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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。）

＜表紙社章の説明＞

この社章の由来は、当社のキャッチフレーズである
“Total interior & planning”  のＴと、社名の“タカシ
マ”のＴとを組み合わせて図案化したものです。
この“Ｔｏｔａｌ“には内装をト--タルコーディネイトしてお
客様に豊かな空間を提供したいという想いをこめて
います。



１．ご挨拶

平素は格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。

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

共有したく作成いたしました。また、今回が４回目の作成であり、当社の現状を見据えた内
容に更新したつもりです。

私儀、昭和４５年より平成４年まで内装工事業の会社に籍を置き、退社するまでの２２年
間にわたり、大手ハウスメーカー、ゼネコン、地場の建設会社等の営業として内装工事業
に邁進してまいりました。

当社は平成４年、前会社退職後に「室内装飾タカシマ」として、内装仕上工事業を創業し
ました。皆様のお力添えやご支援を受け賜わり、平成８年１０月に株式会社タカシマとして
法人化し、現在に至っております。

時代の流れの中、オイルショック、バブル崩壊、リーマンショック等々、多々過大なる困難
の時代を経験し、この業界の推移をいろんな角度で見てまいりましたが、お客さまからの信
頼と工事の技術力、感動がステップになり経営が成り立っていると確信しております。

しかし、業界は価格競争も厳しく、受注増ではありますが利益増にはなかなか結び付か
ない苦しい状況であります。そのような状況ではありますが、業界の健全化に取り組み、今
後の明るさの見える1年になるように努めたいと思います。

今後も時代が何を求めているのか、あるいは何を求められているのかを追求し、お客様
のニーズにいち早く取り組むことの意識改革が必要だと感じております。

当社は建設会社の下請け比率が高く、現在工事着工の減少に伴い、おりからの価格競
争の激化で低利益率になっているのが現状です。今後は下請け比率の減少を目指し、直
接顧客獲得の方針で取組んでいきたいと思います。またさらに技術力を磨き、品質向上に
取組み、情報を発信し、皆様に信頼される内装工事会社として歩みたいと思っております。

今回の知的資産経営報告書作成を機に今後の事業展開のローリングと、方針の再確
認・明確化を行いました。これらを念頭に置きつつ、着実に事業を進めていきたいと思いま
す。

また来年6月には、子息高島和馬への事業承継を行う予定です。まだまだ未熟ですが、
従来のご厚情と共に、今後とも格別のご支援、ご鞭撻を受
け賜わりますよう、お願い申し上げる次第です。

2016年7月

代表取締役 髙島 豊文
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２．経営哲学

（１）経営理念

① “高品質と工事の技術力が、お客様からの信頼感と感動を生む“
ということを肝に銘じ、信頼感と感動を与えられる内装工事会社に
なることを、いつも念頭におく。

② お客様からのニーズや要望にいち早く対応する。
クレーム処理は、明日より今日、今日より今すぐ！
即時に対応してこそ、お客様との信頼の絆が生まれる。

③ お客様との連携作りのため、コミュニケーションを大切にする。

（２）行動規範

① 現場工事においての、丁寧な仕事の追求。
専門職人を目指す人材の育成と指導。

② 営業活動においての、丁寧な仕事の追求。
信頼される営業の追求と、人材育成。

品質と顧客を第一に

専門性の追求

２ページ
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３．事業概要

（１）会社の沿革

年 出 来 事 知的資産との関係

１９９２
（平成４）

４月 室内装飾 タカシマ 創業
（大津市和邇北浜1048-10）

・社長の２２年に及ぶ前職（内装工事業の営業
職）の経験より、内装工事知識・ノウハウの保
有及び優良固定顧客の確保が創業時に蓄積
されていた。

・早くから経営理念・行動規範を制定し、経営
指針・作業指針としていた。そのためその精
神は外注職人にも浸透している。

・リフォーム事業参入・建設業許可取得等によ
り、業務領域の拡大とそれらの事業のノウハ
ウの蓄積が進んだ。

・常務高島和馬は、入社前の３年間内装関係
の企業に勤務し、クロス貼の修業を積んだ。
従って、入社時にはクロス貼を主に内装関係
の知識・工事の基礎は身に付けていた。

・クロス事業協会は京都・滋賀の同業若手経営
者の集まりであり、若手同業者ネットワークの
構築がなされた。

１９９３
（平成５）

経営理念及び行動規範を制定

１９９３
（平成５）

滋賀県室内装飾事業協同組合に入会

１９９６
（平成８）

１０月 株式会社タカシマ 設立
代表取締役 髙島 豊文

１９９９
（平成１１）

ハウスクリーニング業者とのタイアップにより
リフォーム事業に参入

２００２
（平成１４）

不動産管理事業に参入 リフォーム事業本格推進

２００４
（平成１６）

現常務、髙島和馬 入社

２００７
（平成１９）

１０月 建設業許可取得 滋賀県知事
搬-19 第12416号

２００８
（平成２０）

１１月 資材置場及び駐車場新設
（大津市和邇北浜1036-4）

２０１１
（平成２３）

７月 クロス事業協会設立時、高島和馬は発起人の
一人として参加

２０１４
（平成２６）

常務、髙島和馬が滋賀県室内装飾事業協同組合の
理事及び青年部長に就任
（青年部長は、２０１６年５月任期満了に伴い退任）

２０１７
（平成２９）

６月 髙島和馬 代表取締役に就任予定

３ページ

<本社玄関＞ <Ｈ２０年に新設された資材置き場及び駐車場＞

<当社社章＞

知的資産経営報告書
2016年7月版



３．事業概要

（２）事業内容

①事業別売上比率
当社の事業は大きく分けて、
・クロス・床事業
・ブラインド・カーテン事業
・その他事業

（ガラスウィンドウへの遮熱フィルム貼付加工等）
となっています。

平成28年度の事業別売上比率は右グラフのよう
になっていて、クロス・床事業が圧倒的多数を占め
ています。

今後ブラインド・カーテン事業、その他事業の比率
をもう少し上げてバランスを取ることが課題である
と思っています。

②受注形態別売上比率
平成28年度の受注形態別売上比率は右グラフの

ようになっています。

このうち、空室改修・その他工事は下請け工事と
共に非元請（非直請）工事であり、これが多すぎる
のが課題であると思っています。

③当社事業の特徴
当社事業の特徴は、工事をほぼ100％準専属の外注職人が施工していることです。

そのため納期を含めた施工品質確保のため、施工現場管理の徹底に尽力してきました。
（具体的には、施工現場を当社担当者が毎日巡回確認を行い、納期・品質のチェック・アクション

を行ってきました。）

（３）これまで（過去～現在）の企業経営における経営戦略
・創業者である現社長が営業出身ということもあり、これまでの経営戦略は、

「営業と工事の完全分離による、営業・工事の責任の明確化と甘えの防止」
で事業を推進し、高品質・短納期を実現してきました。

・しかし、この経営戦略はカリスマ的営業マンがいて成立するものであり、これからの事業展開は
より組織的な経営戦略策定と企業運営が必要と考えています。

４ページ

＜床・クロスの施工中の写真＞ ＜ブラインドの取付け施工中の写真＞ ＜遮熱フィルム貼付加工中の写真＞
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Ｈ２８年度

Ｈ２８年度

85%

7%8%
クロス 床工事

ブラインド カーテン

その他

事業別売上比率

61%24%

11%4%
下請け工事

空室改修

直請工事

その他

受注形態別別売上比率



４．市場環境

（１）全国及び滋賀県の人口増減傾向
平成２７年１０月に行われた国勢調査で、全国及び滋賀県の総人口及び増減は概略次のようになっ

ていて、全国では人口減少に転じている中、当県は数少ない人口増加県であることがわかります。
しかし、国勢調査ではありませんが、住民基本台帳法に基ずく人口移動状況による滋賀県の推計

人口は、平成２７年１０月において前年同期比１１２７人減少していて当県も人口減少県に入ったようで
す。

また大津市においても、平成２７年１０月において前年同期比５７１人減少と減少に転じています。

（２）年齢階層別人口に占める単身世帯の割合の推移
未婚率の上昇による単身世帯の増加が言われていますが、各種統計の結果及び見通しによりま

すと、50代男女の階層別人口に占める単身世帯の割合は次のようになっています。

（３）増改築・リフォーム需要・ニーズについて
総務省の「住宅・土地統計調査」において、調査の一項目として持ち家の増改築の有無について

調べています。その結果は次のようになっていて、増改築のニーズが高いことがわかります。

新築住宅着工数の低迷が言われる中、持ち家の増改築・リフォームについては今後も底堅く推移
するのではないかと思われます。

（４）当社としての内装需要に対する見通しと取り組みについて
当社としては、上掲のデータ等より内装需要についてはリフォーム需要が漸増すると予想し、また

対象顧客層は相対的に単身世帯向けが増加すると予想しています。
その予想に基づいて、当社のこれからの重点的取組としては、

「地元（大津市湖西主体）のリフォーム需要の直販での開拓に焦点を当てて取り組みたい」
と思っています。

５ページ

総人口
（平成２７年１０月１日現在）

前回国勢調査（平成２２年）
からの増減率

備考

全国 1億２７７１万人 ０．１５％減

滋賀県 １４１万人 ０．１７％増 全国第７位の増加率

（人口は 千人の単位で四捨五入）

（総務省統計局・滋賀県ＨＰより抜粋）

単身世帯の割合

１９８５年 ２００５年 ２０３０年（推計）

５０代男性 約５％ 約１３％ 約２３％

５０代女性 約７％ 約８％ 約１５％

（みずほ情報総研作成資料よりより抜粋）

持ち家の増改築の状況
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平成１５年調査 平成２０年調査 平成２５年調査

過去5年間に増改築を
行った家

３４０万戸 ７９９万戸 ９２６万戸

持ち家に対する比率 １１．９％ ２６．３％ ２８．７％



（２）優れた外注職人の存在（人的資産及び関係資産）

５．自社の強み・優位性（知的資産）

６ページ
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2016年7月版

創業者の２２年に及ぶ内装工事業界での勤務経験、及び創業以来２４年内装業に専
念してきたことによる蓄積された当社の主な知的資産としては次の５項目があります。

（１）優れた営業力と信頼関係で結ばれた優良固定顧客の存在
（人的資産及び関係資産）

（２）優れた外注職人の存在（人的資産及び関係資産）
（３）経営理念・行動規範の存在と浸透（構造資産）
（４）営業と工事の完全分離体制の確立（構造資産）
（５）顧客ネットワーク・同業者ネットワークの構築（関係資産）

以下各項目ごとに詳述します。
また人的資産・構造資産・関係資産の説明を当ページ下部に記載しています。

（１）優れた営業力と信頼関係で結ばれた優良固定顧客の存在
（人的資産及び関係資産）

・社長は独立前内装関係の企業で22年の勤務経験があります。
その経験により、内装知識だけでなく優れた営業力を身に付け、
営業幹部にも登用されていました。

・当時からの優良固定顧客と現在も取引があり、現状売り上げの
60～70％がそれらのお客さん向けです。

・この営業力や信頼関係で結ばれた優良固定顧客は、多分に社長
個人に付随する人的資産であり、これの継承が課題です。

・当社では創業時より現在まで完全営業体制をとり、営業と工事の
完全分離体制をとってきました。
当社が営業を担当し、工事を準専属の外注職人（9名）が当社工
事部のような位置づけで担当してきました。これら外注職人の
方々は準専属という責任感の自覚上、技術力の向上に努め各種
資格を取得し高品質・短納期という当社の強みの一翼を担ってく
れています。

・これらの職人との連携は維持しつつ、顧客提供価値の更なる向上
を目指して工事を熟知したうえでの営業活動の展開を図るよう取
り組んでいます。
そのため社内営業担当者（常務）が高水準の施工力を身に付け
るべく実務経験を積みながら、施工資格の取得に取り組んでいま
す。

＜外注職人の床仕上げ1級資格証＞

＜常務の内装士資格証＞

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

知
的
資
産
の
３
分
類



（５）顧客ネットワーク・同業者ネットワークの構築（関係資産）

（３）経営理念・行動規範の存在と浸透（構造資産）

５．自社の強み・優位性（知的資産）

①経営理念・行動規範の存在
・経営理念・行動規範が存在し、経営の転機

の時、また顧客対応で行き詰った時等常
に理念・規範に立ち返って判断基準とする
よりどころとなっています。

②経営理念・行動規範の浸透
・社員への浸透だけでなく、準専属の外注職人

にも浸透しています。つまり、“品質と顧客を第一に”、
“専門性の追求”という精神から、工事現場において品
質・顧客・技術を重視という習慣が身についています。

７ページ

＜クロス事業協会のシンボルマーク＞
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①顧客ネットワーク
・上記の優良顧客以外にも、長年の取引関係のあるゼネコン・建築会社等とのネットワークも構築

されています。

②同業者ネットワーク
・滋賀県室内装飾事業協同組合には

1993年から加入し、情報交換や同
業者ネットワーク構築に努めてきま
したが、一昨年度常務が同組合の
理事及び青年部長に就任し、さらに
積極的に組合活動に取り組んでい
ます。右の写真は同常務が主導し、
同組合青年部が2015年10月に滋
賀県の福祉施設においてボランテ
イアで内装リニューアルを行った時
の写真です。（青年部長は2016年5月に任期満了で退任）

③若手同業者ネットワーク
・常務は同業の京都・滋賀の若手経営者グループで設

立された“業界の健全なる経営を目指す”クロス事業
協会に当初より参画しています。当協会では、情報交
換・研修にとどまらず、将来の協業・業界の地位向上
等にも取組んでいます。

（４）営業と工事の完全分離体制の確立と作業の標準化
（構造資産）

創業以来、一貫してこの体制で業務を遂行してきました。このようにすることに
より、営業部門と工事部門に緊張関係が生じ甘えもなく、各自が自業務に全力を
尽くす心構えが身についてきたと思っています。

この完全分離体制を確立するにあたっては、左写真のような主要工事に関する
“施工マニュアル”を作成し、基本的な施工法については事前に営業・工事部門
で確認しあっています。このマニュアルは施工後のチェックにも活用しています。

ただ、現在まではこの体制で業務は順調に回っていましたが、競争激化・コスト
ダウン要請がますます強まる今後を考えると、この体制の長所（緊張関係の維
持）は活かしながら、多能化（営業も工事も）への舵取りは必須だと思っています。

<経営理念：左＞

<施工マニュアル＞

<行動規範：下＞

＜福祉施設でのボランテイアの後で＞＜工事中＞ ＜リニューアル後＞
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（１）クロスＳＷＯＴ分析

【（株）タカシマ クロスＳＷＯＴ分析 】

≪強み≫ ≪弱み≫

【人的資産】
①社長は優れた営業力がある。
②社長の前職からの顧客が、現在も固定顧客

となっている。（現売上の60～70％を占め
ている）：関係資産でもある

③社長後継者（子息で現常務）は年齢も若
く、施工実務経験も積み（1３年）内装施
工関係の資格も精力的に取得

【構造資産】
④経営理念・行動規範の存在と浸透
⑤営業・工事完全分離体制の確立

【関係資産】
⑥長年の取引関係のある優秀な外注職人が
いる。（9名）そのためもあり高品質・
短納期実績多い

⑦同業者ネットワーク・顧客ネットワーク
が構築されている

⑧長年の取引のあるゼネコンや建築会社が
ある。

【人的資産】

①社員の職人がいない。

【構造資産】
②元請工事が少ない。（現在9％弱
くらい。非元請工事は利益率低
い）

③仕事の繁閑の波がある。（業界
もその傾向があり、脅威でもあ
る）

④情報発信力が弱い。（会社案内、
ＨＰ、ブログ等ない）

【関係資産】
⑤外注職人の高齢化が進んでいる。

⑥取引関係のある優秀な外注職人
だけでは人数が不足することが
ある。

≪

機
会≫

【マクロ環境】
㋑単身世帯が増加傾向である。（県内で

は、世帯数は増加傾向ということにな
る）

㋺資金的に余裕のある高齢者増加傾向
（団塊の世代の退職）

㋩ＩＴ化の進展（脅威でもある）
【ミクロ環境】
㋥リフォームニーズの高まり
㋭地元の大津市湖西地区は、住宅

地として人気地区である。

≪

脅
威≫

【マクロ環境】
㋑国内人口は減少が続く見込み、且つ

少子高齢化の進行
㋺給与所得も減少傾向かつ生活保護世

帯・フリーター・ニート等も増加傾向
㋩新築住宅着工件数は減少傾向
㋥ＩＴ化の進展（機会でもある）
㋭公共関係の工事減少傾向
【ミクロ環境】
㋬価格競争が激しい
㋣他業界からの進出がある。

（ハウスメーカ、大手家具店等）

＜クロスＳＷＯＴ分析から導かれる戦略として、戦略Ⅰ～Ⅳを総合して次のように策定する。＞

８ページ

外部環境

内部環境

強みを活かし機会をものにする戦略
＜戦略Ⅰ＞

①長年の固定顧客を大切にし、
リフォーム・団塊世代等の受注増に取り
組む。
（②、⑥×㋑、㋺、㋥）

②営業力を活かし、高品質施工力をアピー
ルして、地元のリフォーム・団塊世代等の
受注増を目指す。

（①、④、⑤、⑥×㋺、㋩、㋭）

強みを活かし脅威を克服する戦略
＜戦略Ⅱ＞

①高品質・短納期をさらに追及し、低価格業者
・新規進出業者等との差別化を図る。
（④、⑤，⑥×㋬、㋣）

弱みを克服し機会をものにする
戦略 ＜戦略Ⅲ＞

①社内施工力と情報発信力の強
化に努め、地元のリフォーム・
団塊世代等の受注増を目指す。
（①、④×㋑、㋺、㋥）

弱みを克服し脅威に立ち向かう
戦略 ＜戦略Ⅳ＞

①不採算案件は辞退する。
（②×㋬）

知的資産経営報告書
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（１）長年の固定顧客との関係を大切にし、地元のリフォーム・団塊世代等の受注増に
取り組む。

（２）高品質・短納期の更なる追求と、社内施工力・情報発信力の強化に努め、地元の
リフォーム・団塊世代等の受注増を目指す。
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（２）将来の経営戦略

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。

（１）高品質・顧客第一の徹底と、情報発信力の強化で、地元の直販リフォーム工事の
受注増を目指す。

（２）社内施工力の増強（若手職人の育成により）と情報発信力の強化で、リフォーム
工事の受注増を目指す。

９ページ

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（ＣＳＦ）

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

品質と顧客を第一に

（１）長年の固定顧客との関係を大切
にし、地元のリフォーム・団塊世代等
の受注増 に取り組む。

（２）高品質・短納期の更なる追求と、社内施工
力・情報発信力の強化に努め、地元の

リフォーム・団塊世代等の受注増を目指す。

（１）元請を増やしたい
（２）若い社員を採用し、職人として育成

しリフォーム工事の受注増加を目指したい。
（３）地元の身近な

“インテリア工房”・“リフォーム工房”
を目指したい。

・優良固定顧客との信頼関係維持
・営業力の強化
・社内施工力の増強
・地元の直販リフォーム工事開拓
・高品質の確保
・情報発信力の強化

・顧客管理システムの構築
・工事を熟知した営業要員の育成
・若手社員の採用と職人への育成

（各ＣＳＦ・知的資産を連携）
・高品質確保のためのマニュアル類の整備
・会社案内作成
・ＨＰ作成

“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。頭文字を取って“ＣＳＦ”と表現することがあります。

知的資産経営報告書
2016年7月版
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（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

ＫＰＩ
現状

（Ｈ２５年５月期）
実績

（Ｈ２８年５月期）
５年後

（Ｈ３０年５月期）

売上高（千円） １（基準値） １．５（※①下記） １．６

事業（売上）比率

①事業別売上比率
Ｈ２５年５月期の売上比率
クロス・床：カーテン：その他
＝８４：８：８

②受注形態別売上比率
Ｈ２５年５月期の売上比率
非元請（非直請）：元請
＝９２：８

＝８５：７：８（※②下記）

＝８９：１１（※②下記）

＝８０：１０：１０

＝８５：１５

若手の採用・育成 現在いない
Ｈ３０年迄に１名採用・

育成予定
５年後までに１名育成

顧客管理システム構築 現在顧客リスト程度 現在作成中 ５年後迄に高機能化を図る

施工マニュアル作成
現在クロス貼工事と

床貼工事があり

カーテン・ブラインドマニュ
アル作成中

５年後までに

カーテン・ブラインド工事・ガ
ラスフィルム工事・
ダイノックシート工事を作成

会社案内作成 現在ない
知的資産経営報告書を活
用し作成を計画中

Ｈ２６年５月までに作成

１０ページ

<当社が内装工事を施工した建物の外観＞
知的資産経営報告書

2016年7月版

（※①）売上高の達成要因
・来年の事業承継を見据えて、事業基盤を確固たるものにすべく社長が営業に注力した。

また常務も、活発な対外活動による人脈が広がり、受注増につながった。
（※②）事業別売上比率の未達成要因とその対策

・カーテン事業・その他事業とも施工実績が少ないこともあり、それらに対する知見が幾分不足していると思われ、それが
受注の伸び悩みにつながっていると想定される。
対策としては、業務の閑散期を中心に、自社物件でのテスト施工や、セミナー受講等により、ノウハウや知見の向上に
努め受注増を目指したい。

（※②）受注形態別別売上比率の未達成要因とその対策（元請比率アップ目標の件）
・主に情報の発信不足が元請受注の伸び悩みの主な要因と想定される。

対策としては、現在進めているＨＰの開設や会社案内の作成を早急に実施し、元請比率アップを図りたい。



（１）価値創造ストーリー

７．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

財
務

（
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

・社長の優れた営業力
・若い・前向きな社長後継者
・優秀な外注職人（９名）

・社長の営業力の常務への承継
（５年以内に）

・若手社員の採用・職人への育成
：１名
（５年以内に）

・経営理念・行動規範の存在と浸透
・営業と工事の完全分離システム

による責任明確化と能力向上
・クレーム処理の速さ

（顧客第一という経営理念の浸透に
よる）

・社長の前職時代からの３０年来の優
良固定顧客

・社長の人脈（ゼネコンや建築会社）
・常務の同業若手経営者との人脈

・高品質・短納期の内装工事提供

・顧客管理システム構築
・施工マニュアル作成
・会社案内作成
・ＨＰ作成

（ともに５年以内に）

・社長の優良固定顧客・人脈の
常務への承継
（Ｈ２９年６月予定）

・更なる高品質・短納期の内装工事
提供

・社内施工（若手職人による）による
トータルリフォームの提供
（上記二つとも継続的に取り組む）

【過去～現在のストーリ】～2016年5月 【現在～将来のストーリ】2016年6月～

・元請比率 約８％ ・元請比率 ５年後約１５％

１１ページ
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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。



７．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

将来獲得すべき
知的資産

現在保有する
知的資産

②営業力強化

④直販トータル
リフォーム

工事の開拓

⑥情報発信力の
強化

【重要成功要因】
（①～⑥）

（
１
）高
品
質
・顧
客
第
一
の
徹
底
と
、
情
報
発
信
力
の
強
化
で
、
地
元
の
直
販
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
受
注
増
を
目
指
す
。

（
２
）社
内
施
工
力
の
増
強
（若
手
職
人
の
育
成
含
む
）と
情
報
発
信
力
の
強
化
で
、
ト
ー
タ
ル
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の

受
注
増
を
目
指
す
。

【将来の
経営戦略】

①優良固定顧客
との信頼関係
維持

③社内施工力
増強

⑤高品質の確保

＜関係資産＞＜構造資産＞＜人的資産＞

＜人的資産＞ ＜構造資産＞ ＜関係資産＞

優れた
社長の営業力

優良な固定
顧客の存在

顧客管理
システムの構築

優秀な
外注職人

工事を熟知し
た営業要員の

育成

施工マニュアル
の作成

営業・工事
完全分離体制

若手社員の採
用・職人への

育成

会社案内及び
ＨＰの作成

同業若手
経営者との
ネットワーク

営
業
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承

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
させ顧客価値創造・経営戦略達成に結びつける。
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【顧客提供価値】
豊かさを実感

できる空間の提供



８．会社概要

会社名 株式会社タカシマ

創立 １９９２年

会社所在地

〒５２０－０５２１
滋賀県大津市和邇北浜１０４８－１０
ＴＥＬ：０７７ー５９４－５２８１
ＦＡＸ：０７７－５９４－５２８７
メールアドレス：k_takashima528@ybb.ne.jp

代表取締役 髙島 豊文

資本金 １０００万円

従業員 ３名

事業内容 内装仕上工事業

ホームページ 現在作成中

１３ページ
知的資産経営報告書

2016年7月版

＜近隣の和邇浜より琵琶湖東岸を望む＞ ＜近隣の琵琶湖大橋：手前が西側＞



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

株式会社タカシマ
代表取締役 髙島 豊文

（４）作成支援者

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

株式会社タカシマ
〒５２０－０５２１
滋賀県大津市和邇北浜１０４８－１０
ＴＥＬ：０７７ー５９４－５２８１
ＦＡＸ：０７７－５９４－５２８７

メールアドレス：k_takashima528@ybb.ne.jp
常務取締役 髙島 和馬

（６）発行

２０１６年７月
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＜常務 髙島和馬＞


