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勝 矢  善

弘 

十 河  元

生 

 

 

 

会社経営へのおもいは、人材を「人財」として経営資源の中心に位置づけ、 

「健康で面白い会社」「着実で強い会社」を目指すことです。 

 

協和テクノロジィズの社名である「協和」は、「協調と調和」という創業時の理念を表した

もので、夢を持った人財がチームワークで企業を進化させようとの精神をそのまま表現し

たものです。 

それは、人間性を大事にしながら、情報通信技術を通じて社会に貢献することでもありま

す。 

そのために、企業理念を大切に守り育て切磋琢磨しながら「健康で面白い会社」として次

の時代へとつなげていくために、着実な発展をめざしてまいります。 

 

現代のように情報社会がより身近なものとなり、技術革新とそれに伴うビジネスの変革が

日常的に行われている時代にあって、私ども協和テクノロジィズ株式会社は企業コンセプ

トを「eICT-SI サービス会社」と位置づけ、「お客様のお役に立つソリューションを高生産

性により、良質で安く適切にサービスする会社」として、先見性をもって新しい技術に次々

と取り組んでまいりました。 

 

今後とも、通信ネットワーク、監視制御システム、コンピュータシステム、特機事業、ク

ラウドをはじめとしたソリューションサービスなどにおいて、それぞれがシナジー効果を

生みだすバランス経営を基本とし、常に「お客様に協和に頼んで良かった」と云われる会

社を目指してグループ一丸となって果敢にチャレンジしていきたいと考えております。  

 

基本理念・基本方針は変えず、軸のぶれない経営を行いつつ、一方で絶えざる革新を続け

変化を取り込み、柔軟性をもって環境変化に対応し、さらに発展していきたいと考えてい

ます。 

この「不易流行」が協和テクノロジィズの経営の中で受け継がれています。 

         

   

            協和テクノロジィズ株式会社 

代表取締役・会長兼 CEO  十河 元生 
取 締 役・社長兼 COO  勝矢 善弘  

１、知的資産経営報告書をつくるにあたり 
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当社は 1948 年に設立されました。 

電気通信設備工事事業からスタートし、65 年の歴史を持つ会社です。「チームワークを大切

に、社員が一丸となって未来を切り拓いていこう」という意味を込めた“協和”の言葉と

ともに、創業時の精神は今も受け継がれています。 

当社は創業者を信頼した社員や取引先の皆様のご支援により創業され存続しています。従

って、創業の理念の理解なしではその経営は成り立ちません。 

社会のため、お客様のため、新たな改善改革のために、常に原点回帰を行い、理念を基と

して、創業から 60 年以上の歴史と経験を活かした一貫性のある経営を追求しています。 

当社の経営の強みは、理念を基に生まれた企業独自の哲学と文化です。 

 

■企業理念（社是） 

協和と誠実「協和・誠実・技術・奉仕・感謝」 

優秀な技術で社会に奉仕するのが我社の使命 

■経営理念  

健康で面白い会社の実現 

■経営目的 

企業理念の実現 

社員の幸せ 

■企業コンセプト 

eICT-SI サービス会社 

 

 

 

 

 

  

２、会社紹介 

＝eICT-SI サービス会社 

インターネット 

コンピュータ ＆ ネットワーク 

ハード＆ソフト 

エレクトロニクス ＆ e ICT 

技術トータルシステム 

エンジニアリング 

ソリューション・ワンストップ 

シナジーインテグレーション 

カスタマメリットサービス会社 

※ eICT : electronics Information Communication Technology 

※ SI   : System Integration ＆ Synergy Integration 
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■経営基本方針・理念 

１．日々を新たにする情熱を持ち、日々感謝の念を忘れず、人を思いやる気持ちを抱き、

学び且つ人格を高め続ける伝統を創ります。（個人） 

２．常に数年先のビジョンを考え、新しいジャンルへのチャレンジ精神を持続し、人間性

尊重した、働き甲斐のある「健康で面白い会社」として、着実な発展を目指します。（会

社） 

３．市場のウォンツを把握し、知識とアイデアをもって創造性のある技術で社会に役立つ

新規商品開発とカスタマ創造を行います。（会社） 

４．高品質と高生産性により、最も安くカスタマ価値創造をサービスし、カスタマ信頼（CS）

の継続的向上とカスタマの繁栄に貢献できることを目指します。また、経済や組織は必

ず行き過ぎると考え、これに対して必ずリスクヘッジとバランス化を図ります。（会社） 

５．広く社会から期待され、文化・環境に調和し、全てに公正で業界の規範となる「社会

価値創造会社」を目指し、利益は社会・お取引様（カスタマ・外注先）・社員の皆で享

受します。（社会） 

 

■経営方針（社員の活動基準）（Kyowa  Best  Practices） 

1、お客様第一主義 

【カスタマ信頼向上を図る。： カスタマ・フォーカス（良×1.2 倍）】 

当社では継続顧客なくして事業は発展せず、との考えから「継続顧客第一主義」を実践し

ています。 

保守契約などで継続的におつきあいさせていただくお客様は当然のことながら、受注が得

られなかった場合でも近い将来お取引させていただくために、お客様とコミュニケーショ

ンを深めていきます。 

お客様の事業についてマーケティングをして最適なご提案を行い、綿密かつ継続的な積み

重ねによってお客様からの信頼を得ることがかないます。 

ファンになっていただくにはどうすればよいか。目先の受注にこだわらず、長期的な視野

で考える。それが将来的には、リピーターやロイヤルカスタマになっていただける基本と

考えています。 
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2、付加価値主義 

【会社の長期的利益を図る。：バリュー・フォーカス（安×0.8 倍）】 

企業は利益が出なければ存続できません。利益は会社の「経営理念」を実現するための必

要条件です。故に、会社における徹底したコスト削減と利益拡大は、各人が常に認識して

おく重要な事柄であります。あらゆる部門の活動にムダはないか、可視化を行った上で削

減し利益に直結させ利益意識を身につけていきます。 

社員一人ひとりの利益意識の高さは当社が必要とする人財の評価規準です。当社では、分

社型経営を行っており、全社員が営業、全社員が経営者となる利益創出のプロフィット（利

益）センター制を推進しています。 

ムダを省き効率化し、常に自ら考え続け、日常の経営の中で実践することで全部門が自律

していく。従って、赤字部門の責任者は賞与支払い原資がないものと考えられます。経営

について常に考え、工夫し、改革する意識を持つようにすることが大切です。 

利益はお客様からのみ得られるもの。プロフィットセンターである全部門は部門ごとに利

益評価をして、お客様に対し長期的、具体的に貢献しない仕事は排除することにより改革

を図ります。 

利益がなければ社会の不安材料となります。利益があればこそ社会に貢献し「健康で面白

い会社」が実現できます。 

日々社員全員がコストパフォーマンスとコストダウン意識を持ち、実現のために行動を起

こす「1％のこだわり」を持って活動しています。 

 

3、進化挑戦進取主義 

【仕事に知恵を入れて、キラリと光らす。： スピード・フォーカス（速×1.5 倍）】 

当社はお客様第一主義のもと、全社員は経営理念をもとに経営者の気持ちで活動していま

す。 

組織は三層フラット組織とし、一般社員の直接上司は部門長で問題があればその一つ上の

経営トップに相談できるというスピード経営を行っています。 

スピードは力であり、継続は強さです。 

失敗しても、スピード対応すれば解決できる。他社より少しでも遅いと全てを取られる。

入札と同じで落札は一社。トップが全てを取る。仕事を 2 倍のスピードですれば 3 倍の仕

事量が出来る。スピードはお客様の信頼の向上に寄与する。 

この考えのもと、当社はスピード経営に取り組んでいます。 
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■経営基本戦略 

●戦略の三本柱 

当社の経営戦略は以下の三本柱から成り立ちます。 

1、中期経営計画  

2、人財育成システム  

3、eICT 経営システム(KINGS:協和情報ネットワーク増力システム) 

当社は、各事業部の責任者が中期経営計画を基に業務を遂行する分社型カンパニー経営を

行っています。社員全員が eICT 経営システムの情報を共有することにより、経営参加が可

能となっています。人財育成システムは、それらを支えるものとして存在しています（詳

細は第 5 章に記載）。 

 

●カスタマ志向・3 層自律・分社型ネットワーク組織 

●シナジー・リスクマネジメント経営 

効率優先の集中型組織でなく、利益管理の分社型組織のリスク分散・自己完結責任活性

化組織とする。 

●スピード・付加価値・ビジョン・感動経営 

1. eICT 活用の商品販売（サービス、SI、工事、ソフト、機器） 

2. eICT 活用のエンジニアリング生産システム（TM／TC） 

・開発は専従組織でなく、オペレーションの中で行なえるようにする。 

・現場で事業活動の中で新規事業開発 

   3.e ICT 活用の経営システム（KINGS・知識で武装化） 

・販売営業部門と経営管課部門は生産部門の支援部門とし、ローコストオペレーショ

ン(経営)を追求する。 

・改革は中計の定性目標・プロセス・日程に集中して推進する。 
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■曼荼羅経営 

当社は経営基本戦略を実現するため「曼荼羅(マンダラ）経営」を推進しております。 

「曼荼羅経営」とは、社内分社を置き、分社ごとに戦略を立て自主的な経営を行うもので

す。 

これにより、マーケットに直結した部門別採算制度が確立され、経営トップが会社の隅々

までよく見えるようになります。また、現場が活動成果を認識し、マーケットの情報がタ

イムリーに伝わるため経営課題が明確になります。よって、タイムリーかつ正確な経営判

断ができ、スピード経営の実現が可能となります。 

また、社内からリーダーを選び、その経営を任せることで、経営者意識を持つリーダーが

中心となって計画を立て、全員の知恵と努力により目標を達成していきます。そうするこ

とで、現場の社員ひとりひとりが主役となり、経営指標を全社員が共有でき、目標を達成

する喜びと採算意識を醸成し、全員参加経営の実現に結びついています。 

お客様第一主義をはじめとする経営理念に全社員が焦点を合わせ、経営(執行役責任)者／部

門長・経営(指導)職／一般社員の 3 層フラット組織でスピード経営を推進し、全社員が経営

者の気持ちで行動することを目指しそして社員が幸せだと思える「健康で面白い会社」を

皆で作り上げていくのが曼荼羅経営なのです。 

●経営組織図コンセプト 

 

  

事
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第一創業期 

昭和 23 年 10 月 

    大阪市北区茶屋町に資本金 20 万円で協和電気興業(株)

を設立 

    代表取締役社長 十河 元 専務取締役 長田 喜三男就

任  

昭和 24 年 10 月 

    建設業 大阪府知事登録 (い 242 号) 

昭和 25 年 9 月 

    大阪市北区堂山町(旧高垣町)に工作所及び倉庫を設け

る 

 

発展期 

昭和 35 年 11 月 

    本社ビル完成(大阪市北区堂山町)  

 

躍進期 

昭和 39 年 12 月 

    高松営業所(現香川事業所)開設 

昭和 40 年 4 月 

    草津出張所(現滋賀事業所)開設 

昭和 41 年 10 月 

    建設業 建設大臣許可 電気通信工事(特-1986) 

昭和 42 年 6 月 

    岡山営業所（現岡山事業所） 開設 

昭和 42 年 8 月 

    建設業 建設大臣許可 電気工事(般-1986) 

昭和 43 年 2 月 

    新居浜出張所(現愛媛事業所)開設 

昭和 48 年 10 月 

    建設業 建設大臣許可 消防施設工事(般-1986) 

昭和 48 年 11 月 

    花戸電通工業(現日本テクトス)をグループ会社として

管理運営 

    神戸営業所(現兵庫営業所)開設 

昭和 48 年 12 月 

    京都営業所 開設 

昭和 49 年 12 月 

    開発部を分離独立し、協和電子工業(株)を設立 

昭和 53 年 4 月 

    敦賀出張所(現福井事業所)開設 

 

C&C 期 

昭和 55 年 12 月 

代表取締役会長 十河 元 代表取締役社長 長田 喜三男 就

任 

昭和 56 年 9 月 

    マイコンショップ「システムイン協和」開設 

昭和 58 年 12 月 

協和江坂ビル完成 

 

 

第二創業期 ネットワーク組織経営へ 

昭和 59 年 6 月 

    代表取締役社長 十河 元生 就任 

昭和 61 年 7 月 

    協和電子工業（株）本社工場ビル 完成 

昭和 62 年 10 月 

    東京営業所（現東京本社）開設 

昭和 63 年 10 月 

    協和テクノロジィズ株式会社に社名変更、本社を

中崎一丁目に移転 

平成元年 2 月 

    グループ会社花戸電通工業(株)の社名を日本テク

トス（株）に変更 

平成 6 年 7 月 

    三興電気(株)グループ会社として管理運営 

平成 8 年 7 月 

    大幸通信工業(株)をグループ会社として管理運営 

平成 10 年 7 月 

    ISO9002 認証取得（JQA-2475） 

平成 10 年 10 月 

    創立 50 周年  

 

グループ会社経営へ 

平成 11 年 11 月 

    東京支社から東京本社に名称変更 

平成 11 年 12 月 

    ISO14001 認証取得（JQA-EM2530） 

平成 15 年 7 月 

    ISO9001：2000 改定認証取得（JQA-2475） 

平成 15 年 11 月 

    建設業 建設大臣許可 土木工事 とび・土工工事

（般-  1986）  

平成 17 年 11 月 

    代表取締役・社長 辻野 勝 就任 

    代表取締役 十河 元生 重任 

平成 18 年 5 月 

    プライバシーマーク許諾企業 

平成 18 年 7 月 

    経営革新計画承認企業<大阪府指令経支第 777-85

号> 

平成 20 年 10 月 

    創業 60 周年 

 

第三創業期 

平成 23 年 11 月 

    代表取締役・会長 十河 元生 重任 

    取締役  ・社長 勝矢 善弘 就任 

平成 24 年 9 月 

    ISO/IEC 27001 認証取得(JQA-IM111

  

■当社のあゆみ 

第二 

創業期 
 

第一 

創業期 
 発展期  C&C 期  躍進期 

第三 

創業期 
 

グループ 

会社経営へ 
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eICT-SIサービス 

 

 

 

■System Integration ＆ Synergy Integration 

お客様一人ひとりに最適な改善策を提供する 

それが協和テクノロジィズのワンストップ・シナジーサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンピュータ＆ネットワーク関連事業において、システムの設計や導入・構築、保守サポ

ートなど、さまざまなサービスを効果的に連携・統合する協和テクノロジィズ。 

ワンストップで最大限のシナジー効果を発揮させながら、お客様に最適なソリューション

をご提供いたします。 

  

 

３、事業紹介 

コンサルティング・ 

企画・調査・分析 

施工・監理 

・製造 

エデュケーション 

e ラーニング 

運用サービス 

設計開発・ 

要件定義・ 

開発 

クラウドコンピューティング 

 

アウトソーサー・コソーサー 



 

 

11 

協和テクノロジィズ  

知的資産経営報告書 2014  

●通信設備・情報設備・電気設備 

航空管制システムや ETC など幅広いフィールドで、IT＆ネットワーク社会を支える 

 

高度化する IT&ネットワーク分野の技術も、基盤となる通信設備や電気設備の整備があっ

て初めて機能します。 

私たちは、プロジェクトの構想時点から参加し、IT＆ネットワーク技術をフルに活用した

システムを構築。航空管制システムや、ETC、移動体基地局など、幅広いフィールドで社

会を支える役割を果たしています。 

 

・光伝送システム                              ・列車無線システム 

・FA システム                                ・マイクロ伝送システム 

・防災行政無線システム                        ・移動体通信システム 

・CATV システム                    ・監視制御システム 

・ETC（ノンストップ自動料金収受システム）  ・ビル管理システム 

 

  

ビル管理システム 

ダム管理システム ETC 

移動体基地局 
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●ネットワーク構築 

インフラ構築からセキュリティまで、 

お客さまに最適な IT ＆ ネットワークサービスを提供 

 

ネットワークの IP 化やブロードバンド化が急速に進んだいま、IP・音声・映像など、IT

分野におけるお客さまのニーズもますます高度・多様化しています。 

当社では、それぞれのお客さまに最適なシステム形態を判断し、インフラ構築からセキュ

リティまで、顧客満足度の高いサービスを提供。 IT&ネットワーク分野のソリューション

企業として、常に新しい価値の創造に努めています。 

 

・ÌＰテレフォニー構築サービス                 ・TV 会議システム構築サービス 

・ＶＰＮ構築サービス               ・ネットワーク構築サービス 

・ネットワーク映像監視システム構築サービス    ・サーバーシステム構築サービス 

・VoIP 構築サービス                         ・インフラシステム構築サービス 

・セキュリティシステム構築サービス            ・広域 LAN 構築サービス 

・無線 LAN システム構築サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LAN/音声・映像コミュニケーション 
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●システム開発 

高い信頼性と優れた開発力をベースに、付加価値の高いソフトを開発・提供 

 

業務アプリケーションや Web システム構築において、豊富な実績を積み上げてきた協和テ

クノロジィズ。販売・財務・給与・人事・勤怠・生産管理などのシステム開発や、ビルメ

ンテナンス業務システムの開発など、企業ニーズにきめ細かく対応するソフトを多数開発

し、企業活動の効率化や問題解決に大きく貢献しています。 

 

・基幹システム開発（販売・財務・給与 ・人事・勤怠・生産管理・ビルメンテナンス業務） 

・ERP システム導入構築サービス     ・DWH システム導入構築サービス 

・パッケージソフト導入構築サービス  ・CRM システム導入構築サービス 

・Web 情報システム構築サービス      ・SFA（営業支援システム）導入構築サービス 

 

 

 

 

 

 

 

●保守サービス・運用サービス 

万全のサポート力で“安全・安心”をご提供。 

迅速かつシステマティックな対応で、お客さまをきめ細かくサポート 

 

技術の高度化やシステムの複雑化にともない、メンテナンスなどのシステムサポートはま

すます重要課題へ。トラブル時の迅速でシステマティックな対応は、顧客満足度の観点か

らも欠かせない要素となっています。 

当社では、24 時間体制の「CS サポートセンター」を設置、お客さまからの緊急の連絡にも

スピーディに対応できる体制を整えています。同時にシステムの拡張や効率化、運用面な

どのサポートも充実させています。  

 

・光ハードウェア保守サービス     ・アプリケーション保守サービス 

・エデュケーションサービス      ・ソフトウェア保守サービス 

・運用・監視サービス         ・バッテリーリユースサービス 

・ネットワーク保守サービス      ・ヘルプデスクサービス 

 

  

Hello Charge 

テナント 

内部 

交換器 

SMDR 

For Win 

データ入力 

印刷 
課金 

データ 
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●電子デバイス・特殊機器提供 

長期的なビジョンのもと、独創的かつ高品質な機器類を提供 

 

特殊機器部門では、マルチメディア時代のさまざまなニーズに対し、独創力を駆使して恒

常的な技術革新を実施。クライアントは、官公庁から各種自治体、鉄道、航空、電力、民

需産業と多岐に富んでいます。 

また、高度情報化社会のあらゆる場面で活躍する電子デバイスについても、5 年先、10 年

先を見据えて、優れた技術開発に努めています。今後も更なる CS 向上をめざし、高品質な

最先端機器類を提供していきます。 

 

・電子デバイス       ・精密溶接装置        ・赤外線映像装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研究開発・製造 

研究・開発から設計、製造、据付。柔軟な発想と姿勢で取り組んでいます。 

 

グループの R&D 部門を担う協和電子工業株式会社は、研究・開発から設計、製造、据付、

販売までを一貫して行うクリエイティブ集団です。コンピュータ応用機器をはじめ、各種

通信装置、熱画像処理システム、超音波探傷システム、一般産業用電子機器など幅広い分

野で活躍。特に列車無線システム、各種表示盤などの製造開発においては、NEC の協力会

社として優れた技術力を発揮しています。 

 

・サービス関連機器       ・医療関連機器     ・環境関連機器       

・セキュリティ関連機器   ・公共交通関連機器 

 

 

  

統合監視アプリケーション 

電子デバイス 赤外線映像装置 自社開発基板 

屋外型 PTZ ドームカメラ 
ワイドダイナミック 

デイナイト機能搭載カメラ 
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■企業概要 

設 立          昭和 23 年 10 月 22 日 

資本金          9,860 万円 

授権資本金      32,320 万円 

従業員数  450 名（平成 26 年 3 月末現在） 

本社所在地  〒530-0016 大阪府大阪市北区中崎一丁目 2 番 23 号 

主要事業  情報通信設備の建設及びその電子機器、電子デバイスの販売並びにこれ

に関連するサービスの提供 

 

営業種目   

・電気通信設備、電子応用設備（コンピュータ機器、電子制御装置等）、電気設備、消防設

備の設計設置工事・修理・保全 

・有線通信機械器具、無線通信機械器具、光通信機械器具、コンピュータ機器、電子制御

機器並びにこれに関する部品、機械工具等の製造・販売 

・コンピュータソフトウエアの開発及び販売 

・情報処理サービス業 

・電気通信法に基づく電気通信役務に関する需要契約の媒介及び電気通信関連機器の販売 

・リース・レンタル業、不動産管理業、保険代理店業 

・上記に関する調査・計画・設計・監督・技術指導・技術協力、運営及び付帯する一切の

業務 

 

主要取引銀行  三井住友銀行 みずほ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行
 

 

建設業認可   

電気通信工事業   特定建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(特-24)第 1986 号 

電 気 工 事 業   特定建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(特-24)第 1986 号 

鋼構造物工事業   特定建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(特-24)第 1986 号 

塗 装 工 事 業   特定建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(特-24)第 1986 号 

舗 装 工 事 業   特定建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(特-24)第 1986 号 

水道施設工事業   特定建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(特-24)第 1986 号 

消防施設工事業   一般建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(般-24)第 1986 号 

土 木 工 事 業   一般建設業 許可番号 国土交

通大臣許可(般-24)第 1986 号 

とび・土工工事業 一般建設業 許可番号 国土交通

大臣許可(般-24)第 1986 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ会社   

協和電子工業株式会社 （製造部門） 

    〒555-0034 

    大阪府大阪市西淀川区福町 3 丁目 1 番 48 号（協和

姫島ビル） 

    TEL：(06)6478-0888 FAX：(06)6478-0910 

日本テクトス株式会社 （兵庫県下営業） 

    〒652-0047 

 兵庫県神戸市兵庫区下沢通 6 丁目 1 番 32 号（協

和兵庫ビル） 

    TEL：(078)578-2200 FAX：(078)578-2210 

協和ビジネスサポート株式会社 （興産部門） 

    〒530-0016 

    大阪府大阪市北区中崎 1 丁目 2 番 23 号（協和本社

ビル 7 階） 

    TEL：(06)6363-8828 FAX：(06)6363-8809 
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■不易流行の DNA・進取の精神 

協和の企業文化は、第一に「安全で、良品質・低コスト・工程遵守の現場力」。第二に「ソ

リューション提案力」。第三は「経営管理力」です。  

これらを基礎にした協和の競争優位の強み。それは、不易流行。65 年間目先の変化に踊ら

されず独自の経営の軸をぶらすことなく継続進化させた「新しいものが好き」という DNA

と、それを磨き続けた進取の精神です。  

これが「うちは違うんだ」という協和テクノロジィズのオリジナリティとなり、オンリー

ワン協和のビジネスモデルと協和テクノロジィズの経営理念や企業文化を維持し、社風の

風化を防止しています。社風が風化すれば、強みも風化してしまうからです。  

企業の強みは社風でつくられます。  

※不易流行：松尾芭蕉が唱えた理念のひとつとして伝えられている言葉です。 

不易（不変の真理）を知らざれば基（基礎）立ち難たく、流行（世の中の変化）を知らざ

れば風新たならず。  

 

 

■チャンスを掴むリスクマネジメント経営 

●失敗は成功の元、成功も失敗の元 

事業とは常にリスクへのチャレンジです。チャレンジなくして利益は生まれません。常に

魅力的なリスクにチャレンジしながら革新し続けることが必要です。チャンスを掴むリス

クテイクを奨励するガバナンスを構築するため、失敗が発生しても責任追求は原則せず、

原因追求や失敗の対応策と防止策を最優先にしています。失敗は成功の元ですので、積極

的な失敗は評価する加点主義を取っています。  

しかし、成功は失敗の元でもあります。不調へ陥る芽は成功した好調の中に現れます。こ

れを見逃し、不調に陥った時に対処しようとすると大きい力が必要となります。好調の時

にこそ不調の芽を摘み、対策を講じておくことで好調を維持し、不調へ陥った場合でも会

社へのダメージを減少させます。 

  

４、当社の強み 
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●築城は 10 年 崩壊は 1 日 

企業の信用は経営ガバナンスが機能しているかどうかです。組織は外部の敵より内部の混

乱により崩壊することが多いため、権限委譲自律分社型経営は、特にそれに対応するリス

クヘッジの仕組みを作らなければなりません。出来心で悪事を働ける組織はその犯人の責

任よりも、上司である部門長と経営執行役の責任が重いということです。組織の責任者は、

出来心で悪事ができないようにするのが仕事であり「無責任の責任」、「結果責任」を取ら

ねばなりません。もし部門長や経営執行役が悪事を働けば、その任命者の責任となります。  

そのような事態にならないために日常的には「増力日誌」でコミュニケーションを取り、

受注確証確認を行うことにしています。  

ISO に基づく実行計画書による発注･納品検収の内容確認、入金計画日の記入を徹底し、

お客様信頼を得ているかどうかも徹底してチェックします。そして「不事実処理」をした

場合は故意犯なので懲罰委員会が厳罰に処します。当社は柔らかい規則や管理方針ですの

で、そのバランスとして事件の故意犯には厳罰をもって対応します。  

社員各人の企業利益への貢献の見える化により、やり甲斐と各部門の確実な利益確保を図

ることが可能となりました。規則で管理すれば、例外処理や管理にとらわれたり生産性が

低下するので、部門責任者は人財育成で気配りし、不正を許さない文化や社内可視化を徹

底するよう務めています。  

※増力日誌：社内ポータルマネジメントシステム  

 

■大企業と逆のことをする 

●小さいことは良いことだ 

中小企業は大企業と同じことをしても生き残ることはできません。だからこそ当社は、ピ

ラミッド組織ではなくフラット組織、規定は作らず経営方針で是々非々判断、減点主義で

はなく加点主義と大企業の逆のことをする戦略を執り、永続経営を目指し営業してきまし

た。 

また近年では、情報化・ネット化等の時代の変化により中小企業が大企業と同等の情報力

や生産性を持てるようになりました。  

社内で調達するより、社外市場のネット・検索・B2B 等で安く調達できるようになり、企

業のコアコンピタンスを育て、戦略的提携(アウトソーシング・コソーシング・ネットワー

ク・ファブレス等)により経営が可能です。  

大企業は変化対応スピードに大きなエネルギーが必要であり、スピード力で中小企業の方

が有利な時代となったのです。  

スピードを活かし、常に新しいものを求め、それを吸収し変化すること、それにより当社

の事業に更なるバリエーションが加わり企業としての力が強くなります。常に動きながら

変化していくことが当社の柱となります。基本となるものを固めつつ常に変化していくこ

と、柱を失わないことで当社の事業は発展していきます。  
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●真似されにくい経営体質 

経営に、「絶対に良い経営」はありません。「競争力」があり「長寿経営」であるかどうか

です。技術や商品は真似されやすいですが、ビジネスモデルは真似されにくいものです。

TPDCA を定性目標計画で徹底し、経営体質の向上を手間を掛けて行なうことにより、他

社がやっていない独自ビジネスモデルを開発・進化させ当社の強みとしています。手間が

かかるほど、真似が難しく強みが増すのです。  

「仕事の方法」より、「どんな仕事をすべきか」、企業は如何にあるべきかが大事です。ま

ず受注ありきではなく、利益のために何をすべきかを考えます。不安定な受注は経営のリ

スクを増加させるので、付加価値利益額および稼動率を優先します。  

目先の受注・売上・入金・利益等の業績は必要条件でありますが、優先させるのはあくま

で協和の経営理念、すなわち「健康で面白い会社・社会的品格・永続経営・人財育成・継

続顧客信頼」なのです。 

※TPCDA：T（目標）、P（計画）、D（実行）、C（評価）、A（改善）  
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●分社型カンパニー経営 

・中間管理職不要で少数精鋭の分社型経営 

一般的に活性化した強い元気な中小企業は社員が 30 名程度です。  

そのため、当社は売上を生まない中間管理職は置かず労務管理は管理部門で一元管理し、

少数精鋭の 30 名分社型カンパニー経営を推進しています。社内起業や社内倒産で新陳代

謝を促し活性化を図っています。 

少数であれば役割分担・責任が明確化され、やり甲斐が向上して精鋭となります。人数が

多いと他者依存・当事者意識の低下、他者への気配りでスピード力が低下するため、大企

業病に罹り企業競争に負け易くなります。  

当社では分社型カンパニー経営の中小企業の集合体にして遠心力と経営理念の求心力を

バランスよくしリスクヘッジで永続経営を目指しています。  

当社はこの独自ビジネスモデル戦略で優位性を追求する企業です。  

 

※遠心力: ・分社型経営 部門へ権限を移譲・部門の基本方針を明確化し、部門の自律意

識を高め業績に対する責任感を強化。スピード意思決定の競争優位性を構築す

る。 

※求心力: ・理念経営 経営理念やグランドコンセプト・中期経営計画を人財教育により

浸透させ、共通の目標に向かい各部門が一丸となり、相乗効果を発揮する。 

 

 

  

各部門の自律意識 

経営理念 

中期経営計画 

市場・お客様 
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■全社員営業・全社員経営 

●社員が協和ブランド 

サービス業では、出荷時の検査や在庫がありません。良い工事や良いサービスを提供する

ことが最高の営業（ビジネス）でありセールスです。 

当社のようなサービス業においては人がすべてであり、人の強さが企業の強さに比例しま

す。そこで現実を直視し、社員一人ひとりの才能を最大限に発揮できる企業にするための

「人財育成プログラム」を経営戦略の柱にしています。  

このプログラムは、経営理念を徹底し、ロイヤルティ（信頼・親密）・意欲の向上をはかり

つつ各社員の能力を最大化して競争優位性を推進していくものです。  

リーダーは社員の弱みを直すよりも、強みを見つけ最大限に伸ばすようにしています。先

輩は後輩の育成・OJT に仕事の約 2 割を充てたり、透明性の高い組織にして目標と評価制

度を明示し公平性を保ちながら、社員が能力を発揮するために具体的な施策を常に推進し

ています。 

 

●人財採用方針 

・理念への共感 

人財採用に際しては「70 歳まで勤続の責任が持てるか」が重要な要素となります。当社で

は長期にわたって勤務することにより技術や技能、開発力、お客様への信頼すべてにおい

て向上が図れると考えているからです。  

従って協和の経営理念に共感することを宣誓できる人財かを判断し、採用します。  

 

・多様な人事によるバランス経営 

社員目標は 200~500 名とし、毎年の採用は退織者数以下にして少数精鋭・活性化を推進し

ています。社員の平均年令が上昇しないように、また、経営理念の理解しやすい新卒社員

を主体としています。  

社員の年令構成をバランス化し、世代間のコミュニケーションを向上させ、技術対応能力

の高い人財を基盤にして、多様性人事により企業の変化対応力の向上を図ります。  

また通年採用、採用チャネルの多様化、キャリア採用で女性・OB・外国人の技術者を 20

～33%程度にし、多様性（ダイバーシティ）人事により色々な知恵を吸収して、企業の変

化対応力を向上させ、人事のバランスをとっています。  

  

５、人財 
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・求める人財 

お金で来る人はお金で出て行きますので、考え方が当社の理念に合う人、給料よりやり甲

斐を優先する人を採用基準にしています。  

皆のために奉仕できるロイヤルティを持ち、誠実かつ積極的に行動することにやり甲斐を

感じる人を採用しています。  

 

・採用方法 

面接では将来の夢を聞き、30 年後になりたいと思う憧れの人及び自分への投資を尋ねます。 

採用は厳選しますが、入社をしたら同士仲間として仲良くし、能力開発投資を積極的に行

います。入社研修は過去 1 年以内に入社した社員に対して、毎年 4 月に行っています。  

採用内定期間は１年とし、その期間内は入社を有効としています。また中途退社の社員で

も再勤務を可能としています。  

 

●人財育成の方針 

・凡事徹底実行 

当社に居なくてはならない「人財」とは居なくなると会社の利益が減少する人のことです。

「人罪」とは、居ると会社の利益が減少する人のことです。その組織に合わない人は社内

公募・社内 FA により適材適所に配置を行い、各人のチャンンジは加点主義で評価します。

組織構造は責任分権化で水平・共同型に組み立てます。  

凡事徹底実行（決めたことはやり遂げる・ルール約束厳守）し T→P→C→D→A を徹底し

ます。 

企業競争に負けない組織づくりを目指し、“我外皆師”自分以外の人や物は、皆自分に何か

を教えてくれるということを忘れずに日々心がけています。 

 

・強みを生み出す OJT の推進 

当社の強みを生み出すべく、人財育成・教育研修・能力開発を日常勤務の中で意識的・計

画的にする協和独自の「人財育成（職能開発精度）プログラム」を開発・改善し実行して

います。 

ファシリテーター（促進者）・講師は社員が行ない互いに学び合いながら能力向上を図って

います。外部の知恵は活用しますが、外部に委託はしません。 

研修内容は「お守り（協和テクノロジィズ虎の巻）」・経営基本方針・協和語コレクション・

技術（資格・eICT・安全 KYT）・経営学等、全社員をリーダー・全社員営業・全社員経営

者として育成するものとしています。  
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●人財育成力 

リーダーの器量以上には組織は成らないといいますが、それでは組織は必然的にだんだん

劣化して消滅します。当社では企業経営のリスクヘッジのためにリーダーを超越する人財

活用の企業組織と人財育成優先の人事システムづくりを行っています。 

その人財育成のコンセプトは「育つ力」、「育てる力」、「育む力」の 3 つから成り立ってい

ます。 

「人事評価の方針は部門長によらず、客観性・公平性・納得性・士気高揚のために 360 度

多面評価で行います。社員は「さん付け」で呼び合い、フラットな関係を築くことにより

肩書きでなく個人の能力や、高い成果へのチャレンジ力、経営理念の理解力、会社への貢

献力の高さで評価されます。 

組織構造は責任分権化で水平・共同型となっており、社内公募・社内 FA により適材戦略

配置等で人財育成していきます。  

企業競争に負けない組織づくりを目指し、“我外皆師”自分以外の人や物は、皆自分に何か

を教えてくれるということを忘れずに日々心がけています。  

 

人財育成のコンセプト図 

 

  

育つ力 

（個人の力）  

育てる力 

（人財の発見・教育・訓練） 

育む力 

（環境・条件・整備） 
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●団結力 

物事を決める際には、さまざまな意見が出て議論が交わされます。決定するまでは、喧嘩

になりそうなほど白熱することもあり、まさに喧々囂々（けんけんごうごう）です。 

しかし、その後決定した事柄に関しては、皆が一丸となり一致団結します。協和では決ま

った後に、不満を漏らしたり腹背するものはいません。それは、協和がガラス張りの経営

をしているためです。 

社内では年功序列ではなく“さん付け”を行い、理念に照らし合わせた経営を推進。全社

員が常に当事者意識を持って知恵をだし、改善の提案を行います。また、自律自己責任組

織経営なので、イエスマンや上司の顔色ばかりうかがうヒラメ族は同僚から評価が得られ

ません。 

社内では経営の議論や喧嘩をしても構わないが、外部で愚痴を言わない、できない理由や

言い訳をしない、できない理由の解決をするのが仕事と考える。決定後は一人ひとりの日々

の思考や行動が協和の団結力につながります。  

これが協和の強みです。 

 

●“さん付け”活動 

当社では経営理念を実現するために、同志である仲間のために自分が出来ることを精一杯

活動する企業であるので、「さん付け」でコミニケーションを深め、中間管理職不用の経営

をしています。 

当社において、「肩書き」とは、あくまで社外に対する「対外資格」「名誉肩書き」に過ぎ

ません。対外的には信頼を得る役割がありますが、社内における給与等待遇とは無関係で

す。 

協和の社内では、自由闊達で風通しが良く、上下関係のピラミッドはありません。呼称自

由なオブジェクト指向のネットワーク組織を追求し、そうすることで「形式主義」や責任

のがれの「官僚的な大企業病」を予防しています。 

大企業は肩書き・権限で動きますが、当社は人望・理念で動きます。「肩書き」ではなく、

社員一人ひとりに分担された役割にスピーディーに対応すること。自分の頭で考える自己

責任で判断する人財を育成することによって「健康で面白い会社」を追求する。  

能力ある人が、その能力を最大限に発揮できる会社が協和なのです。 
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■中期経営計画が最優先戦略 

全ての経営戦略を融合一元化して、分社化経営の合理化・有効性を向上させます。  

 

●「eICT のことなら協和！」と言われる会社に 

・「eICT‐SI サービス会社」としての特徴と卓越性をもって、オンリーワン企業を目指し、

高品質の仕事によりお客様に信頼される企業になり、カスタマ信頼向上と協和ファン

（ブランド）を追求します。  

・５年先に新しい事業商品を創出し、シェア 30％以上にします。  

 

●利益体質の強化 

・1％のこだわり 

社員全員がコストパフォーマンスの向上意識を持ち、実現のための行動を起こし、「1％の

こだわり」を持ちます。そのために、実行計画書を活用し、見積書作成の段階から業務プ

ロセスで利益捻出の工夫をしていきます。  

その取り組みの一つとして、財務・販売・人事システムを統合的に管理できる「KINGS」

を活用しています。 

その情報共有により会社会体の生産性向上を図り、在庫圧縮・未収入金の早期回収を行い

ランニングコストの軽減を図ります。 

・スピード経営の推進 

仕事にはその目的と期限を明記し、タイムマネジメントを推進します。また、協同経営の

強みを発揮し、仕入努力・内工化努力・効率化努力を織り込み計画と実績の比較検討と反

省の結果を次なる戦略に活かします。  

・付加価値の向上 

ソフト・システム販売を強化し得意分野への特化を図ります。また、不採算部門を合理化、

部署別税引前利益額の日常管理により、粗利益率・付加価値率の確保と利益絶対額の拡大

を目指します。 

・アライアンス・アウトソーシングの積極的な活用 

企業体質をより筋肉質なものとするため、当社の持つコアコンピタンス以外の業務におい

ては、アライアンスやアウトソーシングを積極的に活用していきます。  

 

  

６、これからの事業展開 
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●人材育成強化 

・人財育成プログラムの遂行 

個人別取得計画表の作成を行い、年間スケジュールに沿った計画的指導をしていきます。

また、営業方針・コンセプトに沿ったシステムを開発し、士気向上の評価と待遇精度の確

立をします。  

これにより、職務能力と積極性により業績を出せる人を選任出来る組織となり、若い社員

の登用により、若返りと世代交代を進めていきます。  

 

●創業者精神に沿った海外事業への展開 

創業時社員の 6 名は、10 歳代で満州に渡ったチャレンジ精神を持つ先端技術集団でありま

した。この先進改革のチャレンジ自律経営が協和の DNA であります。 

この DNA を引き継ぎ、また海外への展開という原点回帰を目指し東南アジアの研究を推

し進めております。  

現地での迅速な対応が可能となるようアライアンス会社を設立し、現地化経営をすること

により曼荼羅経営のグローバル展開を目指します。 
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情報通信ハードSI

インフラ事業 

30% 

情報通信ソフト 

事業 

20% 

通信線路・土木・ 

ローテク事業 

20% 

特機事業 

20% 

付帯事業 

10% 

■中期経営計画の事業構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■売上目標 

  

全社年次利益・売上計画グラフ 

バランス経営グラフ 

付加価値主義・財務事業計画・人

財育成・カスタマ第一主義・前進

主義を徹底し、平成 28 年度売上高

180 億円を目指します。 

当社の技術力を維持・向上しローテク

からハイテクまで幅広いバランス経

営を行います。  
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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、組織

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測ること

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。  

 

＜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）問い合わせ先  

□商 号          ： 協和テクノロジィズ株式会社 

□住 所          ： 〒530-0016  大阪府大阪市北区中崎一丁目 2 番 23 号 

□担 当 者 名    ： 経営戦略室 上原 修 

□電話番号       ： 06-6363-8800 

□メールフォーム ： https://www.kyotec.co.jp/inquiry/ 

 

７、知的資産経営報告書とは 


