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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
い技術・ノウハウ・人脈等の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、目に見える形でわかりやすく伝えるために
作成した報告書です。（詳細は、10.あとがきに記
載しています。）

―表紙写真の社名ロゴに込めた想いー
社名ロゴの中心に“巧”という文字が入っています。
これは、技術職である限り、お客様から
“巧い！”
と言って貰えるように精進することを忘れないため
ですそのために、ロゴの中心に“巧”という文字を

想いを込めて入れています。

新規事業「アトリエボックス事業」の内容



１．ご挨拶

本報告書発刊に当たり、ご挨拶申し上げます。
本報告書は各ステークホルダーの方々に、当社の経営に対する想い・将来の方向性を

知ってもらい、共有して頂きたく作成しました。

当社は平成６年に“Ｔotal interior Junzo”として創業し、一貫して内装仕上
げ業を営んできました。

創業にあたっては、「納得のいく仕事を追い続ける」を経営理念として掲げ、重大な
経営判断を求められる時、仕事に行き詰った時等は常にこの経営理念に立ち返って、方
向性を決めて来ました。今後もそのようにするつもりです。

創業当初は、私自身も現場作業に従事し、“お客様の立場に立った仕事・仕上げ”を
モットーに作業を遂行してきました。そのモットーは現在も変わりません。

手さぐりではありましたが情熱を持って仕事に取り組む中、多くのお客様や先輩諸氏
にご指導いただき、僅かづつではありますが業容を拡大することができました。
その間、

平成１３年 会社組織に変更し有限会社クレバー発足
平成１５年 株式会社に変更

しまして現在に至っています。

昨今、建築業界は大変厳しい状況におかれています。内装業界も例外ではありません。
しかし、このような情勢だからこそ、経営指針に掲げております

「必要とされる会社を目指す」「必要とされる人を目指す」
に少しでも近付いて行けるように取り組んでいます。

弊社では請負をメインとし、施工部門はグループ施工会社ギアリズムを平成２４年８
月に設立し、そちらに移管しました。今後はギアリズム社において、技術や人材育成に
取り組んでいきます。同時に弊社から独立開業しました６名（６社）とグループとして
ネットワークを構築し協力関係をより強化する予定です。

更に昨年は新規事業「アトリエボックス事業」を立ち上げました。詳細は３.（３）
新規事業内容の項で述べますが、壁紙を主体にした内装の素晴らしさを人々に伝え、豊
かな暮らしを提供しようとする構想です。それは内装に携わる
我々の経験・知見を活かし、一部屋まるまるコーディネイトし
それを気に入って頂いたお客様に提供しようというものです。

今回、知的資産経営報告書を作成する機会を得ましたが、こ
の機会に当社の蓄積してきました強み（知的資産）を整理した
いと思っています。また同時に、将来に向けて獲得・補強すべ
き知的資産も明らかにし、それらを連携させてよりお客様のニ
ーズに合った価値を創造・提供するよう努める所存です。

今後ともご指導・ご愛顧のほどよろしくお願いします。

２０１５（Ｈ２７）年３月

代表取締役 山本 潤三

１



２．経営哲学

（１）経営理念

＊そうすることにより
技術が向上し、
お客様との人間関係
社員同士の信頼関係
が醸成されると
確信しています。

（２）経営指針

＊現場調査の実施、事前打合せの徹底、そして
全員理解の元での確実な作業。

＊まずは安全第一。
悪循環との断絶、クオリティー・効率追求の大前提。

＊各個人の意識レベルの向上、仕事に責任を持つ。

納得のいく仕事を追い続ける

必要とされる会社を目指す

必要とされる人を目指す

２



期間 年 度 出 来 事 知的資産との関係

創
業

準
備
期

1990年
（平成2年）

～
1994年
（平成6年）

創業前の4年間中堅内装工事会社勤務。
そのうち
前半2年間：床施工職人
後半2年間：営業

・この時期に内装施工・内装営業の
基礎を身に付けた

創
業
期

1994年～
（平成６年）

Total interior Junzo 創業 代
表者 山本潤三

・社長も含め受注した内装工事に専
念した期間であった。この時期に
内装ノウハウの基礎を身に付けた。

・また、当初より“納得のいく仕
事”を念頭に施工したため、顧客
の信頼を徐々に得ていった。

成

長

期

2001年
（平成13年）

有限会社 クレバー 設立
代表取締役 山本潤三

・技能社員が順次独立していったが、
信頼・友好関係が築かれていて、
グループとしてネットワークが構
築された。

・組織体制・管理体制の整備に努め
た。その結果、進捗・品質・安全
管理体制等が構築された。

・施工技術の向上を目指す体制とし
て、ギアリズム社を設立した。

200２年
（平成14年）

一般建設業許可取得
京都府知事 許可 般-１４

第３４５６０号

2003年
（平成15年）

株式会社 クレバー に変更

2009年
（平成21年）

ＫＥＳ（KES・環境マネジメント・ス
タンダード）取得

2012年8月
（平成24年）

クレバーグループ施工会社
ギアリズム社 設立

2014年
（平成26年）

新規事業「アトリエボックス事業」に
進出

（１）会社の沿革

＜ＫＥＳ登録証＞

＜Ｈ14年取得の建設業許可票＞

ーＫＥＳとは？ー
ＫＥＳは京都議定書の発祥地、
京都から発信された
「環境マネジメントシステム」
の規格です。
中小企業をはじめ、あらゆる
事業者を対象に「環境改善活
動に参加して頂く」
ことを目的に策定された規格
です。

当社はＫＥＳを取得し、
環境に優しい経営を実践して
います。

３

３．事業概要



３．事業概要

（２）当社（クレバー社）の事業概要

４

① 業務内容
住宅・店舗・オフィス建築の内装工事、窓廻り工事、カーテン工事
現在の受注比率はクロス事業が約40%、巾木・床事業が約30%、窓・カーテン事業が約

20%、その他事業が約10%です。
主な商材は、壁紙、床材、カーテン、ブラインドなどのインテリア商材です。
弊社では、請負をメインとしており、 “お客様の立場に立った仕事・仕上げ”をモットーに

作業し、経営理念の「納得のいく仕事を追い続ける」中で、少しずつ業容を拡大してきました。
また後述しますが、内装業の新境地を開くべく新規事業「アトリエボックス事業」を昨年度

立ち上げています。
これも後述しますが、グループ企業「ギアリズム社」を2012年に設立しています。

② 業務フロー
弊社の業務フローをわかりやすく説明すると、下図の通りになります。
この中で⑧の施工に関しては、グループ企業「ギアリズム社」が主に担当しています。手が足

りないときは、協力関係にある企業に外注することもあります。

＜国産壁紙＞＜施工風景＞

②
見
積
も
り

③
現
場
調
査

④
再
見
積
も
り
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約
決
定
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手
配
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手
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⑨
仕
上
検
査
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渡
し
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ア
フ
タ
ー
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ー
ビ
ス



３．事業概要

（３）新規事業「アトリエボックス事業」の内容

～～中古賃貸マンションきせかえプロジェクト～の概要

【Atelier Boxの意味】
Atelier＝工房、芸術家の集団 Box＝仕事場、空間
「Atelier Box」=アーティストが集い、生み出す空間職人から脱却
してアーティストとなり、住空間を生み出していくというイメージ
から。

【事業コンセプト】
旧来の内装業の新境地を拓き、新しいフィールドを創造し、内装業
に携わる全ての人々のパイオニアとなる。壁紙の素晴らしさを人々

に伝え、新しく豊かな暮らしを提供する。

【事業内容】
空室に悩まされている中古賃貸のマンションの一室を、内装工事店
として身につけた技術とセンスで、多種多様な壁紙を駆使して改装
し、マンションオーナーや賃貸会社の空室の悩みを低減するととも
に、入居者の満足度を高めます。

【事業領域設定】
京都府内・滋賀県内にある中古賃貸マンション

【年度別販売計画】
初年度：15件 3年後：120件 5年後：180件

【今後の目標】
内装業だからできる、お客様発信ではなく、こちら発信で壁紙の本
来の美しさや楽しさを伝える機会をどんどん生み出して、唯一無二
のモノを提供していきます。
医院建築等で鍛えた確かな内装技術で、住環境を安価かつフレキシ
ブルに彩り、空室を解消していきます。また、入居者にも「Atelier
Box」が手掛ける芸術的な住空間で、素敵な壁紙暮らしを楽しんで
もらいます。

５

<Atelier Box事務所>

＜Atelier Box 応接室＞



３．事業概要

（３）新規事業「アトリエボックス事業」の内容

【施工例】
コンセプトは「Innovative Boxes ～革新的な空間群～」と題して2014年8月にマンション
の一戸を改修しました。下記に掲載の写真は、改修後の一新されたそのマンションの各部屋
です。

お部屋それぞれに「〇〇 Box」と名づけてコーディネートしております。

６

＜リビング＞ ＜寝室＞ ＜寝室アクセント壁＞

＜トイレ＞ ＜廊下＞

【ＨＰ・ＦＢ（フェイスブック）】
Ｈ26年5月「アトリエボックス」単独のＨＰ開設しました。
またＦＢもＨ26年8月開設しました。
一度アクセスしてみてください。

HP URL : www.atelierbox.net 
Facebook  URL：www.facebook.com/atelierbox.net

http://www.facebook.com/atelierbox.net


３．事業概要

（４）ギアリズム社の概要（クレバーグループ会社）

①経営理念

・お客様の満足を追求する
・全従業員の物心両面の幸福を追求し、

社会貢献をする

②経営指針

小さな歯車でも、ギアが組み合えば大きな歯車
をも動かすことができると信じ、状況に応じた

最良且つ最高のリズムで歯車を回して
いただける会社を目指します。

③設立主旨
技術承継・若手育成を目的として設立
しました。施工に特化することにより

技術レベルの向上を目指します。
これにより自社施工能力アップも図れ
ますが、そのことも設立主旨の一つで
す。

④同社の業務内容
クロス・床等内装工事全般の施工を

します。

⑤クレバー社とギアリズム社の関係・業務分担
請負： クレバー社

施工：ギアリズム社
という業務分担ですが、全責任はクレバー社が持ちます。

⑥ギアリズム社 概要

７

＜設立式典後のギアリズム社社員とその家族の集合写真＞

屋号（個人事業） ギアリズム（GEARISM）

創立 2012年8月

会社所在地 〒520－2301   滋賀県野洲市小南1857 １F

代表 山本 潤三

従業員 ３名（代表除く）

ギアリズム社のロゴマークです。

小さな歯車でもかみ合えば、大きな
地球でも動かすことができると信じて
います。



４．市場環境

８

３４０万戸

７９９万戸

１１．９％

２６．３％

（１）京都府下の市場環境

京都府下では京都市内を中心に老朽化したマンションが数多くありますが、境界問題や京
都市内では景観条例による高さ制限に伴う容積率低下などで、建て替えが困難なところも少
なくありません。

しかし、時を経るに連れて、デザインや設備などが古くなって、入居率は下がり、家賃そ
のものを下げる必要性も出てきます。家賃収入が減れば、改装資金を用意できなくなるため、
設備や外壁なども含めたリノベーションには二の足を踏むマンションオーナーは多数存在し
ています。そうした中古マンションでは、費用を抑えながら、入居率を高める仕組みが求め
られています。

賃貸会社のHOME'S調べによるデータを弊社で加工した、平成26年11月18日現在の京
都市にある賃貸マンション・アパートの総数と京都府にある賃貸マンション・アパートの空
室率は以下の通りです。

築年数別数字 マンション アパート

3年以内 1,248 425

5年以内 1,858 746

10年以内 4,729 1,500

15年以内 7,049 2,053

20年以内 10,643 2,765

25年以内 14,641 3,575

30年以内 19,644 4,394

30年超 3,914 1,563

市内築年数別賃貸マンション・アパート棟数

府内賃貸マンション・
アパート空室率

上記表のように、老朽化賃貸マンションは多数存在しています。
空室率は、京都市内で12.9～24.2%あり、府内では7.0%～31.1%です。人口減少に伴い、
今後さらに高まることが確実視されています。

（２）当社としての取り組み
上記表のように、京都府下においては老朽化賃貸マンション・アパートは多数存在しかつ

空室率もかなり高くなっています。従って、これらを対象にしたリフォーム需要はかなり見
込めると想定し、これらに焦点を当てた取り組みをしたいと思っています。

前述しました「アトリエボックス事業」もその取り組みの一環です。



５．これまでの事業展開

（１）これまでの経営戦略又は経営方針
【創業時】

・創業時はお客様第一を徹底させるため、上記のような経営方針で事業・作業に
取り組んできました。

【その後現在まで】

・創業時を振り返りますと、会社として熟成していない面が多々あったように思
います。その振り返りをもとに、その後は上記のような経営方針を掲げ、事業・
作業に取り組んできました。

・今後、会社として安定し、更にお客様に喜んで頂けるような会社・作業を目指し
ます。

（２）事業実績

９

常に同じ品質の提供

お客様の立場に立った仕事・仕上げ

＜クロス工事の施工中写真＞＜クロス・カーテン工事の完工写真＞



６．自社の強み・優位性（知的資産）

１０

当社は創業以来今年で２１周年を迎えます。その間内装工事一筋に経営理念にも
ありますように、納得のいく仕事を追い続けてきました。その過程で次のフロー図
で で示します主な５項目の強み・競争優位性（知的資産）が蓄積されてきま
した。

これらは互いに連携しながら、高品質施工という成果を生み、その結果顧客の信
頼を得また新規顧客の開拓にも結び付いてきました。今後もこの強みをさらに磨く
とともに、新たな知的資産を獲得しさらなる競争優位性の確立を目指します。

５項目の知的資産については次ページ以降で詳述します。

（４）高い顧客から
の信頼

（関係資産）

（５）社長の多様な
人脈

（関係資産）

新
規
顧
客

（１）社外も含めた総合
施工力・機動力の保有

（構造資産・関係資産）

本社は営業・管理に特化

当社より独立した友好・信頼関係にある
施工会社の存在（６社）

当社のグループ施工会社
の存在（ギアリズム社）

（２）担当職務に
精通した人材

（人的資産）

（３）進捗・品質・安全管理
体制の構築

（構造資産）

営業・管理体制の充実

高品質施工

【知的資産フロー図】

多様なノウハウと人材
を活かし、顧客ニーズ

に応えるべく
「アトリエボックス」

事業展開



（１）社外も含めた総合施工力・機動力の保有
（構造資産・関係資産の複合資産）

６．自社の強み・優位性（知的資産）

・施工はグループ施工会社でありますギアリズム社が主体
ですが、当社より独立して個人内装事業を起業している
事業主が６名います。その6名全員と信頼・友好関係が
構築されていて、当社からの発注に高品質・短納期で対
応してくれています。

・その6名とは２～３回/年情報交換会を開催し情報の共有
に努めています。

・上記友好企業の協力があり、 総合的な施工力・機動力は
保有しています。

（２）担当職務に精通した人材（人的資産）

・社長の優れた営業力
・体系的な知識とデザイン経験豊富な管理担当者（１名）

（カラーコーディネーター2級、インテリア設計士2級、ＣＡＤ利用技術者2級）
・一級表装技能士（※注）資格を持つ管理担当者（１名）
・経理能力が高く住環境にも詳しい事務担当者（1名）

（工業簿記1級、住環境コーディネーター2級保有）
このように多様な知識と経験の豊富な人材が、新規事業「アトリエボックス事業」が生ま
れた源泉です。

１１

＜当社より独立した５名との情報交換会＞
（１名欠席）

＜住環境コーディネーター資格証＞＜一級表装技能士 資格証＞

（※注）一級表装技能士（ひょうそうぎのうし）とは、国家資格である技能検定の１つで、
都道府県知事が実施する、表装（内装）に関する学科及び実技試験に合格した職人のことを
いいます。試験に加えて実務経験が7年以上ないと資格を得られず、内装クロス職人におけ
る最高ランクの資格です。



６．自社の強み・優位性（知的資産）

１２

当報告書における知的資産の分類については、一般的に使われています下記の分類法により
分類しています。

＜知的資産の分類について＞

（５）社長の多様な人脈 （関係資産）

・長年京都商工会議所の青年部で積極的に活動し、その関係の人
脈が形成されています。平成27年度は副会長に就任します。
青年部では、京都の様々な業種の若手経営者と仕事だけでは得
られないネットワークを構築しています。

・同業の若手経営者の集まりである「一般社団法人クロス事業協
会」を平成22年に仲間と立ち上げ、平成24年から代表理事に
就任しています。同業社の中の貴重な情報交換の場となってお
ります。

（４）高い顧客からの信頼（関係資産）

＜クロス事業協会のロゴマーク＞

・長年の安全、品質、納期重視の施工実績より、顧客より高い信頼を得ています。
弊社グループ内には、一級表装技能士※が2名（内1名ギアリズム）在籍し、何度もハウス
メーカーの協力会社調査で顧客満足度1位に輝くなど、仕上がりには高い評価 を頂いていま
す。固定顧客も多くいる中、新たな顧客開拓に向けても取り組んで おります。

（３）進捗・品質（クレーム予防・対応）
・安全管理体制の構築（構造資産）

・月1回進捗、品質、安全等についての全体ミーティングを開催して
います。このときに情報共有をすることでスムーズな業務遂行がで
きるよう心がけております。普段現場で働いていて、なかなか会う
機会が少ない社員とのコミュニュケーションを図る場にもなってお
ります。
また、月3回の営業会議でメーカーや問屋との情報交換や現場での
注意事項の情報共有により、品質管理の徹底を目指しております。
さらには、新規事業のAtelier Box事業会議も週1回行い、
事業成立への体制の構築を図っております。

＜月1回開催の全体ミーティング＞



（１）高品質・総合施工力・機動力を活かし、リフォーム需要を開拓
（２）人材の確保・育成と情報発信力強化により、個人直接受注顧客の開拓

７．これからの事業展開

（１）クロスＳＷＯＴ分析
同分析よりこれからの経営戦略を策定する。

【（株）クレバー クロスＳＷＯＴ分析 】

≪強み≫ ≪弱み≫
【人的資産】
①施工管理力・経理能力のある社員

がいる
②優れた社長の営業力

【構造資産】
③管理体制が構築できている

（進捗・品質・安全等）
④社外も含めた総合施工力・機動力

の保有（関係資産でもある）

【関係資産】
⑤顧客からの信頼が高く、固定顧客

も多い
⑥経営者は、商議所関係者・同業若

手経営者等との人脈が構築されて
いる

【人的資産】
①優秀な社員の独立による社

内での品質と施工力低下
②若手の社員が不足

（営業・施工技能者とも）
【構造資産】
③品質の統一が完全でない
④適正利益の確保が難しい
⑤自社の強みの情報発信が不

十分
⑥直接受注が少ない
【関係資産】

≪

機
会≫

【マクロ環境】
【ミクロ環境】
㋑201２年団塊世代定年退職

に伴う高齢富裕層拡大
（同層はリフォームニーズ

も高い）
㋺個人経営の同業者廃業によ

る受注拡大（新規開業者も
多いが・・・）

≪
脅
威≫

【マクロ環境】
【ミクロ環境】
㋑個人事業主の増加
㋺低価格競争
㋩大阪、関東等他府県からの

同業者の進出
㋥材料の精度・機能・耐久性

等の向上による貼替え需要
の減少

㋭壁紙以外の新建材商材の出現

戦略Ⅰ～Ⅳを総合して、クロスＳＷＯＴ分析から導き出されるこれからの経営戦略を次
のように策定する。

強みを活かし機会をものにする
戦略・・・・・・・・・戦略Ⅰ

①高品質・総合施工力・機動力を
活かし、高齢富裕層のリフォーム
需要を開拓する。
（③、④×㋑）

強みを活かし脅威を克服する
戦略・・・・・・・・・戦略Ⅱ

①高品質・高い信頼性をもとに、
低価格競争とは差別化を図る。
（③、⑤×㋺）

弱みを克服しし機会をものに
する戦略・・・・・・戦略Ⅲ

①営業・技能人材を確保・育成
し、各種需要を取り込む。
（②×㋑、㋺）

②情報発信力を構築し、個人か
らの直接受注増大を目指す。
（⑤×㋑）

弱みと脅威を克服する戦略
・・・・・・・・・戦略Ⅳ

①適正利益の出ない低価格案件
は辞退する。
（④×㋺）

１３

内部環境

外部環境



７．これからの事業展開

（２）これからの経営戦略
①経営理念・ＳＷＯＴ分析・社長の想いを総合して、これからの経営戦略

を次のように策定する

②これからの経営戦略を実現する
ための重要成功要因（※）

イ）人材の確保・・施工部門リーダー

ロ）新規顧客開拓・個人直接受注主体
ハ）ルールの徹底

二）情報の発信

１４

＜経営理念＞

納得のいく仕事を追い続ける

＜ＳＷＯＴ分析からの経営戦略＞

（１）高品質・総合施工力・機動力

を活かし、リフォーム需要を開拓
（２）人材の確保・育成と情報

発信力強化により、個人直接
受注顧客の開拓

＜社長の想い＞

ルールの徹底により
クオリティ・マナーの追究

これからの経営戦略

（１）ルール・マナーの徹底により品質向上を目指す
（２）高品質・総合施工力・機動力を活かし、リフォーム需要を開拓
（３）人材の確保・育成と情報発信力強化により、個人直接受注顧客の開拓

（３）ＫＰＩ（重要業績評価指標）
：これからの経営戦略を達成するための具体的な指標

ＫＰＩ 現状（Ｈ24年4月期） ２年後実績（Ｈ2６年4月期） 3年後（Ｈ2７年4月期）

売上高（％） 基準値 １００ １４１ １６８

施工マニュアル 安全関係規則はある 作成済み 施工関係マニュアルを作成

原価管理マニュアル システム化はされてる・文書化未完 Ｈ２７年４月完成予定 大枠を文書化する

ＨＰ 休眠中 Ｈ２７年３月開設

③重要成功要因を達成するために、
獲得・補強すべき知的資産

イ）人材の育成・・・施工部門
ロ）各種マニュアルの作成（ルールや品質

の徹底・収益確保のために）
・施工マニュアル
・原価管理マニュアル

ハ）情報発信システム構築
・ＨＰ開設

・フェイスブック発信
システム構築

（※）【重要成功要因とは？】

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。英語の頭文字をとって“ＣＳＦ”とも言います。

（※1年後・3年後の黒字部分は、Ｈ24年11月初版作成時の計画値、Ｈ2６年4月期は実績値）



（１）価値創造ストーリー

８．価値創造ストーリーと知的資産活用マップ

（
ヒ
ト
）

人
的
資
産

（
組
織
）

構
造
資
産

（
顧
客
・

自
社
外
）

関
係
資
産

サ
ー
ビ
ス

製
品
・

過去 将来現在

・社長の営業力
・施工管理力を持った人材
・経理能力のある事務担当

・人材確保・育成
施工部門のリーダー
若手施工技能者採用（2名）
（Ｈ2７年4月期末までに）

・社外も含めた総合施工力・
機動力

・管理体制の構築
（進捗・品質・安全等）

・社長の多様な人脈
（商工会議所関係、同業若

手経営者等）
・リピートのある固定顧客

・クロス・床・カーテン等の
高品質な一般内装工事を提
供

・各種業務マニュアル化
（施工・原価管理等の業

務）
（Ｈ2７年4月期末までに）

・同業若手経営者との連携の
更なる強化（クロス会）

・新規事業にかかわる異業種
ネットワーク構築

・より品質の高いかつ品質の
統一された一般内装工事を
提供

・アトリエボックス事業の
展開

【過去～現在】～Ｈ2５年4月 【現在～将来】Ｈ2５年5月～

・売上高 １００（基準値）
（Ｈ24年4月期）

・売上高 １６７
（Ｈ2７年4月期）

財
務

１５



８．価値創造ストーリーと知的資産活用マップ

（２）知的資産活用マップ

②新規顧客開拓

③ルールの
徹底

④情報の発信

【重要成功要因】
①～④

・
リ
フ
ォ
ー
ム
需
要
・
個
人
直
接
受
注
顧
客
の
獲
得

・
ル
ー
ル
の
徹
底
に
よ
る
ク
オ
リ
テ
ィ
・
マ
ナ
ー
の
追
求

【将来の
経営戦略】

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獲得・補充し、それらを
連携させ重要成功要因達成・経営戦略達成に
結びつける。

高品質の
一般内装工事

の提供

将来獲得すべき
知的資産

ＨＰ、フェイス
ブック開設

施工管理力
に優れた人材

社長の優れた
営業力

現在保有する
知的資産

＜人的資産＞

＜関係資産＞

＜構造資産＞

統一された
より高品質の
一般内装工事

の提供

更に 強化

作
成
す
る
予
定
の
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用

＜顧客提供価値＞
（現在）

１６

＜顧客提供価値＞
（将来）

高い顧客からの
信頼

多様な
社長の人脈

新規事業関連
異業種ネット
ワークの構築

社外も含めた
総合施工力・機動力

管理体制の
構築

①人材確保
・施工部門

リーダー
・施工要員

確保育成

施工人材
の採用・育成

施工リーダーの
育成

アトリエボック
ス事業の展開

各種業務の
マニュアル化



９．会社概要

１７

＜本社と社名看板＞

会社名 株式会社クレバー
創立 1994年（平成6年）
所在地 〒616-8167

京都市右京区太秦多藪町14番地の76 2階
TEL：075-861-7434 FAX：075-861-7435
MAIL：info@clever-interior.com

代表取締役 山本 潤三
資本金 1000万円
従業員 8名
事業内容 内装仕上業
URL http://www.b-mall.ne.jp/t/2601/758288/

*****************************************************************************
新規事業 Atelier Box（アトリエボックス）
所在地 〒616-8167

京都市右京区太秦多藪町１４番地の７６ ３階
TEL：075-861-5678 FAX：075-861-7435
MAIL：info@atelierbox.net

URL      http://www.atelierbox.net
事業内容 きせかえプロジェクト

*****************************************************************************
会社名 ギアリズム
所在地 〒520-2301

滋賀県野洲市小南1857 1階
TEL：077-587-4184 FAX：077-587-4185
MAIL: gearism@clever-interior.com

事業内容 一級技能士施工専門会社
****************************************************************************

<ギアリズム事務所><Atelier Box 事務所玄関> <本社事務所内部>



１０．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測ることを目的
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 クレバー

代表取締役 山本 潤三

（４）作成支援者

●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

株式会社クレバー 井上 千代美
〒６１６－８１６７
京都市右京区太秦多藪町１４番地の７６
ＴＥＬ：０７５－８６１－７４３４
ＦＡＸ：０７５－８６１－７４３５
メールアドレス：info@clever-interior.com

（６）発行

201５年3月
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＜問い合わせ先：井上千代美＞


