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21世紀をむかえても、「ねじ」は物を締結するという機能で、ほかに代替えのできない重要な部品として

各分野で使用されております。一般には、ねじは特殊品が多く、その数 300 万種類以上もあるといわれ

て、専門性の高い分野でもあります。 

当社は昭和35年、機械工具卸販売業であります中正機械金属株式会社鋲螺営業所から分離独

立しました。それ以来、永年培ってきた「ものづくり」の技術を生かして、締結部品である｢ねじ」のみならず、

「止めたり、はめたり、ひっかけたり、揺れを抑えたり」等々、「独自性の高い締結に類する金属部品」の改

良開発を進めて参りました。 

さらにはこれら金属製品の表面処理技術（めっき、塗装）の改良開発等にも着手し、金属部材専

門商社として国内外の生産、仕入れ、技術等の強力なネットワークを構築し、顧客ニーズに対する最適

加工販売体制をとっております。 

特に当社は溶融亜鉛めっき製品や塗装製品をはじめとする約 30,000 アイテムを超える部材のアッセ

ンブリーを得意としており、さらにそれらの製品をジャストインタイムで納品するノウハウは日本有数の企業を

含む多くの顧客から高い評価を頂いております。 

 そのノウハウによって自動車、電機、機械、建設等、産業界全般のニーズに応えるべく多くの部材の開

発、提案をして参りました。 

 これからは、環境、防災、福祉、資源といった面で、業際のない複合的技術によるニューテクノロジーの

時代にあって、多様なニーズに対し、お客様と共に「よりよい製品開発と生産技術の開発」をはかり、お客

様のご要望にお応えしてゆく所存でございます。 

私共の目指すところは、ねじ及びねじが使用されるところに必要な金具等の部品に関して、いつ、いか

なる時にも「お役に立てる」事です。お客様のお役に立つことは当然のことながら、それだけにとどまらず、協

力会社のお役にも立ち、当社の従業員同士の間でも各自がそれぞれの「お役に立てるよい会社」そして

「住みやすい国造り」に貢献できる企業を目指して日々活動しています。 

いかなる場面でもお役に立てるよう努力して参りますので、どうかよろしくご愛顧下さいますようお願い申

し上げます。   

  

代表者よりご挨拶  

 

取締役社長 中上 真一 
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熱意と誠実そして技術力をもって、接する人の助けとなりお役に立つことを通じて社会に貢献する 

 

そしてお客様をはじめ取引先、従業員とその家族にも喜んでいただくことのできる弘陽工業を目指す 

 

適正な利潤を確実に確保し、弘陽工業が存続し続ける 

 

 

 

一定の規律のもと、各人の自発性と主体性でもって協力し合い助けあって新しい価値を創造してゆく 

 

 

 

 

 

① クイックレスポンスを心がけ実行する 

 

② やるべきことの先送りは避ける 

 

③ その仕事の狙い（目的）は何かチェックする 

  

④ 現場・現物・現実（三現主義）に立った行動をする 

 

⑤ ムダ・ムリ・ムラの排除を徹底する 

  

経営理念  

 

行動指針  

 

行動理念  
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● ２０１４年度（平成２６年） 組織図 

 

  

 組織図 
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● 弘陽工業の事業戦略コンセプト    

 

顧  客 

  

商品提供 

専 門 商 社 
〈メーカー事業〉 

新製品開発・改良協力 

〈製品販売および開発提案事業・ 

アッセンブリー事業〉 

一部委託生産・製品の委託販売 

輸出入 

技術協力  ノウハウ 

技  術 

ガルバリ 5５生産・販売 

製品・技術開発 

コンサルティングセールス 

新製品開発・改良協力 

コスト合理化提案 

当社の協力会社ネットワーク約 200社 

当社の生産委託契約工場 

（ファブレスメーカーとしての技術指導と品質保証） 

（国内：北九州 海外：中国、ベトナム） 

（海外生産：ファスナー品 プレス品 鋳物品 めっき製品 塗装品 プラスチック品 ゴム品） 

 

当社の技術検査協力機関 

（ISO/IEC17025  JIS Q17025認定機関） 

中小企業経営革新支援法認定 － 企業としての行政の各種支援 

 

 当社の事業コンセプト 
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● 当社の事業コンセプト 

   

１    当社の事業は金属素材を主とする金属加工製品並びに鋲螺類および関連技術サービスを生

産、販売する専門商社兼ファブレスメーカーです。当社は右から左に製品を斡旋販売するだけでは

なく、当社の生産委託契約工場を国の内外に設け、製造メーカーとしての機能も一部有し、顧客

への品質、コスト、デリバリーに参画し、顧客により良い物を必要な時に、必要なだけ提供出来る会

社を目指しております。 

 

２    当社は製品を販売する商社でありながら、パートナー企業のネットワークを活用し、顧客のニーズ

に沿った技術やサービスをも提供することが出来る専門商社です。 

 

３    そして、顧客の商品開発を当社が側面から協力し、お役にたてる会社を目指しております。 

当社のもてる技術、ノウハウと、当社の生産、技術、技能の協力会社、研究機関などの協力ネッ

トワークの保有するノウハウなどを、顧客の製品開発、技術開発に活用していただくためのコーディネ

ートを積極的に果たしている会社です。 

 

４   当社は約３0,000 種類もの部品を管理し、必要な時に必要な分だけ、それらの部品をアッセン

ブリーして顧客に提供し、顧客の生産効率化、コストダウンに協力しております。これは当社内のみ

で行うものでありません。顧客の倉庫を借用し、顧客の一つの工程として、部品の購買・調達・在庫

管理・アッセンブリー・搬送を行うことも目指しております。 

  

５   当社は顧客の発注にかかわる実務工数を削減しコストダウンに協力しております。 

     顧客の工場または倉庫の一画をお借りして、顧客の必要とする部材を一定量当社から預託しま

す。一定の数量の部材が減るたびに当社から補給を行い、一ヶ月を締めとしてご使用分の代金を

請求させていただくという委託販売方式があります。 

 

６   当社の協力会社ネットワーク 

     当社の協力会社群は大きく分けて、 

第１群：ねじ類、金属金具の製造メーカー、特殊品を加工する特殊技術をもった鍛冶屋、鋳物

メーカー 

第２群：めっき加工メーカー、表面塗装メーカー 

第３群：ゴム、樹脂系統の部品 

第４群：ねじ類の一次商社および非鉄商社 

第５群：国外（中国、ベトナム）の 1、2群のメーカー（当社仕様の製品の生産委託契工場） 

第６群：鉄鋼、非鉄商社 
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7   中小企業経営革新法認定企業 

中小企業が経営革新を自助努力で行うこと。 

当社の場合、環境改善のものづくりの一環として、新表面処理技術の開発を中心とした革新

計画に対して、行政の審査を受け、認定された企業のことを指します。 

当社は幸い平成 15 年に第１回認定を受け、また平成 17 年度にも酸性雨防錆技術の開

発を柱に 2回目の認定を受けました。 

 

８   新製品ガルバリ 55について、大阪府知事より「ゴールド・エコテック賞」を受賞（平成 21年 6

月 30日）し、環境技術・普及事業として認定を受けた。 

 

９   国土交通省の NETHIS に登録（平成 23年 2月） 

 

１０ ガルバリ 55特許登録（平成 26年） 

 

以上、当社が展開する戦略的な事業展開の概略を説明申し上げました。 

 

 

  

弘陽工業株式会社 本社（第 18松屋ビル 3階） 
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代表取締役会長  

中上 敬義 

 

 

● 当社独自のネットワークの構築とアッセンブリー事業の確立 

● 約半世紀かけて構築してきた 当社独自の仕組み 

金属部材専門商社として国内外に生産、仕入れ、技術等の強力なネットワークを

構築し、お客様のニーズに対して最適な加工販売体制を備えております。そのネットワ

ークを活用し、お客様のニーズに最適な製品の加工とご提供が可能となりました。特に

溶融亜鉛めっき製品や塗装部品を始めとする約 30,000アイテムを超える部材のアッセ

ンブリーを得意としており、更にそれらの製品をジャストインタイムで納品するノウハウは日本

有数の企業を含む多くのお客様から高い評価をいただくに至りました。 

● 高品質・長寿命を目指した製品開発、ガルバリ 55事業の確立 

約５０年にわたり締結部品の「ねじ」をはじめ、金属部品の改良開発を進めてきました。 

現在までに、ねじの分野のみならず、様々な商品を開発し販売しております。当社の第二の柱となるガル

バリ 55 も、当社で永年培われてきた飽くなき新製品開発へのチャレンジ精神の中から誕生しました。 

 

 

  

主に締結部品の販売を行う。

事業の礎を築く。 

主に締結部品の販売と改良・

開発に加え、アッセンブリー事

業と国内外へのネットワークの

構築を進める。事業の礎を固

める。 

アッセンブリー事業、ガルバリ

55 事業、製品販売事業を 3

つの柱として確立、新製品開

発への取り組みも続け、更な

る発展を遂げる。 

独自のネットワークを国内外に

伸展させる。 

弘陽工業株式会社の更なる発展 

弘陽工業株式会社の 

誕生と発展 

中正機械金属(株)の

鋲螺部門から分離独立 

 過去から現在までの事業展開 
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■ 当社の売上高推移 

当社の売上高は過去10年以上の期間において堅調であり、平成20年（2008年）のリーマンショ

ック発生の影響における一時的な減少からも順調に回復し、平成 15年度の売上高の指数を 100 とし

た場合、平成25年度の売上高の指数は過去最高の181となりました。平成26年度は約17億円を

見込んでおります。 

ガルバリ 55事業の開始からは、従来から販売していた一般製品の売上高にガルバリ 55 の売上高が

プラスされ、当社の売上を大きく伸ばす存在となっています。 

 

   

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H15年度  H16  H17  H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26（見込） 

単位：百万 

H15年度  H16  H17  H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

（見込） 単位：百万円 

平成 15年度の売上に対し、平成 25年度の売上は約 1.8倍となっています。 

 

リーマンショックの発生 東日本大震災の発生 
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当社は、締結に類する金属部品の開発・改良・販売を行うファブレスメーカーとして、製品のアッセンブ

リー・自社開発製品「ガルバリ 55」の販売・汎用製品の販売を主として事業を展開しております。 

現在まで、異業種の方々との様々なコラボレーションにより事業および販売製品の幅を広げ、品質の

向上を行ってまいりました。自社の保有する技術力と協力会社様の技術力・生産力をコーディネートする

とともに、国内および海外に生産委託契約工場を持ち、また、安定した生産力と短納期、コストダウンを

実現する為、生産設備の開発と導入にも注力し、お客様の幅広いニーズに最適な対応ができる体制を

整えております。製品のご提供においては、商品開発段階から積極的に関与させて頂き、お客様のニー

ズに最適な製品のご提供を行っています。 

■ アッセンブリー事業のご紹介  

現在の当社の事業の柱は、約50年もの長きにわたりその仕組みの構築を行ってまいりましたアッセンブ

リー事業です。少量多品種製品でも短納期での納入が可能です。梱包作業までを含め、取扱い製品

約 30,000 アイテムの中から最適な製品をお手頃な価格で正確かつ迅速にお客様へご提供します。 

また、当社のアッセンブリー事業は大手企業のお客様をはじめ多くの皆様から非常に高い評価を頂いて

おります。締結部品を中心としたアッセンブリーは、是非とも当社にお申し付けください。 
  

   

ご依頼に最適な

製品を当社がア

ッセンブリー 

お客様からのご

依頼 

お客様に最適

な製品のご提

供を行う 

少量多品種製品も短納期を実現

します 

当社事業の３本柱 

 

■ アッセンブリー事業  ■ ガルバリ 55事業  ■ 製品販売および開発提案事業 

 

 事業紹介・製品紹介 
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■ ガルバリ 55事業のご紹介 

● ガルバリ 55の開発 

ガルバリウムの持つ非常に錆びにくい特性を活かした鋼板へのガルバリウムめっきは1980年代から行わ

れていました。ガルバリウムの耐久年数は、適切なメンテナンスを行った場合 50年以上とも言われていま

す。しかし、ねじ・ボルト・ナット等の締結部品はガルバリウムではなく、多くは亜鉛めっきによって行われてお

り、その耐久性に不満を持つユーザーの方も多くおられました。 

締結部品へのガルバリウムめっきについては過去に何社もの企業が開発に着手したものの、技術的に

大変困難であった為、現在は、ほとんど事業化されていないのが実情です。 

そこで、高品質かつ長寿命の製品開発を追求してきた当社が研究を重ね、困難とされたボルト・ナット

等をはじめとする締結部品にガルバリウムめっきを施す画期的な技術「ガルバリ 55」を開発致しました。 

このほど特許登録され、主力事業として大きく伸びることを期待しております。 

 

 

 

 

 

 

ガルバリ 55の特性 

● ガルバリ 55の特性 

 

 

 

 

 

アルミと亜鉛の複合腐食生成物が持つ高耐食性と、亜鉛が自ら溶け出し鉄を錆から守る犠牲防食

作用により、一般的に建築部材に使用されている溶融亜鉛めっき（ドブめっき：通常 30年間使用可

能）をはるかに凌ぐ耐食性を持っています。外観も良く、長寿命であることから環境にも優しい製品で

す。 

 

・アルミ＝抜群の防錆性能！ 

アルミと亜鉛の緻密で硬い複合腐食生成物による被膜効果で鉄生地を錆からガッチリガード。 

・亜鉛＝犠牲防食性能！ 

亜鉛が優先的に錆びることで、鉄生地の腐食（赤錆）を防ぎます。 

2008年 

開発完了 

2009年 

ゴールド・エコテック賞

受賞 

販売開始 

 

2011年 

国土交通省 NETIS

に登録 

ガルバリ 55（特許登録済）の特性 

・抜群の防錆性能  

・犠牲防食性能  

・亜鉛めっきの 10倍～20倍の耐食性（促進テスト）  

・抜群の硬度と耐熱性 

・安全と安心 
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・最強タッグが実現した 10～20倍の耐食性！（促進テスト） 

アルミと亜鉛が力をあわせて実現した、めっき膜厚 40 ミクロンながら亜鉛めっきの 10～20倍の耐食

性！ 

・硬い！熱に強い！ 

亜鉛めっきと比べ硬度が高くめっき膜が剥がれにくい！高融点のアルミが入ることで熱にも強い！ 

・安全！安心！ 

水銀、鉛、クロムなどの有害物質を一切含みません。 

このような特長から、長期的なメンテナンスや交換コスト等の面にメリットがあるということがお分かりいた

だけるかと存じます。お客様のご利用される製品へのガルバリ 55のご活用を是非ともご検討ください。 

 

● 用途 

道路・土木・建築・鉄道・電力・電信・化学プラント・ソーラー架台・生簀等の締結金具の塩害や融雪

剤並びに酸性雨対策に最適です。その高耐久性を活かし、山間部の鉄塔、高速道路部材等、その交

換作業に手間やコストが必要となる場所への使用は大変有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤潮対策用生簀枠にアルミめっきが採用され、その枠と枠とを締結するボルトにガルバリ55が採用され

ました。また、大学等のマグロ養殖用生簀枠を締結するボルトにもガルバリ 55 が採用されています。 

 

 

 

 

(株)淀川製鋼（ヨドコウ）様の主力製品の１

つである小型物置「エスモ」シリーズの部材にも、

ガルバリ 55 をご採用いただいております。 
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● めっき層の構成 

アルミニウム 55wt％（容量比 77％） 

亜鉛     45wt％ (容量比 23％) 

 

― 各種認証と表彰 ― 

「ガルバリ 55」は、2009年大阪府ゴールド・エコテック認証を取得しています 

2009年、大阪府下で大手企業中小企業合わせて 23社がエコテック賞に選ばれ、そのうち 3社

がゴールド・エコテックの認証を受けました。 

 

エコテック認証とは… 

大阪発の優れた環境関連技術・製品の普及を促進するために、納入実績や知名度

不足等の理由から普及が進まない新しい環境技術・製品について、ユーザーに広く情報

を提供することが必要です。 

 そのため、大阪府環境農林水産総合研究所において中小企業や創業予定者によって

開発された先進的な環境技術について環境保全効果等の技術評価を行い、その結果を広く周知する

とともに、これら技術の発表会を開催する等の普及支援を展開するために制定されたものです。 

  

環境技術評価・普及事業技術評価書（大阪府環境農林水産総合研究所長より受賞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新技術情報提供システム「NETIS」への登録 

また、ガルバリ 55 は国土交通省が提供する新技術情報提供システム「NETIS」に表面改質の新技

術として平成 23年 2月に登録されています。 NETIS登録番号 KK-100076-A 

新日鐵住金様のカタログ SuperDyma に掲載 

技術普及のための主な支援内容 

 対象となった技術には 「技術評価書」および本事業ロゴマーク

（Osaka Eco Tech）を交付します。 

 また、対象技術の中から環境保全効果・先進性・市場性等の

点で特に優れていると認められるものについて、H21年度から 

「ゴールド･エコテック」として選定されました。 

（大阪府環境農林水産総合研究所」環境技術コーディネート 

事業－事業紹介ページより抜粋） 
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● ガルバリ 55 販売実績 

 

ガルバリ 55は平成 21年 2月より販売を開始し、年々、その売上を倍増させております。平成 24年

度の売上を 100 とした場合、本年度はその２倍以上の売上を見込んでおります。また、販売開始当初

の売上に比べた本年度の売上は、約 229倍となっています。 

ガルバリ 55 は、現在までに大手電機メーカー様、大手鋼板メーカーの淀川製鋼様及び大手鉄道会

社様への納入実績もあり、道路・土木・建築・鉄道・電力・電信・化学プラント等の締結金具の塩害や

融雪剤、並びに酸性雨対策として最適であるという評価をお客様および各方面の皆様より頂いておりま

す。 

地球環境を支えるソーラーパネルの架台の締結ボルトでもガルバリ 55 は活躍しています。 

酸性雨を始めとする風雨に晒され、更に陽が入らないため湿気が多い環境ですが、強い耐久性を示し、

交換・メンテナンスコストの低減に貢献しています。  

● ガルバリ55の売上高推移 

100 

229 

28 
1 

平成 22年度 H23 H24 H25 
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● ガルバリ 55の製造工程 

 

 

 

 

 

 

フラックス処理をした後に、めっき加工を行い、遠心振り切り、冷却を行います。 

 

● 加工可能な製品のサイズ 

ボルト、ナット等遠心振切が必要なもの 

φ350×200H（ｍｍ）のカゴに入る大きさで、一個あたりの重量が 2㎏以下のもの。 

ボルト/ナット径が M8以上のもの。 

締結金物等 

420×420×450（ｍｍ）に入るもの。 

 

上記以外のサイズにつきましてもお気軽にご相談ください。 

 

● ガルバリ 55 耐食性試験 

以下の耐食試験結果から、ガルバリ55は膜厚薄目であっても溶融亜鉛めっきの約20倍の耐食性が

あるということが証明されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入荷 脱脂 酸洗 乾燥 フラックス処理 

めっき 遠心振切 冷却 検査 出荷 

複合腐食試験機を使用したガルバリ 55耐食性試験 
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● 試験結果 

※ ボルト・ナットは塩ビ管を締め付けた状態を供試体とし、吊り下げた状態で以下 2種類の試験を行

った。（日鉄住金テクノロジー株式会社にて実施） 

JIS K5600 サイクル A（JASO M609）： 塩水噴霧 2ｈ－乾燥 4ｈ－湿潤 2ｈ 

（8時間/１サイクル）  

塩水噴霧試験 ： 塩水噴霧のみ（単位：時間） 

 

供試体めっき 膜厚 
赤錆発生 

JISK 5600 単位：サイクル 塩水噴霧試験 単位：時間 

溶融亜鉛めっき 60μm 24サイクル 96時間 

ガルバリ 55 （55％A1-Zn めっき） 40μm 450サイクル 2500時間 

 

JIS K5600 溶融亜鉛めっき ガルバリ 55 

100サイクル 

  

500サイクル 

 

 

塩水噴霧試験 溶融亜鉛めっき ガルバリ 55 

500時間 

 
 

3000時間 
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● 耐食性試験と実曝露との関係 

塩水噴霧試験（SST）は広く実施されているが、実曝露との相関性は極めて小さい。 

これに対し複合腐食サイクル試験は相関性がかなり高く、「JIS K5600 サイクル A」は良好な相関性

を有する。 

※ US Army Corrosion Summit 2002 （5年の実曝露との相関性：2点満点） 

・ JIS K5600 (JASO M609) = 1.43 

・ 塩水噴霧（SST）       = 0.24 

● 試験結果が掲載されたパンフレットを用意しております。 

お気軽にお申し付け下さい。 

 

「様々な建造物・財産を大切に、長く使い、子供たちの未来に残したい・守りたい」「皆さまのお役に立

ちたい・お力になりたい」それらの想いを、“錆つくことなく”いつまでも持ち続けます。今、生まれ来る新しい

商品、これまでに生まれてきた大切な商品をともに支えていきたいと考えております。 
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2009年大阪府ゴールド・エコテック認証取得製品 

新技術情報提供システム「NETIS」登録製品 

ガルバリ 55 とは、ボルト・ナット等の接合・締結部材用に、溶融亜鉛めっきの耐食性向上を

目的として、アルミニウムを重量比で 55％添加した、55％A1-Znめっきのことです。 

鉄の酸化（＝錆び）防止のために、「ガルバリウム鋼板」が広く使用されていますが、その「ガルバリウム

鋼板」等の締結用や、錆が起こりやすい塩害地や酸性雨・豪雪地帯、化学プラント等、高耐食性を必

要とする建材に対して最適な製品です。 

 

 

 

お
困
り
の
皆
様
へ
！ 

 

塩
害 

腐
食 

湿潤 酸性雨 

で
、 
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■ 製品販売および開発提案事業のご紹介 

  

 

 

 

 

 

当社には一般的な汎用製品の販売事業を全国規模で展開する商社としての面もあります。先にご紹

介しましたガルバリ 55 を除く主な販売製品はねじ・金具等の締結部品ですが、他にも化学製品、樹脂

キャップ等を販売しています。特に当社得意分野の製品については、他社様が取り扱っておられる製品に

比べて同等以上の品質の製品を、よりお手頃な価格でご提供することが可能です。 

 

 

 

 

 

● 当社販売製品のご紹介 

当社の販売する製品の一部をご紹介致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

塗装部材 

粉体塗装、溶剤塗装等、塗装製品のご要望にお応えしております。

また弊社では各提携企業様との連携により、各種塗装に加え、その他

の表面処理にも対応可能です。 

 

KF コート 

 溶融亜鉛めっき製品に特殊な処理で塗装を行います。溶融亜鉛

めっきの耐食性を大幅に向上させる効果があり、更に複数のカラーリ

ングにより、美しい外観も実現致します。クロム仕様、ノンクロム仕様

等、ご要望に合わせて複数の製品をご用意しております。 

締結部品・化学製

品・樹脂キャップ等、

30,000点のアイテ

ム 

国内外に及ぶネット

ワークの活用 

迅速に、他社様に比べ

お手頃な価格で製品

を納入します 

主な販売製品 

・KF コート 

・塗装部材 

・溶融亜鉛めっき（ドブめっき）製品 

・ステンレス製品 

・その他建築部材／サービス 
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溶融亜鉛めっき (ドブめっき)製品 

溶融亜鉛めっき製のボルト、ナット、ワッシャー・締結部品等幅広く取

り扱っております。ねじ 1本・金具１個から、お取り寄せ品や特殊形状の

別注ロット生産品まで、どのような製品でもご用意させて頂きます。 

ステンレス製品 

 ステンレス製のボルト、ナット、ワッシャー・締結部品等幅広く取り扱っ

ております。ねじ１本・金具１個から、お取り寄せ品や特殊形状の別

注ロット生産品まで、どのような製品でもご用意させて頂きます。 

その他建築部材／サービス 

お客様の様々なご要望にお応えします。ねじ１本・金具１個から、 

お取り寄せ品や特殊形状の別注ロット生産品まで、どのような製品でも

ご用意させて頂きます。 

更に、各協力企業様のノウハウを活かし、各種試験、分析および情

報提供のご要望にもお応えしております。どうぞお気軽にお問い合わせ下

さい。 
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当社の強み 

■ 製品力 

■ 顧客対応力 

■ 研究開発体制  

製品力 

・取扱い品目 30,000点 顧客の間接コストを大幅に削減するアッセンブリー能力 

・高い品質力 

・約 200社におよぶ協力企業等のネットワーク 

 

 

 

本項目では、当社が創業より培った知的資産としての様々な強みをご紹介致します。 

■ 製品力   

当社は、平成 22 年 7 月に社団法人中小企業協会（中小企業診断士）の各分野別専門家 7

名による企業診断を受けました。その中で、経営資源分析（内部環境分析）の結果、当社の第一

の強みは「人」にあるとの指摘をいただきました。その中でも、特に社内相互間および社外との相互信頼

関係が高いとのことでした。 

そして、次の強みは、「モノ」にあるとの指摘をいただきました。 

● 既存の取扱商品 

当社のねじをはじめとする締結金具の商品は、通常のねじ商社にはない付加価値の創造を行っており、

一般的なねじ商社との差別化を図っております。これは、今後も伸ばしていくべき貴重な強みであるとの評

価をいただいています。 

特にアッセンブリー事業については、機械化できないほどの少量多品種の大半を手作業で生産します。

正確性とスピードという、相反する作業での効率性を高めるため、熟練した作業員と熟練したコーディネー

ターおよび技術者という人的システム、そしてそれを効率よくアシストする IT システムの２つのシステムが当

社の製品力となり、他社に真似のできない体制を構築しています。約 50 年にわたる改善工夫の蓄積の

賜物としてこの体制が築かれました。今後とも顧客満足度を上げるために皆の知恵と工夫で改善を続け

てまいります。 

 当社の強み・知的資産 

 

■ 品質管理体制 

■ 信用力 

■ 人財力 

■ IT システム 
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当社は、生産能力も有した、ねじ、締結金物の専門商社です。このような企業だからこそ、商品を右

から左へ斡旋販売する単なる商社にはできない、顧客の事業の合理化へ寄与することができます。 

当社の倉庫等商品センター計 4か所で約 30,000点の品種を扱っており、１本から数百万本のオー

ダーに対応致しております。また、全商品のうち2割の製品を生産する中国等海外の生産委託会社につ

いては、技術だけではなく工程全般を含めた生産技術指導を行っています。技術力、価格競争力、品

質力をもった海外企業との連携向上を図っています。 

 

  

作業現場改善研究 業務改善検討会 

● 当社オリジナルの新製品 

ガルバリ 55 は、上記の既存製品とは異なる表

面処理、つまりめっき加工の事業です。 

当社のオリジナル新製品であり、従来とは異な

る事業です。また、新しい弘陽工業株式会社をつ

くるための事業でもあります。 

この事業は、当社の技術とアルミめっきメーカー

の新興アルマー工業株式会社とのコラボレーション

で生まれました。今後、時代の要請とともに大きく

飛躍することを関係者一同夢見て頑張っていま

す。 

幸い、各方面でその性能が評価され、大手上

場メーカーの太陽光パネル架台や、スチール物置

等にご採用いただいております。 
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顧客対応力 

 
・東西の拠点を活かした迅速対応 

・製品開発・改良段階からの参画および最良案の提案 

・冶金工学・材料力学・表面処理技術等の専門知識の提供 

 

■ 顧客対応力 

当社は大阪、滋賀、茨城に営業および物流機能を備える商品センターを有しております。 

各商品センターで業務を行う当社営業部社員がお客様からのお問い合わせに対して迅速対応し、製

品をエンドユーザーの方々の所まで直接納品出来る梱包を行い、お届けする仕組みを確立しています。 

ご依頼によっては生産委託工場に専用の生産ラインを設け、必要なものを必要な時に、ジャストインタ

イムで納品致します。受注→工程管理→購買管理→外注加工管理→在庫管理→納品→売上まで

を一貫したシステムで管理することにより、お客様が必要とされる商品の在庫と納期照会を迅速に行って

います。 

また、ねじの専門商社としての深い知識を活かし、ねじ分野の製品開発事業に参画させていただくこと

が可能です。お客様のニーズに最適な改良と開発をご提案致します。ねじ等の締結部品のご提案は勿

論、治金工学・材料力学・表面処理技術等が必要とされる開発のご依頼にも、専門知識を備えた社

員がお客様へご対応致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つくば・関東商品センター 

アッセンブリー・配送 大阪・南港物流センター 

滋賀商品センター 

アッセンブリー・配送 

大阪商品センター 

製品仕入れ 
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研究開発体制 

・各分野の専門知識を備えた技術陣 

・協力企業様との研究開発 

・各種設備の開発 

当社技術陣がもつ 3 つの力 

・ プロパー社員を中心とした、ねじ等締結部品への幅広い製品知識と新規開発力 

・ 大手高炉・化学メーカーで培われた学識と豊富な実践経験に裏付けられた、鉄鋼の製鋼技術 

・ 表面処理技術をもつ技術者の力と生産技術協力企業 

 

技術陣による研究開発会議 

■ 研究開発体制 

当社技術陣はそれぞれの分野の専門知識を活かし、お客様へご提

供する製品と技術の改良と開発に取り組んでいます。 

主力製品である「ねじ」等の締結部品については、当社社長をはじ

めとするプロパー社員による技術陣が主な研究と開発を行い、冶金工

学・材料力学・表面処理技術等高度な専門知識が必要とされる分

野については大手鉄鋼・化学メーカーの出身社員による技術陣が主な

研究・開発に取り組んでいます。また、生産設備等の開発にも積極的

に取り組んでいます。 

これらの 3 つの力の相乗効果により、ねじのみならず金属やプラスチックの接合部材等、幅広い領域に

おいても製品開発・改良が可能となります。 

また、ガルバリ 55 の研究開発は、当社が主体となって取り組み、実用試作と生産はパートナー企業で

ある新興アルマー工業（株）に分担していただいております。2社の強みを活かし、研究開発と生産を

行っています。 

  新興アルマー工業株式会社 

研究・開発・実用試作・ 

生産設備・生産技術・ 

生産 

弘陽工業株式会社 

研究・開発・ 

生産設備・生産技術・ 

生産管理技術の提供・ 

製造・販売元 
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品質保証体制 

・厳格な品質基準の設定 

・確実な品質検査 

・外注購買先企業への指導の実施 

・製品品質検査結果データの保管と活用 

・トレーサビリティの徹底 

 

■ 品質保証体制 

● 年度不良率 10万分の１はこのようにして生まれています 

＊当社のクレーム件数は、年間約 5万件の受注件数（部品の数に換算すれば、この約 500倍）のう

ちわずか 7件と、建材業界としては成績の良い、かなり高い水準となっております。 

 

＊当社では、品質保証の原則に則って、顧客ニーズに従って計画をたて、計画（作業手順等）に従っ

て緻密な作業を行い、あらかじめ決めたスペックの製品（結果）を作り出すこと、特に偶然性の排除

に努めております。そして顧客ニーズを確実にし、確認し、実証する対策を組織的に行っております。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊品質に対する厳格な基準を設け、材料からの品質管理を行った上で、幾通りもの手順による品質検

査を行い、基準を満たした製品のみを販売しています。 

 

＊品質管理の高度化・効率化を推進するため、作業ツールの電子化、自動化も進めております。たとえ

ば、ピッキングミス防止と在庫管理のリアルタイム化のための IT化も進めつつあります。 

 

パートを含めた全員参加による品質つくりこみ勉強会 

＊部品のアッセンブリーは一見簡単なようで、

部品数がある一定以上を超えると、かなり

複雑な仕組みとなり理屈通りにはいきませ

ん。しかし、当社には約 50 年にわたって蓄

積してきたノウハウがあり、顧客ニーズを確実

なものにしております。当社の事業コンセプト

にもありますように、多くの協力会社、検査

機関、熟練した従業員、そしてシステムがう

まくかみ合って生まれる相乗効果によって、

それを可能としています。 
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＊生産委託会社に対しては、生産方法のみならず品質改善についての指導も行っています。 

特に海外の生産委託会社に対しては、生産ライン全体の技術や検査方法についての指導、そして品

質監査を現地に設立した検査会社および当社より赴任した社員が確実に行っています。また、本社に

は数名の外国人スタッフを置き、当社の技術専門家が指導を行っています。 

 

＊当社には外注購買先企業に生産を委託する際の行き違いを防止し、問題が発生した際は即対処し

それを解決できる体制が整っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊トレーサビリティの確実化を行っています。製品の品質検査結果についてのデータを保管し、製品やサ

ービスに問題が発生した場合の要因分析と問題の改善に活用しています。 

 

＊クレームとなる前のコンプレインの発生に対して、特に重点を置き対処しています。関連する部門のメン

バーが即時対応し、原因と対策についてのミーティングを行います。また、問題の有無にかかわらず、毎

週 30分間のミーティングを実施し、情報と問題の共有化を図っています。 

  

作業改善検討会 

30分間ミーティング 



  

28 弘陽工業株式会社 知的資産経営報告書 2014  

 

＊改良・開発された製品の試作品については、新日鉄住金テクノロジー株式会社をはじめそれぞれの検

査対象に応じた専門の検査機関の協力を得て、品質保証を裏付ける確認体制を備えています。 

 

  

厳格な品質

基準の設定 

確実な品質 

検査 

外注購買先

企業への指

導の実施 

年度不良率 

10 万分の 1

の実現 

 

検査 

管理 
・製品品質検査結果 

データの保管と活用 

・トレーサビリティの徹底 

社外エリアも清掃の徹底 

整理・整頓の完了！ 整理・整頓作業中… 

事務所内の模様替えも５S活動で 

 

業務内容改善のため、５S活動を継続的に実践しています。 
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信用力 

・創業時から培った信用力 

・与信上の信用 

・製品の製造における信用の蓄積 

■ 信用力  

● 創業時から培った信用力 

当社はねじ専門商社として創業から 78年を迎えております。創業者である中上正信より受け継がれ

た「信用と確実を重んじ」、「熱意と誠実そして技術力」で「常に顧客ニーズに合わせた新技術、新商品へ

のチャレンジを行う」という方針を忘れず事業を展開してまいりました。お取引金額の大小を問わず、お客

様のご要望に対して誠実な対応を心がけ、お客様をはじめ、業界や金融界等関係各位の皆様からいた

だいたご信頼を現在までに積み重ねてまいりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 製品の製造における信用の蓄積 

製造においては、原料となる鋼材は当社が委託工場へ納入、海外工場の場合は輸出し、その原料

から製品を製造します。その際、製造技術や管理技術等の指導を行います。このような方針で永く事業

を行ってきた結果として、これらの企業からの感謝とご信用を頂くまでに至っております。 

 

当社発行の無担保社債 

● 与信上の信用 

当社は堅実で安定した経営を行ってまいりました。 

そのひとつの表れとして、社債の発行を行っております。

お客様におかれましては、与信上のご心配無く当社とのお

取引を行っていただけるものと考えております。 
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人財力 

・働きやすい安定した労働環境と先進的労働条件 

・強い主体性 自律性 高い参画意識と強い団結力 

・高い定着率と高い熟練性 

 

■ 人財力 

● 中小企業診断グループが太鼓判を押した「相互信頼関係」 

当社は、平成22年7月に社団法人中小企業協会の各分野別専門家7名による企業診断を受け

ました。 

その中で、経営資源分析（内部環境分析）の結果、当社の強みの第一は「人」にあると指摘されま

した。特に社内及び社外との相互信頼関係が高いとのことでした。 

 

＊ まず、会長・社長等役員グループ、顧問グループ、管理職以下社員グループ、パート従業員等の非

正規従業員グループとのそれぞれの人間関係が良好で、何をするにも一体感が強いこと。 

 

＊ また、当社のこれらの社員（幹部以下）と協力会社との信頼関係が強く、強いパートナーシップが

確立されていること。 

 

＊ これらに裏打ちされて、顧客と社員との間にも強い信頼関係が醸成されていること。 

特に顧客ニーズをいち早く感じ取り、速やかに提案できる点が、顧客との信頼関係を高め、会社と会

社の関係のみならず、顧客担当者と当社の営業担当者等との個人的な信頼関係が築けており、下

請けというより、事業パートナーとしての立場を築いてきていること。 

 

● 社長の経営理念が浸透 強い主体性と自律性 

これらの背景には、社長の中上真一が経営理念の根本に、「熱意と誠実性」でもって、それぞれの立

場・持ち場で優れた専門性を身につけ、顧客をはじめ社会に貢献できる力をつけて欲しい、そして、人に

言われて行動するのではなく、自発的・主体的に自己統制し、相談しながらやってほしい、という従業員

全員に対しての強い思いと期待があります。 

各人が担当職務の目的・目標をよく認識し、その目標に向けて自分なりに考え、それを他の関係する

者や上司と相談しながら、自律的に行動する。すると自分の思いや考えを思う存分発揮できるため、創

意工夫も生まれてきます。そして、自分の職域にとらわれず、全体の動向を勘案しながら優先順位を自ら

判断し行動するように社員を指導しています。 
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その結果、自己成長の機会が多くなり、自然と個人も会社の成績もよくなってきております。現に、中

途採用であっても、全く異なる仕事のキャリアであっても、それぞれが担当職務のエキスパートとして活躍し

ている者が大半です。したがって、当社の従業員はパートを含め、指示待ち人間がほとんどいません。 

一方、高度な専門的知識技能を要する人材は、大手企業で、技術・営業・経理・総務等の部門の

役員・部長等を経験した定年退職者の専門実務家グループを擁し、若手社員の専門性指導と対外

的課題解決を行っています。また社外の専門家集団（技術的検査機関、IT 関係、法律事務所等）

との契約を行い、会社全体としてバランスのとれた企業体を構成しています。これらが当社の一番の知財

力であると自負いたしております。 

● 従業員の大半は中途採用者 どんな人たち？ 

当社は、トップ以下 53名（2014年 3月末現在）で、その内パートタイマー従業員は 13名（内

女子9名）の構成です。中途入社者が全体の 90％を占めており、それだけに色々なキャリアを踏んでき

た者が多く、個性豊かな多士済々の集団です。そして前職のキャリアを活かしている人、前職に関係なく

その人の適性にあった仕事に任命され、当社での NO.1 プロになっている人が多くいます。と言っても排他

的ではなく、一つの目標に向かっていく団結力はなかなかのものです。 

一部の社員に「当社に入っての感想等」を聞いてみました。（次ページへ続く…） 

 

  

当社社長によるシステム研修会 
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現在当社には約 50台のパソコンとサーバーがありますが、これを一手に引き受けて運営・管理をしてい

るのが、入社して８年目になる、管理部 岡 雅之 

  

南港物流センター長 中嶋 康仁（44才） 

―弘陽工業の魅力― 

魅力その 1    

私が当社に入社して約 10年（前職・設計事務所・CAD技術）になりますが、この間に 

学べたことはおそらく他の会社では学べなかっただろうと思います。自分の経験や知識を使って、 

自分で考え、自分で行動するのです。他の会社なら即クビでしょう。当社では従業員を信じて、 

文句も言わず色々なことにチャレンジさせてくれます。その結果、自分の経験や知識を使って自 

分で考え、自分で行動する習慣が身につきました。 

このような会社は、一般的に悪い会社ととられるかもしれません。しかし、上司に命令や指示 

を受け、それだけをやらないといけないようなツマラナイ会社なら、私にはとても勤まっていなかった 

と思います。 

魅力その 2 

私が弘陽工業で今までやってこられたのは、同僚に恵まれているからだと思います。 

一般に会社員のことを組織の歯車に例えることがありますが、それは当社でも同じだと思います。 

従業員一人一人が歯車だと思います。ただ当社の歯車は、形も色も材質も大きさも実にバラバラです。醜いくらいに。このバラバ

ラの歯車がなぜ機能しているかというと、個々の歯車が隣り合う歯車ときっちりかみ合うように、それぞれが自ら形や色や材質、大き

さを変えているからです。しかも、隣り合う歯車同士がそれをし合っているのです。 

 それができる理由は、私も含め中途採用者が多く、色々な社会経験を経た人が集まっているので、うまく人や物に合わせ

て考え、行動できるからだと思います。 

管理部 岡 雅之（37才） 

前職・ライン作業職から当社ＩＴ統括者に変身 

私の前職はコンピュータ部品の製造ラインでの作業職でした。 

当社では商品センターの現場作業、購買業務を経験して IT 担当職に落ち着きました。前職のライン作業では指示を受け予

定された作業をこなす事が多かったですが、当社では自ら立案・提案し業務を実行することができています（もちろん一筋縄では

いきませんが）。 

他のスタッフと相談・検討を行ないまとめ、要望として上層部に提出し交渉する。また、上層部からの指示をスタッフへ落とし込

む。その大変さ・難しさを学び・解決していく方法を身につける事ができたのではないかと思っています。そういった中に仕事の充実

感を実感しています。 

また日々の業務の中では、「主となるのは IT ではなく人である」事を意識して業務に従事しています。 

どれも当たり前の事ですが、その重要さを改めて感じる事ができる会社です。 
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管理部 高橋 淳 （31才） 

生産・販売基幹統合システムの運営管理を任され全社の効率化に熱中 

私は大学（京都産業大学）を卒業してすぐ当社に入社し、営業実務から現在 

のシステム担当となりました。 

現在は、生産販売基幹統合システムの運営管理を任され、基幹システムの 

活用による社内各部門の業務効率化に取り組んでおります。 

基幹システムの特性を噛みくだき、現場の実務を助け、全体の効率化を啓蒙する 

ことで会社の発展に貢献できる仕事に、充実感とやり甲斐を感じております。 

滋賀商品センター係長 西田 良平（28才）  

地元高校を卒業して即入社 現在はセンター長の片腕として活躍中 

私はこの会社に入社して 11年目になります。私の主な職務は、工程管理と 

品質管理です。 

主力アッセンブリー工場で、少量多品種製品を生産する当社の代表的な 

事業に携わっており、きめの細かい運営管理が求められます。現在は IT化を 

一層進めるため、センター長以下取り組んでおります。 

 

滋賀商品センター班長（パート） 中西 弘子（勤続 16年） 

現在､私は現場の班長の役職をもらっています。この会社は社員とパート 

従業員との縛りがなく、同じ目線で発言し仕事が出来る自由な雰囲気が良い 

と思います｡ 

あとは、会長、副社長をはじめ、会社としてパート従業員であっても大切に 

思って、あたたかい配慮をしていただけるのでありがたく思っています。それもあって 

勤続年数が永いパート従業員が多いです｡ 

 

女性管理職第１号                  

関東商品センター長 坂本 幸栄 （25才時、病院事務から転職） 

アットホームな雰囲気で、みなバリバリ頑張っております 

当商品センターは、8名で業務を行っております。少人数ならではの和気 

あいあいでアットホームな雰囲気の中、ひとりひとりが主体性を持ちながら顧客 

満足度を上げるための 5Ｓ活動・改善活動を行っております。 

また、基幹システム導入による作業効率化にみんなの知恵を絞って取り組 

んでおります。おかげさまで、関東 SC の売上高は毎年上昇しております。 
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● 人財力を支える組織運営と処遇システム 

当社の人財力は主体性と自律性を重んじておりますが決して自由奔放ではなく、次の通りの仕組みで

組織運営の健全性と効率性を高めております。これが誠実に行われていることから、働く者の安心感と、

企業への忠誠心が他社よりもかなり高いものと思います。 

その証拠に、社員のみならず、パート従業員も定着率が非常に高い状況にあります。これが固有の知

財力を高める働きをしています。 

 

1 情報の共有化とベクトル合わせおよび改善活動 

    

経営の最高審議機関  幹部会 （代表取締役会長以下全役員、専門家グループ顧問、部長

クラス全員）終日経営課題等を審議し方向性を出し、即

実行 

各部門の会議       各部・商品センター会議（部門の全員） 

課題、方針、実施状況等情報共有化と対策の討議・方針の決定 

 

各事業所会議       全体会議 会社の業績、課題、方向性等を役員以下パート従業員ま

で全員に約 50分にわたって毎月説明  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5S活動           事業所毎に品質管理活動の一環として実施 

特に商品センターでは活発に活動 

    

30分間ミーティング    品質、デリバリー、受注情報を中心に情報の共有化と問題点の対策等 

毎週 1回開催 各事業所（含むパート） 

問題が起きれば即、直接の当事者で 10分間ミーティング 

本社全体会議 
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2 人事評価制度 

 

人事評価ポイントを皆に知らせ、その結果について評価し、全員を対象に個人面談を社長自ら実施。

昇給、減給等その理由も本人に直接伝える。毎年経営方針に沿って、評価テーマを変えている。 

熟練性、専門性、実績に応じ昇給するが、評価が毎年同じ者は逆に減給になる。 

 

3 公益性に配慮した給与制度 

   

(1) 少子高齢化対策       家族手当 配偶者 5,000円 

                      子供    1人につき 10,000円 

                      例：配偶者と子供 3人 35,000円／月 

  

(2) 女子の産前産後休暇   法定通り制度が施行された時に導入実施 

 

(3) サービス残業         ゼロ 

 

(4) 定年 65歳制        社員 パート 共通 

 

(5) 退職金の安定性       確定拠出年金制度の導入 

 

(6) 年間休日           107日 

 

(7) 有給休暇           法定通り 

 

(8) 社会保険加入        法定勤務時間以上の者は全員加入 

 

４ 公平性、ファミリー性を重視する諸施策 

 

中小企業ならではの温かみ、きめの細かさを感じさせる経営者からのちょっとした配慮が社員からパート

従業員まで区別なく行き届き、皆の士気を高めている。 
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■ IT システム  

以上、当社の強みを 6 つご紹介してまいりました。 

そして当社には、これらの6つの強みをより効果的、能率的に機能させ、成果を出すための７つ目の強

みがあります。それは IT システムです。 

当社における IT化は、昭和40年代に開始したパソコンによる業務推進に始まり、平成15年には本

社にシステムサーバーを設置して各業務の本格的なシステム化を開始しました。 

 現在は、大手ベンダーと共同で当社独自の基幹業務システムを開発導入しています。更に、基幹シス

テムのサーバー管理を大手ベンダーに移設し、安定稼働と効率化を図りました。 

また、システムの高速化と高度なセキュリティを考慮して、NTT コミュニケーションズ社のクローズド VPN を

採用し、各業務の効率的な実行環境を構築しています。 

このようなバックボーンがあるため、当社には業務用の紙ファイルがほとんどありません。 

また、情報の共有化環境が整備されていることも、当社のもつ６つの強みを支える力となっています。  

IT・システム 

製品力 

人財力 

品質保証

体制 

研究開発

体制 

顧客 

対応力 

信用力 

情報共有による 

スピード経営 

お客様の安全を守る 

高いセキュリティ 

環境に配慮した 

ペーパーレス化 
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将来へ向けての事業展開 

■ ガルバリ 55の販売拡大 

 

 

 

 

■ 「ガルバリ 55」の販売拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な分野においてガルバリ 55の性能が発揮されます！ 

電力 鉄道 土木 橋梁 養殖 海洋構造物 

・送電鉄塔 

・電柱付属金物 

・無線鉄塔 

・太陽光発電設備

用架台 等 

・架線金物類 

・駅舎 

・防音壁 

・犬釘 

・スクリューねじ 等 

・信号 

・標識 

・街路樹 

・ポール 

 

・吸音板 

・橋桁 

・ボルト 

・生簀 

（いけす） 

・洋上太陽光 

発電架台 

・海洋土木 

 将来に向けての事業展開 

様々な分野への活用拡大 

ガルバリ 55は様々な分野においてその能力を発揮します。現在は主として

太陽光発電設備の架台、物置等にガルバリ 55製品が活用されております

が、電力・鉄道・土木・橋梁・養殖・造船等、錆対策が必要となる様々な分

野へもご活用がいただけるものと考えております。その実績として、塩害の多い

沖縄地方では電力会社様の屋外設備にガルバリ 55製品をご採用頂いてお

り、更に関西地方では大手鉄道会社様にレールの締結部品の耐久性強化

の為、ガルバリ 55製品をご採用頂いております。 

電力分野においては送電鉄塔、電柱付属金物、無線鉄塔等、鉄道分野

においては架線金物類、駅舎、防音壁等により多くガルバリ 55 をご活用頂け

れば、安全とトータルコストの削減に必ずや貢献出来ます。そして、時折発生

する設備の倒壊事故等も大幅に減少させることが出来るものと確信しておりま

す。また、次期主力戦闘機用締結部品について、ガルバリ 55製品のご採用

をいただくことを目指しております。 

今後も更なるご活用の拡大を目指し、様々な分野へガルバリ 55 をご提案

してまいります。 

 

生簀枠用締結ボルトへの活用 
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● 「ガルバリ 55」の海外展開 

 

屋外設備の錆については、海外においても防錆性や耐久性の確保が必要とされており、ガルバリ55の

防錆性能が海外のお客様にもお喜びいただけるものであると確信しております。 

ガルバリ 55 の海外展開については、近年特に環境問題が取り沙汰されております国々において、その

販売を強く展開していきたいと考えております。 
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■ 会社概要 

 

会 社 名 弘陽工業株式会社   

業 種   鋲螺等金属加工製品卸売業 

本 社 所 在 地 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町２丁目３番９号 

本 社 事 務 所 
  〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町２丁目３番５号 

第１８松屋ビル３階 

電話･FAX 電話：06-6762-0714（代表）・ FAX：06-6768-8034 

URL http://www.kohyokogyo.co.jp/ 

E-Mail info@kohyokogyo.co.jp 

会 社 設 立 昭和 35年 5月 23日 （ 創業 昭和 11年 3月 25日 ） 

資 本 金 30,000,000円 

代 表 者 
代表取締役会長   中上 敬義 

取締役社長       中上 真一 

役 員 

取締役副社長    中上 静子 

取締役        加藤 武幸 

取締役        坂口 諭 

監査役        中上 孝夫 

取 引 銀 行 
三菱東京ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 

りそな銀行 阿波銀行 大阪シティ信用金庫 

決 算 期 4月末日 

 

 会社概要・事業所紹介 

 

http://www.kohyokogyo.co.jp/
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■ 事業所紹介 

 

本社事業所 

〒542-0061 

大阪市中央区安堂寺町 2丁目３番 5号 第 18松屋ビル 3階 

電話：06-6762-0714（代表）・ FAX：06-6768-8034 

R&D センター 
大阪市中央区安堂寺町２丁目３番５号 第 18松屋ビル 

301号室 

大阪商品センター 
大阪市中央区安堂寺町２丁目３番９号 

 

南港物流センター 
大阪市住之江区南港東 3丁目 2-102 

電話 : 06-6612-2500 ・ FAX : 06-6612-2505 

滋賀商品センター 

〒527-0055 

滋賀県東近江市瓜生津町中大野 331-1 

電話 : 0748-22-3223（代表）・ FAX : 0748-23-1869 

関東商品センター 

〒300-1252 

茨城県つくば市高見原 1丁目 3番 121号 

電話 : 029-871-5157 ・ FAX : 029-871-5165 

  

 弘陽工業株式会社 本社 （第１８松屋ビル 3階） 

（R&D センター併設） 
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昭和 11年 3月 
中上正信が京都機械工具卸商「出石本店」より独立 

機械工具卸商「中上商店」を開業 

昭和 16年 中正商店に改称 

昭和 24年 4月 資本金 150万円にて、株式会社中正商店となる  

昭和 34年 4月 中正機械金属株式会社に改称、資本金 2500万円に増資する  

昭和 35年 中正機械金属株式会社鋲螺営業所を分離独立し資本金 150万円にて弘陽工業株式会社となる 

昭和 43年 資本金 250万円に増資 

昭和 48年５月  滋賀営業所（滋賀県東近江市）を開設、資本金を 500万円に増資 

昭和 49年 資本金 1000万円に増資 

平成 3年 資本金 2000万円に増資 

平成 5年 5月 関東営業所（茨城県つくば市）を開設 

平成 10年 5月 資本金 3000万円に増資 

平成 15年 
中小企業経営革新支援法認定企業として指定（3年間）=大阪府指令 経第 1048-107号 

中華人民共和国山東省に生産委託契約工場として、加工から鍍金、表面塗装加工までの日系企業と契約 

平成 17年 5月 

本社事務所を第 18松屋ビルに移転、旧本社事務所地に大阪商品センターを開設、更に滋賀営業所を滋賀

商品センターに改組、同様に関東営業所も関東商品センターに改組 

三菱東京 UFJ銀行保証付き私募債発行 

滋賀倉庫増設 

平成 19年 中小企業新事業活動促進法認定企業として指定（3年間）=大阪府指令 経第 1059-6号 

平成 20年 2月 高防錆機能を有するガルバリ 55 を開発、同年９月に販売を開始した 

平成 21年 4月 

「ガルバリ 55」が大阪府の「環境技術評価、普及事業」に選定された。 

溶融アルミ亜鉛合金めっき「ガルバリ 55®」販売開始=商標登録第 5259532号 

環境技術評価・普及事業「おおさかエコテック」の「ゴールド・エコテック」に選定 

環農研第 7059号 

平成 23年 7月 「ガルバリ 55」の意匠登録が完了 

平成 23年 9月 国土交通省の「ＮＥＴＩＳ」に「ガルバリ 55®」登録完了。登録番号:KK-100076 

平成 25年 5月 大阪南港ねじ工業団地に物流拠点としての倉庫を開設  

 沿革 
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知的資産とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形の資産であり、組織における競

争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、組織力、経営理念、顧客との

ネットワーク等、財務諸表には表れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意味します。よって、「知

的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、即ち非財務情報を、債権者、株主、顧客、従業

員といったステークホルダー（利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値向上に向けた活

動（価値創造戦略）として目に見える形で分かり易く伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を測

る事を目的に作成する書類です。経済産業省から平成 17年 10月に「知的資産経営の開示ガイドラ

イン」が公表されており、本報告書は原則としてこれに準拠しています。  

 

＜注意事項＞  

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画並びに付帯する事業見込

み等は、全て現在入手可能な情報を元に、当社の判断にて掲載しています。  

その為、将来にわたり当社の取り巻く経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によって、これら

の記載内容等を変更すべき必要が生じる事も有り、その際には本報告書の内容が将来実施又は実現

する内容と異なる可能性もあります。よって、本報告書に掲載した内容や数値等を、当社が将来に亘っ

て保証するものでは無い事を、十分にご了承願います。  

 

 

 

 

 

担当者   

管理部 総務・経理課長  

山本 泰正 

電話     

06-6762-0714(代) 

FAX     

06-6768-8034 

E-Mail   

y.yamamoto@kohyokogyo.co.jp 

 知的資産経営報告書とは 

 本報告書に関するお問い合わせ先 


