
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏空が眩しく感じられる季節となりました。今年 4月

から働き方改革関連法の一部が施行され企業にとって

重要な経営課題のひとつとして世の中に認知されてき

ています。近年、日本が直面している「少子高齢化に伴

う生産年齢人口の減少」や、「働くスタイルの多様化」

などの課題・変化に対応していく必要があり、そのため

には生産性向上や従業員満足度向上を実現する環境づ

くりが求められています。なかでも生産性向上に対する

課題の解決策はＤＸ化だと言われています。ＤＸとはデ

ジタル・トランスフォーメーションの略で、2004年スウ

ェーデン、ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授

が提唱した概念です。「ＩＴの浸透が人々の生活をあら

ゆる面でより良い方向に変化させる」というもので企業

におけるＤＸは「既存ビジネスのデジタル化の推進やア

ナログとデジタルの融合による生産性の向上やコスト

削減、スピードの向上、さらにはそれらを実現する為の

企業組織の変革を指す」とされています。昨年 9月に経

済産業省から発表された報告書によりますと、日本企業

のＤＸ化を疎外する要因として複雑化、ブラックボック

ス化している既存の基幹システム（レガシーシステム）

が温存されると、そのメンテナンスばかりにコストや人

的資源が費やされてしまい、新しいデジタル技術や新し

いビジネスモデルに企業資源を投じる事ができなくな

り、グローバルな競争に負けてしまう事が危惧されてお

ります。2025年には 21年以上稼働しているレガシーシ

ステムが60％を占める事となり2025年～30年の間に年

間 12 兆円の経済損失が生じると試算されており『2025

年の崖』と呼ばれているそうです。 

我社もまさにこの課題に直面しております。一部門以

外は 20 年以上前のシステムで業務をしており、システ

ムが老朽化し、内容を熟知する人材も不足している状況

です。また、システムを部門別に最適化を追求した結果、

全社的に分断化しており、それにより複雑化、煩雑化し

ています。そこで生産性向上を図る為、全社共通の新基

幹システム構築プロジェクトを昨年4月に立ち上げまし

た。システムベンダー選定を経て今年 4月より本格的に 

 

 

 

システム構築に取り組んでおり、現在は業務に精通した

若手社員が中心となり、将来の業務のあるべき姿を描き

ながら現行業務を仕分けしています。内容により 

① 現行業務を踏襲する（keep）、 

② しくみや方法を変更する（change）、 

③ 業務自体を廃止する（stop） 

の 3つに分類し、更には合理化する際の黄金比率である

keep 30％、change 60％、stop 10％を目指して推進し

ています。また、システム導入に先駆け、これまで縦割

りであった事業部制を廃止し、今期より仕事の種類や専

門性に基づいた職能別組織に変更しました。これまで事

業部で培ってきた技術や情報・ノウハウやスキルを全社

で共有化し、組織とシステムの融合を図り、一層の相乗

効果を出して参ります。更には直間比率を改善し、直接

部門に人的資源を投入して参ります。将来的には今回構

築の基幹システムと受発注システムを web 連携させて、

パソコンやスマートフォンなどのタブレット端末にて

24時間受注を受付け、在庫の確認、販売単価の確認、受

注履歴の確認及び迅速な納期回答を可能とし、また、商

品サイズ等の商品情報や請求金額の確認やデータ取り

出し等、利便性の高いサービスを充実させ、お客様満足

の向上に繋げて参りたいと考えております。 

2025 年と言えば『2025 年の崖』だけではなく、日本の

総人口の約 30％が高齢化し介護・医療費が急増する

「2025年問題」というマイナスイメージの年でもありま

すが、個人的には来場者数が 2,800万人と想定され、日

本全国への経済波及効果 2兆円とも言われる「大阪万国

博覧会」の開催に大いに期待しております。皆さま方の

お役に立てる心のこもったマツ六のＤＸ化構築に繋げ

て参る所存でございます。完成まで今暫くお待ち頂けれ

ば幸いです。今後ともご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願

い申し上げます。 

 

2019 年 

【 2025 年の崖 】 

管理本部  

物流システム部 部長 

平田耕嗣 

7 月 1 日 
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スチール製ロングピラー ベース式着脱ピラー

株式会社 サヌキ

株式会社 サンポール

タキロンシーアイ 株式会社 タキロンマテックス 株式会社
ポリカーボネートプレート フラッドセーフライト 軽量パネル止水板ポリカドーム
建築用途から道路資材まで
耐熱・耐寒・耐候性で長期間の
使用に優れた採光材！

耐候熱線カットグレードも
ご用意しています。

建告 1399 号第５の三の
基準に適合していますので、
30分耐火仕様として
お使いいただけます。

一般耐火型

断熱耐火型

ボルトレス一般耐火型
ボルトレス一般耐火二重型
ボルトレス断熱耐火型

SPG 棚柱シリーズ

台風やゲリラ豪雨による浸水対策として
軽量で高い止水性を発揮します。

GL

1500

物流ターミナルの搬入口や屋内の
コーナー部のフォークリフトガード
などに適しています。

FPA-12UH（フックなし）固定式
Φ114.3　Ｈ1500　重量約24.2㎏
FPA-14UH（フックなし）固定式
Φ139.8　Ｈ1500　重量約28.9㎏
FPA-17UH（フックなし）固定式
Φ165.2　Ｈ1500　重量約35.3㎏ PAC-7B　ベース式  ロック付

Φ60.5　Ｈ850　重量約4.6㎏
PAC-48B　ベース式  カギ付
Φ60.5　Ｈ850　重量約4.6㎏オプション

ベース式 コンクリート充填仕様

簡単着脱操作

ベースに支柱を差し込み、
頭部にロック機構があるので
立った姿勢のままで施錠、
解錠の操作ができます。

ベースの蓋を持ち上げ、
支柱をスライドさせ、
南京錠を取り付ければ、
車止めを固定することが
できます。

リーフ棚柱

シリーズ最薄 2.7mm
クリップ式棚受けで簡単
ワンタッチ取付

フィット棚柱

厚さ3mm幅 10mm
スリムでも強い耐荷重

フラッシュ棚柱

フラットかつシンプルで
美しいデザイン棚柱

coconi シリーズ
ドライ・イット

DIT-250（１台あたり）耐荷重５㎏
DIT-350（１台あたり）耐荷重８㎏
カラー：ホワイト

物干しを連想させない
スタイルでどんな部屋にも
似合う壁面物干し。
石膏ボードに直接取付

棚柱材質品名 高さ調整 安全荷重（棚柱４本使用）カラー

20ミリ間隔 50㎏（棚板１枚あたり）リ ー フ 棚 柱

20ミリ間隔 30㎏（棚板１枚あたり）フラッシュ棚柱

15ミリ間隔 60㎏（棚板１枚あたり）

アルミ押出し材
アルマイト仕上げ

アルミ押出し材
アルマイト仕上げ
化粧カバー：硬質塩化ビニル

ステンレス（SUS430）

シルバー/ホワイト/ブラック

ブラック/ホワイト
ナチュラルブラウン

ＳＵＳ/ホワイト/ブラックフィット棚柱

２
３
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ディンプルつき

ユニットバスへの取付不安

解消！

（単位：mm）
（単位：mm） （単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）（単位：mm）

Ｉ型ハンド

Ｔ型ハンド

Ｌ型ハンド Ｌ型自在ハンド

出隅Ｉ型ハンド オフセット型ハンド
※在来工法壁専用

I-600W

D-600W
D-800W

O-400W

T-1260W

O-600W

K-6060W

L-6060W

L-6080W

詳しくは
バリアフリー
建材カタログ
Vol.17
p.226～を
ご覧ください。

K-6080W

I-800W

I-1200W

※在来工法壁専用

売れ筋
!

売れ筋
!
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手
す
り

はプ
レート中央でも

O
K！

ご来場ありがとうございました！

10:00～17:00
インテックス大阪6.6 7▲木 金

シリーズ

たよレールソトエ

屋内・屋外どちらでも使える据置式手すりです。●
オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用すれば、
連続手すりとしても使用可能です。

●

手すりの高さは750～900mmの間、50mmピッチで
４段階の調整ができます。

●

ベースプレートはすべり止め加工付です。●

でも使える置くだけ手すり。

わたレールEK
との

組合せ例

SOTOE

2019

建
展

建築材料・住宅設備総合展

040-4221
1台　91,000円 （税抜き）

たよレールSOTOE
片手すり

BZK-01

TAIS　01265-000248

040-4222
1台　134,000円 （税抜き）

たよレールSOTOE
両手すり

BZK-02

TAIS　01265-000251

寸法：BZK-01/02共通（単位：mm）
８００
５９０

７５
０・
８０
０・
８５
０・
９０
０
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新商品！
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弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間ＭＶＰ』として表彰しています

月間ＭＶＰは
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金物建材営業部　大阪支社
参事　熊谷　裕（平成９年入社、平成２６年より現職）

この度は５月度月間ＭＶＰに選出頂き誠に
ありがとうございます。お得意先様、仕入先様、
大阪支社他関係部署の皆様のお力添えいただいた
おかげで受賞できましたことを心より感謝申し
上げます。これを励みに切磋琢磨する所存でござ
いますので今後ともご協力の程宜しく
お願い申し上げます。

紫外線量が年間で最も多くなるのが、７～８月の

正午頃です。また、晴れの日の紫外線量を100と

すると、曇りの日は約65、雨の日は約20となります。

紫外線を受けると、肌の老化や目の病気に繋がる

こともあるため、日傘や日焼け止め、サングラス

などでしっかり対策しましょう。

皆様MotoGPをご存知でしょうか。２輪のＦ１

と称される世界最高峰のバイクレースで、

ヴァレンティーノ・ロッシというライダーが

います。彼は現役最年長４０歳でありながら

挑む若手をいなし、今なおトップを走り

続けています。憧れます。私も走ります！

コニシ 株式会社

ハッピー金属工業 株式会社

フクビ化学工業 株式会社
壁出隅カバー
室内の傷んだ出隅部をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕

上からかぶせて簡単リフォーム

壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、
きれいな出隅に生まれ変わる！

かぶせるだけ
壁出隅カバー１７　　3,000mm　（50 本入り）

Before（リフォーム時） After

カラー
ウッドベージュ（マーブル柄）・ウッドブラウン（マーブル柄）
ウッドダークブラウン（マーブル柄）・オフホワイト（柄なし）

色調：
ホワイト・ライトアイボリー

内装用アクリル樹脂系充てん材
500g

ボンド  スーパージョイントＸ
天井・壁面のコーナー・ドア枠・
窓枠まわりのコーキング

ペールホワイト・アイボリー
ニューベージュ・ベージュ

新色追加 !!

ボンド床美人 PX280  アプリパック
主に木質系フローリング仕上げ材と
木質下地材の接着

変成シリコーン樹脂系無溶剤形
600ml アルミパック

●床表面に固まっても除去可能
●耐熱性
●省ゴミ対策品

ファミール６８７－Ｕシリーズ
壁取付専用・大型ポストシリーズ
ファミール６８７の薄型サイズ
ダイヤル錠タイプ、シリンダー錠タイプをお選びいただけます。

本体サイズＷ390×Ｄ180×Ｈ590mm
仕上：ヘアライン・カラーステンレス・スーパーブラック


