 3＋

高温、多湿、光
酸化された油脂

界以下に抑制することができます（図2）
。
これらはいず

Cr 6＋

革に結合していない
遊離したCr

れも可食成分であり、安全性にも優れています。処理し
た革製品を長期間使用しても、
その効果が持続して安
全性が保たれます。
70
60

Cr 6＋は、皮膚への接触、飛散物の吸引、長期間の
摂取によって、皮膚炎や腫瘍、肝臓障害、貧血、大腸
がん、胃がんなどの原因になることから、Cr6＋の生成は
人の健康にとって大変重要な問題になります。

Cr6＋（mg/kg）

図1 革中のクロムの酸化

50
40
30
20
10
0

n.d.
未処理

混合処理剤

図 2 混合処理剤によるCr6 ＋生成抑制

3．革のCr6＋規制
ヨーロッパではREACHにより皮膚接触する革の
Cr 6＋含有量が3mg/kg未満に規制され、同様に日本

問い合わせ先
兵庫県立工業技術センター
○皮革工業技術支援センター
079-282-2290
079-222-9043
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Tax & Law

経営に関するアドバイスをご紹介します。

ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士

宮﨑敦史

扶養内で働くための“年収の壁”
パート、
アルバイトの人は知っておきたい税金や社会保険に関係する “年収の壁” について説明します。
「103万円」以下は所得税が非課税、
「130万円」以上で社保の扶養から外れる
一定の “収入の壁” を超えてしまうと所得税額等が課税されたり、
夫の社会保険の扶養から外れたり、
夫が受ける
配偶者控除等の控除額が縮小されたりします。
⑴税金の壁
①103万円の壁
例えば、
夫婦共働きの場合で、
妻がパート収入のみで103万円以下であれば、
夫は「配偶者控除（最高38万円）
」
を受けることができるとともに、
妻は所得税が課税されません。
配偶者控除は夫の収入が給与収入のみの場合、
収入
が1,095万円を超えると控除額が縮小し、
1,195万円を超えると適用されません。
②150万円の壁と201万円の壁
妻の収入が103万円を超えると、
夫は配偶者控除を受けられませんが、
代わりに「配偶者特別控除」を受けることが
できます。
配偶者特別控除にも、
所得制限（収入が1,095万円を超えると控除額が縮小）があり、
妻の収入が150万
円までなら最高38万円の控除が受けられますが、
150万円を超えると控除額が低減します。
また、
収入201.6万円以上
は控除が受けられなくなります。
⑵社会保険（130万円）の壁
妻のパート収入が130万円以上になると、
会社の規模に関係なく、
夫の社会保険の扶養（被扶養者）から外れ、
妻
本人に社会保険料の支払いが必要になります。
この場合、
妻の毎月の収入から社会保険料が差し引かれるため手取
り額が少なくなります。
また、
「従業員501人以上の企業」
「雇用期間が1年以上見込まれること」
「月額賃金8.8万円以上
（年額105.6万円）
」など一定の要件を満たす場合は、
収入130万円未満のときでも社会保険料を支払う必要があり
ます。
新型コロナに伴う給付金や副業など給与以外の収入は?
⑴特別定額給付金等の収入は非課税
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、
各種給付金が支給されています。
例えば、
休業中に賃金（休業手当）を受
け取れなかった従業員に支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」や「特別定額給付金」
「子育て世帯への臨時特別給付金」は制度上、
非課税とされており、
収入に含める必要はありません。
⑵副業、
フリマアプリ等の収入に注意
パート収入以外にネットオークションやフリマアプリなどによる収入がある場合は注意が必要です。
下記のような収入
があると一定の場合、
課税所得に含まれることになり、
妻のパート収入が103万円以下であっても扶養家族の範囲か
ら外れてしまう可能性があるため、
注意が必要です。
一時所得

生命保険の一時金、
損害保険の解約返戻金、
懸賞金、
競馬の当選金等

雑所得その他

家賃収入、
原稿料、
株・FX・暗号資産取引による収入、
転売による収入

ただし、不要となった家具、衣服、食器などの生活用動産の売却による収入は税務上、非課税とされている
ので収入に含める必要はありません。

※Tax&Lawの最新記事およびバックナンバーを当センターのHP
（http://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/taxlaw）
に掲載しています
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修理までアフターフォロー
ペッ
ト用品通販で
ダントツを目指す

成長期待企業
の
イチオシ！

ペット用品

中小企業支援ネットひょうごは成長性を見
込んだ企業を
「成長期待企業」
として選定

株式会社オーエフティー

し、
複合的な支援を実施。
頑張る企業が誇
る製品を紹介します。

同社が扱うペット用品の中で、今最も

得ています。顧客対応の窓口となるカス

注目を集めているのが自動猫トイレです。

タマーセンターも開設。商品のメリットを

スマホで遠隔操作できるものから、猫砂

分かりやすく伝える動画も作成し、
販促に

を自動で補充してくれるもの、
スタイリッシ

つなげています。現在は猫砂、
キャリーバ

ュな丸型デザインのものまで中国製、韓

ッグ、
介護マットなど約500アイテムをそろ

国製、
米国製を中心に、
飼い主の多様な

え、猫トイレの収納ボックスなど市場にな

ニーズに応える充実した品ぞろえで、年

いオリジナル商品を作るメーカーとしての

間数千台を売り上げています。

機能も持ち合わせています。
「今後はペッ

若林昇社長は大学卒業後、
数社を渡

トフードにもアイテムを広げ、
ペット用品の

り歩き、
機械商社の貿易部門を担当した

通販でダントツを目指す」
と意気込みま

後、
1995年に独立しました。
当初は機械

す。

部品を輸入していましたが、
大阪のカタロ

昨年3月に海外の展示会回りから戻っ

グ会社からペット用品のバイヤーを任さ

てきた若林社長は、
社員への新型コロナ

れたことをきっかけに、
ペット用品卸事業

感染対策としてそのまま数週間の在宅勤

へと転じていきます。
ペット用品の先進国

務を経験し、働き方改革の重要性を実

である欧米の展示会を回って日本市場

感したそうです。
おのずと社員に権限を

に合う商品を発掘し、
ドライヤーなどのヒッ

委ねることにつながりました。現在も午前

ト商品を生み出してきました。

中だけ出勤し、
午後は読書などの時間に

2014年からはネット通販にも乗り出し

充てているという若林社長。
「自分の時間

ました。
最大の強みは機械の修理までフ

を大切にすると仕事の発想も生まれやす

ォローしていることで、
「海外メーカーを介

い」
と、
時短や休日増に会社全体で取り

さずに迅速に対応できる」
と高い評価を

組んでいこうとしています。

人気商品の自動猫トイレ（左）とキャットタワー

◎株式会社オーエフティーの
ペット用品

株式会社オーエフティー／所在地：川西市久代1-27-5／代表取締役：若林昇
事業内容：ペット用品、機械用品、生活雑貨の輸入・開発
072-744-1017／
http://oftww.com/

明日へ飛躍する企業をサポート
ひょうご産業活性化センター通信

編集後記
「成長期待企業のイチオシ!」で取材したオーエフ
ティーの若林社長は在宅勤務でできた時間が発想の
転換につながっているようで、自ら働き方改革の大切
さを実感している様子がひしひしと伝わってきました。
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