PCA 導入事例
日本一のタオル生産量を誇る企業が選んだ
PCAの給与・勤怠管理システム。
中小企業の総務・人事担当者をバックアップできる
PCAのサポート内容への高い評価。

ツバメタオル株式会社
大正2年創業のツバメタオル株式会社は、日本一のタオル生産量を誇る。日本国内で最も
大きなタオル工場を運営しており、日本一の生産量を誇る企業だからこそ徹底した品質
管理と環境への配慮を行っている。同社が給与・勤怠管理の効率化を図るために選んだ
のが『PCA給与X』と『就業管理クロノス』
『テレタイムe』だ。
「タオル業界の中で一番足腰
の強い会社」
（重里会長）
がPCAを選んだ理由、そして効率化の成果について伺った。

導入システム

・PCA 給与 システム A
・テレタイム e（タイムレコーダー）※2

・就業管理クロノス※1
導入の狙い

導入効果

・複雑な勤怠管理を、正確でスムーズに効率化させたい。

・
『PCA給与X』
『テレタイムe』
『就業管理クロノス』の連携・システム
化によって、勤怠管理から給与支払いまでの処理をほぼ自動化。

・限られた人員で対応している社会保険関連の処理を正確に行
いたい。

・
『PCA給与X』の自動アップデートによって制度改正などの改定に
確実に対応。

・管理帳票の管理を簡素化したい。

・
『PCA給与X』
『テレタイムe』のシステム化によって、出力すべき管
理帳票も最小限に。管理そのものをシンプル化。

・中小企業の総務・人事を手助けしてくれるサポートが欲しい。

・サポートセンターやインストラクターによる導入支援によって、
スムーズに操作できる環境を実現。

プロファイル
ツバメタオル株式会社
□本社・本社工場︓〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野7181
□創業︓大正2年7月1日／設立︓昭和37年2月1日
□従業員数︓73名
□資本金︓2,000万円
□主業種︓繊維製品
□業務内容︓タオル・バスタオル等の製造販売
□年間生産量︓20,000,000枚（フェースタオル換算）
□URL:http://www.tsubame-towel.com

□企業理念︓
人と環境に優しいタオルづくり
ツバメタオルは、地球環境と人にやさしい
タオルづくりを推進するために必要な、製
造技術のイノベーション、原料調達面での
エコロジー活動、そしてフェアートレード
の３つの側面において世界のリーディン
グカンパニーであることを目指します。ま
た、高度化した先進国の消費者のニーズに
応え、安心・安全でかつ、幸福感を味わえる
タオル製品を提供し続けてゆきます。

※1）
『就業管理クロノス』、2）
『テレタ
イムe』は、クロノス株式会社の製品
です。

【取材にご協力いただいた皆さま】

導入前の運用と課題
○日本一のタオル生産量を誇
る老舗企業。その給与・勤怠
管理を効率化したい
国内のタオル生産量の47％を占めている
「泉州タオル」。その中でも日本一の生産量
を誇り、中小企業庁主催の「がんばる中小企
業・小規模事業者300社」にも選定されたの
がツバメタオル株式会社だ。同社の年間生
産量は20,000,000枚（フェイスタオル 換
算）。しかも非常に優れた吸収性を持つタオ
ル製品を、環境にとことん配慮して生産して
いる。
日経ものづくり大賞も受賞した同社の高
い品質のタオルだが、それらを実際に作って
いる従業員の数は、パートタイムも含めて約
80名。工場のためシフトは多岐にわたって

ツバメタオル株式会社
代表取締役会長

おり、正社員の場合でも複数の勤務シフト

重里 豊彦 氏

オフコンと手計算で行っていた。

がある。以前はこれらの複雑な勤務管理を、
「オフコンの旧システムは機能が少なく、

ツバメタオル株式会社
総務部 課長
石田 正成 氏

勤怠管理はタイムレコーダーに印字された
データを目で拾って、それを手計算で処理し
ていました。オフコンには何回も入力しなけ
ればならず、その操作を行わなければ計算
にたどり着けなかったんです。そして計算の
都度、出力して確認。その 作業の 繰り返し
で、管理帳票の作成にも時間がかかってい
ました」
（総務部 課長 石田正成氏）

選定のポイント

で行っており、
「 ①給与・勤怠管理にかかる
時間を削減できること」。そして「②少人数の
総務部でも、正確に間違うことなく複雑な
勤怠管理を実行できること」が、ソフト選定
の当初の条件だったという。
この2つの条件をクリアできるソフト、シ
ステムを、PCAを含め3社比較検討した。具
体的な検討に入ると、さらに新たな条件が
加わったと代表取締役会長の重里豊彦氏は
振り返る。
「実際に給与・勤怠管理を担当する社員
は、決してソフトやパソコンに詳しいわけで
はありません。そのようなスキルの社員で
も確実にスムーズに入力操作できることも
重要でした」
（重里氏）
実際に給与・勤怠管理を担当している石
田氏は、PCAの指導や説明の丁寧さが決め
手になったと評価している。
「正直に話すとPCAの導入費用は3社の中
で真ん中。高くはないけれど安くもなかった
んです。ですから価格が決め手とはいえな
いのですが、当時天満橋にあったPCAの大
阪支店に行っていろんな疑問をぶつけてみ
ました。導入した場合、これまでの作業がど
う変わるのかを詳細に教えてもらい、何が
できて何ができないのかもはっきりとわか
りやすく教えてもらいました。他のメーカー
では、便利な機能についてはオプションの
場合も多かったのですが、PCAは標準パッ
ケージの中でできることを具体的に教えて
くれました。その懇切丁寧な説明を聞いて、
PCAを選びました」
（石田氏）

導入後の効果

○勤怠管理の効率化はもちろん、 ○システム化によって管理その
操作のしやすさと指導の充実
ものをシンプルにできた
ぶりでPCAに
同社では現在、
『PCA給与X』と『テレタイ

社内の様子

同社は年間生産量から考えると、決して

ムe（タイムレコーダー）』
『 就業管理クロノ

従業員数が多いわけではない。むしろ少数

ス』によって、次のような給与・勤怠管理を

精鋭で品質の高いタオルを生産している。

行っている。

給与・勤怠管理についても少人数の総務部

①従業員が出社／退社する際に、
『テレタ

ツバメタオル株式会社

イムe』にICカードをかざす。→②『テレタイ
ムe』のデータはそのまま『就業管理クロノ
ス』へ。→③月次で勤怠データを『PCA給与
X』へ取り込み、給与計算。→④給与明細書
入力も自動計算のため、
そのまま出力へ。

○処理時間を2日間も短縮。
社会保険料率改定にも確実
に対応できる安心感
今回のシステム導入によって、給与・勤怠
管理に要する処理時間はかつての4～5日か

仮にデータに修正がある場合は、給与明

ら、1～2日へと大きく短縮した。
「時間短縮」

細書入力から修正が可能だ。当月の給与が

と「確実な処理」という当初の目的は、十分

確定した後は、承認を行うことができ、承認

に果たせたと石田氏は語る。

後の データは修正・削除 が できないため
データの不正な改変を防ぐこともできる。
給与 計算と勤怠管 理 の 連 携 で 、タイムレ
コーダー打刻から給与支払いまでの一連の
処理をシステム化させることに成功した。こ
のシステム化が別の効果も生んでいる。

本社外観

「2、3日もの時間短縮はやはりすごいで
す。その分、他の仕事ができますからね。実
は当社で給与・勤怠管理の入力を行ってい
るのは私一人。勤怠管理以外にも総務・人事
に関する様々な仕事を担当しているので、

以前は様々な帳票の管理にも頭を悩ませ

この大幅な処理時間の短縮化はとても意味

クリストを出力し、最後に給与支払明細書

社員で給与・勤怠管理を行っている場合、給

（石田氏）
ていたが、このシステムを導入したことで、 があります」
同社に限らず、1名あるいはごく少人数の
給与勤怠支給控除一覧表と給与振込チェッ
を出力すれば完了となり、管理そのものを
シンプルにできた。

与計算や勤怠管理だけでなく、制度改正な
どの改定への対応にも注意が必要になる。

テレタイムe（タイムレコーダー）

その点も『PCA給与X』によって業務に安心
感が加わったと語る。

システム概況図

【導入メリット】

【導入指導／サポート体制】

①給与・勤怠管理にかける時
間を約2日間短縮。

導入時のインストラクターによ
る分かりやすい指導と、導入後の
サポートセンターの丁寧な案内
によって業務をサポート。

②PCAのサポートによって、
限られた人員でも確実な給
与・社会保険処理ができる。

勤怠管理と給与計算の連携・システム化によって処理を自動化
テレタイムe

（タイムレコーダー）

【システム化メリット】
従業員は出勤／退勤時にICカード
をかざすだけで、正確な勤怠管理
が可能。

就業管理

クロノス

PCA

給与

給与支払明細書

【システム化メリット】
出力が必要な管理帳票を減らすこ
とで、管理そのものをシンプル化。

【システム化メリット】
働き方がより多様化・複雑化するこれからの企業
において、業務をスムーズに遂行できる環境に。

ツバメタオル株式会社

※3)『 自動アップデート機能』
（環境・
設定により動作が異なります)

ツバメタオルの生産工場は国内最大
規模を誇り、オーガニックコットンタ
オルの生産量日本一です。そしてタオ
ルの生産量も日本一となっています。

「以前の旧システムでは制度改正の対応に

ようにしてもらいました。最初は慣れるまで

いちいちCD-ROMをインストールしていた

に時間がかかると想像していましたが、順

のですが、現在『PCA給与X』では、更新プロ

当に混乱なく導入・操作できました。導入し

グラムがあるとソフト起動時にメッセージ

て約2年ですが、この間一度もトラブルなく

が表示される※3 ので、その指示通りにして

スムーズに利用しています。当社の様な中

いれば間違いありません。マイナンバーがよ

小企業の場合、総務・人事の担当者に任され

い例ですが、あのような大きな変化に対応

ている仕事は想像以上にあります。また人

するのは1名では大変です。しかしPCAに

事管理についてはマイナンバーやストレス

よってそのような変化にも対応できるのは

チェックなど、毎年変化が伴います。人員を

心強いです」
（石田氏）

割けない分、ソフトやシステム、そしてソフ

同社では他にも社員の入社から退職まで

トウェアメーカーのサポートによってこれら

における個人管理機能全般や、部署管理お

の業務を部分的でもカバーできることは、こ

よび役職管理など、
『 PCA給与X』の機能を

れからますます重要になっていく点ではな

上手に業務へ取り組み運用している。

いでしょうか」
（重里氏）

○中小企業の総務・人事担当者
を助けられるサポート内容
同社と同様に、中小企業における総務・人

今後の課題と展望
泉州タオルの立役者でもある重里氏は、

事をサポートできるソフトとして、PCAには

ものづくりや地方経済の活性化について大

ある強みがあると石田氏は評価している。

学での講演やテレビ出演なども行っている

それはサポートや導入支援における指導内

人物だ。これからの時代は複雑で多様な働

容の高さだと語る。

き方が広がり、ソフトウェアそのものも、よ

「例えばサポートセンターはいつ電話して

り高い対応能力が求められるだろうと語る。

も丁寧に教えてくれます。PCAの営業社員

「瀬戸内海に面した地域でもあるため、泉

もよくこちらの声を聞いてくれます。また当

州タオルは世界一厳しい環境基準を設定し

社では『PCA給与X』
『テレタイムe』
『就業管

て、高い品質のタオルを生産しています。当

理クロノス』の導入をスムーズに成功させる

社では徹底的に体に安全な素材を使ったタ

ため、複数回にわたって有償の導入指導を

オルを開発・販売しています。これからもコ

受けました。そのときのインストラクターの

ストを上げずに競争力を上げていくために

指導が大変わかりやすくとても頑張ってく

は、合理化・効率化は必要です。そのような

れました。これらの対応についても満足して

中小企業の願いをカバーしてくれるような

います」
（石田氏）

ソフト作りを、今後もPCAに期待したいで

重里会長も同様の感想を抱いている。

す」
（重里氏）

「今回のシステム導入は当社にとって、こ
ツバメタオル株式会社 HP
http://www.tsubame-towel.com

れまでの勤怠管理を数十年ぶりに変更する
大きなチャレンジでした。そのためインスト
ラクターにも来てもらい確実に操作できる
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