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全員の集合写真全員の集合写真全員の集合写真全員の集合写真

当社の知的資産である当社の知的資産である当社の知的資産である当社の知的資産である

作業指示書作業指示書作業指示書作業指示書

洗濯機部品用ケース洗濯機部品用ケース洗濯機部品用ケース洗濯機部品用ケース

を試作中を試作中を試作中を試作中

37373737インチ液晶のインチ液晶のインチ液晶のインチ液晶の

梱包作業梱包作業梱包作業梱包作業

2m2m2m2mの高さから落としてもの高さから落としてもの高さから落としてもの高さから落としても

絶対に割れない蛍光灯の梱包絶対に割れない蛍光灯の梱包絶対に割れない蛍光灯の梱包絶対に割れない蛍光灯の梱包
感動の大発明！感動の大発明！感動の大発明！感動の大発明！

1111枚の段ボールで梱包できた枚の段ボールで梱包できた枚の段ボールで梱包できた枚の段ボールで梱包できた
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１．ご挨拶１．ご挨拶１．ご挨拶１．ご挨拶

２０１４年８月２０１４年８月２０１４年８月２０１４年８月
富士パッケージ株式会社富士パッケージ株式会社富士パッケージ株式会社富士パッケージ株式会社

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 秋山秋山秋山秋山 準子準子準子準子

弊社、富士パッケージ株式会社は１９７２年の創業以来、大手電機メーカーの補修部弊社、富士パッケージ株式会社は１９７２年の創業以来、大手電機メーカーの補修部弊社、富士パッケージ株式会社は１９７２年の創業以来、大手電機メーカーの補修部弊社、富士パッケージ株式会社は１９７２年の創業以来、大手電機メーカーの補修部
品をお客様のお手元にお届け出来る状態に「梱包する」という仕事を担って参りました。品をお客様のお手元にお届け出来る状態に「梱包する」という仕事を担って参りました。品をお客様のお手元にお届け出来る状態に「梱包する」という仕事を担って参りました。品をお客様のお手元にお届け出来る状態に「梱包する」という仕事を担って参りました。

『『『『梱包梱包梱包梱包』』』』という仕事で一番大切なことは「安全に移送すること」・・・破損することなくお客という仕事で一番大切なことは「安全に移送すること」・・・破損することなくお客という仕事で一番大切なことは「安全に移送すること」・・・破損することなくお客という仕事で一番大切なことは「安全に移送すること」・・・破損することなくお客
様のお手元に届ける状態にすることです。様のお手元に届ける状態にすることです。様のお手元に届ける状態にすることです。様のお手元に届ける状態にすることです。

さらに、「低コストでの梱包」、「無駄を省いた梱包」を提案させていただいております。さらに、「低コストでの梱包」、「無駄を省いた梱包」を提案させていただいております。さらに、「低コストでの梱包」、「無駄を省いた梱包」を提案させていただいております。さらに、「低コストでの梱包」、「無駄を省いた梱包」を提案させていただいております。

一度ご提案させていただいた商品についても、何度も改善提案をさせていただくことで、一度ご提案させていただいた商品についても、何度も改善提案をさせていただくことで、一度ご提案させていただいた商品についても、何度も改善提案をさせていただくことで、一度ご提案させていただいた商品についても、何度も改善提案をさせていただくことで、
より安全で無駄のない梱包を考えることを、社員一同心がけております。より安全で無駄のない梱包を考えることを、社員一同心がけております。より安全で無駄のない梱包を考えることを、社員一同心がけております。より安全で無駄のない梱包を考えることを、社員一同心がけております。

そのような取り組みを、私どものお客様には評価していただいていると思っておりますそのような取り組みを、私どものお客様には評価していただいていると思っておりますそのような取り組みを、私どものお客様には評価していただいていると思っておりますそのような取り組みを、私どものお客様には評価していただいていると思っております

が、この価値をもっと知って頂きたい、また、他の多くの方々へも知っていただきたい、そが、この価値をもっと知って頂きたい、また、他の多くの方々へも知っていただきたい、そが、この価値をもっと知って頂きたい、また、他の多くの方々へも知っていただきたい、そが、この価値をもっと知って頂きたい、また、他の多くの方々へも知っていただきたい、そ
して、社内での意識をより高めることができればと思い、このたび知的資産経営報告書して、社内での意識をより高めることができればと思い、このたび知的資産経営報告書して、社内での意識をより高めることができればと思い、このたび知的資産経営報告書して、社内での意識をより高めることができればと思い、このたび知的資産経営報告書
の作成を思い立ちました。の作成を思い立ちました。の作成を思い立ちました。の作成を思い立ちました。

これまで補修部品の梱包で培った経験をもとに、どんな商品についてもこれまで補修部品の梱包で培った経験をもとに、どんな商品についてもこれまで補修部品の梱包で培った経験をもとに、どんな商品についてもこれまで補修部品の梱包で培った経験をもとに、どんな商品についても『『『『梱包方法を梱包方法を梱包方法を梱包方法を

提案提案提案提案』』』』させていただけると考えております。させていただけると考えております。させていただけると考えております。させていただけると考えております。『『『『梱包梱包梱包梱包』』』』という仕事は無限大に面白く、考えれという仕事は無限大に面白く、考えれという仕事は無限大に面白く、考えれという仕事は無限大に面白く、考えれ
ば考えるほど、幾つもの商品を生み出すことが出来ると思うのです。商品移送の安全性ば考えるほど、幾つもの商品を生み出すことが出来ると思うのです。商品移送の安全性ば考えるほど、幾つもの商品を生み出すことが出来ると思うのです。商品移送の安全性ば考えるほど、幾つもの商品を生み出すことが出来ると思うのです。商品移送の安全性
を求めるだけではなく、利便性、操作性、美観、コストパフォーマンス・・・を求めるだけではなく、利便性、操作性、美観、コストパフォーマンス・・・を求めるだけではなく、利便性、操作性、美観、コストパフォーマンス・・・を求めるだけではなく、利便性、操作性、美観、コストパフォーマンス・・・

さらに欲張って、商品を受け取ったお客様が包みを開ける瞬間、「ワクワクする」ことがさらに欲張って、商品を受け取ったお客様が包みを開ける瞬間、「ワクワクする」ことがさらに欲張って、商品を受け取ったお客様が包みを開ける瞬間、「ワクワクする」ことがさらに欲張って、商品を受け取ったお客様が包みを開ける瞬間、「ワクワクする」ことが
できる・・・そのような梱包サービスを提案させていただければ、これ以上の喜びはないできる・・・そのような梱包サービスを提案させていただければ、これ以上の喜びはないできる・・・そのような梱包サービスを提案させていただければ、これ以上の喜びはないできる・・・そのような梱包サービスを提案させていただければ、これ以上の喜びはない
と存じます。と存じます。と存じます。と存じます。

今後、いっそう「ものを運ぶ」という業態が進んでいく中、富士パッケージならではのア今後、いっそう「ものを運ぶ」という業態が進んでいく中、富士パッケージならではのア今後、いっそう「ものを運ぶ」という業態が進んでいく中、富士パッケージならではのア今後、いっそう「ものを運ぶ」という業態が進んでいく中、富士パッケージならではのア
イディアをご提案させていただければと思っております。イディアをご提案させていただければと思っております。イディアをご提案させていただければと思っております。イディアをご提案させていただければと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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２．経営哲学２．経営哲学２．経営哲学２．経営哲学

『『『『より良い商品・サービスより良い商品・サービスより良い商品・サービスより良い商品・サービス』』』』を提案させて頂くことにを提案させて頂くことにを提案させて頂くことにを提案させて頂くことに
社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける

『『『『より良い商品・サービスより良い商品・サービスより良い商品・サービスより良い商品・サービス』』』』を提案させて頂くことにを提案させて頂くことにを提案させて頂くことにを提案させて頂くことに
社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける

「すぐやる！」「すぐやる！」「すぐやる！」「すぐやる！」
・即時回答を心がけます
・理由なく先送りせず、即座に行動に移します

「必ずやる！」「必ずやる！」「必ずやる！」「必ずやる！」
・約束した納期は厳守します
・無理難題と思われる事案も、強い意志をもって達成します

「出来るまでやる！」「出来るまでやる！」「出来るまでやる！」「出来るまでやる！」
・決してあきらめません
・みんなで協力し、やり抜き通します

弊社創業者の思いである「三方良し」と言う考え方、
売り手・買い手がともに満足し、また、社会貢献も出来る商売をする、
この思いを社員全員で受け継いで参ります。

常に『皆でアイデアを出し合い、魅力ある商品を作り出す』ことを念頭に
おき、まい進出来る会社でありたいと思っております。

(１) 経営理念

(２) 行動規範
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３．事業概要３．事業概要３．事業概要３．事業概要

（１）事業内容（１）事業内容（１）事業内容（１）事業内容

当社の主な事業は当社の主な事業は当社の主な事業は当社の主な事業は『『『『梱包サービス梱包サービス梱包サービス梱包サービス』』』』とととと『『『『梱包資材の加工・販売梱包資材の加工・販売梱包資材の加工・販売梱包資材の加工・販売』』』』です。です。です。です。

梱包サービスは電気製品やその部品の梱包が多くを占め、そのほかにブリ梱包サービスは電気製品やその部品の梱包が多くを占め、そのほかにブリ梱包サービスは電気製品やその部品の梱包が多くを占め、そのほかにブリ梱包サービスは電気製品やその部品の梱包が多くを占め、そのほかにブリ
スター加工による衛生用品などの個包装があります。スター加工による衛生用品などの個包装があります。スター加工による衛生用品などの個包装があります。スター加工による衛生用品などの個包装があります。

資材販売については、電気製品用の部材の他、生活用品・食糧品のための資材販売については、電気製品用の部材の他、生活用品・食糧品のための資材販売については、電気製品用の部材の他、生活用品・食糧品のための資材販売については、電気製品用の部材の他、生活用品・食糧品のための
部材などもあります。また、自社で梱包されるお客様の為に、安全、安価に梱部材などもあります。また、自社で梱包されるお客様の為に、安全、安価に梱部材などもあります。また、自社で梱包されるお客様の為に、安全、安価に梱部材などもあります。また、自社で梱包されるお客様の為に、安全、安価に梱
包できるよう、資材を加工し緩衝材等も含めてセットで御提案させて頂いてお包できるよう、資材を加工し緩衝材等も含めてセットで御提案させて頂いてお包できるよう、資材を加工し緩衝材等も含めてセットで御提案させて頂いてお包できるよう、資材を加工し緩衝材等も含めてセットで御提案させて頂いてお
ります。ります。ります。ります。

電子機器

包装事業

71%

衛生用品

等の個包

装事業

1%

その他商

品の包装

事業

3%

梱包資材

加工・販売

事業

25%

現在現在現在現在

電子機器

包装事業

62%

衛生用品

等の個包

装事業

3%

その他商

品の包装

事業

5%

梱包資材

加工・販売

事業

30%

将来将来将来将来
売上構成比

5



３．事業概要３．事業概要３．事業概要３．事業概要

１）電子機器梱包事業
数ミリ単位のＩＣチップから65インチの液晶パネルまで様々な電子部
品の梱包を行っております。 補修部品の為に受注量の大小に関わら
ず短納期が求められます。

２）衛生用品等の個包装事業
歯ブラシや舌ブラシなどの衛生用品を中
心にブリスター加工を用いた個包装を行っ
ています。

衛生用品の為、ゴミや埃が入ってないか
厳しい検品も同時に行います。

この技術を生かして、今後はお菓子など
の食品にも展開させていきたいと思ってい
ます。

３）その他商品の梱包事業
業務向けクエン酸の充填、梱包や、段ボール商品の再梱包業務も

行っております。

４）梱包資材の加工・販売事業

梱包資材についても、御客様のご要望に
応じて、当社が蓄積したノウハウにより、様
々なアイデアとコストパフォーマンスの高い
御提案をさせて頂き、加工・販売を行って
おります。

［ICチップの包装］ ［液晶パネルの梱包］

［舌ブラシの個包装］

［瓶の梱包資材］
6

（２）各事業について（２）各事業について（２）各事業について（２）各事業について



３．事業概要３．事業概要３．事業概要３．事業概要

（３）業務プロセスと当社の特長・取り組み（３）業務プロセスと当社の特長・取り組み（３）業務プロセスと当社の特長・取り組み（３）業務プロセスと当社の特長・取り組み

当社の業務プロセスと各プロセスにおける特長及び取組は下記のとおりです。

7

プロセス名 行っていること 工夫や特長 特長を生み出している秘訣・理由・根拠

営業
・広報
・商談
・提案

・受注量の大小に関わらず、対応出
来る

・お客様を大切にするトップの理念
・豊富な経験で幅広く対応出来る
・協力会社さんとの強いつながりで資材調
達が早い

設計
・作業工数や使用材料の提
案によるコストダウンへの助
言

・顧客の要望は断らない
・多様な資材と工法での提案に、共に取り
組める協力会社の存在

試作

・現物の採寸
・現物の特性把握
・仕様確定
・サンプル作成

・商品を安全に出荷できる梱包の仕
様設計をする
・サンプル品提供までが早い

・過去のデータ（作業指示書等）

見積 ・積算 ・資材標準単価の低価格提供 ・長年に渡る、多種の資材購入実績

受注
・FAXでの受注
・作業指示書作成

・作業指示書によって資材内容・作業
工程・注意点、作業履歴など誰が見
ても分かるようになっている

仕入
・作業指示書に基づいて必
要な資材を発注する

・棚札による在庫管理
・短納期の実現

・棚札によって作業者の誰もが在庫の内容
がわかる（見える化の仕組みがある）
・協力会社さんとのつながりで、短納期で
の仕入対応を実現している

入庫
・パソコンによる入庫管理
・作業指示書をセット

・段取りを考えて荷卸しする ・無駄をなくそうとする会社の風土

梱包

・作業指示書に従い、作業
する
・検品（刻印・キズ等）
・個包装入れ
・外装入れ

・５Ｓを行っている
・工数削減の為の箱仕様の提案
・無駄をなくす
・工程を考え、素早い作業を行う

・作業分担が明確
・工数を意識する人材
・無理な姿勢、無駄な行動を無くす
「ムリ・ムダ・ムラを無くす」

出荷

・数量チェック
・破損チェック
・伝票と商品を確認
・配送

・作業指示書と伝票の回収を確実に
行っている

改善活動
・ミス申告書での情報共有
・提案書による改善

・提案書作成への奨励金制度
・工数削減、ミス防止を考え実行する人材
・提案に直ぐに対応できる柔軟な組織



４．これまでの事業展開４．これまでの事業展開４．これまでの事業展開４．これまでの事業展開

（１）会社の沿革（１）会社の沿革（１）会社の沿革（１）会社の沿革

期間期間期間期間 年度年度年度年度 出来事出来事出来事出来事 知的資産との関係知的資産との関係知的資産との関係知的資産との関係

創
業
期

創
業
期

創
業
期

創
業
期

1962.41962.41962.41962.4 坂田商店設立坂田商店設立坂田商店設立坂田商店設立

関係資産関係資産関係資産関係資産のののの醸成醸成醸成醸成1963.41963.41963.41963.4 富士紙業として事業開始富士紙業として事業開始富士紙業として事業開始富士紙業として事業開始

1963196319631963 販促品グッズ販売などを行う販促品グッズ販売などを行う販促品グッズ販売などを行う販促品グッズ販売などを行う

発
展
期

発
展
期

発
展
期

発
展
期

1971.31971.31971.31971.3 奈良工場開設奈良工場開設奈良工場開設奈良工場開設

組織資産としての組織資産としての組織資産としての組織資産としての
風土や風土や風土や風土や

基盤の確立基盤の確立基盤の確立基盤の確立

1971.111971.111971.111971.11 大手家電メーカー大手家電メーカー大手家電メーカー大手家電メーカーAAAA社湯沸器事業部との取引開始社湯沸器事業部との取引開始社湯沸器事業部との取引開始社湯沸器事業部との取引開始

1972.31972.31972.31972.3 富士パッケージ株式会社として法人化富士パッケージ株式会社として法人化富士パッケージ株式会社として法人化富士パッケージ株式会社として法人化

1974.81974.81974.81974.8 現在地に移転現在地に移転現在地に移転現在地に移転

～～～～1987198719871987

AAAA社との取引が社との取引が社との取引が社との取引が16161616事業部に拡大、検品中心から梱包事業に変事業部に拡大、検品中心から梱包事業に変事業部に拡大、検品中心から梱包事業に変事業部に拡大、検品中心から梱包事業に変
化化化化

貿易関連商品の増加により稼働率増加貿易関連商品の増加により稼働率増加貿易関連商品の増加により稼働率増加貿易関連商品の増加により稼働率増加

仁和寺工場開設仁和寺工場開設仁和寺工場開設仁和寺工場開設

1991.21991.21991.21991.2 高柳工場開設高柳工場開設高柳工場開設高柳工場開設

転
換
期

転
換
期

転
換
期

転
換
期

1992.81992.81992.81992.8 事業の効率化を計るため、仁和寺工場を本社に統合事業の効率化を計るため、仁和寺工場を本社に統合事業の効率化を計るため、仁和寺工場を本社に統合事業の効率化を計るため、仁和寺工場を本社に統合

組織資産としての組織資産としての組織資産としての組織資産としての
仕組みを醸成仕組みを醸成仕組みを醸成仕組みを醸成

1998.11998.11998.11998.1 AAAA社の映像機器社の映像機器社の映像機器社の映像機器事業部事業部事業部事業部との取引開始との取引開始との取引開始との取引開始

2000200020002000 WEBWEBWEBWEB販売開始販売開始販売開始販売開始

2002.92002.92002.92002.9 品質強化のため、高柳工場を本社に統合品質強化のため、高柳工場を本社に統合品質強化のため、高柳工場を本社に統合品質強化のため、高柳工場を本社に統合

2004.9.132004.9.132004.9.132004.9.13 ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001取得取得取得取得

2005.11.102005.11.102005.11.102005.11.10 ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001取得取得取得取得

2011.112011.112011.112011.11 AAAA社ランドリー事業部との取引開始社ランドリー事業部との取引開始社ランドリー事業部との取引開始社ランドリー事業部との取引開始

新
創
業
期

新
創
業
期

新
創
業
期

新
創
業
期

2011.112011.112011.112011.11～～～～

秋山準子が代表取締役、坂田雄蔵が取締役会長に就任秋山準子が代表取締役、坂田雄蔵が取締役会長に就任秋山準子が代表取締役、坂田雄蔵が取締役会長に就任秋山準子が代表取締役、坂田雄蔵が取締役会長に就任

人的資産・人的資産・人的資産・人的資産・
組織資産組織資産組織資産組織資産
の強化の強化の強化の強化

大手通運会社の子会社大手通運会社の子会社大手通運会社の子会社大手通運会社の子会社CCCC社との取引開始社との取引開始社との取引開始社との取引開始

ＨＰＨＰＨＰＨＰ開設開設開設開設

WEBWEBWEBWEB販売関連会社への資材販売開始販売関連会社への資材販売開始販売関連会社への資材販売開始販売関連会社への資材販売開始
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期間期間期間期間 戦略・方針戦略・方針戦略・方針戦略・方針 取組みと投資取組みと投資取組みと投資取組みと投資

創業期創業期創業期創業期
（１９６２年～）（１９６２年～）（１９６２年～）（１９６２年～）

新規取引先獲得新規取引先獲得新規取引先獲得新規取引先獲得
段ボールケースを中心に多くのグッズ段ボールケースを中心に多くのグッズ段ボールケースを中心に多くのグッズ段ボールケースを中心に多くのグッズをををを販売販売販売販売
若手社員の積極採用若手社員の積極採用若手社員の積極採用若手社員の積極採用

成果成果成果成果 課題課題課題課題

得意先のネットワークを通して事業基盤得意先のネットワークを通して事業基盤得意先のネットワークを通して事業基盤得意先のネットワークを通して事業基盤
の足掛かりを得るの足掛かりを得るの足掛かりを得るの足掛かりを得る

継続的な顧客の獲得継続的な顧客の獲得継続的な顧客の獲得継続的な顧客の獲得

期間期間期間期間 戦略・方針戦略・方針戦略・方針戦略・方針 取組みと投資取組みと投資取組みと投資取組みと投資

発展期発展期発展期発展期
（～１９９１年）（～１９９１年）（～１９９１年）（～１９９１年）

事業の拡大事業の拡大事業の拡大事業の拡大
法人化、並びに対応力の強化法人化、並びに対応力の強化法人化、並びに対応力の強化法人化、並びに対応力の強化
奈良工場、仁和寺工場、高柳工場の開設奈良工場、仁和寺工場、高柳工場の開設奈良工場、仁和寺工場、高柳工場の開設奈良工場、仁和寺工場、高柳工場の開設

成果成果成果成果 課題課題課題課題

大手家電メーカー大手家電メーカー大手家電メーカー大手家電メーカーAAAA社の湯沸器事業部を社の湯沸器事業部を社の湯沸器事業部を社の湯沸器事業部を
始め、始め、始め、始め、16161616事業部との取引開始事業部との取引開始事業部との取引開始事業部との取引開始
電子機器包装を中心とした事業基盤の確電子機器包装を中心とした事業基盤の確電子機器包装を中心とした事業基盤の確電子機器包装を中心とした事業基盤の確
立立立立

梱包技術力の向上梱包技術力の向上梱包技術力の向上梱包技術力の向上

期間期間期間期間 戦略・方針戦略・方針戦略・方針戦略・方針 取組みと投資取組みと投資取組みと投資取組みと投資

転換期転換期転換期転換期
（～２０１１年）（～２０１１年）（～２０１１年）（～２０１１年）

新規取引先獲得及び事業拡大新規取引先獲得及び事業拡大新規取引先獲得及び事業拡大新規取引先獲得及び事業拡大

作業改善にむけての意識づけ作業改善にむけての意識づけ作業改善にむけての意識づけ作業改善にむけての意識づけ
ノウハウを活かした改善提案ノウハウを活かした改善提案ノウハウを活かした改善提案ノウハウを活かした改善提案
顧客要求に対応する人材獲得顧客要求に対応する人材獲得顧客要求に対応する人材獲得顧客要求に対応する人材獲得
管理の充実、品質向上の為管理の充実、品質向上の為管理の充実、品質向上の為管理の充実、品質向上の為ISO9001,14001ISO9001,14001ISO9001,14001ISO9001,14001の認証取得の認証取得の認証取得の認証取得

成果成果成果成果 課題課題課題課題

AAAA社の映像機器社の映像機器社の映像機器社の映像機器事業部事業部事業部事業部との取引、ランドとの取引、ランドとの取引、ランドとの取引、ランド
リー事業部との取引開始リー事業部との取引開始リー事業部との取引開始リー事業部との取引開始
効率化のための運用システムの確立効率化のための運用システムの確立効率化のための運用システムの確立効率化のための運用システムの確立

梱包技術力、営業力を持つ人材の育成梱包技術力、営業力を持つ人材の育成梱包技術力、営業力を持つ人材の育成梱包技術力、営業力を持つ人材の育成

期間期間期間期間 戦略・方針戦略・方針戦略・方針戦略・方針 取組み取組み取組み取組み

新創業期新創業期新創業期新創業期
（（（（２０１１年～２０１１年～２０１１年～２０１１年～））））

既存既存既存既存顧客の売上高顧客の売上高顧客の売上高顧客の売上高維維維維持持持持
新規取引先拡大新規取引先拡大新規取引先拡大新規取引先拡大

新規取引先獲得営業の増加新規取引先獲得営業の増加新規取引先獲得営業の増加新規取引先獲得営業の増加
全全全全社員社員社員社員参参参参加加加加型で型で型で型での取組開始の取組開始の取組開始の取組開始

成果成果成果成果 課題課題課題課題

次世次世次世次世代への対応力強化代への対応力強化代への対応力強化代への対応力強化 社社社社内研修内研修内研修内研修の充実の充実の充実の充実

４．これまでの事業展開４．これまでの事業展開４．これまでの事業展開４．これまでの事業展開

（２）経営戦略の変遷（２）経営戦略の変遷（２）経営戦略の変遷（２）経営戦略の変遷
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お客様の要求に応えようと日々真摯に取り組む経営者、従業員の存在

５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）

当社はこれまで大手電機メーカーをはじめとするお客様の要望に全社一丸と当社はこれまで大手電機メーカーをはじめとするお客様の要望に全社一丸と当社はこれまで大手電機メーカーをはじめとするお客様の要望に全社一丸と当社はこれまで大手電機メーカーをはじめとするお客様の要望に全社一丸と
なって、誠意を持って対応して参りました。お客様の商品を安全、かつ安価になって、誠意を持って対応して参りました。お客様の商品を安全、かつ安価になって、誠意を持って対応して参りました。お客様の商品を安全、かつ安価になって、誠意を持って対応して参りました。お客様の商品を安全、かつ安価に
運搬する梱包仕様をご提案し、お急ぎの時には精一杯の対応をもって応えて運搬する梱包仕様をご提案し、お急ぎの時には精一杯の対応をもって応えて運搬する梱包仕様をご提案し、お急ぎの時には精一杯の対応をもって応えて運搬する梱包仕様をご提案し、お急ぎの時には精一杯の対応をもって応えて
参りました。このような姿勢をご評価いただき、お客様からは信頼をもってご発参りました。このような姿勢をご評価いただき、お客様からは信頼をもってご発参りました。このような姿勢をご評価いただき、お客様からは信頼をもってご発参りました。このような姿勢をご評価いただき、お客様からは信頼をもってご発
注を続けていただいていると思っています。このような富士パッケージの対応注を続けていただいていると思っています。このような富士パッケージの対応注を続けていただいていると思っています。このような富士パッケージの対応注を続けていただいていると思っています。このような富士パッケージの対応
力を支えてきた知的資産は主に以下の３つです。力を支えてきた知的資産は主に以下の３つです。力を支えてきた知的資産は主に以下の３つです。力を支えてきた知的資産は主に以下の３つです。

(１) お客様の要求に応えようと日々真摯に取り組む経営者、従
業員の存在・・・人的資産

(２) 従業員の改善を意識した取り組みが全社の活動に反映さ
れるしくみ・・・組織資産

(３) 当社のお客様の要求に応えるため、惜しみない協力をして
くださる取引先の存在・・・関係資産

(１) 人的資産

<作業効率改善へのグループ討議>

当社の先代社長は人とのつながりを大切
にし、顧客はもちろん、取引先、従業員との
対話をいつも心がけておりました。取引先
には迷惑をかけない、顧客の要望には応
えて行こうとする意識は、今なお強く従業員
の心に受け継がれております。

またこの意識は作業効率を上げることに
強く反映されており、長年の経験より得た
知識、技能は先輩から後輩への積極的な
指導ともなり、より効果的な無駄のない梱
包業務へとつながります。

常に次の作業を意識した行動など、改善
を意識した取り組みを、社内の至る所で見
ることが出来ます。

<週２回行われる 品質連絡会の様子>
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従業員の改善を意識した取り組みが全社の活動に反映されるしくみ

当社が顧客の要求に応えるため、惜しみない協力をして下さる取引先の存在

(２) 組織（構造）資産

５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）

(３) 関係資産

分類分類分類分類 内容内容内容内容

人的資産
社長や従業員個人が持っている資産
⇒社長や従業員がいなくなると同時に消えてしまう資産

例）社長のリーダーシップやネットワーク、ベテランの勘・経験・ノウハウなど

組織（構造）
資産

会社の仕組みとして根付いている資産
⇒社長や従業員がいなくなっても会社に残る資産

例）マニュアル、データベース、システム、ルール、組織風土など

関係資産
社外（取引先など）のつながりによる資産

例）顧客、仕入先、外注先、異業種ネットワーク、信用力、ブランド、顧客満足度など

知

的

資

産

の

３

分
類

約３０，０００点の作業指示書を作成しており、材料発注から梱包作業、納
期管理、過去の履歴確認、伝票処理までを１枚で行うことのできる運用シス
テムがあり、常に改善提案の結果を反映しています。

また、汎用性のありそうなサンプル品は直ぐに取り出せるよう整理整頓を
行い、日々の作業指示書やサンプル作成に利用しています。

<作業指示書とチェックシート>
・常に改版を繰り返し最新データを
記載している。

<サンプル品置き場>

<新箱検討会議の様子>

<取引会社様との資材緊急納品
対応について打ち合わせ>

約４０年に渡っての取引実績
で強い信頼関係の取引先が
あります。明日納品などの、緊
急時にも迅速に対応してくださ
るので顧客の要望に確実にお
応えいたします。
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（４）価値創造ストーリー（４）価値創造ストーリー（４）価値創造ストーリー（４）価値創造ストーリー(過去～現在過去～現在過去～現在過去～現在)

５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）５．自社の強み・優位性（知的資産）

お届けする商品と我々への信頼を守ってくれるお届けする商品と我々への信頼を守ってくれるお届けする商品と我々への信頼を守ってくれるお届けする商品と我々への信頼を守ってくれる / 頼みやすく手間いらず頼みやすく手間いらず頼みやすく手間いらず頼みやすく手間いらず

商品商品商品商品
サービスサービスサービスサービス

商品に合った安全で安価な商品に合った安全で安価な商品に合った安全で安価な商品に合った安全で安価な
梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売

お客様の希望納期にお客様の希望納期にお客様の希望納期にお客様の希望納期に

迅速対応迅速対応迅速対応迅速対応
無駄のない梱包

創意工夫に富んだ資材販売

地球の裏側まで安全にお届け

仕入れ先との
長期に渡る
取引実績

顧客の要求に応え
ようとする強い思い

改善の仕組み
(仕様書)

仕入れ先に迷惑
をかけない取引

仕組み仕組み仕組み仕組み

取り組み取り組み取り組み取り組み

理念・風土理念・風土理念・風土理念・風土

＜経営理念＞＜経営理念＞＜経営理念＞＜経営理念＞ 人と人とのつながりを何よりも大切にする人と人とのつながりを何よりも大切にする人と人とのつながりを何よりも大切にする人と人とのつながりを何よりも大切にする(先代の思い先代の思い先代の思い先代の思い)

顧客価値顧客価値顧客価値顧客価値

上司から部下
への指導

仕入れ先との
強い信頼関係

仕入先を重んじる仕入先を重んじる仕入先を重んじる仕入先を重んじる 顧客を重んじる顧客を重んじる顧客を重んじる顧客を重んじる 従業員を重んじる従業員を重んじる従業員を重んじる従業員を重んじる

顧客との
長期に渡る
取引実績

効率化に対する強
い意識

長期間蓄積された
データやサンプル 指示書を運用する

仕組み

豊富な知識、優れた技能を
持った従業員

梱包・資材の
提案

作業指示書
５Ｓ運用の
しくみ

改善を意識した
取り組み

社長の交渉力

品質に対する
こだわり

人的資産 構造資産 関係資産背景色の説明背景色の説明背景色の説明背景色の説明

12



段ボール市場規模の推移と予測段ボール市場規模の推移と予測段ボール市場規模の推移と予測段ボール市場規模の推移と予測

注１、段ボールシート生産高ベース

注２：2012年までは経済産業省「生産動態統計」より引用、2013年以降は矢野経済研究所予測値

現状現状現状現状
段ボール市場はリーマンショック後、かつてな
い落ち込みを記録したものの、その後、緩やか
ながら回復基調にある。2013年は夏の猛暑に

より、ペットボトル飲料の需要が拡大、需要をけ
ん引した。

また、ネット通販の浸透から、宅配向けの需要
も伸びている。一方、為替の円安傾向が続いて
いるものの、一部を除いて、電気・機械器具向
けの段ボール需要は、まだ回復していない状
況にある。

将来展望将来展望将来展望将来展望
近年の度重なる猛暑を背景としたペットボトル
飲料需要の増加や、ネット通販の浸透による宅
配用段ボール需要の増加等を主要因として、
横ばいから微増で推移すると予測する。
（矢野経済研究所より引用）

６．市場環境６．市場環境６．市場環境６．市場環境

全国段ボール工業組合連合会発表資料を引用

段ボールの多くは梱包に使用されるものであり、安定した推移を示していることは当
社にとって明るい材料と言える。しかし、当社が主に扱う電気・機械の部分は減少傾
向にあり、さらなる企業努力により、売上げを維持、増加させねばならない。また、他
分野への積極的な展開も必要となってくる。
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白物家電機器の年度別国内生産額推移白物家電機器の年度別国内生産額推移白物家電機器の年度別国内生産額推移白物家電機器の年度別国内生産額推移

2014年の白物家電分野は消費税増税による駆け込み需要の反動減が予想され、猛暑・残暑
の影響を受けた昨年度実績と比較すると、前年度比91.4％と微減の見通しである。
しかしながらそのような特殊要因を考慮したとしても、全体の推移を眺めてみると大きな変動が
見受けられないことから、堅調な市場と言える。
一方、薄型ＴＶ分野は2012年同様、地デジ特需やエコポイントの反動減が根強く残っているも
ようであるが、出荷実績（2013年ＪＥＩＴＡ発表値：530万台）に比べ、販売台数（2013年ＧＦＫ発表
値：610万台）が上回ることから、消費マインドは回復基調にあると見受けられる。
このような白物家電、電子機器の市場動向より、当社が主な梱包製品として取り扱う電気製品
の市場は、少なくとも短中期的には当社にとって安定していると見て差し支えない。

（一社）日本電機工業会

2014年3月14日発表

ギフト市場に関する調査結果

出典：矢野経済研究所

●都心部や若い世代にとっ
て、中元・歳暮などにおけ
るタブーは無くなる傾向に
あり、ギフト商品の多様化、
カジュアル化に伴いギフト
市場は堅調に増加基調で
ある。

また、インターネットの普
及によりECの取扱が順調
に伸びている。当社にとっ
ての新規分野の候補の一
つと考えられる。

ｼﾞｰｴﾌｹｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
2014年2月発表

薄型ＴＶ市場（販売）規模の推移薄型ＴＶ市場（販売）規模の推移薄型ＴＶ市場（販売）規模の推移薄型ＴＶ市場（販売）規模の推移
単位：万台

６．市場環境６．市場環境６．市場環境６．市場環境
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７．これからの事業展開７．これからの事業展開７．これからの事業展開７．これからの事業展開

（１）事業環境分析
当社のもつ「強み・弱み」と、当社を取り巻く外部環境の「機会・脅威」をそれぞれ書き出し、

４象限に分けました。さらに各項目を掛け合わせ、今後考えられる将来の可能性を洗い出
す作業をクロスSWOTの手法を用い、下表のとおり主だった内容を整理しました。

■クロスＳＷＯＴ分析の結果

15

機会：ビジネスチャンス 脅威：ビジネスリスク
（＝Opportunities） （＝Threats）

マクロ環境【政治】 木材などの輸出用梱包材料規制がある
TPPによる食品などの輸出活発化に伴い海外輸送ニーズ
が増える

【経済】 経済が回復基調にある 増税により消費が抑制される
設備投資が増加傾向にある 物価が上昇するとの見方が強い
2020年東京オリンピック開催によりＴＶ（４Ｋ）等家電製品
の購入者が増える

原油の高騰で材料が上がる

国内市場縮小化により日本企業の海外進出ニーズが高
まり海外輸送ニーズが増える

【社会】
カタログ・テレビなどの通信販売及びスーパーのネット販
売・宅配サービスを行うところが増えている

韓国等（サムスン・ＬＧ）海外メーカーの躍進（価格下落）
人口減少

高齢化による介護商品需要の拡大、配達サービスの増加
スマートフォンの普及
ＬＥＤの低価格化に伴い拡大傾向に加速感が増している
環境対応として、梱包資材の肉薄化、軽量化、リサイク
ル、リユース化が求められている
個人で週末起業する人が増えている
食の安全を気にする声が根強い
女性たちのプチ贅沢志向が高い
震災後の絆を深めるための中元・歳暮市場の見直しやプ
チギフトなどギフト市場が再活況化している

【技術】 梱包資材の高機能化 高齢化による技術力の低下

ミクロ環境【顧客の動向】

大手電機メーカーの業績回復
大手電機メーカーの新商品発売の活発化
大手電機メーカーの農業などをはじめとする新規分野へ
の進出

国内の電器産業、半導体産業は低迷が続いている
得意先が新体制となり仕事の流れが少し変わりつつあ
る
大手電機メーカーは内製化を目指そうとしている

【競合の動向】 競合他社より豊富に梱包資材提案をしている 営業活動に力を入れている
自動化・システム化されたパッケージ会社がある
衛生管理の行き届いたパッケージ会社がある
得意先の材料一括購入の動きに伴う材料メーカーとの
競争激化

【提供商品・ 安全で安価な梱包サービス・資材販売 １．強み×機会（SO) ３．強み×脅威（ST）
　サービス】 創意工夫に富んだ資材販売 強みの発揮による機会の獲得 強みの発揮による脅威から機会への転換

無駄のない梱包
地球の裏側まで安全に届けられる梱包 ・オリンピック需要など、新たな電気製品関連の需要が ・国内電器産業の低迷に伴い、顧客である大手電機
お客様の希望納期に迅速対応 見込めるため、当社の対応力にさらに磨きをかけ、 メーカーの構造変化に対応するため、

積極的に売上向上を図る 当社の対応力を以ってさらに高いレベルで要求に応え、
【人的資産】 顧客の要求に応えようとする強い思い 売上の維持・増大を図る

品質に対するこだわり ・ますます増大が見込まれる輸送ニーズに対して、
効率化に対する強い意識 取引のなかった新規分野においても、当社の対応力を
豊富な知識、優れた技術を持った従業員 発揮して梱包サービス・資材販売を提供する
改善を意識した取組
社長の交渉力 ・贅沢思考やギフト需要に対して、当社の対応力を
仕入先に迷惑をかけない取引 より高度化して魅力的な提案力のある梱包サービス・

資材販売を行う
【組織資産】 ５Ｓ運用の仕組み

改善の仕組み ・環境負荷の低減に対応するために、当社の改善の
作業指示書を運用する仕組み 仕組みを通じて、梱包サービス・資材販売を提供する
長期間蓄積されたデータやサンプル
梱包・資材の提案

【関係資産】 顧客との長期にわたる取引実績
仕入先との長期にわたる取引実績
仕入先との強い信頼関係

【人的資産】 従業員の定着率が低い ３．弱み×機会（WO) ４．弱み×脅威（WT)
梱包作業の習熟度に差がある 弱みの補完による機会の獲得 弱みと脅威からくるリスクへの対処
経験豊富な専任営業担当がいない

・新規分野の梱包サービス・資材販売ニーズを獲得する ・他社の営業力強化に対抗すべく、自社の広報・販促
【組織資産】 人材教育の仕組みがない 活動を積極化して営業力を強化し、受注の獲得を図る

情報を共有化する仕組みがない ・新規分野への進出により、従前の作業とは異なる
広報・販促活動が不十分 受注が発生しても対応できるよう情報を共有化する
業界動向に関する情報収集が不十分 仕組みを作る

・新規分野への進出により、さらに高度な技術力が
求められても対応できるよう人材教育の仕組みを作る

外部環境

内
部
環
境
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）

強
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７．これからの事業展開７．これからの事業展開７．これからの事業展開７．これからの事業展開

（１）将来ビジョン（１）将来ビジョン（１）将来ビジョン（１）将来ビジョン

（２）今後３年間の基本経営戦略（２）今後３年間の基本経営戦略（２）今後３年間の基本経営戦略（２）今後３年間の基本経営戦略

にににに

顧客要求を満たす企業から

顧客の新たな喜びを創り出す企業へ

当社がこれまで培ってきた知的資産や強み、外部環境を踏まえて、当社の将来ビ
ジョン、今後３年間の基本経営戦略、重要成功要因を導き出しました。

１．「顧客要求への対応力」にさらに磨きをかけ、既存顧客１．「顧客要求への対応力」にさらに磨きをかけ、既存顧客１．「顧客要求への対応力」にさらに磨きをかけ、既存顧客１．「顧客要求への対応力」にさらに磨きをかけ、既存顧客

の要求にさらに高いレベルで応え続けることにより、外部の要求にさらに高いレベルで応え続けることにより、外部の要求にさらに高いレベルで応え続けることにより、外部の要求にさらに高いレベルで応え続けることにより、外部

環境変化に伴って発生する既存顧客からの新たな受注環境変化に伴って発生する既存顧客からの新たな受注環境変化に伴って発生する既存顧客からの新たな受注環境変化に伴って発生する既存顧客からの新たな受注
も獲得し、売り上げの維持・増大を図るも獲得し、売り上げの維持・増大を図るも獲得し、売り上げの維持・増大を図るも獲得し、売り上げの維持・増大を図る

２．当社の強みである対応力を武器に、社会インフラの変化２．当社の強みである対応力を武器に、社会インフラの変化２．当社の強みである対応力を武器に、社会インフラの変化２．当社の強みである対応力を武器に、社会インフラの変化
を捉えた営業活動を展開し、新規顧客の獲得を目指すを捉えた営業活動を展開し、新規顧客の獲得を目指すを捉えた営業活動を展開し、新規顧客の獲得を目指すを捉えた営業活動を展開し、新規顧客の獲得を目指す

３．ビジョン実現に必要な営業力、技術力を養成するため、３．ビジョン実現に必要な営業力、技術力を養成するため、３．ビジョン実現に必要な営業力、技術力を養成するため、３．ビジョン実現に必要な営業力、技術力を養成するため、

当社の状況に適した人材育成と情報力強化の体制を構当社の状況に適した人材育成と情報力強化の体制を構当社の状況に適した人材育成と情報力強化の体制を構当社の状況に適した人材育成と情報力強化の体制を構
築する築する築する築する

当社の将来ビジョン実現に向け、今後３年間は既存事業を確実に維持・発展させ
て体力を蓄えます。その間に新規分野発掘の意識を高め、新たな価値創造を実
現できる企業になるための組織体制強化（人材育成、情報力）に努めます。

KGI：既存顧客売上25％増、新規顧客売上割合５％以上
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７．これからの事業展開７．これからの事業展開７．これからの事業展開７．これからの事業展開

（３）重要成功要因（３）重要成功要因（３）重要成功要因（３）重要成功要因
基本戦略を実現するための取り組みとして、以下の５つの力を獲得していきます。基本戦略を実現するための取り組みとして、以下の５つの力を獲得していきます。基本戦略を実現するための取り組みとして、以下の５つの力を獲得していきます。基本戦略を実現するための取り組みとして、以下の５つの力を獲得していきます。

（４）（４）（４）（４）重要成功要因を具現化するための強化・補完・獲得すべき知的資産重要成功要因を具現化するための強化・補完・獲得すべき知的資産重要成功要因を具現化するための強化・補完・獲得すべき知的資産重要成功要因を具現化するための強化・補完・獲得すべき知的資産

【【【【営業力の強化営業力の強化営業力の強化営業力の強化】】】】

①営業力を持った人材の確保①営業力を持った人材の確保①営業力を持った人材の確保①営業力を持った人材の確保 ⇒⇒⇒⇒ 人的資産人的資産人的資産人的資産

②営業に対する積極的姿勢の養成②営業に対する積極的姿勢の養成②営業に対する積極的姿勢の養成②営業に対する積極的姿勢の養成 ⇒⇒⇒⇒ 人的資産人的資産人的資産人的資産・・・・構造資産構造資産構造資産構造資産

【【【【技術力の強化技術力の強化技術力の強化技術力の強化】】】】

①提案力・開発力のある人材の確保①提案力・開発力のある人材の確保①提案力・開発力のある人材の確保①提案力・開発力のある人材の確保 ⇒⇒⇒⇒ 人的資産人的資産人的資産人的資産

②改善を意識した取り組み②改善を意識した取り組み②改善を意識した取り組み②改善を意識した取り組み ⇒⇒⇒⇒ 人的資産人的資産人的資産人的資産・・・・構造資産構造資産構造資産構造資産

【【【【関係力の強化関係力の強化関係力の強化関係力の強化】】】】

①仕入先との信頼関係の強化①仕入先との信頼関係の強化①仕入先との信頼関係の強化①仕入先との信頼関係の強化 ⇒⇒⇒⇒ 関係資産関係資産関係資産関係資産

②得意先との信頼関係の強化②得意先との信頼関係の強化②得意先との信頼関係の強化②得意先との信頼関係の強化 ⇒⇒⇒⇒ 関係資産関係資産関係資産関係資産

【【【【人材育成力の養成人材育成力の養成人材育成力の養成人材育成力の養成】】】】

①人材育成のしくみの構築①人材育成のしくみの構築①人材育成のしくみの構築①人材育成のしくみの構築 ⇒⇒⇒⇒ 構造資産構造資産構造資産構造資産

②人材育成のための基盤整備②人材育成のための基盤整備②人材育成のための基盤整備②人材育成のための基盤整備 ⇒⇒⇒⇒ 構造資産構造資産構造資産構造資産

【【【【情報力の強化情報力の強化情報力の強化情報力の強化】】】】

①情報収集の仕組みの構築①情報収集の仕組みの構築①情報収集の仕組みの構築①情報収集の仕組みの構築 ⇒⇒⇒⇒ 構造資産構造資産構造資産構造資産・・・・関係資産関係資産関係資産関係資産

②情報発信の仕組みの構築②情報発信の仕組みの構築②情報発信の仕組みの構築②情報発信の仕組みの構築 ⇒⇒⇒⇒ 構造資産構造資産構造資産構造資産

③情報共有の仕組みの構築③情報共有の仕組みの構築③情報共有の仕組みの構築③情報共有の仕組みの構築 ⇒⇒⇒⇒ 構造資産構造資産構造資産構造資産

営業力

技術力

人材
育成力

情報
収集力・
伝達力

関係力
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８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー

（１）知的資産活用マップ（１）知的資産活用マップ（１）知的資産活用マップ（１）知的資産活用マップ

＜お届けする商品と我々への信頼を守ってくれる＞＜お届けする商品と我々への信頼を守ってくれる＞＜お届けする商品と我々への信頼を守ってくれる＞＜お届けする商品と我々への信頼を守ってくれる＞
＜新たな発見や感動が得られる＞＜新たな発見や感動が得られる＞＜新たな発見や感動が得られる＞＜新たな発見や感動が得られる＞ ＜頼みやすく手間いらず＞＜頼みやすく手間いらず＞＜頼みやすく手間いらず＞＜頼みやすく手間いらず＞

商品商品商品商品
サービスサービスサービスサービス

商品に合った安全で安価な商品に合った安全で安価な商品に合った安全で安価な商品に合った安全で安価な
梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売

お客様の希望納期にお客様の希望納期にお客様の希望納期にお客様の希望納期に

迅速対応迅速対応迅速対応迅速対応

仕入れ先との
長期に渡る
取引実績

顧客の要求に応え
ようとする強い思い

改善の仕組み(

仕様書)

仕入れ先に迷惑
をかけない取引

仕組み仕組み仕組み仕組み

取り組み取り組み取り組み取り組み

理念・風土理念・風土理念・風土理念・風土

＜経営理念＞＜経営理念＞＜経営理念＞＜経営理念＞ 『『『『より良い商品・サービスより良い商品・サービスより良い商品・サービスより良い商品・サービス』』』』を提案させて頂くことにを提案させて頂くことにを提案させて頂くことにを提案させて頂くことに

社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける社員全員で取り組み続ける

顧客価値顧客価値顧客価値顧客価値

上司から部下
への指導

仕入れ先との
強い信頼関係

仕入先を重んじる仕入先を重んじる仕入先を重んじる仕入先を重んじる 顧客を重んじる顧客を重んじる顧客を重んじる顧客を重んじる 従業員を重んじる従業員を重んじる従業員を重んじる従業員を重んじる

顧客との
長期に渡る
取引実績

効率化に対する強
い意識

長期間蓄積された
データやサンプル 指示書を運用する

仕組み

豊富な知識、優れた技能技能技能技能、
営業力営業力営業力営業力を持った従業員

梱包・資材の
提案

作業指示書
５Ｓ運用の
しくみ

改善を意識した
取り組み

社長の交渉力

品質に対する
こだわり

顧客要求を満たす企業から
顧客の新たな喜びを創り出す企業へ

将来ビジョン将来ビジョン将来ビジョン将来ビジョン

情報収集・共有・
発信の仕組み

人材育成のしくみ

マニュアル類の
作成

新たな付加価値を提案する新たな付加価値を提案する新たな付加価値を提案する新たな付加価値を提案する
梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売梱包サービス･資材販売

関係力強化関係力強化関係力強化関係力強化

営業力強化営業力強化営業力強化営業力強化

技術力強化技術力強化技術力強化技術力強化

情報力獲得情報力獲得情報力獲得情報力獲得

人材育成力獲得人材育成力獲得人材育成力獲得人材育成力獲得
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実線：現在保有する実線：現在保有する実線：現在保有する実線：現在保有する
知的資産を示す知的資産を示す知的資産を示す知的資産を示す

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補充し、それら
を連携させ経営方針達成に結びつける。

点線：将来獲得ある点線：将来獲得ある点線：将来獲得ある点線：将来獲得ある
いは強化すべきいは強化すべきいは強化すべきいは強化すべき

知的資産を示す知的資産を示す知的資産を示す知的資産を示す

枠線の説明枠線の説明枠線の説明枠線の説明 矢印の説明矢印の説明矢印の説明矢印の説明

青線は従来あった関係。太さは関係の強弱を示す。

赤の実線は従来もあったが、さらに強化すべき関
係、赤の点線は新たに構築すべき関係を示す。



（２）価値創造ストーリー（２）価値創造ストーリー（２）価値創造ストーリー（２）価値創造ストーリー

８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー

過過過過 去去去去 将将将将 来来来来現現現現 在在在在

【【【【過去～現在の過去～現在の過去～現在の過去～現在のストーリーストーリーストーリーストーリー】】】】

（１９６２年～２０１３年）（１９６２年～２０１３年）（１９６２年～２０１３年）（１９６２年～２０１３年）

知的資産知的資産知的資産知的資産のののの活用状況活用状況活用状況活用状況

【【【【現在～将来の現在～将来の現在～将来の現在～将来のストーリーストーリーストーリーストーリー】】】】

（２０１４年～２０１７年）（２０１４年～２０１７年）（２０１４年～２０１７年）（２０１４年～２０１７年）

知的資産の活用目標知的資産の活用目標知的資産の活用目標知的資産の活用目標

人的資産人的資産人的資産人的資産

①人材の確保①人材の確保①人材の確保①人材の確保
１）営業職社員１）営業職社員１）営業職社員１）営業職社員 ＋１＋１＋１＋１
２）技術職社員２）技術職社員２）技術職社員２）技術職社員 ＋１＋１＋１＋１
②積極的姿勢②積極的姿勢②積極的姿勢②積極的姿勢
１）顧客訪問件数１）顧客訪問件数１）顧客訪問件数１）顧客訪問件数 ５０件５０件５０件５０件/月月月月
２）改善提案数２）改善提案数２）改善提案数２）改善提案数 ２０件２０件２０件２０件/月月月月

(採用されたものの件数採用されたものの件数採用されたものの件数採用されたものの件数)

③生産性改善活動③生産性改善活動③生産性改善活動③生産性改善活動
１）各自１０％の改善目標達成１）各自１０％の改善目標達成１）各自１０％の改善目標達成１）各自１０％の改善目標達成

組織資産組織資産組織資産組織資産

①人材育成計画策定と活動①人材育成計画策定と活動①人材育成計画策定と活動①人材育成計画策定と活動
１）人材育成計画達成度１）人材育成計画達成度１）人材育成計画達成度１）人材育成計画達成度 ＞９０％＞９０％＞９０％＞９０％
２）勉強会・セミナー企画２）勉強会・セミナー企画２）勉強会・セミナー企画２）勉強会・セミナー企画 ２回２回２回２回/月月月月
３）マニュアルの作成３）マニュアルの作成３）マニュアルの作成３）マニュアルの作成 １０件１０件１０件１０件
②情報力強化の仕組み構築②情報力強化の仕組み構築②情報力強化の仕組み構築②情報力強化の仕組み構築
１）情報収集活動件数１）情報収集活動件数１）情報収集活動件数１）情報収集活動件数 ５０件５０件５０件５０件/月月月月
２）問い合わせ件数２）問い合わせ件数２）問い合わせ件数２）問い合わせ件数 ５０件５０件５０件５０件/月月月月
３）週報・月報による情報共有３）週報・月報による情報共有３）週報・月報による情報共有３）週報・月報による情報共有
発行率発行率発行率発行率 １００％１００％１００％１００％

関係資産関係資産関係資産関係資産

①仕入先との信頼関係強化①仕入先との信頼関係強化①仕入先との信頼関係強化①仕入先との信頼関係強化
１）標準外納期要求数１）標準外納期要求数１）標準外納期要求数１）標準外納期要求数 半減半減半減半減
２）標準外納期要求受諾率２）標準外納期要求受諾率２）標準外納期要求受諾率２）標準外納期要求受諾率 ＞９９％＞９９％＞９９％＞９９％
②取引先との信頼関係強化②取引先との信頼関係強化②取引先との信頼関係強化②取引先との信頼関係強化
１）クレーム発生件数１）クレーム発生件数１）クレーム発生件数１）クレーム発生件数 ０件０件０件０件
２）新規顧客リピート率２）新規顧客リピート率２）新規顧客リピート率２）新規顧客リピート率 ＞９５％＞９５％＞９５％＞９５％

その他資産その他資産その他資産その他資産 設定なし設定なし設定なし設定なし

＜これまでの実績＞＜これまでの実績＞＜これまでの実績＞＜これまでの実績＞

【【【【売上高売上高売上高売上高】】】】 ３００百万円３００百万円３００百万円３００百万円
【【【【新規得意先売上高新規得意先売上高新規得意先売上高新規得意先売上高】】】】 １．５百万円１．５百万円１．５百万円１．５百万円
（いずれも２０１３年８月決算期実績）（いずれも２０１３年８月決算期実績）（いずれも２０１３年８月決算期実績）（いずれも２０１３年８月決算期実績）

＜今後の目標＞＜今後の目標＞＜今後の目標＞＜今後の目標＞

【【【【売上高売上高売上高売上高】】】】 ３８０百万円３８０百万円３８０百万円３８０百万円
【【【【新規得意先売上高新規得意先売上高新規得意先売上高新規得意先売上高】】】】 ２０百万円２０百万円２０百万円２０百万円
（いずれも２０１７年８月決算期にて）（いずれも２０１７年８月決算期にて）（いずれも２０１７年８月決算期にて）（いずれも２０１７年８月決算期にて）
【【【【平均給与平均給与平均給与平均給与】】】】 １．２倍１．２倍１．２倍１．２倍(２０１４年比２０１４年比２０１４年比２０１４年比)

人的資産人的資産人的資産人的資産
お客様の要求に応えようと日々真摯お客様の要求に応えようと日々真摯お客様の要求に応えようと日々真摯お客様の要求に応えようと日々真摯
に取り組む経営者、従業員の存在に取り組む経営者、従業員の存在に取り組む経営者、従業員の存在に取り組む経営者、従業員の存在

組織資産組織資産組織資産組織資産
従業員の改善を意識した取り組みが従業員の改善を意識した取り組みが従業員の改善を意識した取り組みが従業員の改善を意識した取り組みが
全社の活動に反映されるしくみ全社の活動に反映されるしくみ全社の活動に反映されるしくみ全社の活動に反映されるしくみ

関係資産関係資産関係資産関係資産

当社のお客様の要求に応えるため、当社のお客様の要求に応えるため、当社のお客様の要求に応えるため、当社のお客様の要求に応えるため、
惜しみない協力をしてくださる取引先惜しみない協力をしてくださる取引先惜しみない協力をしてくださる取引先惜しみない協力をしてくださる取引先
の存在の存在の存在の存在

その他資産その他資産その他資産その他資産 ブリスター加工用設備ブリスター加工用設備ブリスター加工用設備ブリスター加工用設備
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８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー

（参考）重要評価指標一覧（参考）重要評価指標一覧（参考）重要評価指標一覧（参考）重要評価指標一覧

20

必要な知的資産 KPI 目標数値

営業力の強化

①営業力を持った人材
の確保

勉強会参加回数 外部勉強会 １回/３ヶ月

社内勉強会 1回/１ヶ月

採用数 1名

②積極的な姿勢

顧客訪問回数 50件/1ヶ月

提案数 50件/１ヶ月

新規顧客獲得数 1件/１ヶ月

HP更新回数 1回/月

技術力の強化

①提案力・開発力のあ
る人材の確保

勉強会参加回数 外部勉強会 １回/2ヶ月

採用数 1名

提案案件目標 2件/１人/月

②改善を意識した取り
組み

生産性向上指数 10％UP

QC活動(小集団活動)実施
回数

１回/２週間

改善提案数
20件/１月
(採用されたもの)

関係力の強化

①仕入先との信頼関係
強化

標準外要求納期受諾率 99％以上

標準外納期要求数 半減(5件/月以下)

②得意先との信頼関係
強化

新規顧客リピート率(１年以
内)

95%

クレーム件数 対策書発行０件

人材育成力の養成

①人材育成のしくみの
構築

人材育成計画達成度 90%

勉強会・セミナー等企画件
数

２回/月、参加可能者数
４～５人

勉強会参加 1回/２ヶ月、全員

②人材育成のための基
盤整備

作成マニュアル数 10件

マニュアル作成期限 立案→1～2週間

情報力の強化

①情報収集のしくみ 情報収集活動件数 50件/月

②情報発信のしくみ

HP閲覧者数、問い合わせ
件数、引き合い数

閲覧 15000件、問合せ
50件、成約１件/１ヶ月

ブログ更新頻度 １回/週（2015年８月より）

③情報共有のしくみ

週報・月報発行率 100%

週報・月報回覧期間
１週間以内の回覧完了率
＞100％

マネジメントレビュー(経営
状況報告会)開催回数

半期ごと

定例会議開催回数 月例会として



９．会社概要９．会社概要９．会社概要９．会社概要

会社名会社名会社名会社名

創立創立創立創立 1972年年年年3月月月月6日日日日

会社所在地会社所在地会社所在地会社所在地

住所：〒住所：〒住所：〒住所：〒572-0065 大阪府寝屋川市対馬江西町大阪府寝屋川市対馬江西町大阪府寝屋川市対馬江西町大阪府寝屋川市対馬江西町10

番番番番11号号号号
ＴＥＬ：０７２－８２８－０７８８ＴＥＬ：０７２－８２８－０７８８ＴＥＬ：０７２－８２８－０７８８ＴＥＬ：０７２－８２８－０７８８
ＦＡＸ：０７２－８２７－７０９１ＦＡＸ：０７２－８２７－７０９１ＦＡＸ：０７２－８２７－７０９１ＦＡＸ：０７２－８２７－７０９１
メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：fujipa@fuji-package.com

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 秋山秋山秋山秋山 準子準子準子準子

資本金資本金資本金資本金 1,000万円万円万円万円

従業員従業員従業員従業員 22名名名名

事業内容事業内容事業内容事業内容 電子部品の梱包・梱包資材販売電子部品の梱包・梱包資材販売電子部品の梱包・梱包資材販売電子部品の梱包・梱包資材販売

主要取引先主要取引先主要取引先主要取引先

パナソニック株式会社パナソニック株式会社パナソニック株式会社パナソニック株式会社 ＡＶＣネットワークス社ＡＶＣネットワークス社ＡＶＣネットワークス社ＡＶＣネットワークス社
アプライアンス社アプライアンス社アプライアンス社アプライアンス社
エエエエココココソリソリソリソリュュュューーーーシシシションョンョンョンズズズズ社社社社
オオオオートートートートモモモモーーーーティティティティブブブブ＆＆＆＆インインインインダダダダ
ストリアルストリアルストリアルストリアルシシシシスススステムズテムズテムズテムズ社社社社

パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックココココンンンンシュシュシュシューーーーママママーーーーママママーケーケーケーケティティティティンンンンググググ株式会社株式会社株式会社株式会社
日日日日通通通通・パナソニック・パナソニック・パナソニック・パナソニック ロロロロジスジスジスジスティティティティックス株式会社ックス株式会社ックス株式会社ックス株式会社
三洋電機株式会社三洋電機株式会社三洋電機株式会社三洋電機株式会社

ホホホホーーーームペムペムペムページージージージ http://www.fujihttp://www.fujihttp://www.fujihttp://www.fuji----package.com/c29106.htmlpackage.com/c29106.htmlpackage.com/c29106.htmlpackage.com/c29106.html
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１０．あとがき１０．あとがき１０．あとがき１０．あとがき

（１）知的資産経営とは（１）知的資産経営とは（１）知的資産経営とは（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。

（２）注意事項（２）注意事項（２）注意事項（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（３）作成者（３）作成者（３）作成者
富士パッケージ株式会社 課長 松下浩

（４）作成支援（４）作成支援（４）作成支援（４）作成支援
当報告書は次の個人により作成支援されています。

マネジメントラボ ブリーズ

代表・中小企業診断士 及川 朗

シーズマネジメントサポートオフィス

代表・中小企業診断士 東 純子

経営コンサルタント

中小企業診断士 池渕ゆかり

（５）お問い合わせ先（５）お問い合わせ先（５）お問い合わせ先（５）お問い合わせ先
〒572-0065

大阪府寝屋川市対馬江西町10番11号
TEL：072-828-0788

（６）発行（６）発行（６）発行（６）発行

2014年8月

Google Mapより引用
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