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(注) 公開版につきましては、取引先名や数値等、非公開にしている箇所がありますこと
をご了承願います。



ご挨拶

電気や通信はたとえ短時間でも使用できなければ生活できない時代となりました。

”かゆい所に手が届くサービス”をモットーに！
この思いで平成29年に電気通信工事を行う『インテイク』として開業し、平成30年9月に法人成り

致しました。
社名の由来は「お客様の相談窓口になりたい」そんな思いで名付けました。

我々の仕事は「お客様の思い」それを形にすることです。
お客様の「こうしたい。」「こうしてくれたら・・・。」は様々です。
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インテイク株式会社
代表取締役 竹内 肇

それらを形にしていくために、色々なご提案をし、お客
様にとって 善の方法で施工しております。

一方、使い勝手や美観、価格などをご説明し、納得
して頂かないとお客様には不満が残ります。

当社は、多種多様な業界での経験を活かして、より
お客様に納得して頂けるサービスを提供していきます。

法人成りして2期目を迎える今回、当社の良さや強み、
課題などを洗い出して見つめ直し、今後の方向性等を
明確にするとと同時に、取引先様や関係する方々に、
より当社を知って頂くべく、このレポートを作成いたしま
した。

今後は、人材育成にも取り組み、よりお客様にご納得
いただけるよう、成長して行きたいと考えております。



経営理念
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価値創造ストーリー概要

関係資産

暮らしや社会生活
の安心

経営理念

モット―
強みを生む根拠 強み

事業

顧客価値

関係先との
信頼関係の構築

人的資産

人的資産・組織資産

組織資産

お客目線の対応と
業務の流れ

豊富な資格の取得
長年の経験

「かゆいところに手が
届くサービス」を

モットーに、

地域社会に光とつ
ながりを創造し、

暮らしや社会生活
の安心に寄与する

人的資産

安心で確かな技術力
豊富な知識・ノウハウ

人的資産

きめ細かなお客様
対応・迅速な対応

人的資産・組織資産

関係先との信頼関係
と良好なネットワーク

組織資産

≪参考：知的資産の3分類≫
【人的資産】・・・従業員の技・知識や勘など、従業員が退職すると企業が失う資産

例） 個人の知識、ノウハウ、経験、スキル、対応力、営業力等

【組織資産】・・・従業員の間で共有が可能であり、従業員が退職しても企業に残る資産
例） 経営理念、データベース、教育システム等の仕組み、知的財産権等

【関係資産】・・・外部との関係から構築された資産
例） 顧客関係、顧客満足度、販路、供給業者との関係、ネットワーク等

人的資産・組織資産

フットワークの軽さと
時間外対応

電気工事
電気通信工事

電気・通信に関連
の商品・製品・部品

の売買

当社は、「かゆいところに手が届くサービス」をモットーに、
地域社会に光とつながりを創造し、暮らしや社会生活の安心に寄与する。

電気は私達の暮らしに欠かせないもの。
空間を明るく照らす照明、暮らしを便利にする電化製品、室内を快適にする空調や暖房など、その用途は

実に様々です。
そんな暮らしを支える電気だからこそ、常に安全・機能的・便利な状態であることが一番。
当社では、一般住宅・集合住宅・オフィス・事業所などの通信工事をはじめ、防犯カメラやインターホンの設

置などを承っております。
電気に関することであれば、小さなお困り事から直ぐに駆けつけて対応いたしますので、お気軽にご相談くだ

さい。
「かゆいところに手が届くサービス」をモットーに、これからも皆様のお役に立てるよう尽力してまいります。



通信工事・電気工事「かゆいところに手が届くサービス」

事業内容

当社では、 「かゆいところに手が届くサービス」をモットーに、一般住宅・集合住宅・オフィス・事業所などの通
信工事をはじめ、防犯カメラやインターホンの設置などを承っております。
電気に関することであれば、小さなお困り事から直ぐに駆けつけて対応いたします。

一般住宅・マンションなどの個人様向け
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テレビ・パソコン・電話・インターホン・LED照明・LAN・スイッチ・コンセント・ブレーカー・防犯カメラなど
電気・通信・回線・配線・ネットワーク・防犯設備のことならお任せ

オフィスなどの企業・法人様向け

喜ばれる理由2
きめ細かなお客様対応

迅速な対応

喜ばれる理由1
安心で確かな技術力
豊富な知識・ノウハウ

喜ばれる理由3
関係先との信頼関係と

良好なネットワーク

以下のことなどでお困りの方
照明が暗くてなんとかしたい
電気代を削減したい
配置や模様替えで、コンセントを増やしたい
古くなった電話機・交換機を入れ替えたい
ビジネスフォンの新設・増設をしたい
電話・パソコン・ネットの配線の整備がしたい

以下のことなどでお困りの方
コンセントやスイッチがおかしい
電気が落ちてなんとかしたい
電話やインターネットが繋がらない
電話機・インターホン・照明を取替えたい
防犯カメラを付けるなどの安全対策をしたい
漏電が気になってなんとかしたい

 主な対応エリア
• 滋賀県南部
栗東市、草津市、
大津市、守山市、
野洲市、湖南市
など
• 京都府南部



安心で確かな技術力／豊富な知識・ノウハウ

喜ばれる理由の源泉とその根拠 ～インテイクの知的資産～

例えば、街の電気屋さんでは、電気工事士の資格を持って電気工事配線やエアコン取り付けなどの工事を
行っています。通信工事のニーズがあっても、パソコンやインターネット回線などの知識が必要な通信工事の
資格まで取って工事をされるところは多くないため、通信工事を苦手とするところが多いのが現状です。
代表の竹内は長年、通信工事を専門にしてきた中で、お客様のニーズに応えるために後で電気工事士の資

格を取りました。また、電気工事や通信工事の資格だけでなく、安全に関する資格も持ち、さらに大手通信企
業での通信工事で培ったノウハウも持っています。
このように、通信工事も電気工事もどちらにも対応でき、安全面の資格もあることは、当社の大きな強みで、

お客様に安心して頂ける理由でもあります。

豊富な資格保有
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第二種電気工事士
（2012年9月20日取得）
住宅や店舗などの600V以下で
受電する設備の工事をするのに
必要な国家資格で、この資格が
ないと電気工事が出来ません。

電気通信設備工事担任者
（2011年4月14日取得）
公衆回線やCATVの通信回線に
接続する端末設備の接続や配線
工事を行ったり、監督をするのに
必要な国家資格です。

認定電気工事従事者
（2015年1月23日取得）
工場やビルなどの自家用電気工
作物のうち、600V以下の自家用
電気工作物（500kW未満）の工
事を行うことができる資格です。

高所作業車運転者
（2004年4月16日取得）
電柱など高所で作業をするのに
高所作業車が使われますが、そ
の高所作業車の運転操作に必
要な資格です。

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

（2004年9月20日取得）
酸素欠乏症や硫化水素中毒に
なるおそれのある場所で作業を
行う際に、事故防止や応急手当
をするのに必要な資格です。

普通救命講習修了
（2012年9月1日修了）
AEDの使い方を含む心肺蘇生法
や救命、悪化防止、苦痛軽減な
どの応急処置の技能を学ぶ講習
です。

電気 電気

電気 安全

安全 安全

第二種電気工事士の免状

工事担任者の資格証

長年の経験

大手通信企業での工事経験
前職がNTT西日本の販売委託店で、NTT西日本にも出向。そこで大手
通信企業における様々な通信工事の経験を通じて、NTT西日本のノウ
ハウをはじめ多くの電気通信のノウハウを学びました。
このことも、お客様に安心して頂ける理由です。

音響・映像技術の経験
初に就職した会社が音響技術の企業で、主にホテルで催されるプロ

のライブ、イベント等の音響を担当。当時から音響や映像に使われる機
器やそれらに必要な電気系の知識が豊富になっています。

お客様の
安心と喜び

電気工事の資格

通信工事の資格

安全関係の資格

救命関係の講習

大手通信企業で
培った経験など



きめ細かなお客様対応・迅速な対応

喜ばれる理由の源泉とその根拠 ～インテイクの知的資産～

当社は、大手メーカーや家電量販店では対応できない、小回りの利いたサービスが当社の自慢です。
「かゆいところに手が届くサービス」をモットーに、お客様が不安に感じられること、「こうしてくれたらいいのに

なぁ」と思われることなどに対して、代表の竹内の過去の経験も生かしながら、お客様の想いを形にできるよう、
できる限りお客様目線での対応やご提案を心がけています。また、24時間稼働する電気や通信の特徴から、
既存のお客様には当社の営業時間外での対応もしております。

お客目線の対応と業務の流れ
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アフターフォロー

ご入金

ご請求書の発行

工事・施工

交換材料などの発注

工事日程の決定

（できる限り、お客様の日程に合わせます）

工事のご依頼

お見積書の提示

（基本、当日か翌日にご案内いたします）

現場調査（無料）

現場調査の日程決定

（できる限り、お客様の日程に合わせます）

当社から電話・メール等での確認

（基本、半日以内にご返答いたします）

お問い合わせ

 ご予算に応じてご提案
• 現場調査をした上で、お客様のニーズをお聞きします。
• お客様のご予算に応じて、問題解決に対する必要な対応
策を複数ご提案するとともに、それぞれのメリット・デメリットを
ご説明いたします。
• 当社の都合ではなく、当社の手間は考えず、お客様のやり
やすい方法をご提案いたします。
 例えば、Wi-Fiやインターネット回線の不具合なら、ご依

頼の有無にかかわらず、一旦Wi-Fiルーターや有線
LANなどの無料貸出も行います。

ポイント①
ポイント②

ポイント③

安心対応ポイント②

 中古部品もご提案
• 当社は古物商の許可も取得している
ため、中古部品を仕入れてご提供す
ることもできます。
• 交換部品について、お客様のご予算
に応じて、新品、中古品のご提案も可
能です。

安心対応ポイント③

 主な対応エリア
• 滋賀県南部
栗東市、草津市、
大津市、守山市、
野洲市、湖南市
など
• 京都府南部

 24時間対応、夜間対応、緊急対応
• 電気や通信のトラブルなどが起こった場合、1秒でも
早く専門業者に来てほしいものです。そのため、当社
の通常の営業時間は9:00～17:00ですが、既存のお
客様には、24時間・土日祝を問わず、すぐに駆けつ
けることができるよう心がけています。
• フットワークの軽さは小さな会社ならではの強みです。

 現場調査は無料
• ご依頼の有無を問わず、現場調査は無料です。
• 実際に状況を確認しないと、どのような工事が必要か、どれ
くらいの費用になるかわからないため、まずは現地調査で
しっかり現状を把握し、あらゆる選択肢の中から『一番良い
方法』を見つけてご提案いたします。
• 現場調査だけで終わっても、その分の料金は頂きません。

安心対応ポイント①

古物商の許可証

 万が一工事後に異常が発生した場合、すぐに駆けつけ対応

安心対応ポイント④

フットワークの軽さ・時間外対応の取り組み

ポイント④



* NTT西日本特約店・販売委託店について

NTT西日本特約店ホームページより

関係先との信頼関係と良好なネットワーク

喜ばれる理由の源泉とその根拠 ～インテイクの知的資産～

当社は、ＮＴＴ西日本の特約店の正規販売委託店になるなど、信用力がある会社でないと取引できない企
業等と取引をさせて頂いております。そのため、電気・通信の部品や製品等については、商品力があるものや、
いわゆる「間違いのない」安心できるものを取り扱っています。
このことも当社の大きな強みで、お客様に安心して頂ける理由の１つです。

信頼度の高い企業との取引
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「NTT西日本特約店」は、NTT西日本と情報機器特約店契約を締結し、NTT西日本ブランドの情報機器の販売をは
じめ、工事からメンテナンスサービスまで行っているNTT西日本とパートナーシップを結んでいる企業です。
「販売委託店」は、各NTT西日本特約店と個別に販売委託店契約を締結している企業です。
また「NTT西日本 情報機器専売店舗」とは、NTT西日本特約店・販売委託店のうちNTT西日本ブランドの商品のみ
を取扱う店舗です。

 電材の調達
• 当社は以下ようなの簡単に取引できない優良企業様から電気・
通信の部品や製品等を調達しております。
 ㈱協和エクシオ様 （ＮＴＴ西日本の特約店）
 滋賀特機㈱様 （創業50年以上の電材等の総合卸商社）

気の置けない信頼できる助っ人の存在

 ＮＴＴ西日本の販売委託店
• 当社は、販売委託店として評価を頂いております。

当社は、通常は当社で電気通信工事を行います。
しかし、繁忙時や手が足りないときなどは、前職のOBの方や独立された方など、
技術や能力があり気心知れた旧知の方々にお願いもします。
こうした仲間も、当社を支える大きな存在です。

ＮＴＴ西日本から頂いた感謝状



喜ばれる理由の源泉とその根拠 ～インテイクの知的資産～

主な仕入先・調達先
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会社名 本社 仕入材料・取引品目 取引理由、特長など

主な得意先

◎

会社名 所在地 規模・特徴など 売上比率

◎ 仕事や品質の確かさは勿論、特に依頼する際の気軽さやフットワークの軽さなどを評価して頂いています。
◎

非公開

非公開

非公開

非公開



売上高・利益率の推移

業績等
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受注割合・状況

金額 対売上 金額 対売上 金額 対売上

売上高
売上原価

売上総利益

販管費
内、役員報酬等の人件費（個人事
業は所得を役員報酬として計上）

内、減価償却費

営業利益
償却前営業利益

営業外収益
営業外費用 

経常利益

特別損益
税引前当期純利益
償却前当期純利益

法人税等

当期純利益

償却前当期純利益

金額 対売上 金額 対売上 金額 対売上

売上高
変動費計
　変動費a

　変動費b

限界利益
固定費(営業外収支含む）

⇒人件費以外
⇒減価償却費
⇒役員報酬・給与等

経常利益
特別損益

税引前当期純利益
法人税等

当期純利益
償却前当期純利益

損益分岐点(※1)

損益分岐点比率(※1)

従事者（パート・バイトは1/2計算）

役員・社員
パート・バイト

一人当たり売上高
一人当たり限界利益
一人当たり営業利益
一人当たり人件費
労働生産性(※2)

※1　損益分岐点＝固定費÷(1-変動費÷売上高)　　損益分岐点比率＝損益分岐点÷売上高

※2　労働生産性＝(営業利益+人件費+減価償却費)÷従事者数

変動損益計算書
2017年(個人） 2018年1月～6月（個人） 2019年8月期

前年比

損益計算書
2017年(個人） 2018年1月～6月（個人） 2019年8月期

前年比

非公開

非公開

非公開



貸借対照表推移

業績等

財務分析と業界比較（ローカルベンチマーク）
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金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
資産合計
現預金合計
受取手形・売掛金
棚卸資産
その他流動資産計
建物・設備等（償却資産）
その他固定資産計
負債・資本合計
支払手形・買掛金
短期借入金
その他流動負債計
長期借入金
その他固定負債計
自己資本

貸借対照表（B/S）
2017年(個人） 2018年6月（個人） 2019年8月期

非公開

非公開
非公開

非公開

非公開



財務分析と業界比較（財務分析シート）

業績等
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*中小機構「小規模事業者の事業計画づくり・サポートキット」を基に作成。
*【業界平均②】は日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」 （2019年8月掲載分）の「建設業-電気通信工事業」より抽出。
* は前年比悪化または業界平均を下回った項目。

指標 算式 単位 数値 数値 増減 数値① 増減 業界平均② 差異①-②

□ 収益性
売上高総利益率 粗利益÷売上高 ％ 47.0%
売上高営業利益率 営業利益÷売上高 ％ 1.3%
人件費対売上高比率 （給料賃金+福利厚生費+専従者給与）/売上高 ％ 40.2%
諸経費対売上高比率 （経費合計-人件費-減価償却費-外注工賃）/売上高 ％ 22.7%

□ 効率性
総資本回転率 売上高÷資産合計 回 2.9
商品回転期間 棚卸資産÷１日あたり売上高 日
受取勘定回転期間 （受取手形・売掛金＋割引手形）÷１日あたり売上高 日 39.5
支払勘定回転期間 （支払手形・買掛金）÷１日あたり売上高 日 24.3

□ 生産性
従業者１人当たり売上高 売上高÷従業者数 千円 13,127
粗付加価値額 控除前所得金額+人件費+減価償却費+支払利息割引料 千円 -
従業者１人当たり
粗付加価値額

粗付加価値額÷従業者数 千円 4,859

従業者１人当たり人件費 （給料賃金＋福利厚生費）÷従業員数 千円 4,229
□ 安全性

当座比率 現預金合計+受取手形・売掛金/流動負債合計 ％ 197.5%
流動比率 流動資産÷流動負債 ％ 259.9%
借入金回転期間 短期・長期借入金÷平均月商 月 5.2
自己資本比率 自己資本÷負債・資本合計 ％ -26.0%
損益分岐点比率（経常利益） （経費・営業外収支合計-外注工賃）÷限界利益率 ％ 102.7%

2017年(個人） 2018年（個人) 2019年8月期 電気通信工事業

非公開

非公開

非公開



市場規模等の外部環境

外部環境

インターネット普及率など
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 インターネット普及率
• 総務省「通信利用動向調査」によると、
2017年の個人のインターネット利用率は
80.9%で、企業の割合は99.5%。
• ほとんどの個人・企業においてインターネット
が活用されている。
• 自社のホームページを開設している企業の
割合は89.6%で、電子商取引を実施してい
る企業の割合は47. 8%。

 国の施策と滋賀県の状況
• 近年、電子政府の総合窓口「イーガブ（e-Gov）」の設置やIT導入補助金、キャッシュレス決済端末の導
入支援など、国もインターネットが不可欠な施策を講じており、今後も一層、インターネット通信は企業にも
個人の生活に欠かせないものになる。
• 特に滋賀県は、個人でのインターネット利用率は全国7位の82.3%と高く、観光インフラの整備として「びわ
湖FreeWi-Fi」設置を県内事業所や観光スポットに普及させる施策にも積極的に取り組んでいる。

 今後について
• 少子化、企業数の減少の一方で、インターネットの普及や国の施策など、そのインフラ構築の役割を果た
す工事業者の必要性は高まると思われるが、事業者数が増加傾向の中で勝ち残るには、技術・ノウハウは
もちろん、情報化社会における 新の情報などは常に把握し対応できるようにしておく必要がある。

電気通信工事業の動向

 電気工事と電気通信工事の違い
【国土交通省『建設工事の内容、例示、区分の考え方』より】

• 当社は、どちらのの工事も行う。

種類
（必要資格）

工事の内容 工事の例示

電気工事
（電気工事士）

発電設備、受変電設備、配送
電設備、構内電気設備等を設
置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、
変電設備工事、構内電気設備（非常用電気設
備を含む。）工事、照明設備工事、電車線工事、
信号設備工事、ネオン装置工事など

電気通信工事
（電気通信主任技術者、
電気通信設備工事担当者
など）

有線電気通信設備、無線電気
通信設備、ネットワーク設備、情
報設備、 放送機械設備等の電
気通信設備を設置する工事

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工
事、ネットワーク設備工事、情報処理設備工事、
情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送
機械設備工事、ＴＶ電波障害防除設備工事など

【総務省『平成29年 通信利用動向調査報告書 （企業編）』より】

経済センサス‐活動調査
産業別集計

2012年（平成24年） 2016年（平成28年）

全国 滋賀県 全国 滋賀県

電気工事業 38,617 479 33,428 497

電気通信・信号装置工事業 5,448 29 5,818 38

 事業者数
• インターネットの普及が進むにつれ、届出電気通信事業者も毎年増加傾向。
• 2009年は15,250者だったが、2017年には19,079者に。

【総務省『情報通信白書 平成30年度版』より】

• 全国、滋賀県ともに、『電気工事業』、『電気通
信・信号装置工事業』の事業者数は増加傾向。

【総務省・経済産業省『経済センサス‐活動調査』
平成28年・平成24年版より】

(年度末) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

電気通信事業者数 15,250 15,569 15,509 16,016 16,321 16,723 17,519 18,178 19,079



顧客ニーズ

外部環境
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ニーズに対する当社の優位性

 通信工事の現状
• インターネットの普及率増加に伴い、通信工事の仕事も減っていない。
 インターネット回線について、「昨日までは使えていたのに、朝になったら通信が繋がらなくなっていた」

などの状況に陥ってしまうことが多々あるため。
• トラブルや不具合な状況が起こった時、当初に回線引込工事の依頼をしたNTTや家電量販店に依頼する

というお客様は皆無。
• 企業・個人問わず、開線工事後に発生した事務所レイアウトの変更や、通信機器の買い替えなどによる通

信工事についてもNTTや家電量販店に依頼することもほとんどいない。

 通信会社や家電量販店に問い合わせされない主な理由
• 「NTTや家電量販店は開線の窓口である」、「NTTは大手であり気軽に連絡する事や細やかなサービスを

見込めない」、「家電量販店も小売業であり、購入後の十分なサービスは見込めない」という利用者側の意
識があると推測。
• 一般の方には馴染みの薄い『通信工事業』について、インターネットで検索して出てくるところは堅苦しい

ホームページが多く、一般の方に分かりやすく紹介している事業者が少ないと感じる。
• 地域に根差した電気工事業者はあっても、通信工事業者が少ない。

 想定される利用者が持つ不満
• 何処に頼めばいいのか分かりにくい。
• 地域で安心できる業者を知らない。
• 緊急性を要するものが多く、すぐに対応できるところも少ない。

 検索上位
• 「通信工事 栗東」で検索すれば、検索結果1位で、「通信工
事 滋賀」で検索しても3位。（2019年9月9日現在）
• 実際に、企業規模の大小や個人を問わず、新規の問合せの
ほとんどが、検索された当社のホームページを見て連絡。

利用者の抱える不満

 資格・経験・知識・ノウハウ
• 一般的な街の電気工事業者では、電気工事士の資格で電
気工事配線やエアコン取り付けなどの工事を行う。
 通信工事のニーズがあっても、パソコンやインターネット

回線などの知識が必要な「通信工事」の資格まで取って
工事をされる業者は多くなく、通信工事を苦手とするとこ
ろが多い。

• 当社は、通信工事を専門にしてきた中で、お客様のニーズに
応えるために後で電気工事士の資格を取り、電気工事や通
信工事の資格だけでなく、安全に関する資格も保有。
• 大手通信企業での通信工事で培ったノウハウも保有。

 フットワークの軽さ、時間外対応
• 電気や通信のトラブルなどが起こった場合、1秒でも早く専門
業者に来てほしいというニーズに対し、24時間・土日祝を問
わず、すぐに駆けつけることができる。



今後の取り組み、方針等

今後の目標と展開
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非公開



第2期～第4期の3ヶ年売上・利益計画

今後の目標と展開
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金額 割合 金額 割合 金額 割合

 1.法人向け工事
 2.個人家庭向け工事
 3.販売等
 4.その他

合計

金額 対売上 金額 対売上 金額 対売上

売上高
売上原価

売上総利益
販管費

内、役員報酬・給与等の人件費

内、減価償却費

営業利益
償却前営業利益

営業外収益
営業外費用 

経常利益
特別損益

税引前当期純利益
償却前当期純利益

法人税等
当期純利益
償却前当期純利益

金額 対売上 金額 対売上 金額 対売上

売上高
変動費計
　変動費a

　変動費b 

限界利益
固定費(営業外収支含む）

⇒人件費・減価償却費以外
⇒減価償却費
⇒人件費（法定福利費含む）

経常利益
特別損益

税引前当期純利益
法人税等

当期純利益
償却前当期純利益

損益分岐点(※1)

損益分岐点比率(※1)

従事者（パート・バイトは1/2計算）

役員・社員
パート・バイト

一人当たり売上高
一人当たり限界利益
一人当たり営業利益
一人当たり人件費
労働生産性(※2)

※2　労働生産性＝(営業利益+人件費+減価償却費)÷従事者数

事業別売上
2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期

損益計算書
2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期

変動損益計算書
2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期

※1　損益分岐点＝固定費÷(1-変動費÷売上高)　　損益分岐点比率＝損益分岐点÷売上高

非公開

非公開

非公開



年 月 内容と経緯・背景等

1969年
（昭和44年）

8月
25日

• 出生

1985年
（昭和60年）

3月 • 栗東西中学校 卒業
 サッカー部のレギュラーで、ポジションはディフェンダーのセンターバック。
 小学生の時から「サッカーバカ」だった。

⇒ センターバックというポジションから、「後ろから支える」ことの本質を知り、その
やりがいに目覚める。

 いわゆる「スパルタ」的指導により、根性が鍛えられた。
 その一方で、中学生の頃からホームオーディオにハマったり、バイクや自動車に

興味を持つようになる。
⇒ 機械や電気機器そのものや機器等をいじることに面白さを感じるようになる。

4月 • 栗東高等学校 入学
 サッカー部に入部しサッカーを続けるも、部との方向性の違いを感じて退部。

1988年
（昭和63年）

3月 • 栗東高等学校卒業

4月 • 京都科学技術専門学校（映像音響科） 入学
 趣味のオーディオなどについて専門的に学ぶ。
 特に音響関係により関心を高め、アンプやチューニングをはじめ、それらに必要

なコンセント、電源、電圧などの電気系にも強くなる。
 アーティストを「裏方として支える」・「裏方で光を照らす」という意識が強くなる。

1990年
（平成2年）

3月 • 京都科学技術専門学校（映像音響科） 卒業

4月 • ㈱コムエンス（大阪市） 入社 新神戸営業所（新神戸オリエンタルホテル内） 配属
 音響技術の企業で、新神戸オリエンタルホテルと音響・映像業務委託契約を結

んでいたことから、主に同ホテルで催されるパーティーやライブ、イベント等の音
響を担当。特に天童よしみ氏の音響を担当するなど、アーティストを裏方で支え
光を照らしていた。
⇒ ホテル内の業務が多かったことから、自ずとホテルの接客対応を学んだ。

1992年
（平成4年）

3月 • ㈱コムエンス 退職
 やりがいを感じていたが、休みもなく、より安定を求めて転職を決意。

4月 • トヨタ部品滋賀共販㈱（栗東市） 入社
 音響関係から一転、趣味でもあった自動車関係の仕事に従事。
 倉庫管理業務、お客様受付カウンター業務、営業職を経験。

1994年
（平成6年）

2月 • 結婚

1996年
（平成8年）

8月 • 平成8年度優秀社員賞 受賞
 お客様受付カウンター業務における顧客対応が評価されて表彰。

2002年
（平成14年）

11月 • トヨタ部品滋賀共販㈱ 退職
 体調不良により退職。

⇒ トヨタ方式の管理ノウハウやクレーム対応等の顧客対応ノウハウを学んだ。

2003年
（平成15年）

3月 • 雅通信建設㈱（草津市） 入社
 通信工事の施工・監理、営業に従事し、後に管理職を務める。
 雅通信建設㈱が、NTT西日本の特約店である㈱協和エクシオの販売委託店

だったことから、現場工事班としてNTT西日本と㈱協和エクシオに2年間出向。
 後に、電線路工事の管理としても従事。
 この時に各種資格を取得。

⇒ NTT西日本のノウハウ、電気通信のノウハウを学ぶ。

2016年
（平成28年）

12月 • 雅通信建設㈱ 退職
 円満退職して、翌年1月に独立開業。
 取引先からの信頼もあり、独立後も当時の取引先からの仕事も多い。

沿革

代表取締役 竹内肇の経歴

魅力を伝えるレポート2020 インテイク株式会社 1717



沿革

創業後の沿革
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竹内肇を支える過去に培った知恵・経験・バックボーン イメージ図

年 月 内容と経緯・背景等

2017年
（平成29年）

1月 • 『intake（インテイク）』という屋号で現住所にて創業

3月 • 当社ウェブサイト開設

5月 • オーティーティーロジスティクス㈱栗東流通センターから受注
 ウェブサイトから問い合わせで初の大口受注

10月 • 第3期『りっとう創業塾』（栗東市商工会主催）修了

2018年
（平成30年）

9月 • 『インテイク株式会社』に法人化
• 竹内肇が代表取締役に就任
• NTT西日本の情報機器販売委託店として登録

2019年
（平成31年）
（令和1年）

2月 • 古物商の許可取得
 ネット機器・電話機等の機械工具類の買取・中古販売が可能になる。

5月 • 大津市の某雄琴温泉旅館の大規模リニューアル工事に関与

11月 • 知的資産経営報告書を作成

表舞台を裏で
支えることが
好きな気質

機械・電気系
が好き

モノをいじること
が好き

接客・顧客対応
ノウハウ

管理ノウハウ

電気・通信系の
各種資格

竹内肇のバックボーン

「かゆいところに手が届くサービス」
裏方で光を照らす“インテイク”

好きこそ物の上手なれ



会社概要

商号 インテイク株式会社

本店所在地 〒520-3036 滋賀県栗東市十里89番地1

創業・設立 2017年1月1日創業 / 2018年9月6日 会社設立 （決算期：8月31日）

資本金 100万円

役員 代表取締役 竹内 肇

従業員数（役員除く） 1名 （内、パート数：1名） （2019年9月1日現在）

電話 / FAX / メール 077-598-0789 /  077-598-6408 /  info@intake.work

WEBサイト http://www.intake-sv.com/

営業時間 / 定休日 営業時間：9:00～17:00 / 定休日：日曜日・祝日

事業内容

 電気工事、電気通信工事、防犯設備工事の設計、請負、施工、保守及び
監理並びに電気、通信に関するコンサルティング業務

 家庭用・オフィス用の電気機器、通信機器など電気・通信に関連する商品・
製品等の企画、開発、仕入、販売、リース、修理、保守管理及び輸出業務

 家庭用・オフィス用電気機器、通信機器など電気・通信に関連する商品・製
品等の買取及び古物商

許可・資格・認定等

 第二種電気工事士 ： 滋賀県第22118号
 電気通信設備工事担任者
 認定電気工事従事者
 高所作業車運転者
 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
 普通救命講習修了
 古物商 ： 滋賀県公安委員会許可第60102H310001号

主な取引先
 西日本電信電話株式会社（NTT西日本）
 株式会社協和エクシオ
 滋賀特機株式会社

取引先金融機関
 滋賀銀行 大宝支店
 滋賀中央信用金庫 草津支店

加盟団体等  栗東市商工会

会社概要
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お問合せ先
インテイク株式会社
〒520-3036 滋賀県栗東市十里89番地1
TEL ： 077-598-0789

担当者
代表取締役 竹内 肇

発行
2019年11月15日

本報告書の掲載内容は、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、将来の経営環境（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等を、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。

知的資産とは、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、企業や事業所にお
ける競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、組織力、経営理念、顧客とのネッ
トワーク等、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指します。

知的資産経営報告書とは、これら「知的資産」を、顧客、取引先様、従業員、株主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≪価値創造ストーリー≫として、
目に見える形でわかりやすくお伝えし、企業や事業所の将来性に関して認識を共有化していただくことを目的
に作成するレポートのことです。

知的資産経営報告書とは

本報告書ご利用上のご注意

作成支援・監修 外部専門家

あとがき

本報告書の作成にあたっては、本報告書の記載内容につき、その客観性を維持・向上させる趣旨から、次
に掲げる専門家のご支援を賜りました。

 エフォート行政書士事務所 中島 巧次 （行政書士 / 知的資産経営認定士）
所属 ：滋賀県行政書士会／日本知的資産経営学会 正会員
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