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2019年1月28日 
 

かしはら大成自動車 
 

代表 松田 鈴美 

代表挨拶 

1980年に前社長であり夫の松田博司が創業し、順調に経営してき

た28年目、前社長が突然の余命半年の宣告を受け、そこから私の社長

としての人生がスタートしました。私は今まで義母の介護のため主婦

業に専念していましたが、その日から会社と入院していた夫の病院を

一日に何度も往復し、会社の引継ぎを行いました。長女も加わり毎晩

病院で会社の経営について３人で話し合ったのを覚えています。中で

も、前社長が大切にしていた、創業当初からの経営理念でもある「お

客様とのご縁を大切にし、真心をもって、お客様一人一人に合わせた

サービスを提供する」という事は言葉ではすぐ理解できなかったので

すが、仕事をする夫を毎日見てきた私には、すでに自身の体に染みつ

いていました。また急な引継ぎであったため、できる限りお客様との

「対面」を大切にしてきた事で、前社長が急死した直後、一旦は疎遠

になったお客様も、今ではまたお客様となって戻って頂いており、こ

の10年を通してやっと継承できたのではないかと実感しております。

そしてまた長女である後継者ができ、前社長より受け継いだものを、

今度は後継者へ伝えていく架け橋となっていく事が、私の使命だと

思っております。最後になりましたが、これまで続けて来られた事も、

まずは迎え入れてくれた従業員、変わらず利用して頂いているお客様、

そして自身の会社のように心配し支えて頂いた同業者の、全ての皆様

に感謝をしています。これからも感謝の心を持って、前向きに取り組

んでいきたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

１．代表挨拶 

経営理念 

「お客様とのご縁を大切にし、真心をもって、お客様一人一人に合  

 わせたサービスを提供致します」 

「常に、サービス向上を目指し、安心・安全を提供致します」 

「女性一人でも気軽に入店できる愛車ケアハウスを目指します」 

 

前社長が亡くなった事がきっかけで、「私が会社を残していきた

い」と強く決心した現後継者であるため、20歳を過ぎて自動車整備士

を一から目指したという経験があり、車の事がわからないお客様の役

に立ちたいと思い、去年新たに「女性一人でも気軽に入店できる愛車

ケアハウスを目指します」を経営理念に加えました。 
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代表者 
写真 

 

色々な情報が飛び交う時代!!! 
車の事で不安やお悩み感じたら 
まずは「かしはら大成自動車」へ 



事業概要 

奈良県内には約950件の自動車認証整備工場（指定含む）があります。お客さまの中には、「こんなにたくさん車屋さんがあるけど、どうやっ

て選んだら良いのかわからない」「安すぎるのは不安だし高くても困るし、でも実際車の事がわからないから、値段でしか判断できない」とい

うお声を多く耳にします。私たちは、そのようなお客様の視点を少し変える、ご自身やご家族の安心・安全を求めるお客様へ、きめ細やかな説

明・提案によって困り事・お悩み事を取り除く、一人一人・一台一台に合ったサービスを提供しています。 

業務内容 

新車・中古車販売、点検整備・車検整備、レンタカー、自動車保険（東京海上日動・JA共済） 

個人・法人リース販売（メンテナンスリース含む）、鈑金・塗装、買取・オークション代行 
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仕入先 
新車：各ディーラー 

中古車：業者オークション 
各種自動車部品 

： 
各ディーラー部品商、中古部品 

タイヤ・ゴム部品商 
 
 

外注先 
鈑金塗装：光泉自動車 

 
先代の社長が育てた職人である
ため、技術は高く信頼がおける。 
また修理内容の融通や、低価格
での提供のため、幅広いお客様

に応える事ができる。 
 
 

得意先 
 

40% 新車・中古車販売 
 
25% 24カ月点検整備 
 
15% 鈑金・塗装 
 
10% 定期点検・故障修理 
 
10% その他 

エンドユーザ 
 

40% 40代～50代 
20% 60代以上 
20% 30代 
15% 20代 
5% その他 
現在40代・50代夫婦が占めて
いるが、後継者が30代という事
で20代・30代の女性が増加傾

向にある 
 

ビジネスモデル俯瞰図 

業務フロー図 

お客様来店 商品提案 仕入販売 点検整備 トラブル対応 廃車・リピート 

お客様の希望や悩みを

知る。お客様にとって

は大きな決断となるた

め「こんな車を買わな

ければ良かった」とな

らないよう、お客様一

人一人に合った商品提

供に力を入れている 

販売は、中古車は特に

現車確認し、安心して

販売できる商品を仕入

れる。今や新車であっ

ても海外製部品の使用

が多くトラブルも多い

ので、販売したままで

なく、アフターケアに

も力を入れている 

定期的に顧客にアク

ションを起し、点検等

でメンテナンスを行う

事で急な出費やトラブ

ルを防ぐ事ができる。

また、交換部品等を写

真で説明する等、なぜ

交換が必要なのか説明

し今後の信頼に繋げる。 

事故の故障トラブルは

緊急を要するため、営

業時間外であっても電

話対応等によって迅速

な対応を心がけている。 

保険会社やJAFと提携

し、ワンストップサー

ビスに力を入れている 

お客様の環境の変化や

車の寿命により、車を

手放す際には乗換車両

や廃車の相談を納得で

きるまで話し合う。ま

た廃車の場合は当社で

長年メンテナンスして

きた車であれば自信を

持ってまた販売できる。 
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点検・修理 

法定点検では、義務点検内容に加えて、予

備点検を実施しております。壊れてから交

換するよりも、壊れる前に交換しておく事

で、余分な部品を交換しなくて済む箇所が

沢山あります。こういった内容を全て説明

させて頂き、お客様のご理解の上、予備点

検することで、お客様の余分な出費を抑え

ることができます。 また、点検・修理の

ご依頼頂きましたお客様には、営業時間外

であっても、急なトラブル対応承っており

ます。安心して愛車に乗って頂くことを心

がけています 

 
 

写真 
 
 
 

○ここで車検をすると、二年間大きなトラブル
もなく安心して車に乗れる!!! （60代 男性） 
○急な連絡に嫌な顔せず対応してくれ、すぐ駆
け付けてくれるので嬉しい。（40代 女性） 

新車・中古車 販売 

新車は、各ディーラーの業者販売をしてお

り、他社より低価格で販売しております。 

中古車は、二級整備士と査定士の目で中古

車一台一台を現車確認し、納得したものを

提供しています。新車・中古車とも、 

お客様のご希望やニーズに合わせて、お車

選びをお手伝いさせて頂きます。お客様に

とって大きな買い物となるため、この車に

して良かったと思って頂けるようなサービ

スを心がけています。 

 
 

写真 
 
 
 

以前、他社で中古車を買ってすぐエンジンが止
まった事があったが、ここで中古車を買うと壊
れないし、長く乗るための知識も色々教えて頂

けて、急なトラブルがなくなった。 
（40代 夫婦） 

レンタカー 

自動車整備工場が所有するレンタカーなの

で、毎度お客様の使用前に点検整備を完了

し、提供しております。また、自社で仕入

れ、点検作業までしていますので、安心か

つ低価格で提供できるため、とてもコスト

パフォーマンスの良い商品です。 

最寄りの近鉄大和八木駅までの送迎も無料

でさせて頂いておりますので、他府県から

利用されるお客様にも喜ばれております。 

 
 

写真 
 
 
 

○普段乗りなれていない車だから、ルームラン
プを消し忘れたまま放置したのにもかかわらず、
バッテリー上がらずエンジンがかかった。 
（20代 夫婦） 
○駐車監視の機能まで付いたドライブレコー
ダーが装備されており、安心して乗ることがで
きた。 （50代 女性） 
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経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業績 

○お客様とのご縁を大
切にし、真心をもって、
お客様一人一人に合わ
せたサービスを提供致
します。 

 
○常に、サービス向上
を目指し、安心・安全
を提供致します。 

 
○女性一人でも気軽に
入店できる愛車ケアハ
ウスを目指します。 

○創業38年の実績、前
社長時代からの各自動
車メーカーや下請け鈑
金工場とのネットワー
クを引き継ぐ。 
○前社長より引き継い
だ顧客と、後継者の新
規顧客約110台を加え、
現在合計約400台の顧客
データがある。また、
大手ソフトメーカーの
専属講師のマネジメン
トにより、三年前から
クラウド保管を導入し、
管理している。 
○従業員教育 
整備士や検査員の国家
資格取得のサポート制
度を設けており、受講
費用は会社から支給さ
れる。また、講習・試
験日に合わせて休日を
振り返られる制度を設
けている。 

 

○大型特殊自動車まで
取り扱う認証整備工場
としての幅広いニーズ
に応える対応力 
○日本全国で３％しか
いない女性整備士であ
り、尚且つ小学校教諭
の資格を持ち、相手を
分析し分かりやすい伝
え方の訓練をしてきた
経験を併せ持つ、きめ
細やかな説明力 
○大手自動車メーカー
で工場長まで務めあげ
た経験豊富な整備技術
力 
○お客様の点検履歴を
把握し、会社で共有す
る事で、工場長と営業
が相談し合い整備方法
を勧める提案力 

 

○オールメーカーの国
産車・外車の新車販売 
○中古車販売 

 
○12カ月点検・整備 
○24カ月点検・整備 
○故障・修理 

 
○レンタカー 

 
○オークション代行
サービス 
○ワンストップサービ
ス 
○時間外受付サービス 
営業時間外や、休日で
あっても、急な故障・
事故受付を行っている
○メンテナンスお知ら
せサービス 
お客様一人一人に合わ
せたメンテナンス時期
をハガキでお知らせ 

 

○「かしはら大成自動
車ならではの安心・安
全を提供」 
12カ月点検では48項目 
24カ月点検では88項目
を点検する事で、２年
間トラブルがない車と
して、お客様から支持
されている 
また、時間外故障・事
故トラブルにも対応し
ている 
○「かしはら大成自動
車ならではの丁寧で分
かりやすい説明」 
お客様一人一人の理解
度に合わせて、自作の
資料を用いたりするこ
とで、女性顧客や３世
代での顧客が多い自社
では、安心して家族の
車を任せられるとお客
様に満足頂いている。 

 

車検台数 
＝年間＊＊台 

 
新車・中古車販売台数 
＝年間＊＊台（合計） 

 

説明 

軽自動車から大型特殊自動車まで取り扱う近畿運輸局長認証の整備工場として創業38年の実績をもち、車検から車検までの2年間トラブルのな

い車として、安心・安全を提供しています。そして、女性整備士でもある後継者は小学校教諭の資格を持ち、わからない人へわかるように伝え

る事の訓練をしてきた経験と、2級自動車整備士になるために一から勉強し現場を経験してきた事により、お客様一人一人に合わせたわかりや

すい説明や提案に力を入れています。 



６．人的、構造、関係資産 7 

•大手自動車メーカーで工場長まで勤め上げた経験をもつ工場長がいるので、高い整備技術力がある 

•小学校教諭として教え方の訓練をしてきた経験をもつ女性整備士がいるので、わかりやすいきめ細やかな説明力が

ある 

人的資産 

•自動車分解整備事業創業38年の実績 

•軽自動車から大型特殊自動車まで取り扱える認証整備工場としての幅広いニーズに応える対応力をもっている 

•約400台の顧客データをクラウド保管し、いつでもどこでも過去の修理データを確認し、修理の提案ができる 

•顧客一台の車に対して、工場長と営業が相談し合い整備方法を勧める提案力がある 

構造資産 

•自社創業当時から各自動車メーカーとの取引がある 

•専属の協力会社に鈑金工場がある 

•大手自動車ソフトメーカーの専属講師によるマネジメント 

関係資産 
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•自動車分解整備事業創業38年の実績 

•どんな修理依頼でも引き受ける 

•12カ月点検では48項目、24カ月点検では88項目を点検する事で、２年間トラブ

ルがない車を提供 

•大手自動車メーカーで工場長まで務めあげた経験豊富な工場長 

① 

38年の 

経験と実績 

•小学校教諭の経験から、写真や図等を用いて分かるように伝える説明力 

•車は生活環境に応じて乗換える事が多く、お客様一人一人との距離が近い付き合

い方を心がけていることで、環境の変化や今後の思いを知ることができ、お客様

の立場となって考え提案する。また、そのことで世代を超えて利用して頂く機会

が多く、２世代・３世代と利用して頂くお客様が全体の38％を占めている 

② 

丁寧な説明 

と 

真心を持った提案 

•周辺地域（橿原市南部）の整備工場では、後継者問題により昨年は23件中5件会社を

閉めている事に対して、後継者の存在が長い目で任せる事ができて安心だと評判であ

る また、廃業した整備工場から女性顧客中心に紹介して頂くことが増加している。 

•自社で管理している顧客データ約400件の内、約110台は後継者の新規顧客である 

③ 

女性整備士である

後継者 

写真 
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今後の方向性 

『 かしはら大成自動車ならではのサービスで他社との差別化 

そしてその差別化で女性ドライバーの支持を得る 』 

1. 働く女性をターゲットとし、自社から３ｋｍ圏内の職場まで引取納車サービス実施することで、一日入庫台数10％アップ 

2. 女性ドライバー安心愛車トータルプラン実施（スケジュール管理メンテナンス）することで囲い込みを図る 

リスク 

1. ハイブリッド車や電気自動車が増えた事により、消耗部品

が減りメンテナンスが必要なくなってきた 

2. 新車に車検パックを付ける等、各ディーラーの囲い込み 

3. 車を所有しない20代若者が増加している 

事業機会 

1. 周辺地域(橿原市南部)では、後継者問題で昨年23件中から5件廃業して

いる整備工場がある 

2. 女性が働く機会が増え、女性の車の所有率が増えている（15～64歳の

全国の女性労働率は67.3%に対し、奈良県は61.1％と全国ワースト１

位である。だが低い分年々上昇しており、ここ５年で3.3%も増えてい

る） 

3. 銀行の低金利競争からローン金利が低くなり、車を買いやすくなった

（自社で一番人気はJAマイカーローン1.75％） 

4. 周辺地域の新築ラッシュという事で世帯が年々増え続けている（橿原市

の世帯数が1年で239世帯増 橿原市平成31年1月調べ） 

当社の業績を支える強み 

○38年の経験と実績 

○丁寧な説明と真心を持った提案 

○女性整備士でもある後継者 
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当社のビジョン 

「橿原市一、女性ドライバーに支持されるケアハウス」 

○女性ドライバー安心愛車トータル点検プラン実施（スケジュール管理型メンテナンスサービス） 

＝車検から車検までの間の点検入庫を増やし、急なトラブルを防ぐ。また、洗車や車内クリーニングもプランに入れる事で、女性ドライバー

誰もが口にする「洗車の仕方がわからない＆面倒」を解消 

○女性でも入りやすい社内環境の整備 

＝「自動車工場イコール汚い・臭い」から、清潔感のある居心地の良い工場&待ち時間も自分のための時間にできる空間作り 

 

当社の経営目標 

「会社全体で清潔感のあるケアハウスに意識をおき、3年後には売上率20％アップ」 

○女性100人にアンケートを取り、そのアンケートを元に新メニューを作成しサービス開始 

（既存のお客様には男女合計200人にアンケート実施予定） 

○女性のお客様来店数＆お客様滞在時間を増やすため、橿原市一清潔感のある愛車ケアハウスを目指し社内環境改善に取り組む 

○レンタカー事業拡大 

・年々売り上げが伸びているレンタカー事業（去年より約10%アップ）に力を入れ、またお客様のギアとして役立つ車を提供したい 

・整備技術力を生かし、特殊車両のレンタカーサービスを開始する 
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説明 

まず女性ドライバー向けサービスや定額制商品を開始するにあたっての、アンケート収集やLINE＠活用等で新規・既存顧客に自社の新サービ

スの認知を図ります。同時に新サービスの売上状況によっては、将来整備士増員と世代交代も視野に入れ、誰が担当しても同じクオリティを提

供できるよう整備マニュアルを作成します。そしてまた、レンタカー増車に伴い関連商品の新サービスを開始する事で売上目標を達成します。 

 

経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業績 

○お客様とのご縁を大
切にし、真心をもって、
お客様一人一人に合わ
せたサービスを提供致
します。 

 
○常に、サービス向上
を目指し、安心・安全
を提供致します。 

 
○女性一人でも気軽に
入店できる愛車ケアハ
ウスを目指します。 

○創業38年の実績、前
社長時代からの各自動
車メーカーや下請け鈑
金工場とのネットワー
クを引き継ぐ。 
○前社長より引き継い
だ顧客と、後継者の新
規顧客約110台を加え、
現在合計約400台の顧客
データがある。また、
大手ソフトメーカーの
専属講師のマネジメン
トにより、三年前から
クラウド保管を導入し、
管理している。 
○従業員教育 
整備士や検査員の国家
資格取得のサポート制
度を設けており、受講
費用は会社から支給さ
れる。また、講習・試
験日に合わせて休日を
振り返られる制度を設
けている。 
○定期的に行う会社全
体でのサービスメ
ニュー作成会議 
○今後に繋げる整備技
術力のマニュアル化 

○軽自動車から大型特
殊自動車まで取り扱う
認証整備工場としての
幅広いニーズに応える
対応力 
○日本全国で３％しか
いない女性整備士であ
り、尚且つ小学校教諭
の資格を持ち、相手を
分析し分かりやすい伝
え方の訓練をしてきた
経験を併せ持つ、きめ
細やかな説明力 
○大手自動車メーカー
で工場長まで務めあげ
た経験豊富な整備技術
力 
○お客様の点検履歴を
把握し、会社で共有す
る事で、工場長と営業
が相談し合い整備方法
を勧める提案力 
○新サービスの商品開
発力 
○SNS等を取り入れた自
社アピール力 

○オールメーカーの国
産車・外車の新車販売 
○中古車販売 
○12カ月点検・整備 
○24カ月点検・整備 
○故障・修理 
○レンタカー 
・レンタカーの台数 
 を増やす 
・趣味目線のレンタ   
 カーサービス開始 
・付属備品のレンタル   
○オークション代行
サービス 
○ワンストップサービ
ス 
○時間外受付サービス 
○メンテナンスお知ら
せサービス 
○女性ドライバー 
・安心愛車トータルプ
ラン 
・定額制商品の開発 
○オイル交換や洗車の
ポイントカード作成 
○年に一回の展示会 
 

○「かしはら大成自動
車ならではの安心・安
全を提供」 
12カ月点検では48項目 
24カ月点検では88項目
を点検する事で、２年
間トラブルがない車と
して、お客様から支持
されている 
また、時間外故障・事
故トラブルにも対応し
ている 
○「かしはら大成自動
車ならではの丁寧で分
かりやすい説明」 
お客様一人一人の理解
度に合わせて、自作の
資料を用いたりするこ
とで、女性顧客や２世
代・３世代での顧客が
多い自社ではお客様に
満足頂いている。 
○「女性一人でも来店
しやすくなった・女友
達に紹介したい」とい
うお声が聞ける 

車検台数 
＝年間＊＊台 

 
新車・中古車販売台数 
＝年間＊＊台（合計） 

 
○レンタカーを中心に   
売上率20％アップ 
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•どれぐらいの費用が必要なのかわからない不安を取り除くための定額制商品・金額の提示 

•社内環境整備 （例：お客様待合スペース増設、女性用トイレの設置、社内クリーニング） 

•SNS発信 

•講座を開く（例：女性のための新車・中古車の選び方、車のメンテナンスの必要性等） 

•女性ドライバー安心愛車トータルプラン・定額制商品の開発 

① 

女性ドライバー 

向けの充実した 

サービス 

•整備技術力を生かし、趣味目線のレンタカーサービス開始 

•レンタカーだけでなく、付随するアイテムのレンタル商品充実 

•会社の立地環境を生かし奈良県南部の観光マップ等作成し、観光仕様のレンタカーサー

ビス開始 

② 

レンタカー 

事業拡大 

•現工場長の整備技術力をサービスメニューに分けてマニュアル化する事で、今後の整

備技術力を安定させ、またそれをもとに改善が必要な場合は改善し向上していく 

③ 

整備技術力の 

マニュアル化 

写真 



13 11 .数値計画 簡易キャッシュフロー＝経常利益－法人税＋減価償却費 

債務償還年数    ＝借入金残高÷簡易キャッシュフロー 

直近期末 

（   年 月期） 

1年後 

（   年 月期） 

2年後 

（  年 月期） 

3年後 

（   年 月期） 

売上高 

変動費 

粗利益 

粗利率 

固定費 

人件費 

その他 

支払利息等 

経常利益 

法人税 

減価償却費 

簡易キャッシュフロー 

借入金残高 

債務償還年数 
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NO 実施事項 推進担当 実施内容 現状値 目標値 時期・期限 

1 新サービス開始 松田 ①既存のお客様へのアンケート200枚分 
②女性の方へのアンケート100枚分 
を集計し、社内全体で会議を繰り返し、新サービスを開発する 

0 サービス
利用 
10件/月 

2019年8月まで 

2 社内環境整備 全員 ①整備工場内、全員で毎朝15分清掃開始 
②事務所増築し、お客様スペース作成 
 
③女性用トイレ設置 

0 お客様ス
ペース完
成・トイ
レ設置完
了 

2021年10月 

3 レンタカー増車 松田 ①まずはレンタカー2台増車する 
②趣味目線のレンタカー作成・サービス開始 

0 レンタ
カー売上
げ20％
アップ 

①2019年10月まで 
②2021年10月まで 

4 整備技術力のマ
ニュアル化 

北浦 サービスメニューごとにマニュアル化する 0 マニュア
ル作成 

2020年10月まで 

5 SNSで自社アピー
ル・リピート率を
上げる 

松田 LINE＠を作成し、 
①会員制度を作る 
②ポイントカード作成（オイル交換・洗車） 
③予約システム作成 

0 会員 
300件 

2020年10月まで 

12 .アクションプラン・ＫＰＩ 



中：代表 松田 鈴美 

初めましての方との距離を縮めるのは

ピカイチ!!!すぐ誰とでも仲良くなっ

ちゃうフレンドリー女性社長 

趣味はカフェ巡り 

いつもカフェ先で他のお客さんと仲良

くなって帰ってくる 

左：工場長 北浦 達哉 

自動車整備士一筋の敏腕工場長 

趣味は長距離移動の食べ歩き 

これが食べたいというと、すぐ地図を

出して○○にある○○が美味しいと教

えてくれる 

右：後継者 松田 洋子 

いつも笑顔でお客様をお迎えするフロ

ント＆サービス 

趣味は山登りとキャンプ 

人と関わる事が大好きで、キャンプ先

でさまざまな人に出会ってお話を聞く

事が楽しみ 
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集合写真 

 
 
 

13. スタッフ紹介 

看板犬 ミロ  
いつも笑顔でお客様をお迎えします 



14. 企業概要 16 

企業名 かしはら大成自動車 

代表者 松田 鈴美 

創業 1980年8月29日 

設立 1980年8月29日 

資本金 

事業内容 自動車整備・販売・自動車保険業務・レンタカー 

年商 

所在地 
〒634-0831 
奈良県橿原市曽我町385-2 
 

電話 0744-25-1700 

FAX 0744-25-1202 

URL http://www.kashihara-taisei.com/ 

社員数 3名 

登録・免許 

自動車分解整備事業（大陸整認奈第1119号） 
古物商（奈良県第641090001036号） 
東京海上日動火災保険株式会社 
代理店（代理店番号0113） 
共済代理店（代理店番号0644） 
レンタカー事業（奈運企第1097号） 

主要得意先 
各ディーラー 
光泉自動車 

沿革 

1980年 前社長 松田博司がかしはら大成自動車を創業 

当時は自動車整備業を中心に各メーカーの新車販売を行う 

1998年 現東京海上日動火災保険株式会社の代理店業務開始 

2003年 中古車販売事業開始 

2008年2月 レンタカー事業開始 

2008年8月 前社長が急死し、妻の松田鈴美が代表になる 

2010年 自動車共済代理店業務開始 

2011年 長女 松田洋子が後継者となるため入社 

2014年 後継者の松田洋子が二級ガソリン自動車整備士資格取得 

2015年 松田洋子が福祉車両取扱士資格取得、福祉車両の取扱い開始 
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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。 
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