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■従業員数 132人(男性99人 女性33人 女性比23.3%)

■勤続年数 男性23.4年 女性17.8年 男女差5.6年

■平均年齢 男性47.9歳 女性43.0歳

■管理職男女比率 男性 89.5% 女性 10.5%(2人)





















最新資料













包装資材販売課 ＊画像はイメージです



＊画像はイメージです
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社員の採用・異動・
退職管理

評価制度の運用 就業規則の改廃 勤怠管理 社員教育

健康経営 労働災害・交通事故
未然防止

資産管理 保険代理店 情報発信

総務課



売掛金入金 買掛金突合・支払 入出金管理 給与支払 税金支払

資金繰り
金融財産管理

財務諸表作成 決算業務 与信管理 顧客データ
売上・在庫データ管理

経理課





残業(時間外労働)削減
※管理職を含む

2019年 16.1時間
↓月▲1.8時間

2020年 14.3時間

有給休暇取得向上
2019年 15.2日(80.1%)

↓＋0.7日
2020年 15.9日(82.8%)

有給休暇取得
2019年(法定)5日未満0

(自主)7日未満1

2020年(法定)5日未満0

(自主)7日未満0

年間実労働時間
2019年 2,088時間

↓▲27時間
2020年 2,061時間

育児休暇取得
男性/女性取得(対象)

2019年 0(0)/0(0)

2020年 0(1)/0(0)

2021年 1(1)/0(0)

女性活躍 2019⇒2021.4

営業 7%3人⇒11%6人
技術 4%1人⇒11%3人
管理職 4%1人⇒11%2人

女性比:23%

過重労働時間対策
月42時間/年320時間以上
2019 月1.92人/年15人
2020 月0.5人/年5人



▶ストレスチェック
集団分析の実施
※母数10人以上の集団
比較。本人特定を回避

2020コロナ影響で外勤スタッ
フのストレス増大

▶感染症対策 2020

インフルエンザ予防接種費用の会社
負担。勤務時間内接種。
▶特別有給休暇
会社が定める感染症発症に罹患した
とき(本人、同居家族) 5日

▶産業医の先生としっ
かり連携

▶健康診断
法令に基づく
＋希望者に対する
追加健診（ガン等）



介護休暇の拡充
・職場を一時的に離れやすい仕組み
(例)介護事業所に付き添う
日中、ちょっと家に戻る

介護休暇の拡充





■ 募集職種

管理本部「経営管理」

財務・経理、総務・労務、グループ経営統括管理

営業

『ネットワーク&オフィス』『産業資材』

システムエンジニア（SE）・プログラマー（PG)

ソフトウエア開発、システム構築

カスタマエンジニア（CE）

デジタル機器及びネットワーク設定・構築と保守

よりエントリー下さい。※ 期限：8月9日(月)

新卒者の方



■ 選考会（選考日時と提出書類）

一次選考 ８月11日(水) 、８月12日(木)
(２日から選択)    【 筆記試験(適性検査)、 面接】
《応募書類(①履歴書②卒業(見込)証明書③成績証明書④個人情報同意書)

の４点を当日持ってきてください》
※間に合わない場合はご相談ください。

二次選考 ８月24日(火) 、８月25日(水)
(２日から選択) 【 筆記試験(作文)、 役員面接】

面接重視・対話重視

9時00分～
12時00分

9時00分～
12時00分

9時00分～
12時00分

9時00分～
12時00分

新卒者の方

このスライドは、オビサンホームページに掲載していますので、ご確認ください。 オビサン



■ 募集職種

事務機器の販売

包装資材の販売

当社開発オリジナルソフトウェアの販売・サポート

文房具・事務用品の販売

事務機器の保守・サポート

オフィスデザイナー

ソフト開発員(経験者)

損害保険・生命保険の募集活動

本社 庄内支店
事務機器の販売

文房具・事務用品の販売

ハローワーク の紹介状を貰い、応募書類を送付ください※ ８月12日(木)必着 。

一般求職者の方



■ 選考会（応募書類とお願い）

書類選考後、個別に連絡させて頂きます

《応募書類(①履歴書②職務経歴書③ﾊﾛｰﾜｰｸからの紹介状④個人情報同意書)

の４点を8月12日(木)必着にて郵送ください》
※ 間に合わない場合はご相談ください。

《お手数ですが、「①お名前(カナ)」「②性別」「③生年月日」を
recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp

までご連絡下さい(8月12日(木)12時まで)》
(適性検査申込みに必要な為)

一般求職者の方

このスライドは、オビサンホームページに掲載していますので、ご確認ください。 オビサン



■ 選考会（選考日時）

一次選考 ８月18日(水) 、８月19日(木)
(２日から選択)    【 筆記試験(適性検査)、 面接】

二次選考 ８月24日(火) 、８月25日(水)
(２日から選択) 【 筆記試験(作文)、 役員面接】

面接重視・対話重視

9時00分～
12時00分

9時00分～
12時00分

13時00分～
16時00分

9時00分～
12時00分

一般求職者の方

※ご都合が合わない方は、ご相談ください。



代表取締役社長
小嶋寛之

求める人物像

１．自己コントロールのできる人：
⇒最終的には、組織を先導できるリーダーを求めます。
リーダーシップとは組織をコントロールすることであり、
他の人の心を動かす必要があります。

それには、自分自身のコントロールが大前提です。

２．新しいことにチャレンジする好奇心、とことん知り
たがる探究心のある人
⇒限界を決めつけてはなりません。「頭の中のホワイト
ボード」は拡張可能で容量無限大です。

３．周りの人と良好な関係を構築できる人

⇒ それは、楽しく会話ができることです！
面接にて楽しくお話できることを楽しみにしています。





本日はご参加
有難うございました。


