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Message
From
2 年連続掲載

少量品から量産品まで広く対応
弊社は、1980年に私の父が前社の仲

製造 業 ／ 東 京 都

間と力を合わせて設立した照明器具メー
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事業内容：照明器具の設計製造販売

カーです。ビルや店舗、工場などの施設

ばれる道を選択してきたことが、現在の
対応力の高さへと結びついています。

ものづくりのヒントは現場から
創業者であった父も、ものづくりに情

用照明器具をはじめ、様々なオリジナル

熱を傾けた職人でしたが、私自身も今も

照明器具の製造を手掛けてまいりました。

なお作業服を着て現場に出ています。そ

いち早くOEM 生産に徹し、少量品から量

のため、社員との距離が近く、皆が働き

産品までお客様のあらゆるニーズに応え

やすい職場環境を整えることができたと自

る姿勢を貫いています。

負しております。

東日本大震災の際には、電力不足から

弊社では、残業は可能な限りゼロとし、

LED 照明の需要が高まり、建築、鉄道、

定時退社を実現しています。会社の経営

空港、高速道路など、多岐にわたる業界

は仲間である社員の手を借りて行うもの。

のお客様とお取り引きするようになりました。

社員には仕事だけでなく自分の人生をよ

創業から40余年、大規模施設から住宅

り豊かに充実させてほしいと願っています。

用まで、照明器具約2,000万台以上を納

また、数年ごとに、タイ、グアム、オースト

入してきた実績こそが、お客様から弊社

ラリアなど、海外への社員旅行も実施し

が信頼される証である、と自負しています。

ており、近年はハワイに社員と社員の家

私は、他社で修行した後、別の金属熱

族総出で行ってきました。

処理会社を運営しておりましたが、父の

私が今でも工場に出る理由がもうひと

死去を機に弊社の経営に専念。｢照明器

つあります。それは｢ヒントは現場にある｣

具メーカーとして日本一になりたい｣ と、

からです。今後は、照明機器だけでなく、

社員と共に、弊社にしかできないものづく

コロナ関連商品など時流に合ったものづ

りと日々向き合っています。

くりもお客様と共に始めたいと考えていま

仕事を断らない姿勢で事業拡大
弊社は小規模な組織ではありますが、
照明器具メーカーとして、その名は全国

す。高度なものづくりを通して新たな可
能性を描いていける、そんな若い力を広く
求めています。

設備投資で競争力を高めた

藤和照明株式会社

全国区の照明器具メーカー

The Company

区で広く知られています。それは、大手メー
カーに対抗できるだけの価格競争力と納
期のスピードがあるためです。弊社では、
最新機械の導入で設備投資を積極的に
行い、作業の無人化を実現してきました。
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Profile

これにより、人件費をかけずに大量生産

森 田 英 資（もりた ひでし）

が可能となり、商品価格が下がってもきち

1964年2月生まれ。57歳。短大卒業後、金属熱処理会社勤務を経て、同事業の会社を興す。併せて弊社の業務も担っていたが、
2011年、弊社代表取締役就任を機に弊社に専念。積極的な設備投資でオートメーション化を進め、自社の競争力を向上させた。

んと利益を出せる体制を整えています。
一方で、高利益が見込めるオリジナル照
明器具のオーダーも弊社事業を支える柱
のひとつで、世界でひとつの作品として、
職人のプライドをかけて製作しております。

一問一答
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御社の No.1は？

座右の銘、社訓は？

趣味、休日の過ごし方は？

製造の幅が広いのは、｢仕事を断らな
い｣ 姿勢にあります。弊社では、｢難易度

幅広い対応力。お客様に喜んでいた
だけるよう、仕事は断らず、なるべく
早く納品するのが弊社の基本です。

「人を守ってこそ、自分も守れる。己のこ
とばかり考えるやつは、己をも滅ぼすや
つだ、いいか。戦とはそういうものだ」
※これは大好きな黒沢映画の代表作「七人の侍」
に出てくる有名なセリフです。１００回は観ました。

一人海外旅行・ランニング・映画鑑
賞。基本的に一人行動が好きですが、
ゴルフもします。

が高くて他社でできないと断られた｣｢納
期が間に合わなくて困っている｣、そんな
お客様に対して｢No｣と言わず、常に工
夫し対応してまいりました。お客様に喜

弊社は常に整理整頓を心掛け、清潔感のある職場づくりを徹底しています。工場内の柱や床も代
表自らがペンキで塗装し、きれいで働きやすい空間を保っています。
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東京商工リサーチが厳選する

優良企業とは
「エラベル」
とは

「Aレベルの会社を“選べる”」
というコンセプトで、
地域と人と企業のトライアングルを結ぶ地域密着の優良企業紹介
誌です。
信用調査会社である東京商工リサーチ
（以下TSR）
ならではの目線で選んだ地元の優良企業にスポットを
当てて、
各企業のPRや就職活動のサポートを行うことを目的に平成2年に発刊し、
以降、
毎年発行しています。

2 TSR評点とは

その

企 業 信 用 調 査を通じて会 社の特
徴、業績、財務内容、経営理念などを
取材します。
これらを元に総合的に算
出したのが「ＴＳＲ評点」
（100点満点）
です。大きく
「経営者能力」
「 企業成長
性」
「企業安定性」
「公開性・総合世評」
に分かれ、更に各々の分野で配点が
細かく設定されています。
ＴＳＲが取材
する387万社の中で約１５2万社の企
業に評点を付与しています。
ＴＳＲの
付 与する評 点は中 小 企 業との取 引
をする一つの基 準として金 融 機 関 、
商社、
メーカーなど民間企業から公共
機関まで幅広く利用されています。

TSR評点（100点満点）の内訳
20点

●経営者能力／

資産担保余力や経営姿勢、事業経験から経営者の実力を判断

25点

●成長性／

扱う商品や技術、
サービスの善し悪しを売上高伸長率や利益伸長率で判断

４５点

●安定性／

取引先との関係性や、
トラブル時の対応力などを業歴・自己資本・
経済状況・金融取引・担保余力から判断

１０点

●公開性・総合世評／

対外的な資料公開性があるか、風評などの有無を判断

エラベル掲載企業
本誌では評点５５点以上の会社を掲載しています。約152万社の中でも５５点

1 東京商工リサーチと企業信用調査

その

私たち消費者はコンビニやスーパーなどで商品を買

し、
このため安心して取引できる相手なのかを「知りた

うとき、
クレジットカード決済を除き商品と引き換えに代

い」
というニーズが発生します。
これに答えるのが私たち

金を支払います。

ＴＳＲの行っている
「企業信用調査」
です。

しかし、企業と企業の間での取引は異なります。企業

以上の企業は１２万1，
537社、構成比では7.9％しかありません。今回、
上位7.9％にランクインする優良企業」ということになります。

3 中小企業の魅力

その

ＴＳＲは明治２５年（1892年）創業の日本最古の信

いう特徴があるので、取引のたび支払いを行えば、売る

用調査会社です。現在全国で８1カ所の事業所を構え、

方も買う方も手間がかかります。
そこで、商品を先に納

１，953名の従業員がいます。信用調査などを通じて収

「若いうちから重要な仕事を任される」

め支払いは1か月後などルールを決め、
まとめて払うよう

集した全国の企業データは387万社に及び、
日々蓄積

にするのが一般的です。
アルバイト代もその日払いでは

を続けています。
また平成６年には世界最大の企業情

「自分の働きが会社の成長に直結する」

なく、1か月分を銀行振込という人が多いと思いますが、

報サービスのリーディングカンパニーであるダンアンドブ

それと同じです。

ラッドストリート
（Ｄ＆Ｂ）
と業務提携し、全世界２4０カ

事に売上代金を回収できるかどうかというリスクが存在

国超、4億5,000万件以上の企業情報を提供していま
す。

信用調査って？
調査依頼
報告書

売り手企業

企業信用
調査会社

買い手企業

調査訪問

取引可否判断
取引条件決定 「TSR REPORT」

200 を超える調査項目
・沿革・経営者・役員・株主・事業目的・扱品・取引先・資金状況・財務内容・今後の見通しなど

全国上位7.9％

エラベルで取り上げる企業はその基準をクリアした会社ですから「日本全国の

の取引には、同じ会社と何度も継続的に取引をすると

商品が先で支払いが後という取引では、売り手は無

55点以上
の企業は

就職活動開始当初はどうしても知名度の高い大企業中心に目が行きがちですが、中小企業にも違った魅力があります。

「経営者と同じ目線で仕事ができる」
「地域に密着した仕事ができる」
「特定の部門に特化しないため幅広く仕事を経験できる」
ＴＳＲでは日本国内約１５2万社の企業データベース
を提供しています。
その内訳は、大企業約１万１，
０００
社、上場企業３，866社ですから、中小企業の割合は圧
倒的多数を占めています。
どんな大企業であっても中小
企業の協力なしに製品製造やサービスの提供はできな
いのです。
日本国内の経済を牽引する関東地方には日
本の将来を担うべき中小企業が多数あります。調査を
通してインタビューする経営者には、素晴らしい経営理
念、
ポリシーを持った方が多く存在します。経営者インタ
ビューでは自社の企業特性、
自社の魅力、将来性を中
心に語って頂きました。新型コロナウイルス感染症の拡
大で国内外の経済・社会環境は未曾有の状況となって
いますが、優良企業ガイドもTSR評点55点以上の地元

優良企業のみを掲載しており、本誌掲載企業であれば、
きっとこの困難も乗り越え、将来の日本を支えてくれるこ
とでしょう。
就職すれば人生で一番長い時間を会社で過ごすこと
になります。
日本を代表するような大企業も設立当初は
中小企業からスタートしました。未来の大企業を自分の
力で作れるチャンスも中小企業には秘められています。
地場の中小企業にも優れた会社がたくさんあります。一
度しかない人生で大輪の花を咲かせる会社を見つける。
この本を手にとられるみなさんに中小企業の魅力が伝
わることを願っています。

＊記載しております社数等に関しては2021年10月1日時点で弊
社データベースに登録している情報を基に算出しております。

