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奈良県橿原市の小さな工務店、株式会社岡田工務店は、昭和 46 年に、私たちが育ったこの橿原市で創業し、今年で 4４年を迎えます。     

４４年続けてきた、弊社の思いは、「地域社会のお客様に、安全・快適・安心できる家づくりを、匠の技と、真心で提供する」ことに尽きます。 

 

工務店と聞いて、「デザインが古い」「大工さんが建てている」ってイメージはないですか？                        

大手の○○ハウスや、○○ホームの方が、良い家を建てているってイメージはないですか？ 

 

注文者はお客様であり、家はお客様の大切な財産です。                                           

岡田工務店は、お客様と一緒に家づくりを行います。デザインも、家の間取りも一緒に考えていきます。                      

岡田工務店はお客様の要望を、プロの仕事で責任をもってかたちにします。お客様に一番近い場所で営業させて頂く以上、より良いものをという意識は

あっても、逆はあり得ません。 

  

家を考えるも、つくるも、「人」です。                                                

岡田工務店の一番の武器は、「人」です。知識と経験豊富なスタッフおよび、地元の職人さん達が、ひとつのゴールに向かって真心をもって取り組みま

す。「どんな会社が建てたか」も大切ですが、「どんな人が建てたか」も重要だと考えています。 

  

地元奈良県が仕事のエリアです。地域のお客様に必要とされ、４４年続けてこられたのも地域のお客様があってこそ。               

地域のお客様の家をまもることが、弊社の責任であり、恩返しだと考えています。 

 

今回は、これまでの弊社の取組みや強みを整理し、一冊の知的資産経営報告書としてまとめました。 

報告書を通じて、関係各社、また新しく即戦力として期待できるスタッフに、弊社の立ち位置や方向性をご理解頂くことで、今後の成長に役立てたいと

考えています。 

 



 

3 

 

3 

私たちは、地域のお客様に、安全・快適・安心な家づくりを、匠の技と、真心で提供します。 

 

（経営理念の説明） 

① 私たちの仕事は「安全」で「快適」で「安心」できる家づくりです。 

「安全」は、お客様の命と財産を災害から守るため、家の安全性能を確保する。 

「快適」は、お客様の生活を暮らしやすするため、お客様のためのデザインを追求する。 

「安心」は、お客様の家づくりを、弊社を信頼し、まかせて頂くため、常にお客様と向き合う。 

以上の３つが、家づくりに大事な要素と考えているからです。 

 

② ①の家づくりを提供するためには、私たちプロの「技」も「真心」も必要不可欠です。 

従業員・職人の技術を磨き、家づくりの知識を深めることも大切です。 

また、お客様に喜んでもらうために、細かな気配り・心づかいも大切です。 

家づくりをまかせて頂くためには、匠の名に恥じないよう、整理された現場、綺麗な現場を目指します。 

 

③ 携わる従業員・職人のワークワイフバランスを確保し、高いモチベーションで仕事に取組むことが重要です。 

従業員・職人、それぞれの思いがひとつになり、「安全」「快適」「安心」な家づくりへ向かって、チームワークをとるためのコミュニケーションも

大事な要素です。 

経営理念の最初に、「私たち」としたのは、経営陣・従業員・協力会社含めた全員が「チーム」として、お客様に、「安全」「快適」「安心」な家づ

くりを提供しなければならない、と考えているからです。 
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（１）基本情報 

会 社 名 株式会社 岡田工務店 

住  所 奈良県橿原市西池尻町１９４－１メゾンサクセスⅡ１０３号室 

業  種 総合工事業（一戸建て住宅の新築・リフォーム工事請負業） 

代表者名 代表取締役 岡田 則夫 

従業員数 ４名（役員２名、正社員１名、パート１名） 

電話番号 ０７４４－２８－５５８０ 

設立年月 昭和４６年１月：創業（岡田工務店） 

平成２２年１月：法人化（株式会社岡田工務店） 

保有資格 一級建築士、１級建築施工管理技士、１級土木施工管理技士、既存住宅現況検査技術者（ホームインスペクター）、木造住宅耐震診断員、

住宅省エネルギー技術設計者、施工技術者 他多数 

 

（２）スタッフ 

弊社の主たる業務は、65 歳と 38 歳の親子コンビが行っています。 

一級建築士をはじめ、国家資格を数多く保有した私たちが、息を合わせて、共に考え、共に行動

し、家づくりに取り組んでいます。 

 また、何より、地元が大好きな親子です。地元のお客様に喜んでもらいたいと思う気持ちは、他の

住宅会社に負けません。 

 

 

 

 

（左：代表取締役岡田則夫・右が設計・工事担当スタッフ） 
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（３）主要業務 

①新築 

「暮らしを思いやる優しい家」として、安全性・快適性を追求した設計と、工事を一貫して行う業務に取り組んでいます。 

建物の安全性を確保する耐震性能は、建築基準法の標準レベル（耐震等級１）の１．５倍の強度（耐震等級３）を弊社標準仕様として提供しています。 

また、快適さに欠かせない建物の断熱性能についても、弊社の「暮らしを思いやる優しい家」は、奈良県ではじめて採用された「エアサイクル工法」を

採用しています。夏場の熱気を建物にこもらせず、冬場の室温を暖かいまま維持でき、さらに柱や土台などの建物の構造体を湿気・カビから守り、維持管

理のしやすい仕様を持っているのが、岡田工務店の家の特徴です。 

 耐震性能・断熱性能を確保しつつ、お客様の趣味・嗜好・ライフスタイルに合わせた設計・工事が出来るのも、弊社の強みです。 

 

（弊社施工実績 新築工事の実績写真） 
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②リフォーム 

 弊社の提供する「リフォーム」は、現在の暮らしに対する不安・不満を、時間をかけてお聞きするところからはじまります。 

 その上で、不安・不満を解決するために最適なプランを、知識・経験・資格豊かなスタッフが、「快適性」「安全性」が確保できるかを考えて、設計し

ています。 

 昨今は、お客様から、阪神淡路大震災、東日本大震災の事実を目の当たりにし、現在の住まいの耐震性能に関するお問い合わせを数多く頂くようになり

ました。 

 弊社にとっても建物の安全性確保は、最重要課題として位置づけていますので、阪神淡路大震災以降、地域でもいち早く耐震診断の業務をスタートさ

せ、また、自治体主催の耐震診断の依頼に協力し、そのノウハウを積み上げてきた実績があります。 

 弊社では、一級建築士・耐震診断員として、専門知識を発揮し、ち密な「耐震診断」と、１級建築施工管理技士の高い技術レベルをもった「耐震改修工

事」を行うことが出来、皆様にご好評を得ています。 

  

（弊社事例紹介① 写真左は耐震補強中の写真、斜めに入った木材が家を支える「筋かい」） 

（弊社事例紹介② 写真右は断熱材を壁・天井に入れて、断熱化を図ったものです） 

 

③アフターサービス 

 創業から４３年。地元を中心としたお客様と共に、この地元奈良県で生活する私たちは、工事が終わったあとも、つながりは続いています。 
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 建物のちょっとした不具合、お困りごとなどにも、即時に対応、出動できるのが、地元にいる工務店の役割だと考えています。 

 住まいは、人間と同じく、定期的な維持管理、メンテナンスが必要です。 

 私たちと出会う機会の多いお客様ですから、「家のことで、ちょっと聞いてもいい？」といった気軽な相談に乗ることも大切な業務になっています。 

 そういえば「隣の○○さんも、リフォームしたいって。紹介しようか？」といった声を頂けるのも、地元のつながりが活かされていると考えています。 

 

 

 

（４）売上構成 

省略しております。 
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（１） 総論 

 弊社には、お客様が望む「安全」「快適」「安心」な家づくりを提供できる、専門知識と人間味あふれる人財と、それを運用するノウハウと、関係者全

員で「家」をかたちにできるチームワークがあります。 

 それらが、弊社の強みであり、今後も大切に育てていきたいと考えています。 

 

（２） 人的資産 

① 弊社のスタッフには、国家資格に裏付けされた設計・工事・さらには「耐震」「省エネ」に関する専門知識があり、「安全」「快適」「安心」な

家づくりが行えます。 

【弊社のスタッフの資格、修了リスト】 

  一級建築士 

    １級建築施工管理技士 

    １級土木施工管理技士 

    木造住宅耐震診断員 

    既存住宅現況調査技術者 

    住宅省エネルギー技術 設計・施工技術講習認定 

    木造住宅の耐震診断補強方法（２０１２年版）修了 

    耐震かべ（かべ大将）設計・施工ライセンス習得 

    耐震かべ（ひかりかべつよし、ＮＥＷかべつよし）設計・施工ライセンス習得 

    宅地建物取引主任者 
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② 弊社のスタッフには、お客様にワクワクしてもらえる営業力があります。 

新築からリフォーム、大規模から小規模の工事まで、ひとりで営業、設計、工事を担当することで、家づくりに対する様々なリクエストに対応す

ることが出来ます。決して、経験とカンだけではなく、法的な根拠や、ガイドラインを調査できるリサーチ能力が高いのも特徴です。 

「お客様が納得してくれるまで、何度も繰り返し説明すること」、「理解いただくために、あらゆる手段を使って説明すること」、さらに「お客

様の理解度にあわせて、出来るだけ専門用語を使わずに説明すること」を心がけています。 

お客様が完成を夢見てワクワクする。そんなイメージを持っていただけるよう心掛けています。 

   

      ●お客様とのヒアリングをもとに、設計図、デザインレイアウトを作成。お客様から、わかりやすいと評判です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

      ●模型を作成し、家の完成イメージを具体的に提案することもできます。建物完成後、プレゼントすることも。 
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③ 弊社のスタッフ、協力会社、職人さんは、地元の出身者、地元の会社です。 

地元のお客様と地元のスタッフに、意外な接点があることが多いのも、弊社が地元を中心に活動しているからです。 

地元を愛するからこそ、理屈抜きで仕事にも気持ちが入ります。 

手前味噌ですが、現場の職人さんは、人のいい職人さんばかりです。お客様へのあいさつ、コミュニケーション、マナーも大切だと考え、研修や

勉強会を行っているのもその成果と言えます。 

地元の利点を活かせるのは、特にアフターフォローの場面です。漏水などの水のトラブルや、住宅設備の故障など、出来るだけ早く動けるスタッ

フがそばにいれば、早急にお客様のもとにかけつけることが出来ます。 

 

（弊社スタッフ、職人さんと集合写真） 
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（３） 構造資産 

① ワンストップサービス「Q．どこに頼めばいいの？」「A．岡田工務店にお申し付け下さい。」 

建設業界は、木工事（大工工事）、水道設備、電気設備、空調設備、建具工事、塗装工事、内装（壁紙等）工事など、多種多様な業種に分かれて

います。 

お客様が業種を理解し、直接「水道屋」「建具屋」等に頼むこともできますが、どの分野の工事が必要なのか、見極めを行う必要があるため、大

多数のお客様は、直接職人さんに依頼することは困難と言えます。 

岡田工務店は、総合建設業として、お客様を悩ませることなく、家に関する窓口となり、お客様のニーズにあったサービスを提供できるようにし

ています。 

 

（弊社の受注の特徴） 

・相談を受けた場合、まずは弊社のスタッフが、内容を確認、現地調査する。 

⇒協力会社に「丸投げ」をせず、弊社の品質基準を崩さず提供するため。 

・弊社は広告宣伝費を必要最小限度におさえ、また弊社と協力会社との連携に 

 より適正価格維持に努めています。 

 

                                

                              

                                  

 

（サービスのフロー図） 

  

② 保証制度の充実 

・当店をご利用になられるお客様の不安を解消するため、お客様の新築の完成と引き渡しを保証する「完成保証制度」に加入しています。 

・お引渡し後に、雨漏りなど、万が一のことがあった場合に対応できる保険制度にも加入しています。 

 

③ 耐震改修に関するノウハウ 

協力会社
岡田

工務店
お客様

相談・注文
受付

・調査・管理

水道設備業
者

建具業者

電気…
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耐震診断は、設計を旨とする設計事務所も行っています。 

耐震改修工事は、大工さんが、改修設計図を見ながら行うこともできます。 

弊社の独自性は、まず、「設計」と「改修工事」が同じ会社で行える点です。 

診断と改修計画が同社で出来る、設計事務所「兼」工務店ですので、建物を詳しく理解した上で合理的なスケジュール、方法で工事が行えます。 

工事を行える工務店だから、改修工事のコストも頭に入れながら、診断や設計を行うことが出来ます。 

弊社は、設計と改修工事を同時に行ってきたので、そのような業務フローがスムーズに行え、また、これまでの実績がパターン別に分類できるほ

ど、蓄積されてまいりました。 

大規模な改修工事は○○邸、小規模の改修工事は△△邸の事例を参考にするなどの方式で、相談を受けたお客様のプランをつくり、工事を行って

いくことが出来ます。 

 

④ 耐震診断、改修工事マニュアル等、ノウハウ・ツールの充実 

① を実現する上で導入してきたツールの数々。 

  ソフト：診断ソフト（自治体推奨、業界トップクラスの診断ソフト）を所有 

    ハード：壁や基礎の内部の鉄筋や木材を探知する機械を所有 

などの耐震関連のツールを充実させ、ツールを使いこなす教育プログラムも独自自で整理し、マニュアル化しています。 

 

⑤ 提案営業用ツール 

  資金計画、ヒアリングシート、さらには、持ち運びノートパソコンにプレゼン用ソフトを装備し、いつでも打ち合わせが出来るような体制をととの

えています。 
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（４） 関係資産 

① 顧客との関係「対話できる機会をつくっています。」 

  古くからは、44 年。昔からのお客様を大事にする一方、新しいお客様との関係づくりにも力を入れています。 

  代表的な活動としては、『お中元、お歳暮の手渡し』。 

顧客の数は膨大ですが、スタッフで分担して出来る限り直接手渡し、お客様と対話できるように取り組んでいます。 

  直接の対話から、新しい受注のチャンスが、生み出されるものと考えています。 

 

② 顧客カルテ 

43 年前の設計、施工図面や、写真も保有し、問い合わせがあった時に、すぐに履歴を調べられるように、顧客カルテを作成しています。 

暑中見舞い、年賀状などの送付においても、リストを活用しています。 

 

③ 従業員とのミーティング 

  毎朝、業務のスケジュール確認と、議題を整理し、業務の振り分けや、スタッフ同志の相互チェックを行っています。 

   どんなに忙しくても、スタッフとの情報交換は必須です。 

 

④ ＯＫ会 

協力会社との親睦会・勉強会を定期的に開催し、家づくりに対するチームプレーを深めています。 

家づくりとは、大工や電気工事業、水道設備業、室内の壁紙を貼る仕事、屋根を葺く仕事等々、

様々な職種、多くの職人の手によって行われます。 

次の工程がスムーズに進むような、ちょっとした作業の気配りや、前の工程の仕上がりに対するチ

ェックも、チームワークが充実しているので、弊社担当者が見ていない時間でも自然に行われるよ

うになっています。 

 

※写真：勉強会の様子 

 

 



 

14 

 

14 

⑤ 奈良匠の会 

地域密着型の地元 1６社の住宅会社が、奈良の「匠」として、組織的な広報、技術交流を行っています。 

通常、地元の住宅会社は、営業活動の中で競合する場合もありますが、奈良匠の会では、「地元の住宅会社として、お客様に満足してもらいたい」と

いう共通の目的をもって活動しています。 

当会を通じて、自社だけでは出来ないこと、知らないことを補完することが出来、お客様により良いものを提案できるものと考えています。 

 

毎月 1 回の定例会、勉強会、懇親会、また、見学会などのイベント交流など、各社の個性と、各社の強みを活かした活動は、お客様にも家づくりの選

択肢を広げることにも役立っています。 

 

（写真）奈良匠の会で地元「奈良の木」をＰＲしたイベントの様子 
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（１） 人財育成体制 

① 資格取得の金銭的な負担は会社が行う福利厚生制度。 

スタッフが主体的に弊社家づくりに取り組むためには、高いモチベーションが必要です。 

頑張れば報われる福利厚生をとるのが、弊社の使命と考えます。 

資格取得の目標を当事者と設定した上で、それにかかる合理的な方法にかかるコストを会社は負担するようにしています。 

当然、合格することが第一の目標ですので、合格に対するインセンティブ（報酬）も、会社とスタッフとの約束の上で支払うようにしています。 

② 営業、設計から工事完成、アフターフォローという一連の家づくりプロセスをひとりで担当させ、自主性を育てるルール。 

少数のスタッフで行う以上、専門性と同時に、建築に関する幅広い知識、スキルも必要です。 

お客様の家づくりに、全て携わることで、情報の引き継ぎ等でのエラーが防止でき、また、お客様との対話が深まることによって信頼感を得られ

やすいというメリットもあります。さらには、担当者に責任感が生まれ、自主的に動くことが期待できます。 

 

（２） 地域顧客との対話 

弊社は、地元奈良県が仕事のエリアです。 

地域のお客様に必要とされ、４３年続けてこられたのも地域のお客様に支えられたこそと考えています。 

したがって、地域のお客様の家をまもることが、弊社の責任であり、恩返しだと考えています。 

そこで地域のお客様と常に対話できる環境を整えておくことが、必要だと考えています。 

日常の「あいさつ」や、地域の祭りなど、地域とのつながり、コミュニケーションを大切にすることを心がけています。 

 

（３） 外部との積極的な連携 

お客様に安全・快適・安心な家づくりを提供するためには、あらゆる分野でプロであり、高い品質のサービスを提供できることが必要です。 

しかし、全てを内製化すると、ときとして、無駄な経費を生むリスクがあります。無駄な経費が発生すると、お客様に適正な価格を提示すること

が出来ません。 

そこで、弊社では、お客様に満足いただく工事をさせて頂くために、積極的に外部の専門業者、専門家とも連携をとり、また情報収集にも努めて

います 
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（１） 外部環境 

① 全国的な動向：「リフォーム市場が伸びる」 

全国的に人口は、少子高齢化の影響等で減少傾向にあり、新築の市場としては、人口と共に減少傾向にあるといえます。しかし、「低価

格」な住宅、「高付加価値」がついた住宅等、特徴づけがはっきりした住宅には、逆に注目が高まり、一定の需要は今後も継続して存在

すると言われています。 

他方、リフォームの市場としては、平成３年頃までに新築された住宅が、20 年を超えることにより、老朽化の修繕・水回りの入れ替え等

の需要がますます高まり、それに伴い、市場規模としては拡大傾向にあると言えます。大手ハウスメーカーが、リフォーム事業を積極的

に立ち上げ、展開しはじめたこと、ホームセンター・家電量販店も、リフォームコーナーを設置しはじめたのも、いかにリフォーム市場

が魅力的な市場かを証明していると言えます。 

 

（㈱野村総合研究所 NRI メディアフォーラム 2014 年 7 月 9 日開催 資料） 

② 奈良県市場の動向①：奈良県は、耐震・省エネリフォーム市場の魅力。 

奈良県人口は 140.3 万人、世帯数 57.7 万世帯、住宅総数は 61.5 万戸、居住世帯のある住宅は 50.3 万戸、空き家は 8.6 万戸あり、奈

良県における住宅リフォーム工事の市場規模は、約 605 億円と言われています（日経ＢＰ社「住宅ストック市場年鑑 2015」より。 
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奈良県の顧客ニーズの特徴は、『高付加価値』が付いた住宅に関心があるということです。これは、奈良県の新築工事において、『高付

加価値』が付いた住宅の一つである、長期優良住宅の着工割合が全国第 3 位（新築件数の 22.9％「日経ＢＰ社 住宅ストック市場年鑑 

2015 による」）というデータにもあらわれています。 

さらに、実際、弊社とお客様との会話においても、「この家は地震に強いの？」「冬は耐えられないほど寒い！」「夏の 2 階の暑さはど

うにかならないのか？」という声と、受注が増えてきていることからも、奈良県のニーズを実感しています。 

奈良県は８つの活断層の下に、位置しており、30 年以内に震度６の地震が起こる確率は、49％と言われています。このような特異性

も反映されていると考えられます。 

 

奈良県「住宅の耐震化 方針」 

③ 奈良県市場の動向②：耐震・省エネ分野で、ライバルが少ない奈良県。 

産業分類 事業者数 

住宅製造業 鉄骨系ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ住宅製造業 7  

総合工事業 

木造建築工事業 326 ←㈱岡田工務店 

建築リフォーム工事業 192  
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奈良県の関連業者のうち、「耐震」「省エネ」分野で競合たりえるのは、２０～３０社と考える。その理由は３つある。 

１つ目は、実際に競争することがまずない。逆に、他社で出来ないと言われたのでお願いしたいという話が出るくらいです。 

２つ目は、市町村の補助金利用実績が少ない。耐震・省エネリフォームについては、市町村から補助金が出るのだが、補助金

の活用実績が少なく、弊社が事務所をかまえる、橿原市においても、弊社の実績が一番多い。 

３つ目は、業務の難易度である。高度な設計と工事の技術の両方がそろってこそ、取り組める分野であるため、情報収集、計

算ソフトウェア、施工技術研修等を継続して行っている事業者でないと、参入が難しい分野である。弊社が加入する建築士会

や、その他業界団体等を通じて弊社が集計した結果は、県内では２０～３０社程度であろう。 

 

【奈良県の関連業種の事業所数】 

日経ＢＰ社「住宅ストック市場年鑑 2015」 

 

  

職別工事業 

大工工事業 183  

塗装工事業 75  

床・内装工事業 109  

電気工事業 374  

土木建築サービス業 

建築設計業 297  

不動産業 

建物売買業・土地売買業 140  

不動産代理業・仲介業 370  



 

19 

 

19 

（２）弊社の現在 

●現在のセグメント分析 

 

 

 

    

私たちは、地域のお客

様に、 

安全・快適・安心な家

づくりを、匠の技と、

真心で提供します。 

① 人財育成支援 

 

② 地域顧客との対話 

 

③ 外部との積極的な連携 

人的資産 

・豊富な資格取得者 

・高い提案営業力 

・地域密着の職人 

 

構造資産 

・ワンストップサービス 

・耐震改修ノウハウ 

 

関係資産 

・顧客とのつながり 

・社内及び協力会社、同業者

間の連携 

※勉強会頻度：不定期 

新築 

「暮らしを思いやる優しい家」 

・長期優良住宅 

 

リフォーム 

・長期優良住宅化リフォーム 

・耐震改修工事 

・水回り等、小規模リフォーム 

 

アフターサービス 

 

新規顧客顧客数 

 １０件/年間 

 

リピート顧客注文数 

 ３０件/年間 

 

クレーム率 

 ２．５％（１件） 

 

売上高 

 横ばい 

 

 

●機会と脅威  

 機会 脅威 

 

 

 

 

・中古住宅へのリフォーム需要が高まる 

 ※特に付加価値住宅への需要も見込める。 

・奈良県での住宅投資は伸びる見込み 

・量産型住宅に対するコスト競争には弱い 

・大手ホームセンター等のリフォーム市場への進出 

１ 経営理念 ２ マネジメント ３ 技術・ノウハウ ４ 商品・サービス ５ 業績 

・効果 
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（１） 経営戦略・方針 

安全・快適・安心な家づくりについて、『地元の頼りになる工務店』としてブランドイメージ化を図り、地域密着を意識した受注を目指す。 

（２）5 年後のセグメント像 ※赤字が、追加目標 

 

 

 

    

私たちは、地域のお客

様に、 

安全・快適・安心な家

づくりを、匠の技と、

真心で提供します。 

① 人財育成支援 

 

② 地域顧客との対話 

 

③ 外部との積極的な連携 

人的資産 

・豊富な資格取得者 

・高い提案営業力 

・地域密着の職人 

・社内営業スタッフ、工事ス

タッフの充実（目標各 1 名） 

構造資産 

・ワンストップサービス 

・耐震改修ノウハウ 

・省エネに関するノウハウ 

・ホームページ等広報の充実 

関係資産 

・顧客とのつながり 

・社内及び協力会社、同業者

間の連携 

※勉強会頻度：隔月 1 回 

・地域とのつながり（クリー

ン活動への参加など） 

新築 

「暮らしを思いやる優しい家」 

・長期優良住宅 

・ゼロエネ住宅（ZEH） 

 

リフォーム 

・長期優良住宅化リフォーム 

・耐震改修工事 

・省エネ改修工事 

・水回り等、小規模リフォーム 

・補助金リフォームの提案 

・リフォーム見学会の開催 

 

アフターサービス 

・OB 顧客への接触機会を増や

す（ｱﾝｹｰﾄや DM の製作） 

 

ＤＩＹサポート（新事業） 

新規顧客獲得数 

 ３０件/年間 

 

リピート顧客注文数 

 ６０件/年間 

 

売上高（2020 年） 

 現状＋２０％ 

 

クレーム率 

 ０％（０件） 

 

１ 経営理念 ２ マネジメント ３ 技術・ノウハウ ４ 商品・サービス ５ 業績 

・効果 
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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、財務諸表には現れてこない、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すなわ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。  

 

 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並びに付帯事業見込みなどは、すべて現在入手可能な情報をもとに、当店の判断に

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の変化によって、これらの記載内容等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また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等を当店が将来に渡って保証するも

のでは無いことを十分にご了承願います。 

 

 作 成 者：株式会社岡田工務店（作成担当：専務取締役 岡田博和） 

 作成支援：橿原商工会議所 知的資産ワークショップ  
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