
入社間もない頃からIT化を積極的に推進してきまし

た。メーカーでも小売りでもない中間流通業者である

当社の強みとは何か。いろいろと思いを巡らす中で自

然と「情報」の重要性に行き着きました。仕入先様とお

得意先様の間にあって膨大なデータが行き来する当

社にとって、個々の商品の仕入・販売データや在庫情

報を自在に操り、データに基づきより良い提案をして

ゆくことこそ、当社が持つべき重要な機能なのです。

1997年にはいち早く社員一人1台のパソコンを導

入し、当時まだ珍しかったイントラネットを独自構築。

その後、ホストの汎用機からPCサーバーへの変更や、

仕入先との受発注業務のEDI化などを積極的に進め、

経産省主催の「中小企業IT経営力大賞2010」でIT経営

実践企業にも認定されました。ITによる情報の徹底活

用は、今後も重要な課題だと思っています。

入社以来、海外渡航する度に現地で日本との文化や

習慣の違いを肌で感じながらも、当社のグローバル化

の必要性を実感していました。

やがて中国での委託生産を開始し、それが自社ブラ

ンド「MISM」（ミズム）につながっていきます。当初は品

質面や納期などにおいて日本の常識が全く通用せず、

現地の倉庫の隅に積まれたままになっていた不良品が

生産ラインに混入しないように目の前で焼却し、なぜこ

こまでしなければならないかを一つひとつ説いていく

など、日本人的な感覚の醸成にたいへん苦労しました。

お陰さまで現在では約40社に及ぶ海外協力工場と

強靭なネットワークを構築することができました。お互

いの言葉や習慣の違いを乗り超えて、ベストパートナー

として高品質で付加価値ある商品開発を推し進め、お

得意先様やエンドユーザーに貢献し、あわせてそれぞ

れの国や地域での共生と社会貢献を目指しています。

家庭用品事業では大手流通小売業者がPB（プライ

ベートブランド）を強化し、またメーカーと直接取引

を行うなど流通の仕組みが大きく変わろうとしてい

ます。また、産業資材事業においても多くのお得意先

様が海外展開を進め、また海外販売を増やすなど、よ

りグローバルな時代を迎えています。

　このような状況の中で、お得意先様のニーズを見抜

き、問題解決をお手伝いするために重要なのは人であ

り、その考え方や能力であると思います。昨年には社

是「誠」に加えて「ヒメプラ行動規範」を策定しヒメプ

ラの社員のあるべき姿を全社員で共有し徹底できる

ようにしました。あわせて、定期的な階層別・職種別に

研修会やセミナー開催をはじめ、できるだけ多くの社

員に海外出張させるなど、時代の変化に即した能力向

上への機会を提供しています。

　創業から60年。長い歴史を重ねてくるとついついぬ

るま湯状態になり、ほどほどの結果でも自己満足して

しまうことがあります。「現状維持＝後退」であることを

肝に銘じ、若い世代に限らず全社員がどんどんチャレ

ンジできる社風を創り上げ、「あきらめず努力し続けれ

ば必ずやり遂げられる。」ということを忘れないで

POSITIVE CHANGE！（前向きな変革）に挑戦し続けて

ほしいのです。

　会社としても新たな風を起こすことを期し、60周年

を機に村角昇新社長を迎えました。今後は会長職の立

場から、新社長をはじめ社員一人ひとりの応援団とし

て、企業存続のために最も重要な人材育成をさらに進

めていきたいと思っています。

　そして、これまで同様、嘘ごまかしのない社是「誠」の

精神を柱に、エンドユーザーに喜んでいただきながらお

得意先様・仕入先様・取引先様に貢献し、同時に社員や

その家族の幸福を実現できる企業であり続けたいと考

えています。ヒメプラが 100 周年を迎える日を夢見て。
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村角 伸一会長　インタビューMovie
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