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■ ごあいさつ

　昭和４２年（１９６７年）の創業以来、常に社会や環境との調和を大切に時代の

ニーズに応えたサービス、技術を追求、研鑽しつつ各部門の強化、充実を図り、

「お客さま第一」「お客さまから支持をされる企業」の精神で取り組んで参りました。

　特に業務用ガスエアコン（ＧＨＰ）のメンテナンスサービス体制はリニューアル、

増設工事も含めてトータルで対応する体制をいち早く確立し、高い評価をいただ

いております。

　またクオリティの高い製品（レギュレータ等）は各業界より厚い信頼をいただいて

おり、その信頼に応えご満足いただける製品を提供することを使命と考え、さらに

メンテナンスサポートも万全の体制をとっております。

　そして社員一人ひとりが情熱を持ち、厳しい時代ですが夢は大きく創造する楽し

さと共に最善をつくす所存でございます。

　なにとぞ今後共一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成30年4月

株式会社ダイセン　　代表取締役社長

  仙石　隆昭
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■ 会社概要

社 名

創立年月日

本 社

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

代 表 者

資 本 金

従 業 員

Ｕ Ｒ Ｌ

主な事業内容

●　ガスヒートポンプの販売及び施工・メンテナンス

（大阪ガス株式会社空調特約店　大阪区域）

●　ガスヒートポンプの施工・メンテナンス

（アイシン精機株式会社GHPサービス代理店　近畿地区）

●　エレクトリックヒートポンプの施工・メンテナンス

（ダイキン工業株式会社空調特工店）

●　米国フイツシヤコントロールズ社の各種レギュレータ販売

（日本フイツシヤ株式会社代理店）

特に日本国内規格・基準に適合した製品に改良、用途に適した仕様選定

●　ガスエンジン発電設備の非常用燃料ＣＮＧ供給システムのメンテナンス

●　住宅関連機器類のメンテナンス業務

（アイシン精機株式会社）

●　工業用ユーザーへのＬＰＧ販売[近畿地区における主に工業用ユーザーの直販売部門]

（ジクシス株式会社代理店）

●　LED照明の設計・施工・保守

●　太陽光発電システムの設計・施工・保守
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　　：　　68名

　　：　　http://www.e-daisen.co.jp/
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　　：　　株式会社ダイセン　（DAISEN Co.Ltd.）

　　：　　1967年7月13日

　　：　　大阪市中央区道修町4丁目5番6号

　　：　　（06）4707-7200

　　：　　（06）4707-7201

　　：　　代表取締役社長　仙石　隆昭



特約店：

　　大阪ガス株式会社空調特約店

　　ジクシス株式会社代理店

　　日本フイツシヤ株式会社代理店

　　アイシン精機株式会社代理店

　　ダイキン工業株式会社空調特工店

　　サン電子工業株式会社代理店

関連会社：

　　株式会社ISEジャパン

　　（株式会社ISE 100％出資会社非連結決算対象）

　　日本ガスエンジニアリング株式会社

資格：

　　特定建設業（管工事業）

　　　　大阪府知事許可（特-29） 第 12236 号

　　一般建設業（機械器具設置工事業）

　　　　大阪府知事許可（般-29） 第 12236 号

　　一般建設業（電気工事業）

　　　　大阪府知事許可（般-29） 第 12236 号

　　高圧ガス販売

　　　　大阪府指命　消（中）第168号

　　冷凍空調施設工事事業所認定

　　　　高圧ガス保安協会　認定区分・番号29-B-17

加入団体：

　　近畿冷凍空調工業会

　　大阪商工会議所
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■ 企業理念・企業方針

■ 経営理念

地球上のかけがえのないエネルギーの有効活用にこだわる企業として、

　「未来のエネルギー」を見つめ、有効活用の可能性にさらに挑戦します。

お客さまにとって最適な商品・技術・サービスを提供し、安全・安心・信頼を

提供し続ける企業を目指します。

人材を人財ととらえ、従業員が成長でき、働き甲斐の持てる企業を目指します。

　　　 ●  サービス精神を大切にする経営

お客さまの立場に立って迅速に対応・繊細な作業を心がけ、誠実な行動で

信頼を得る企業を目指します。
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「 創 造 と 奉 仕 」

　　　　　● エネルギーを大切にする経営

　　　　　● お客さまを大切にする経営

　　　 ● 従業員を大切にする経営

創造する力！

それが実現したときの喜び！

豊かさが実現できる

人に奉仕するとき！

人から喜んでもらえたとき！

豊かさを実現できる

自らの行動力で可能性を追求する

開拓精神に富んだ人材に期待します

付加価値の優れた商品とは本質的に

消費者が決定するものであって

お客さまのニーズに応える

商品開発の研究と満足する

サービスを提供します・・・・

天地創造より万物の源、「エネルギー」と共に行動する感動と責任



■ 経営方針

・平成27年度経営方針

　　『お客様から支持されるダイセン』・『中堅企業』を目指し

　　『Customer Delight 2015』を定め、取り組みの柱として、

　　　　　「省エネ提案により、お客様とのＷＩＮＷＩＮ関係の構築」

　　　　　「提案力、技術力の向上によるお客様満足度の向上」

　　　　　「教育を通じて、社員を育て人材中堅企業を目指す」

　　の3つの目標を揚げて経営企画を実行してまいりました。

各セッションのメンテナンス部門においては、「技術力・サービス改善によりお客様満足度

を向上」を掲げ、未契約物件の自社契約、電気ヒートポンプエアコン（EHP）・LED見込み顧客

を社内へ情報提供する事により、取引先から高い評価をいただく事が出来ました。

開発営業部門では、省エネルギーを柱した幅広い提案により、電気からガスへの転換

リニューアルによる顧客の拡大活動に取り組みました。

また、リニューアル販売No.1を3年連続で獲得し、大きな成果となりました。リニューアル対象機の

台数がピークをむかえた年度でもあり、台数、馬力共にこれまで最高の成績を上げることができ

満足のいく結果でした。

また、フイツシヤのメンテナンス需要の増加から、高水準の利益を上げることも成功しました。
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平成27年度

経営方針

平成28年度

経営方針

平成29年度

経営方針

 『お客様から支持されるダイセン』・『中堅企業』を目指し

【Customer Delight 2015】とします。
「省エネ提案により、お客様とのWINWIN関係の構築」

「提案力、技術力の向上によるお客様満足度の向上」

「教育を通じて、社員を育て人材中堅企業を目指す」

 『お客様への新たな価値の創造』を目指し

【Customer Delight 2016】とします。
「人と空間・環境の調和をテーマにお客様本位の経営を行う」

「誠意をもってことにあたり、技術を軸に会社に貢献する」

「教育を通じて、社員を育て人材中堅企業を目指す」

 『お客様への新たな価値の創造』を目指し

【Customer Delight 2017】とします。
「お客様からの信頼をもとに、期待を超えるサービスで感動をお届けする」

「ガスや電気に捉われず、顧客を囲い込みマイカスタマー化する」

「教育を通じて、社員を育て人材中堅企業を目指す」



・平成28年度経営方針

　　「お客様への新たな価値の創造」を目指し

　　『Customer Delight 2016』を定め、取り組みの柱として、

　　　　　「人と空間・環境の調和をテーマにお客様本位の経営を行う」

　　　　　「誠意をもってことにあたり、技術を軸に社会に貢献する」

　　　　　「教育を通じて、社員を育て人材中堅企業を目指す」

　　の3つの目標を揚げて経営企画を実行してまいりました。

各セッションのメンテナンス部門では、定期点検契約内容完了率100％に取り組み、お客様

都合をのぞいては完結することができました。技術の向上では、自己申告シートを活用し分析する

ことによって改良を重ねより一層の技術改善に取り組むことができました。

開発営業部門では、GHPのリニューアル実績スキルを活かし、新しく奈良に営業所を開設し、

EHPの顧客の拡大を推進することができました。リニューアル販売NO.1を4年連続で獲得し、

大きな成果となりました。

電気エアコン部門においては、「メンテナンスサービスの幅を広げEHPの

メンテナンス対応の強化」を掲げ、広域に事業拡大にも成功し、ダイキン特工店基準のクリア

にも繋げる事が出来ました。

また、フイツシヤではこれまでの最高の利益を上げることができ、機器販売・メンテナンス

共に満足のいく結果となりました。

・平成29年度経営方針

　　「お客様への新たな価値の創造」を目指し

　　『Customer Delight 2017』を定め、取り組みの柱として、

　　　　　「お客様からの信頼をもとに、期待を超えるサービスで感動をお届けする」

　　　　　「ガスや電気に捉われず、顧客を囲い込みマイカスタマー化する」

　　　　　「教育を通じて、社員を育て人材中堅企業を目指す」

　　の3つの目標を揚げて経営企画を実行してまいりました。

各セッションのメンテナンス部門においては、「大阪－南部のメンテナンス業務一元化

対応の強化」を掲げ、よりスピーディーな対応を徹底いたしました。

開発営業部門では、お客様への訪問回数を数値化し、計画的な活動を行い、飛躍する

ことができました。それにより、リニューアル販売NO.1を5年連続で獲得し、大きな成果となりました。

電気エアコン部門においては、昨年立ち上げた奈良営業所との連携も相まって、

ダイキン特工店基準のクリアにも繋げる事が出来ました。

また、フイツシヤでは2年連続で最高の利益を上げることができ、機器販売・メンテナンス

共に満足のいく結果となりました。
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■ 創造からの軌跡

 1967　　初代社長　仙石光正、LPGプラント  化石燃料の転換「煤の出る石炭

　　　　   設備設計施工、LPG充填ガス販売に携わる  から、クリーンなLPGガスへ」

 1967　　ダイセン設立

　　　　   LNGガス転換業務に携わる

 1977　　レギュレータ販売事業開始  日本国内に高品質・信頼性の

　　　　   日本フイツシヤ株式会社の代理店になる  高いガス圧力調整弁のニーズ

 1988　　GHP事業開始

　　　　   アイシン精機株式会社 メンテナンス業務受託

 1989　　大阪ガス株式会社

　　　　   GHPメンテナンス業務受託  

 2013　　GHP併設機器の「EHP」メンテナンス拡充、  原子力発電所の点検再稼働により、

　　　　   「GHP」リニューアル施工   節電・エネルギー分散が急務

 平岡商事の空調部門が閉鎖すること

 により、社員並びに商権を継承

 LEDと空調の販売需要拡大および

 人員増員により新事務所に移転

8
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ダイセンの軌跡 背景

 GHP販売・メンテナンス開始

 都市ガスプラント　　全国普及へ

 2015　　奈良営業所開設

 2018　　東京支店拡大

1967 創業

1977 レギュレータ販売事業開始

日本フイツシヤ株式会社代理店

1996 販売・メンテナンス拡大

大阪市・泉州地域

2003 大阪ガス株式会社 空調特約店になる

1989 大阪ガス株式会社

ガスヒートポンプエアコンメンテナンス業務受託

Clean
Energy

1988 GHP事業開始 アイシン精機株式会社

ガスヒートポンプエアコンメンテナンス業務受託

Energy Best Mix

Environmen

2009 ディスポーザ（生ごみ処理機）事業開始

米エマソン・エレクトリック社輸入元

2012 株式会社ＩＳＥジャパン設立

（ディスポーザ業務移管）

株式会社ダイセン・りんくうテック設立
2015 奈良営業所開設

2018 東京支店拡大



■ 事業内容

「空調のことならダイセンに！」を合言葉に、長年実績あるGHPの販売・施工・メンテナンス

に加えて、EHPの販売・施工・メンテナンスを開始。

お客様の立場に立ってライフサイクルに合わせた最適なアドバイスをすることにより、付加

価値の高い快適な空調ライフを提供します。

・ガスヒートポンプエアコン（GHP）

ガスヒーポンは、ガスで冷暖房を行うシステムです。

ガスエンジンでコンプレッサーを駆動し、ヒートポンプサイクル※1によって、冷暖房を行います。

※1　　液体は気化するとき周囲の熱を奪う性質があり、一方、気体は、凝縮して液化するとき熱を発生する

性質があります。「ヒートポンプサイクル」とは、液化と気化のこれらの性質を冷暖房に利用したもので、冷媒

をコンプレッサーで循環し、機械的に気化と液化を繰り返すことによって、冷暖房を行う仕組みをいいます。
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空調事業 Ai r  Cond i t i on ing

■ガスヒートポンプ（ガスヒーポン） GHP [Gas Heat Pump]

■エレクトリックヒートポンプ EHP [Electric Heat Pump]



—ガスヒーポンの優れた特性—

・小電力・低ランニングコスト

ガスヒーポン最大の持ち味、低ランニングコスト。

ファンなどの補機類以外には電気を使わず、さらに発電機搭載により、電気消費量は20馬力

相当で最小約 0.1kwとごくわずか。契約電力の低減や、受電設備の軽減がはかれます。

さらに、GHPで電力を発電して建物に供給できる、画期的な電源自立型空調GHP

「ハイパワーエクセル」が登場、”外部電源なしでガス冷暖房＋発電”が可能です。

・ガスヒーポンによる電力ピークカットと消費電力量削減

1年を通して、夏と冬の午後が電力消費のピーク。

ガスヒーポンを導入することで電力のピークカット、さらに消費電力量は、同等EHPに対し、

約１／１００でご利用いただけます。

・パワフル＆スピード暖房

運転開始と同時に温風を一気に吹き出し、寒い冬の朝でも素早く暖めます。

除霜運転も不要です。
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・エレクトリックヒートポンプエアコン（EHP）

・ガスヒーポンと併設している電気エアコンの保守メンテナンス

ガスヒーポンは、いつまでも快適にご使用頂く為に保守契約制度が設けられており、所定

の時期に点検や部品の取替を行い、また故障時には無償で修理を行います。

しかし、電気エアコンは保守制限がないため、設置されてから放置状態が多く管理されて

いないのが実情です。

ダイセンでは、GHPで培った技術を活かし、家庭用から業務用エアコンの販売・修理まで

対応します。

お客様に喜んでいただける商品と安心していただける工事内容、迅速なアフターサービスを

提案します。

●   ダイキン製エアコンの最先端技術を常に習得。販売、据付工事、修理に

 最新の技術でお応えします。

●   販売営業マンが訪問し、適切な機種選定でリーズナブルな価格をご提案致し

 ます。

●  サービスエンジニアが訪問し、迅速な診断と修理を行い、早期に作業を完了し

 適切な処置方法をお客様にお伝えします。

11
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その為、EHPが故障した時には・・・

 故障時、どこに連絡したらいいのか分からない

 修理に来てもらうのに日時を費やした

 少し見てもらっただけなのに出張費を請求された

 部品取替するのに高額な修理費用が掛かった



・　フイツシヤレギュレータの販売・メンテナンス
フイツシヤレギュレータは工業炉、ボイラー、ガスエンジン、LNGサテライト設備等に広く使

用されており、様々なお客様から高性能・高品質との高い評価をいただいております。

当社では高品質・信頼性の高いレギュレータを追求し、1977年より日本フイツシヤ株式会

社の代理店として、30年以上フイツシヤレギュレータの販売及びメンテナンスの実績を積み

重ねています。

日本国内の規格・基準に適合した製品に改良するとともに、各種用途に適した仕様選定

・組換等、ダイセンの独自技術を併せて提供しています。

12

Energy　Best　MIX

平成30年度　知的資産経営報告書

レギュレータ事業 Regu l a t o r

■フイツシヤレギュレータの販売・メンテナンス

【日本フイツシヤ株式会社代理店（※1977～）】



―ダイセンのメンテナンス―

　　レギュレータは定期的に点検整備、調整を実施する事により

　　常に安定した制御と確実な安全性が確保できます。

ダイセンは、レギュレータを長期間かつ安全にご利用いただけるよう、予防保全計画に基

づいて、定期的なメンテナンスを推奨しております。

レギュレータの内部にはガスケット、Oリングによるシール部、摺動部が多数存在してい

ます。これらはゴム類である為、使用により経年的に疲労劣化及び摩耗するため、定期的

に交換する必要があります。

しかしメンテナンスを行なわないとシール部の劣化が進み、2次圧力の上昇、設定不良

などの問題を引き起こし、最悪の場合、流体が外部にリークし人体や設備に重大な損傷を

与える可能性があります。

定期的なメンテナンスを行う事により、メタル部品の寿命を延ばし、レギュレータ全体の

耐用年数を延ばす事が可能になります。しかしながら外部リークや作動不良が起こってか

らのメンテナンスになるとゴム部品だけでなく、通常交換の必要のないメタル部品や全体

の交換が必要となる可能性も出てきます。

ダイセンは、30年以上　フイツシヤレギュレータのメンテナンスを積み重ねてきた技術力

を基に、レギュレータの予防保全による保持管理を提供し、安定した制御と確実な安全性を

確保するとともに、安心して使用頂けるアフターサービスを提供致します。

定期的なメンテナンスが行われずに、トラブルが発生してからの分解点検

13
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定期点検
ゴム部品等の交換

定期点検
ゴム部品等の交換

1～3年毎

分解点検
通常の消耗部品とメタル部品の交換

継続使用不可の場合は全交換部品

設置後６年間メンテナン

ス無しでガス漏れ発生

1～3年毎



●　InsinkErator（ISE)ブランド製品の輸入販売

エマソン・エレクトリック社の1事業部門であるISEブランド製品の日本における

総輸入代理店として輸入販売をしております。

2012年に子会社（株）ISEジャパンを設立し、日本エマソン社から事業を承継いたしました。

●　主要製品家庭用ディスポーザ

1938年に誕生したISEのディスポーザはディスポーザのオリジナルとして、

その品質と耐久性を高く評価され、世界ナンバー１のシェアを誇ります。

子会社（株）ISEジャパンは日本におけるディスポーザのさらなる普及を目指し、

協力代理店とともに販売、施工、メンテナンス、アフターサービスまで一貫して活動

しております。

●　ディスポーザとは？

ディスポーザとはキッチンシンクの排水口の下に設置され、生ごみをミキサーのように

粉砕して水と共に排水管に流し出す生ごみ処理機です。

ディスポーザの利用により、より衛生的で快適なキッチンライフを提供するとともに、

地域の環境改善に貢献いたします。

14
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ディスポーザ事業 Food Waste D i s p o s e r

■米国エマソン・エレクトリック社の InSinkErator製品輸入販売

■ディスポーザ、電気温水器など
【弊社子会社 ㈱ ISEジャパン】



●　ディスポーザのある生活

●　ディスポーザによる環境循環

生ごみの処理は近年の温室効果ガスの増大、地球温暖化現象の懸念に対して

大きな関わりを持っています。

台所から出る生ごみを無駄にするのではなく、堆肥やエネルギーへ生まれ変わること

が可能です。

ディスポーザを使用することにより生ごみ収集量が減り、その生ごみは粉砕され

下水道を通って処理施設に運ばれます。

処理施設においてエネルギーや肥料にリサイクル転換できる可能性を秘めています。

15平成30年度　知的資産経営報告書
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生ゴミのない清潔なキッチンに

悪臭や虫にさようなら

ゴミ捨ての負担を軽減

三角コーナーを置く必要がないのでキッチンはい

つでも清潔です。もう面倒な三角コーナーの掃除

の必要はありません。

生ごみを即座に処理できるので、あのイヤな悪臭

やゴキブリ・ハエ等イヤな虫たちを抑制できます。

生ごみをごみ集積所に運ぶ手間をなくします。

経済的 必要な電気料金は1ヶ月10円未満。

水量もごくわずかな増大で非常に経済的です。



地球温暖化が叫ばれて以降、CO2排出削減が世界規模で問われている中で、ここ最近、

LED照明への更新が脚光を浴びるようになってきました。

当社が扱うLED照明は、日亜化学工業のハイパワーLEDを使い、低消費電力と他社の

製品に比べて圧倒的な明るさが魅力です。

　 また、施設・工場などお客様のニーズに沿った、照明設計を行っています。

―導入事例―

―導入ステップ―

16
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LED事業 L i g h t Em i t t i n g  D i o d e

■純国産次世代LED照明SUNDシリーズ

（サン電子工業株式会社代理店）

■国内照明専業メーカーとの協業

病院・老健施設 ガソリンスタンド

学校・体育館

マンション・管理組合

商業施設

冷凍・物流倉庫 工場・製造

駐車場・コインパーキング

ビル

Step1
現場確認

Step2
照度シミュ

レーション

Step3
見積と経済

効果の確認



―LED照明導入の経済効果試算―
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当社は、倉庫や工場、ビルなどの屋根上に太陽光システム導入を提案しております。

費用対効果が高く、そして長らく安心して使って頂くために、太陽光設置に関する一式の

設備は、トップグローバルメーカーの商品を選定して調達しております。設置後、人件費

がかからずに電力会社への売電収入が発生し続けます。

18平成30年度　知的資産経営報告書
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太陽光発電事業 S o l a r P h o t o v o l t a i c s ( PV )

■世界TOP10メーカーの太陽光パネルを調達し、最大に投資

効果が得られるパッケージにより、お客様の建物を有効に活用

する。

投資効果の例



■ ダイセンの知的資産経営

ダイセンの知的資産経営は、

●  メンテナンス技術に基づく課題解決力

●  顧客対応力

●  取引先との協力体制

●  従業員を大切にする経営

●  現状に捉われない企業風土

●  社会からの信頼

を核として成り立っています。

19平成30年度　知的資産経営報告書
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■ メンテナンス技術に基づく課題解決力

ダイセンは、ガスヒートポンプエアコンの保守メンテナンスを30年に渡り一貫して携わって

きました。長年培ってきたGHPのメンテナンス技術に加えて施工・販売実績に基づいた技術

力は、ダイセンの事業活動を生み出す源泉となっています。

昨今よりエネルギー業界を取り巻く環境は、電力不足・電気料金の値上げにより、省電力

化が避けられない状況にあり、節電・エネルギー分散に対する取り組みは、エネルギー業界・

ガス業界・従業員によって重要な使命です。

節電の特効薬として、天然ガスを燃料とする省電力のガス空調・発電設備が再注目される

中、当社では「空調のことならダイセンに！」を合言葉に、GHPと併設したエレクトリックヒート

ポンプ（EHP）事業の立ち上げに取り組み、事業化しました。

EHP事業は、「ガスと電気、両方の空調設備を任せていただける会社」を目標に、GHP

メンテナンス技術を発展されて事業化を達成したものです。（2011年立ち上げ、2013年事業化）

ダイセンは、今後も長年培ったメンテナンス技術力に基づき課題解決力を活かし、

「エネルギーのベストミックス”Energy Best Mix”」－お客様の環境を考えたガス空調

によるエネルギーシステムの保守管理・リフレッシュメンテナンスや、環境に則したベストミックス

空調設備のリニューアル促進により業務領域拡大に挑み、お客さまにとって快適で付加価値の

高い生活環境づくりに貢献します。

20
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■ 顧客対応力

ダイセンでは、「お客さまから支持されるダイセン」に向けて取り組む中、

「お客さまの立場から見た、”メンテナンスの良い会社”とは？」

どのような会社か、社員一同でもう一度考えた結果、

「電話を掛けてすぐに来てくれる会社」

「空調機器を使うピークの時期でも、機器を止めずに対応できる会社」

を目指すことを目標と定めました。

● 1DAY以内・1HOUR以内

目標達成に向けた具体的な取り組みとして、

　　　「電話を受けた当日の訪問で修理を完成する（1DAY以内）」

　　　「保守部品を1時間以内に届ける（1HOUR以内）」

2点について指標を設定、「空調機器をいかに止めないで、動かし続けるか」を重点課題と捉え、

お客さまをお待たせしないための社内体制構築に取り組んでいます。

21
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● 部品配達時間の短縮　　～デリバリー部隊、部品係の配置

「電話を受けた当日の訪問で修理を完結する（1DAY以内）」を達成するため、

修理部品の配送オペレーションの見直しに着手いたしました。

見直し①　デリバリー部隊を配置。

従来まではメンテナンス作業担当のエンジニアが部品の運搬までを行っており、

余分に運搬時間を必要とした結果、『訪問先での作業時間が短くなる』という課題がありました。

そこで、部品の配達を専属で担当するデリバリー部隊を新しく編成いたしました。

別動部隊を設けることで、エンジニアは、部品の到着を待たずに作業を開始することができ、

訪問先での作業時間の増加を達成しています。

見直し②　部品係を配置。

　納期管理、在庫管理、そして「お客さまの機器に対応する部品のデータベース」を構築し、

「お客さまのもとへ部品を早く届ける」ための社内情報を集約・一元化いたしました。

部品に関する情報を一元的に把握することで、デリバリー部隊とリアルタイムで連携を計り

お客さまへの部品配達時間の短縮を図りました。

　これらにより、

「空調機器を使うピークの時期でも、機器を止めずに対応できる会社」

「お客さまの立場から見た、”メンテナンスの良い会社”」

として、継続して信頼して頂ける社内体制を構築しています。

*1
　3日以内修理完了率

　　 電話を受けて出動した一定の案件のうち、受付日より3日以内に修理完了した案件を示す業績指標。

22
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業務指標：3日以内修理完了率*1
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■ 取引先との協力体制

メンテナンス技術に裏打ちされたダイセンのGHPの施工技術は、取引先から高い評価を

受けており、平成29年度には、施工技術の質の高さにおいて優秀賞を受賞いたしました。

今後も取引先と一丸となり、お客様の満足に貢献できる取り組みを推進し、

をさらに実現するため、現状に留まることなく継続的な改善活動を実施していきます。

*2
　施工技術の質指標

　　施工したGHPが順調に稼働していることを示す業績指標

23平成30年度　知的資産経営報告書

業務指標：施工技術の質指標
*2

　　「お客様から支持されるダイセン」
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■ 従業員を大切にする経営

●　人材教育　～　職務上必要なスキルの体系的研修

経営方針「教育を通じて社員を育て、人材中堅企業を目指す」に基づいて、人材育成の

目標と基本的方針を事業所別に定め、業務に必要な教育訓練を体系的に実施しています。

24
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人材教育体系図　―　施工メンテナンス

総務・経理 営業 設計・施工 メンテナンス

ガス栓 フォークリフト運転技能講習

GHP施工・メンテ基本 アーク溶接特別教育

CSコミュニケーション技術 ガス溶接特別教育

GHPメンテナンス専門 玉掛け技能講習

GHPハウジングマルチメンテ

GHPメンテ新製品対応及び故障診断

GHP施工と管理

GHP中級認定試験・筆記

GHP中級認定試験・実技

高度 空調設計（Ⅱ） GHP上級認定試験・筆記

専門 職長・安全衛生責任者 GHP上級認定試験・実技

営業セールスエンジニア

ガス栓 ガス栓

営業セールスエンジニア

空調提案営業・上級 安全衛生主任者講習

専門

ｃ 階級別教育 安全教育
職務別教育

専門

基礎

新人社員合同研修

日商簿記検定2級 空調セールスエンジニア 職長講習

空調設計（Ⅰ）

空調セールスエンジニア

日商簿記検定3級



●　人材育成　～　考える力の育成（ロジカルシンキング）

ダイセンの人材育成は、メンテナンス技術や経理など職務上必要な研修に留まりません。

ビジネスの基本となる「自ら考え、答えを導き出す力」を身につけるため、ロジカルシンキング

の外部研修を、新入社員・若手社員全員を対象に実施しています。

※株式会社ビジネスブレークスルーwebサイトより引用

研修後には、ロジカルシンキングを使って社内の課題に取り組み、問題解決策を発表する

機会を設けており、社員それぞれが自ら考え抜く力を成長でき、働き甲斐のある企業を目指す

とともに、お客様に喜ばれる商品・技術・サービスを継続的に提供できるよう、教育を通じて社員

を育成しています。

 事例②
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事例①

研修後、社員によるロジカルシンキングを使った課題の取り組み事例



●　人材育成　～　経営感覚を持った社員の育成

さらに、主任・係長クラス以上の社員には、１人１人が経営感覚を持ち主体的に業務ができる

よう、「財務・法務・労務・経営」の4分野について外部講師による研修を実施、技術分野に偏る

ことなく将来の経営層の育成を進めています。

※株式会社トップ支援　webサイトより引用
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●　従業員の安全管理・健康づくり

労働災害および自動車事故撲滅のための安全管理体制の強化と危険・有害原因の除去、

および低減活動を職場に浸透させるとともに、業務上の疾病、生活習慣病の予防のため、自己

健康管理の促進と啓蒙活動に努めています。

●　働きやすい労務環境づくり

時間外や休日出勤を可能な限り低減し、社員1人ひとりが自分の時間をより多く持ち働きやす

い思いやりのある労働環境を作ることで、結果として経営の安定につながっていき、給与所得水

準の向上を目指しています。

●　人間力のあふれる企業文化の創出

人材を人財と捉え、従業員が成長でき、働き甲斐を感じながらチャレンジ精神旺盛に行動し、

何事にも情熱・興味・工夫をもち、感動と感謝を忘れない人間力のあふれる企業文化を創出し

ます。
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■ 現状に捉われない企業風土

●　将来を見据えた新規事業への取り組み

今までの事業領域に捉われず、新しい分野の研究や、新規事業の開拓に取り組む事業

開発チームを社長の指導の下、既存組織の枠に捉われずに編成して進めています。

●　経費ゼロベース

一般管理費・製造原価は、前年実績や今ある姿にこだわらず、絶対必要なものは何か、

また、運用面での工夫によってどこまで抑えられるかを検証し、「経費ゼロベース」で予算化

しています。

■ 社会からの信頼

●　コンプライアンスと個人情報保護法

全ての役員及び従業員が法令順守はもとより、社会的規範・企業倫理に従って秩序ある

業務の遂行と健全な職場環境の維持に努め、コンプライアンスを確実に実施することで、社会

からの信頼を得る「健全な会社」を目指します。

当社では、コンプライアンスとは、企業としての法令順守だけでなく、社会の一員としての

良識ある行動までを含む幅広いものと捉え、お客様、取引先、協力先など全ての人々との公

正な関係を維持します。

また、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力や団体に一切関与致しません。

当社では、個人情報を適正、かつ適切な方法で取得し、不正な情報は行いません。

また、個人情報の利用目的を明確とし、その目的達成に必要な範囲内でこれを扱い、その

為に、利用目的に必要な範囲内で個人情報を正確、かつ、最新の内容に保つよう協力します。

個人情報の取り扱いにあたっては、破損、漏えい、改ざん、などの防止及び、安全管理の

為に必要かつ適切な処置を講じるとともに、情報主体（お客様ご本人）が適切に関与すること

ができるよう配慮しています。
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■ 今後の経営方針

1．当社を取り巻く環境の変化

●　世界経済と日本経済の動向

世界経済は先進国主導で改善され、製造業の景況感は2011年以来の水準に回復し2018

年は拡大基調の見込みです。米国では昨年のハリケーンによる自動車買い替え需要の支えも

あり、個人消費が堅調に伸び、また機械投資も高い伸びを維持しています。しかし一方で貯蓄率

が大きく低下しており、米株価調整が生じた場合の景気への悪影響が懸念されます。ユーロ圏

では企業業況は良好で4期連続でGDP成長率が年率2％を超えており、堅調な景気回復が続く

見込みですが、政治は不安定な情勢であり警戒が必要となります。アジアは中国の減速をその

他国が緩和する構図となりそうです。

日本経済の2017年度は海外経済の回復や国内の在庫循環の改善、五輪関連や生産性

向上に関する設備投資の増加、経済対策に伴う公共投資の執行が押し上げ要因になり、成

長率は1.5％と昨年度の1.3％から上昇しました。2018年度においては輸出が減速するものの、

内需が堅調に推移し成長率は+1.2％の見込みとなります。海外政治・経済情勢の不透明感は

緩和しつつあるものの、中国経済の下振れ、北朝鮮リスクには注意が必要となります。

●　エネルギー分野の動向

エネルギー関連では一昨年の家庭用電力小売り自由化に続き、都市ガスの家庭向け販売

自由化が4月からスタートしました。2.4兆円規模の市場を狙い、新たな供給事業者が14社参入

しました。新ガス会社によるサービス向上の新たな取組みが見られましたが、消費者の動

きは鈍く、スイッチング申込み件数は10月末時点で全体の約1％（48万件）にとどまっています。

これは電気自由化の時と同じように価格の割安感が乏しいことと、保守・安全へのハードルが

高く、都市部に限定されており、参入事業者の数が少ないことが要因であると言えます。

2．当社の位置づけ

当社としましては、今後も昨年に引き続き、エネルギー小売り自由化の潮流に注視し、顧客の

囲い込みを狙うと共に、顧客接点の拡大を目指します。また、日々の環境変化に対応し、現状の

仕事の枠にとらわれない柔軟さを持って、積極果敢にチャレンジすることで、変化成長していき

ます。

社員個人の成長促進とサービス力の強さを一層高め、顧客の感動を追求し、社会に貢献でき

る企業として全社員で取り組んでいきます。
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3．SWOT分析に基づく事業展開

4．平成30年度経営方針

　　【お客様への新たな価値の創造】を基本理念とし

　　『Customer Delight2018』とします。

　　「お客様からの信頼をもとに、期待を超えるサービスで感動をお届けする」

　　「広く攻める営業で、顧客を囲い込みマイカスタマー化する」

　　「教育を通じて、社員を育て人材中堅企業を目指す」

①平成29年度実施項目の精度をより高めること、②新事業・展開を実現すること、③従業員の

働き方や給与体系の見直し等を視野に入れることで、経常利益1億円・経常利益率5％を目指し

ます。

●　平成30年度

●　　創業50周年を経て社員数60人体制となったのを機に、営業施策の強化によって次の世代へ

繋がる成長路線を推し進めます。

①展開するエリアの拡大（奈良と東京のスケールアップ）＋αの視点で。

②取扱商品・業務の拡張（太陽光関連・省エネ商品のミックス提案力を磨く）

③人材の確保と体制の強化（人口構造から先を見通す）

●　　昨年の減益を見直し、収益力の改善に取り組みます。

30

Energy　Best　MIX

平成30年度　知的資産経営報告書



■ 業績実績・業績目標数値
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■ 知的資産経営報告書とは

● 知的資産・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る資産以外の無形資産で、“組織の競争力の

源泉となる経営資源の総称”を意味します。（人材、技術、技能、知的財産（ノウハウ・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、財務諸表に表れない経営資源）。

「知的資産経営報告書」は、企業における知的資産の認識・評価を行い、それらの知的資産

を活用して企業の価値創造活動（価値創造戦略）に繋げていくプロセスを示すもので、過去から

現在までの企業の価値創造プロセス、及び将来の中期的な価値創造プロセスを明らかにする

ことによって、企業の価値創造プロセスを高い信頼性をもって説明する報告書です。

また、本報告書は開示することにより、ステークホルダー（債権者・株主・顧客・従業員等）と

企業価値に関する認識の共有を図るとともに、企業の持続的な成長を実現するために活用でき

るものです。

※　本報告書は「知的資産経営の開示ガイドライン」に準拠しています。

　　　（近畿経済産業局の開示企業一覧に掲載中）

● 注意事項

知的資産経営報告書に掲載した将来の経営戦略、事業計画、及び付帯する事業見込の内容

や数値は、現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて掲載したものです。

将来、当社の取り巻く経営環境の変化によっては、これらの記載内容を変更する必要が生じ

ることがあり、その際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があります。

したがって本報告書の記載内容を当社が将来に亘り保証するものではないことをご了承願い

ます。

● 問い合わせ先

商 号 ： 株式会社ダイセン

所 在 地 ： 大阪市中央区道修町4丁目5番6号

電 話 番 号 ： 06-4707-7200

担 当 者 名 ： 常務取締役　福本　誠
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