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<知的資産経営報告書とは？＞
知的資産とは、バランスシートに記載されていない
無形資産のことです。その知的資産を活用した
企業価値向上に向けた活動を、目に見える形で解
り易く伝えるために作成した書類です。
（詳細は、10．あとがき に記載しています）

＜表紙写真の説明＞

２０１３年１２月に当社が施工した徳島市立体育館
のクリスマスイルミネーションの様子。

このクリスマスイルミネーションは毎年恒例行事と
してご好評頂き、徳島市長も毎年、点灯式に参加し
ています。
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１．ご挨拶

２０１４年３月

代表取締役 乾 繁

－１－

弊社は、2009年に日亜化学工業社製LEDを使用した商品に、特化した機器を販売するべく、
株式会社イヌイを設立致しました。

その背景として、私は、2006年に国立大学法人徳島大学内に於いて、産学官連携を行っ
ている医療機器の研究開発グループのお誘いにより、徳島県・徳島の工学との出会いが始
まりました。既知の通り、徳島県には世界に誇るLED素子メーカーの所在地であり、徳島で
工学に携わっていると、少なからずLEDに触れる機会が御座いました。

最新LED技術は数少ない、日本発の世界に誇れる技術であり、地球規模での電力事情を
大きく改善し、地球温暖化対策に大いに貢献出来る事業であると確信し、 LED製品を取り扱
う事業を始めました。またこのことは、徳島を第2の故郷と思う私にとって、徳島に少しでも貢
献することに繋がればと考えております。

残念ながら2011年3月11日に東日本大震災が発生し、日本の電力事情と共に、日本国民
の省電力に対する意識が大きく変わりました。
そのような環境の中、弊社のキーワードである「本物のもつ力」として、最高品質のLEDが持
つ性能を最大限に引き出し、日本の枠を超え、地球住民として、本当の意味で環境に配慮し
た、商品をご提供し続けることで、微力ながら少しでもそのお役に立てればと考えております。

また、水産事業においても「本物のもつ力」という考え方は同じで、海外産、特にアジア諸
国で畜養された冷凍まぐろが、築地をはじめとする全国の市場で大半を占め、食の不安が
語られる中、天然のまぐろが持つ美味しさと、冷凍では味わえない鮮度を和歌山県南紀勝
浦漁港より店舗に直送することによって、通常の販売ルートでは実現不可能な鮮度のまぐろ
をご提供しております。

社歴も浅く、また複数の事業を取り扱うこともあり、社内に備わっている全ての資産を認識し、
効率よく組み立てる、いわゆる「知的資産」の発掘・応用を行いました。
知的資産という言葉は、まだ余り普及してないようですが、従来からの決算書等に記載され
る「資産」とは異なり、普段では見えにくい当社の経営資源を可視化し、（知識・ノウハウ・技
術力・人脈・フットワーク・ブランド力・経営理念・顧客とのネットワークなど、財務諸表では見
えない経営資源をわかりやすい形で可視化し、取引先様・関連企業様・社内で、当社のロー
ドマップに関する認識の共有化を図ることを目的とし、
作成したものです。
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（１）経営理念

1．「本物がもつ力」と、高い知識と技術のSynergy（シナジー）効果
を以て、世の中に必要とされる商品をご提供していく。

2．Ecology（エコロジー）・Economy（エコノミー）の意識を常に持った
商品を提供することにより、社会に貢献していく。

3．Endlessの挑戦と熱意を持って、会社と個人の夢を実現する。

（２）行動指針

一、私達は、考え、悩み、幸せを共有することにより、成長します。

二、私達は、「和」を以て、地球全体の一員として日々努力します。

三、私達は、お客様に「ありがとう」と行って貰えるよう努力します。

２．経営哲学

－２－

本物がもつ力はとても偉大で、偽物が肩を並べようとすると、１００の言葉
と説明を以てしても難しい。

本物と高い技術を融合させることによって、あらゆるニーズにしっかりと応
答できる商品を生むことが出来る。

Eco2 ：Ecology（生態環境）×Economy（節約）は、これからの地球にとって

非常に重要なテーマである。この軸がブレない限り、世界中で必要とされ
る生産活動を存続することが出来る。
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（１）会社の沿革

期
間

年 度 出 来 事 知的資産との関係

創
業

準
備
期

1989年
～1993年

ＩＴ関連企業でＳＥとして勤務 ・ＩＴ知識を習得

・工学の見識を深める
・ＬＥＤ基礎知識を得る
・ＬＥＤ駆動ノウハウを習得

2006年 9月
国立大学法人徳島大学に学術研究員として研究に
従事する。

2008年 4月
～2011年 3月

国立大学法人徳島大学大学院博士後期課程に入学
し更に見識を深める。
（2009年7月～2011年3月の間は、大学院で学びなが
ら起業して事業も行っていた）

創

業

期

2009年 7月
株式会社イヌイを設立
ＬＥＤ関連事業として、日亜化学工業製ＬＥＤ製品の
販売を開始する。

・マグロ居酒屋も開店以来5年目を迎
え、店舗運営ノウハウも蓄積されて
きた。

・太陽光発電システムの設計施工のノ
ウハウを取得

・ＬＥＤイルミネーションの設置ノウハ
ウを習得

・ＬＦＤ植物栽培ノウハウを習得

・とくしまＬＥＤテクノフェローの称号を
付与され、ＬＥＤ技術者のスペシャリ
ストの一員となる

・当社調光制御システムに対する評
価高く、それが2件の受注に繋がる

2009年 9月 まぐろ居酒屋「匠のまぐろ」開店準備開始。

2009年10月 大阪事務所を設置する。

2009年11月 まぐろ居酒屋「匠のまぐろ」をオープン。

2009年12月 徳島事務所を設置する。

2010年 4月
2012年 10月

太陽光発電システムの取扱いを開始する。
太陽光発電システムの施工業者資格を取得する。

2010年 5月
徳島県より「ＬＥＤすだちくん」キャラクターの使用認
可を取得する。

2010年 5月
光環境デザイン株式会社の取扱代理店になり、
ＬＥＤイルミネーション関連商品のレンタルを開始する。

2010年 5月
ＬＥＤ植物栽培の研究を始める。
株式会社シナジーテックの販売店となり、
ＬＥＤ植物栽培システムの販売を開始する。

2011年 2月 徳島営業所を阿南市に移転する。

2011年 3月
国立大学法人徳島大学大学院博士後期課程を卒業
し工学博士号を付与される。

2012年 3月

徳島県より「とくしまＬＥＤテクノフェロー」の称号を付
与される。
「しげるちゃん」ブランドの自社製卓上型水耕栽培ユ

ニットを開発し、販売開始

2012年 7月
2013年 5月

ＬＥＤ照明の当社独自の調光制御システムを開発
同システムを採用した工事受注（2件）

≪今後の予定≫

将
来

2014年～ 照明デザイナーとの連携 コアコンピタンスの拡充を目標とする

～2020年 まぐろ居酒屋「匠のまぐろ」を計3店舗まで拡大

－３－

３．事業概要
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３．事業概要

（２）事業内容

－４－

事業名
（製品・サービス名）

特徴 主要顧客（現状）と
ターゲット顧客（将来）

売上
比率

①ＬＥＤ事業
オーダーメイド型
LED照明調光制御
システム
事業開始時期：2013年～

・当社開発の独自調光制御システムは、既
存システムに比べ、低コスト・短工期・省
エネルギーという特徴がある。
（既存照明の改装時に特に効果大）

結婚式場
ホテル
各種宴会場

等、大型調光システムの
有する施設様

３０％

＜①当社独自調光制御システムを組込んだ照明設備＞
（2013年施工）
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＜①当社独自調光制御システムを組込んだ照明設備＞
（2012年施工）

＜①当社独自調光制御システムを組込んだ照明設備＞
（2012年施工）

＜①当社独自調光制御システムを組込んだ照明設備＞
（2012年施工）

＜①当社独自調光制御システムを組込んだ照明設備＞
（2012年施工）

＜①当社独自調光制御システムを組込んだ照明設備＞
（2012年施工）



３．事業概要

（２）事業内容

－５－

事業名
（製品・サービス名）

特徴 主要顧客（現状）と
ターゲット顧客（将来）

売上
比率

②ＬＥＤ事業
工場用照明関係
一般照明関係
事業開始時期：2009年～

・非常に明るいLEDを使用した照明器機を、
大型から小型までラインナップ。
・工場の場合、使用環境に応じた商品のご
提案を、コンピュータによる照度シミュ
レーション等も行いながらご提案出来る。

各種工場
大・小倉庫
一般事務所

５％

＜②自社施工の工場照明（上）(左下）及び会議室照明（下）のLED化＞＜②自社施工のヤナセピット内照明設備＞
（2012年施工）

③ＬＥＤニッチ製品事業
大型イルミネーション関係
高演色性LED製品関係
車載型照明関係

事業開始時期：2010年～

・東京ドーム・ヴィーナスフォートといった大
型商用施設から市立体育館、一般家庭
に至るまでのイルミネーションの期間レン
タルを行う。
・高演色性のLED素子を用いた商品を展開。
食品市場や、ブティックのような素材の色
の再現性がほしいシーンでの活用が出
来る。
※高演色性LEDとは？
食材等素材を鮮やかに演出する照明
（例 まぐろの赤を鮮明に見せる等）
・広告・宣伝カーの照明
バッテリーの消費電力を抑えながら
高効率で照明を使用できるので、マイク・
スピーカーの電力に余裕が出来る。

大型商用施設
商店街組合
公的施設管理団体
一般家庭
一般商業施設
（飲食・物販店舗）
政治団体

１０％
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３．事業概要

（２）事業内容

－６－

＜③自社施工の選挙カー照明のLED化＞

＜③シナジーテック（株）製造・施工の
東京ドームのLED製イルミネーション＞

事業名
（製品・サービス名）

特徴 主要顧客（現状）と
ターゲット顧客（将来）

売上
比率

④ＬＥＤ事業
水耕栽培用照明関係

事業開始時期：2010年～

・植物の育成に必要な波長を有したLEDの
選定から育成法案に至るまでを研究し、
ノウハウを蓄積。
東京大学・京都大学等の研究室から一
般家庭まで広く採用されている。

大型植物工場
一般商業施設
飲食店
一般家庭

５％

④上掲の大型・中型水耕栽培ユニットは（株）シナジーテック社製であ
る。当社は（株）シナジーテック社製品の販売代理店になっている。

④「しげるちゃん」 ブランドの自社製
卓上型水耕栽培ユニット

⑤水産事業
飲食店運営
事業開始時期：2009年～

・南紀勝浦産の天然まぐろを軸として、季
節の旬もの魚介類をリーズナブルな価格
で提供している。

一般顧客 ５０％

＜⑤和歌山県南紀勝浦漁港に水揚げされたまぐろ＞ ＜⑤直営の海鮮居酒屋「匠のまぐろ」＞
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＜③高演色LEDも搭載可能な照明器具＞



４．市場環境

－７－

出典：経済産業省

家
庭
に
お
け
る
消
費
電
力
量

出所：資源エネルギー庁 平成21年度 民生部門エネルギー消費実態調査（有効回答
10,040件）および器機の使用に関する補足調査(1,448件）より日本エネルギー
経済研究所が試算（注：エアコンは2009年の冷夏・暖冬の影響を含む）。

発光効率の推移

理論的には、
200～300lm/Wも可能

○ 白熱電球から１２０年、蛍
光ランプから６０年。２１世
紀の明かりとして、LEDが
登場。

○ LEDの発光効率は、近年、
飛躍的に向上し、白熱電
球の６倍、蛍光ランプの
１．３倍。
（※現在照明の大部分を占めて
いる蛍光ランプの２倍以上の発
光効率も将来的には実現可能
であり、
その場合、
消費電力量を現在の半分以下
に抑えることが出来る。）

○ LEDは発熱量が少ないと
いう特徴も有しており、空
調の効率化による節電に
寄与。

（１）家庭における総消費電力量に占める照明器具の割合及び
LED照明による省エネ効果
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①家庭における総消費電力量に占める照明器具の割合

○ 照明器具の消費電力量
は、エアコン、冷蔵庫に次
いで、家庭全体の１．５割
近くを占める。
省エネ性能の向上は、

家庭部門のCO2排出量削
減において、極めて重要。

上掲の文章は２０１２年１１
月経産省の商務情報政策局
のレポート
「ＬＥＤ産業を取り巻く現状」
に記載されたものです。

右のグラフからもそのことは
読み取れます。

②LED照明による省エネ効果

出典：経済産業省

上掲の文章も同じ２０１２年１１月の経産省の商務情報政策局のレポートに記載されたもの
です。
国としても、省エネのために照明器具のＬＥＤ化を推進しようとしていることが読み取れます。

（※「４．市場環境」のページ以降はＬＥＤ事業を主体に記載します。）



４．市場環境

－８－

出典：経済産業省

○ 「新成長戦略（基本方針）」（平成２１年１２月３０日閣議決定）で、２０２０年
までのLEDや有機ELなどの次世代照明の１００％化の実現の方針が示さ
れる。

○ 「新成長戦略」（平成２２年６月１８日閣議決定）、「エネルギー基本計画」
（平成２２年６月１８日閣議決定）で、グリーン・イノベーションによる環境・
エネルギー大国戦略の柱の一つとして、高効率次世代照明（LED照明、有
機EL照明）を２０２０年までにフローで１００％、２０３０年までにストックで
１００％普及させる目標を掲げる。

○ 「日本再生戦略」（平成２４年７月３１日閣僚決定）で、２０２０年までに、公
的設備・施設のLED等高効率照明の導入率１００％達成の方針が示される。

（２）国による照明の省エネルギー政策
（新成長戦略・エネルギー基本計画・日本再生戦略）

成長戦略実行計画（工程表）

業
務
・
家
庭

※コジェネ：熱電併給

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

早期実施事項
(2010年度に実施する事項)

都市鉱山のリサイクル等の循環型社会づくりの推進のための規制・制度改革や技術開発支援等の総合的施策の推進

定期的なトップランナー基準の強化、対象品目の拡大

エコ家電等の省エネ製品やエコ住宅の普及促進のための措置

住宅・建築物のネット･ゼロ･エネルギー/ゼロエミッション化に向けた、省エネ基準適合の段
階的義務化、省エネ基準の見直し、達成率向上に向けた執行強化、既存住宅･建築物の省
エネ化促進、省エネ性能を評価するラベリング制度の構築等の実施

低炭素都市づくりガイド ライ
ン等の策定・普及 「緑の都市化」と都市･地域構造の低炭素化等に向けた制度の構築、取組の推進

エネルギー消費量や温室効果ガス排出量の「見える化」に関する仕組みの構築、各家庭に対してCO２削減のための具体的
アドバイスを行う「環境コンシェルジュ」の育成

国内クレジットやオフセット・クレジットの拡充・支援による中小企業等の低炭素投資促進 (ヒートポンプ・コジェネ等の導入)

省エネ基準の適合義
務化について、対象、
時期等の 検討

・ZEH (ﾈｯﾄｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰ/ｾﾞﾛ
ｴﾐｯｼｮﾝ ﾊｳｽ) を標準的な新
築住宅とし、既築住宅の省ｴﾈ
ﾘﾌｫｰﾑを現在の2倍程度まで
増加させる、新築公共建築物
等でZEB (ﾈｯﾄｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰ/
ｾﾞﾛｴﾐｯ ｼｮﾝﾋﾞﾙ) を実現する

・LED (発光ダイオード)
や有機 EL (エレクトロル
ミネセンス) など高効率
次世代照明を、フ ロー
で100％普及させる

・家庭用高効率給湯器を、
単身世帯を除くほぼ全
世帯相当 に普及させる
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出典：経済産業省

国では次に記載するように、照明の省エネルギーに関して、年を追うごとに詳細・具体的
な方針・目標を掲げ、照明のＬＥＤ化等を推進しようとしています。

更に照明のＬＥＤ化等の推進を確実なものとすべく、次のような実行計画も策定・公表して
います。



４．市場環境

－９－

（出典：経済産業省）

※社会がＬＥＤ照明に求める機能は、照明としての基本性能（省エネ性能、演色性、寿命等）か
ら始まり、普及につれて、更に高付加価値のブランド性やネットワーク対応等のシステムと
しての機能へと高次化していくものと考えられる。

※我が国では、ＬＥＤ照明が照明市場の中核を形成しつつ急速に普及。デザインにも優れた商
品が登場し始め、ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳ等の認知度も上昇している。

※今後、基本機能面での競争激化と共に、ブランド性やシステム機能面での競争がより早期
に生じる可能性がある。
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（３）照明器具の国内市場動向

照明器具の市場規模は国内だけでも右グ
ラフのように大きく、なおかつＬＥＤ器具の比
率は急激に増加しています。
前述のように国の「エネルギー基本計画」
（平成22年６月閣議決定）でも、高効率次世
代照明（ＬＥＤ、有機ＥＬ）を2020年までにフ
ローで１００％、2030年までにストックで１００
％普及させる目標を掲げています。
この目標は東日本大震災の前年に策定され
たものであるが、震災後は下の普及イメージ
図のように、普及が加速されるものと思われ
ます。 （出典：経済産業省）

（４）日本市場におけるＬＥＤ照明 普及のイメージ
日本市場においては、震災の発生に伴い、ＬＥＤ照明の普及は10年早まると想定されます。

（出典：経済産業省）

（５）このような市場環境に対しての当社としての取り組み
・国の成長戦略にLED・EL化が組み込まれ、市場規模が急激に拡大する機会を、顧客ニーズに
応じた提案を行うことによりしっかりと捉えていきたい。
・国や地方自治体の助成金・補助金事業への対応実績も各種あるので、補助金申請のサポート
も積極的に行いたい。
・経産省見解にもあるように、デザイン面・システム機能面で差別優位性を確立できるように努
めたい。具体的には、デザイン面ではデザイナーとの連携、システム機能面では開発済みの
調光制御システムの信かに取り組みたい。



５．自社の強み・優位性（知的資産）

－１０－
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当社の社歴は浅いですが、創業準備期も含めて差別優位性の確立に努めてき
た結果、主な知的資産として次のような６項目が蓄積されています。

（１）高水準のＬＥＤ知識・開発力（人的資産）
（２）高いＩＴ知識（人的資産）
（３）小回りがきき且つ高い経営の自由度（構造資産）
（４）ＬＥＤ最新技術情報と最新のＬＥＤ素子を入手可能（関係資産）
（５）多くの連携企業・連携者の存在（関係資産）
（６）業界に留まらない豊富な人脈（関係資産）

（１）高水準のＬＥＤ知識・開発力（人的資産）

（２）高いＩＴ知識（人的資産）

これらの知的資産について以下詳述します。
また、人的資産・構造資産・関係資産の分類について、次ページ下部に記載しています。

①高水準のＬＥＤ知識
代表取締役はLEDを軸とした研究が盛んに行われている、徳島大学大学院ソシオテクノサイ
エンス研究部ドクターコースを卒業しており、また徳島県主催のLEDテクノフェロー養成講座も
卒業して、「とくしまLEDテクノフェロー」の称号を付与されています。このように高水準の知識は
公的な資格として認定されています。更に現在もその知識の研鑽を重ねるべく、１５回/年位徳
島大学を訪ね、研究会参加・意見交換・情報収集を行っています。
②高水準の開発力
高水準のＬＥＤ知識を基盤として、
・２０１０年：卓上型水耕栽培ユニット開発

（ブランド名「しげるちゃん」）
・２０１３年：独自調光制御システム開発
という実績を残している。これらは独創性があり、
両商品とも特許申請準備中です。

＜「しげるちゃん」＞

＜自社のホームページのTopページ＞

代表取締役は創業準備期に４年間システムエンジ
ニアの経験があり、ＩＴ知識が豊富です。
その知識を活かし自社ホームページ等も自作して
います。過去の実績としての大規模生産管理システ
ムや販売管理システム制作の経験を応用し、IT

（ information technology）を駆使したインターネット
販売システムの基幹部分を自社で構築済みです。
今後ＷＥＢ運用に取り組む予定です。

他に原価管理システム構築やブログ等による情報
発信も自作で計画中です。

＜「調光対応型LED」＞



５．自社の強み・優位性（知的資産）

－１１－

人的資産 従業員が退職時に一緒に持ち出す資産

例） イノベーション能力、想像力、ノウハウ、経験、柔軟性、学習能力、モチベーション等

構造資産 従業員の退職時に企業内に残留する資産

例） 組織の柔軟性、データベース、文化、システム、手続き、文書サービス等

関係資産 企業の対外的関係に付随したすべての資産

例） イメージ、顧客ロイヤリティ、顧客満足度、供給業者との関係、金融機関への交渉力等

人的資産

知
的
資
産
の
３
分
類
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（３）小回りが利き且つ高い経営の自由度（構造資産）

当社は創業まもない小規模なベンチャー企業である。ベンチャー企業で
は一般的にみられるように当社も知名度・財務基盤等でハンディがあります。
しかしその代り経営の自由度が高くかつ小回りが利くという強みもあります。
特に多くの企業から、気軽に声をかけてもらえるよう、問い合わせや相談
があった場合、可能な限りお客様のもとに出向くように心がけていて、リピ
ートの問い合わせ・相談が増加しつつあります。

（４）ＬＥＤ最新技術情報と最新のＬＥＤ素子を入手可能
（関係資産）

＜最新LED素子＞

徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部には、現
在も研究室を持っており、月に1回以上の頻度で、最新技術
情報を伴うミーティングを行っています。
また、徳島営業所には、地元の大手LEDメーカー営業マン
の訪問によって、最新LED素子の開発状況の説明やサンプ
ルの提供があり、最新のLEDを使用した商品開発が他社に
比べてスピーディーに行えます。

（５）多くの連携企業・連携者
の存在（関係資産）

（６）業界に留まらない豊富
な人脈（関係資産）

ファブレス企業である当社にとって、連携は命綱
です。そのため創業時より良好な連携関係の構築
に努めてきました。その結果次のような主な連携関
係が構築できました。
・光環境デザイン（株）
：イルミネーション技術に優れた企業
（同社の取扱代理店）

・（株）シナジーテック
：ＬＥＤ水耕栽培・イルミネーション技術に優れた企業
（同社の販売代理店）

・施工業者：高い技術の施工会社多い。
・弁理士 ：知財について親身な支援を受けている。

代表取締役が積極的に対外活動に参加
していることもあり、多方面に人的ネット
ワークが構築されている。

異業種交流会としての例：
・徳島ＧＥＮＫＩの会
・知恵の輪
・倶楽部光輪



６．これからの事業展開

（１）クロスＳＷＯＴ分析
①クロスＳＷＯＴ分析より導き出される戦略Ⅰ～Ⅳ

【 クロスＳＷＯＴ分析 】

②戦略Ⅰ～Ⅳより導き出される将来戦略

≪強 み≫ ≪弱 み≫

【人的資産】
①高水準のＬＥＤ知識がある。
②ＬＥＤ関連商品の開発力がある。
（調光の独自制御システム開発済み）

③ＩＴ知識も高い。

【構造資産】
④経営の自由度が高い。

【関係資産】
⑤ＬＥＤ最新技術情報を入手できる。
⑥最新のＬＥＤ素子を入手可能
⑦多くの連携企業・連携者（弁理士等）
の存在

⑧業界に留まらない人脈がある。

【人的資産】
①営業・技術の人材不足

【構造資産】
②照明関連のデザイン力不足
③販売チャンネルが少ない。

【関係資産】
④知名度が低い。
⑤メガバンクとの付き合いが薄い。

≪

機

会≫

【マクロ環境】
㋑少子・高齢化・人口減少社会
㋺省エネ意識の高まり（電力料金は
益々上昇するので節電ニーズは高い）
㋩外国人観光客増加傾向（ホテル需要増）

【ミクロ環境】
㋥震災以降「ＬＥＤ」の知名度が向上してい
る。かつ応用範囲が広い。
㋭ＬＥＤの価格が低下し普及が見込める。
㋬ホテル等で採用している大型調光が必
要な制御システムは高価である。
㋣水耕栽培の興味は高い。

強みを活かし、機会をものにする戦略
（方法）・・・・・・・・・・・・・・・・・・戦略Ⅰ

≪

脅

威≫

【マクロ環境】
㋑各種製品で中国・韓国の市場参入・価格
破壊

【ミクロ環境】
㋺大手メーカーが、中国製・韓国製のＬＥＤ
半製品を使用しコストダウンを始めた。
㋩大手メーカー中小販売店もＬＥＤ販売に
力を入れている。

－１２－

強みを活かし、脅威の影響を受けな
いようにする戦略（方法）・・・戦略Ⅱ

弱みを克服し、脅威の影響を受けな
いようにする戦略（方法）・・・戦略Ⅳ

弱みを克服し、機会を逃さないよう
にする戦略（方法）・・・・・・戦略Ⅲ

（イ）調光の独自制御システムを活用した顧客のニーズにマッチする省エネ型ＬＥＤオーダー
メイド照明設備を開発し、リーズナブルな価格で提供する

（ロ） LEDを使用した水耕栽培ユニットの開発・販売

内部環境

外部環境

① 顧客開拓力のある営業マンを
獲得または養成し、顧客ニーズ
の把握と、マッチさせる商品開
発を行い、ニッチなオーダーメ
イド市場を開拓する。
（①×㋺）

① 顧客のニーズにマッチするオーダー
メイド型の独自商品開発を行い、安
価・標準品との差別化を図る。
（①、②×㋑、㋺、㋩）

① 安価・標準品市場には参加し
ない。 （①、③×㋑、㋺）

① 調光の独自制御システムを活用した
省エネ型ＬＥＤオーダーメイド照明設
備を開発し、
リーズナブルな価格で提供する。
（①、②×㋺、㋩、㋭、㋬）

② LEDを使用した水耕栽培ユニットの
開発・販売
（①、②×㋣）
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６．これからの事業展開

①将来の経営戦略
経営理念・経営者の想い及び前頁の経営戦略を総合して、将来の経営戦略を次のようにする。

－１３－

経営理念

ＳＷＯＴ分析よりの
経営戦略 社長の想い

【将来の経営戦略】

②将来の経営戦略を実現するため
の重要成功要因

③重要成功要因を達成するために
獲得・補強すべき主な知的資産

（イ）調光の独自制御システムを活用した顧客のニーズにマッチする省エネ型ＬＥＤオーダーメイド
照明設備を開発し、リーズナブルな価格で提供

（ロ） LEDを使用した高性能水耕栽培ユニットの開発・提供

1．「本物がもつ力」と、高い知識と技術のシナジー
効果を以て、世の中に必要とされる商品をご提供していく

2．エコロジー・エコノミーの意識を常に持った
商品を提供することにより、社会に貢献していく

3．エンドレスの挑戦と熱意を持って、会社と個人の夢を実現する

（イ）調光の独自制御システムを活用
した顧客のニーズにマッチする省エネ型
ＬＥＤオーダーメイド照明設備を開発し、
リーズナブルな価格で提供する
（ロ） LEDを使用した水耕栽培ユニットの開発・販売

ＫＰＩ
現状

（２０１３年６月時点）
将来

（２０１８年６月期目標）

売上高
ＬＥＤ事業：１
水産事業：１

ＬＥＤ事業：４
水産事業：２

事業（売上）比率
ＬＥＤ事業：５０％
水産事業：５０％

ＬＥＤ事業：６４％
水産事業：３６％

元請比率 ９０％ ９０％

施工マニュアルの作成 なし 標準作業部分のみ作成

ネット販売システム構築 基幹部構築済み WEB運用

原価管理システム構築 仕入・外注部分のみ完了 完全構築

提案営業マニュアルの作成
タブレットPC等を使用することにより、ルーチ
ン作業は遂行可

色々な顧客ニーズに対応できるマニュアルを作
成する為のマトリックス因子を抽出

重要成功要因”とは、経営戦略を達成する上で重要な影響を与える要因のことで、重点管理項目と言えます

（３）ＫＰＩ（重要業績評価指標）：将来の経営目標を達成するためのＫＰＩ

（２）将来の経営戦略

◆技術力・開発力及び営業力の向上
◆連携による開発力・営業力の向上
◆情報の発信及びＩＴの活用
◆新規顧客の開拓

◆技術者及び営業マンの採用
◆既存連携先との連携の強化及び
新規連携先の開拓

◆各種情報システムの整備
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・独創的な技術
・本物の味を極めたい！



７．知的資産活用マップと価値創造ストーリー

（１）知的資産活用マップ（ＬＥＤ事業関連）

将来獲得すべき
知的資産を示す

現在保有する
知的資産を示す

②連携による
開発力・営
業力の向上

④新規顧客の
開拓

【重要成功要因】
（①～⑤）

（
イ
）
調
光
の
独
自
制
御
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
省
エ
ネ
型
Ｌ
Ｅ
Ｄ
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

照
明
設
備
を
開
発
し
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
価
格
で
提
供

（
ロ
）
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
し
た
高
性
能
水
耕
栽
培
ユ
ニ
ッ
ト
の
開
発
・
提
供

【将来の
経営戦略

①技術力・開発
力及び営業力
の向上

－１４－

現在保有する知的資産を強化するとともに、不足する知的資産
を補充し、それらを連携させ経営方針達成に結びつける。

ＩＴ知識の
豊富な人材

高水準のＬＥＤ
知識・開発力
を持った人材

最新技術情報
とＬＥＤ素子

入手ルート保有

＜人的資産＞ ＜関係資産＞＜構造資産＞

③情報の発
信及び
ＩＴの活用

ネット販売シス
テムの構築

提案営業・施工
マニュアル作成
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営業・技術要員
採用

多くの
連携企業・

連携者の存在

新規連携先の

開拓（販売代理
店・照明デザイ
ナー等）

業界に留まらな
い豊富な人脈

ＬＥＤ通して、
生活を豊かに！
（顧客提供価値）



（２）価値創造ストーリー

７．知的資産活用マップと価値創造ストーリー

過 去 将 来現 在

【過去～現在のストーリー】
（２００９年～２０１３年）
知的資産の活用状況

【現在～将来のストーリー】
（２０１４年～２０１８年）
知的資産の活用目標

－１５－

左側が現在保有する知的資産で、それらを活用して提供してきた製品・サービスとその成果を示しています。

右側は将来獲得・補強したい知的資産で、それらを活用・連携（既存知的資産と）させて提供したい製品・サービスとその成果として達
成したい目標値を示しています。

人的資産
（ヒト）

・高度なLED知識・開発力がある人材
がいる
・IT知識のある人材がいる

構造資産
（組織・仕組み）

・経営の自由度がある
・開発力がある（これは人的資産のほ
うがよいのでは？）

（・全国の施工に対応可能な施工業者
ネットワークがある）：関係資産のほう
がよい
（関係資産でもある）

関係資産
（顧客・自社外）

・最新LED素子の入手ルートがある
・最新技術情報の入手ルートがある
（・LED関連商品開発会社との連携が
ある）
・多くの連携企業・連携者の存在

・経営者は多岐にわたる人脈を保有し
ている

製品・サービス

・高性能LED照明の販売・施工
・高性能LEDイルミネーションの販売・
レンタル・施工
・高性能LED水耕栽培ユニットの販売・
施工

人的資産
（ヒト）

・LED知識を持った人材を1名育成
・営業要員1名採用
（2項目とも2018年6月期までに）

構造資産
（組織・仕組み）

・施工マニュアルの作成
・水耕栽培ビジネスモデルの構築
・ネット販売システムの稼働
・提案営業マニュアルをタブレットPCに
て実現
（４項目とも2018年6月期までに）

関係資産
（顧客・自社外）

・得意先との関係強化（レンタル）
・既存連携会社との関係強化
・人事交流による新たな関係拡大
（新規連携会社（特に販売会社）の
発掘）

・LED関連デザイナーとの連携
（４項目とも2018年6月期までに）

製品・サービス

（左記の製品・サービス）
・独自調光制御システムを活用したＬ
ＥＤ照明設備
・ＬＥＤ水耕栽培ユニット
・永続的な水耕栽培苗ビジネス
・IT（特にWEB関係）の製作及び、永続
的な運営保守

＜取り組みの成果＞
LＥＤ事業の売上高:201３年6月期を１とする

水産事業の売上高:201３年6月期を１とする

＜取り組みの目標値＞
LＥＤ事業の売上高:2018年6月期に2013年6月期の４倍
（主力商品：・独自調光制御システムを活用した

ＬＥＤ照明設備
・高性能ＬＥＤ水耕栽培ユニット）

水産事業の売上高:2018年6月期に2013年6月期の２倍
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８．会社概要

会社名 株式会社イヌイ

創立 ２００９年

会社所在地

本社：大阪市平野区瓜破東２－５－６－１００１
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０６－６７０１－５４３３

大阪営業所：大阪市平野区瓜破東２－５－２
ＴＥＬ：０６－６７９７－４１４７
ＦＡＸ：０６－６７００－４１４７

徳島営業所：徳島県阿南市宝田町平岡８９９－３４ ２Ｆ
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０８８－６５５－８９０１

代表取締役 乾 繁

資本金 ３００万円

従業員 ３名

事業内容
ＬＥＤ関連商品全般の企画・製造・販売
（マグロ飲食店「匠のマグロ」経営）

Ｅメール
info@inui-rd.com
info@takuminomaguro.com

ホームページ
www.inui-rd.com
www.takuminomaguro.com

参加団体 徳島GENKIの会・知恵の輪・倶楽部光輪

－１６－

（株）イヌイ

総務・経理

ＬＥＤ事業部

大阪営業所

徳島営業所

水産事業部 匠のまぐろ
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＜グーグルマップのページより引用＞＜（株）イヌイの組織図＞

mailto:info@inui-rd.com
mailto:info@takuminomaguro.com
http://www.inui-rd.com/
http://www.takuminomaguro.com/


９．あとがき

（１）知的資産経営とは
知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形の資産であり、 企業に
おける競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランドなど）、組織力、経営理念、
顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意味しま
す。よって、「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、即ち非財務情報を、債権者、株
主、顧客、従業員といったステークホルダー（利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値
向上に向けた活動（価値創造戦略）と して目に見える形でわかりやすく伝え、企業の将来性に関す
る認識の共有化を図ることを目的に作成する書類です。経済産業省から平成１７年１０月に「知的資
産経営の開示ガイドライン」が公表されており、本報告書は原則としてこれに準拠しています。

（２）注意事項
本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画ならびに付帯する事業見込
みなどは、全て現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて掲載しています。
そのため、将来にわたり当社の取り巻く経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によって、これ
らの記載内容などを変更すべき必要が生じることもあり、その際には本報告書の内容が将来実施

又は実現する内容と異なる可能性もあります。よって、本報告書に掲載した内容や数値などを、当
社が将来に亘って保証するものではないことを、十分にご了承願います。

（３）作成者
株式会社 イヌイ
代表取締役 乾 繁

（４）作成支援
当報告書は次の団体・個人により作成支援されています。

●中小企業支援地域プラットホーム：近畿中小企業専門家相談センター
（代表機関：（株）エフアンドエム）

●中小企業診断士 ： 菊田 倶光
登録 ： 中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業 登録派遣専門家

（５）お問い合わせ先
株式会社イヌイ

本社：大阪市平野区瓜破東２－５－６－１００１
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０６－６７０１－５４３３

大阪営業所：大阪市平野区瓜破東２－５－２
ＴＥＬ：０６－６７９７－４１４７
ＦＡＸ：０６－６７００－４１４７

（６）発行
２０１４年３月
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徳島県のキャラクター
「LEDすだちくん」


