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関⻄ホームサービスは地域に密着した不動産の総合サービス業です。 

 

不動産の未来を⾒つめて、⼈と土地と住まいの調和に貢献する。 

これが関⻄ホームサービスの理念です。 

  

時代の流れの先⾏を的確に読んで、ニーズに合ったものを提供し続けてゆくことが、これか

らの私たち、不動産業に携わる者の使命だと考えます。 

 

お部屋をお探しの⽅たちには、より良い住まいをご紹介し、事業主の皆様には⼤切な財産を

より有効な活用の御提案ができる頼もしいパートナーとなり、安心のマンション経営を全面

的にお手伝い致します。 

 

平成２６年５月 

 

       株式会社 関西ホームサービス 代表取締役 髙 宮 令 子 
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社  名    ／ 株式会社関⻄ホームサービス 

所 在 地   ／ ⼤阪市⻄区北堀江1 丁目1 番7 号 四ツ橋日生ビル2 階 

電 話 番 号  ／ 06-6531-8080  

F A X 番 号  ／ 06-6531-8484 

創  業    ／ 平成5 年 

資 本 ⾦   ／ 1,000 万円 

代 表 者   ／ 代表取締役 髙宮 令⼦ 

宅建免許番号  ／ ⼤阪府知事（4）第42999 号 

所 属 団 体   ／  

（公社）全日本不動産協会 役員・住宅ローンアドバイザー 

（公社）不動産保証協会 会員 

（公財）日本賃貸住宅管理協会 賃貸不動産経営管理⼠ 

（一社）賃貸不動産経営管理⼠協議会 賃貸不動産経営管理⼠ 

NPO 法⼈近畿定期借地借家推進機構 定借アドバイザー 

（公財）リフォーム支援センター 増改築相談員 

⼤阪中央共同住宅経営協会 理事 

⼤阪商工会議所 会員 

⼤阪府中小企業家同友会 中央南支部顧問 

家主を元気にする会 理事⻑ 

 

 

■■■■    会社概要 
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一一一一、、、、私達私達私達私達はははは、「、「、「、「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」のののの精神精神精神精神をををを第一第一第一第一としますとしますとしますとします。。。。    

    

一一一一、、、、私達私達私達私達はははは、、、、成長発展成長発展成長発展成長発展しつづけるしつづけるしつづけるしつづける健全経営健全経営健全経営健全経営のののの会社会社会社会社をををを創創創創りますりますりますります。。。。    

    

一一一一、、、、私達私達私達私達はははは、、、、社業社業社業社業をををを通通通通じてじてじてじて「「「「人人人人」」」」とととと「「「「土地土地土地土地」」」」とととと「「「「住住住住まいまいまいまい」」」」のののの    

調和調和調和調和をををを目指目指目指目指しししし、、、、幸幸幸幸せとせとせとせと安心安心安心安心なななな地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします。。。。    

 

 

 

 

 
 

誠誠誠誠    実実実実    真真真真心心心心をこめをこめをこめをこめてててて、、、、サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供しようしようしようしよう。。。。    

    

努努努努    力力力力    天賦天賦天賦天賦のののの足足足足をををを惜惜惜惜ししししまずまずまずまず、、、、日々新日々新日々新日々新たなたなたなたな気持気持気持気持ちでちでちでちで前進前進前進前進しようしようしようしよう。。。。    

    

信信信信    用用用用    言行一致言行一致言行一致言行一致でででで、、、、信頼信頼信頼信頼をををを積積積積みみみみ重重重重ねようねようねようねよう。。。。    

 

 

 

 

■■■■    経営理念 

■■■■    ≪≪≪≪社訓≫≫≫≫ 
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・・・・    気配気配気配気配り・り・り・り・心配心配心配心配り・り・り・り・思思思思いやり・いやり・いやり・いやり・優優優優しさしさしさしさ    

 

・・・・    常常常常におにおにおにお客様客様客様客様・・・・相手相手相手相手のことをのことをのことをのことを思思思思いいいい行動行動行動行動するするするする    

    

～～～～    おおおお客様客様客様客様にににに安心安心安心安心・・・・信頼信頼信頼信頼・・・・信用信用信用信用してしてしてしていただくためにいただくためにいただくためにいただくために    

    おおおお客様客様客様客様のののの立場立場立場立場になってになってになってになって考考考考えるえるえるえる    

 

 

・・・・    経験経験経験経験・・・・業務業務業務業務をををを常常常常にににに学学学学びびびび続続続続けるけるけるける    

    

・・・・    どうすればどうすればどうすればどうすれば出来出来出来出来るかをるかをるかをるかを常常常常にににに考考考考えるえるえるえる    

    

・・・・    考考考考えてえてえてえて行動行動行動行動すればすればすればすれば、、、、必必必必ずずずず達成達成達成達成できるできるできるできる    

    

～～～～    いかにいかにいかにいかにおおおお客様客様客様客様にににに喜喜喜喜んでいんでいんでいんでいただただただただくかくかくかくか    

～～～～    最後最後最後最後にににに「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう」」」」といっていただけるといっていただけるといっていただけるといっていただける仕事仕事仕事仕事をするをするをするをする    

 

    

    

    

 

 

■■■■    ⾏動規範 
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◆ 賃貸物件総合管理・運営（オーナー業務代⾏） 

 

 

安心の＜⼀括管理システム＞で、オーナー様は毎月家賃を受け取るだけ！  

集客、契約代⾏はもちろんのこと、建物管理からアフターサービスまで経営業務のすべて

を円滑に確実に代⾏するシステムです。 

煩わしい業務や専門知識は不要、また⼊居者の賃料未納・滞納時の対応まで含めた＜一括

管理システム＞を採用。 「事業主様には賃料を受け取っていただくだけ」というスムーズ

で満足のいく経営をお約束いたします。 

 

入居者募集                     賃貸借契約    

 

 

 

リフォーム 

                        入居 
 

 

 

退去 

 

 

 

 

⼀括管理システム 

■■■■    事業概要 

・賃料集金 

・オーナー様への賃料送金 

・明細書送付 

・賃料滞納者への督促業務 

・入金管理・報告業務 

・契約更新業務 

・賃料改定業務 

・定期巡回 

・共用部分定期清掃業務 

・入居者のクレーム処理 

・周辺地域の市場調査 

・賃料の査定 

・各種宣伝集客業務 

・入居あっせん 

・入居審査 

（保証人への連絡・確認） 

・契約の締結（契約の代行） 

・入居者への説明・周知 

 （入居手引書の配布・ 

  説明注意事項の徹底等） 

・室内補修に必要な 

工事の発注 

 

・税務相談 

・解約手続き 

・敷金精算業務 

・退去処理 

 （検室、水道・ガス・電気 

  の検針） 

オーナー様の 

管理業務を全て

代⾏いたします。
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入居者の有無に関係なく、オーナー様には毎月確実に安定した収入を約束！ 

オーナー様所有の物件を当社が一括して借上げ、責任を持って運営を⾏います。 

  

＜＜⼀⼀括括管管理理シシスステテムムとと⼀⼀括括借借りり上上げげシシスステテムム＞＞  

オオーーナナーー様様のの収収入入とと支支出出のの対対比比  

  ⼀括管理システム  ⼀括借り上げシステム 

収
 

入
 

賃料賃料賃料賃料    

    

毎月毎月毎月毎月、、、、保証保証保証保証システムシステムシステムシステム料料料料（（（（総合管理総合管理総合管理総合管理費費費費とととと建建建建

物設備管理費物設備管理費物設備管理費物設備管理費））））をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた家賃家賃家賃家賃・・・・共益共益共益共益

費費費費をおをおをおをお支払支払支払支払いいいいいたします。 

 

毎月１５日に当社設定の借上借上借上借上げげげげ賃料賃料賃料賃料をををを

全全全全ておておておてお支払支払支払支払いいいいいたします。 

 

 

共益費共益費共益費共益費    総合管理総合管理総合管理総合管理費費費費はははは賃料賃料賃料賃料のののの５５５５％～％～％～％～１０１０１０１０％％％％    

※部屋のタイプによって異なります 

共益費共益費共益費共益費はははは当社当社当社当社がおがおがおがお預預預預かりかりかりかりし、建物設備管

理費として運用いたします。 

 

 

敷金敷金敷金敷金・・・・    

保証金保証金保証金保証金    

敷金・保証金の一部を当社がお預かりす

る場合もあります。 

 

敷金敷金敷金敷金・・・・保証金保証金保証金保証金はははは当社当社当社当社がおがおがおがお預預預預かりかりかりかりいたしま

す。 

 

 

支

 

出

 

総合総合総合総合    

管理費管理費管理費管理費    

総合管理費として、賃料賃料賃料賃料のののの５５５５％～％～％～％～１０１０１０１０％％％％

をいただきます。 

 

当社当社当社当社へのへのへのへの総合管理費総合管理費総合管理費総合管理費はははは不要不要不要不要です。 

 

 

空室空室空室空室・・・・    

更新時更新時更新時更新時のののの

処理処理処理処理    

特別委託料として、再入居時再入居時再入居時再入居時にににに賃料賃料賃料賃料１１１１ヶヶヶヶ

月分月分月分月分を、また賃料改定時賃料改定時賃料改定時賃料改定時はははは値上値上値上値上げげげげ幅幅幅幅のののの２２２２

倍倍倍倍のののの金額金額金額金額をいただきます。 

 

何もしていただく必要はありません。 

建物建物建物建物    

管理費管理費管理費管理費・・・・

営繕費営繕費営繕費営繕費    

建物管理費建物管理費建物管理費建物管理費はははは実費精算実費精算実費精算実費精算させていただき

ます。 

建物建物建物建物管理費管理費管理費管理費やややや入居者入居者入居者入居者のののの責責責責によるによるによるによる営営営営繕費繕費繕費繕費

はははは不要不要不要不要です。入居者からお預かりした共

益費を運用いたします。 

 

 

⼀括借り上げシステム  

■■■■    事業概要 
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◆ 不動産賃貸仲介・売買仲介・建物メンテナンス 

 

 

 

地域に密着した情報をお客様の視点に⽴って提案し、ご希望に合う物件探しのお手伝いを

いたします。 

 

 

 

 

 

◆ マンション事業再生・リフォーム・リノベーション 

 築年数が経過したマンションを「できるだけ費用を掛けずに⿊字経営とする」ことを第一

に考え、オーナー様の借入⾦や費用負担が少ないマンション事業再生をご提案します。 

 

  リノベーション事例  

    … 時代の要請に合わせて区分建物⼆⼾を⼀⼾へ改築 

 

 

 

 

■■■■    事業概要 

お客様の視点に⽴った物件のご提案 
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リフォーム事例   … クロスの⼀部張替による空室解消 

 

 

 

 

 
 

クロス張替前              クロス張替後 
 

◆ 土地有効活用事業再生コンサルタント 

オーナー様にとって、賃貸マンション・テナント事業は、いかに満室経営をするかが大き

なポイントです。満室にするための要因は、オーナー様もご存知とは思いますが、⼤きく分

けて次の二つしかありません。 
 

１．賃料を下げて満室にする⽅法。 

２．設備投資をして、マンションのグレードアップを図る⽅法。 
 

しかし、満室経営が出来たとしても⼀番重要なことは、⿊字経営がなされているかどうかで

す。今は大丈夫でも、5 年先・10 年先はどうでしょうか？ 

 

建設当時は順調だった賃貸マンション事業が⾚字となり、⼤切な預貯⾦を取り崩してまで

借⼊⾦を銀⾏に返済している⽅も、昨今多く⾒受けられます。 

■■■■    事業概要 
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相続対策や収益事業として始めた賃貸マンションが⼤きな足かせとなり、不安な日々を送

られている⽅々もいらっしゃるのではないでしょうか？また、このままでは⼦どもに⼤きな

借⾦を残してしまい、負の遺産を相続させてしまうことも⼤きな問題です。 

このように⼤きな問題を抱えたまま不安な日々を送らざるを得ないというのは、本当に不

幸な出来事です。解決手段は必ず⾒つかります。 

 

関⻄ホームサービスでは、これまで手掛けた事業再生事例を土台に、数多くの経験豊富な

弁護⼠、税理⼠、不動産鑑定⼠等と連携し、案件ごとにプロジェクトチームを編成して最適

な再生⽅法を計画し、実⾏いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

不動産不動産不動産不動産のののの未来未来未来未来をををを見見見見つめてつめてつめてつめて、、、、人人人人とととと土地土地土地土地とととと住住住住まいのまいのまいのまいの調和調和調和調和

 
 

 

昭和６０年  不動産の営業職にて働き始める

         …… 以前から

平成元年   ⼤阪市生野区にて、

         …… 不動産の営業職に携わる中で、

喜んでいただくことが自分の喜びに繋がる

平成５年   法⼈化（株式会社関⻄ホームサービス設⽴

   賃貸マンションオーナーの団体

   日本賃貸住宅管理協会

平成８年   仲介業を手掛ける中、マンションの管理業務を受託

  中古物件のリノベーション事業を開始

（リノベーション：

  本社を現所在地に移転

（⼤阪市⻄区北堀江

  管理業が主⼒事業になる

 

■■■■    沿革 

                  

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書知的資産経営報告書

調和調和調和調和にににに貢献貢献貢献貢献するするするする    

不動産の営業職にて働き始める 

以前からマンションをみるのが⼤好きだった 

⼤阪市生野区にて、路面店の仲介業を開業 

不動産の営業職に携わる中で、⼈のお世話をするのが好きで、

喜んでいただくことが自分の喜びに繋がると実感し

株式会社関⻄ホームサービス設⽴） 

賃貸マンションオーナーの団体「⼤阪中央共同住宅経営協会

日本賃貸住宅管理協会の会員となる 

仲介業を手掛ける中、マンションの管理業務を受託 

中古物件のリノベーション事業を開始 

リノベーション：リフォームより規模の⼤きな修繕工事）

本社を現所在地に移転 

⼤阪市⻄区北堀江1 丁目1 番7 号 四ツ橋日生ビル2 階

管理業が主⼒事業になる 

 

 

室内に観葉植物を取り入れるなど

お客様に安心して相談していただけるよう
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⼈のお世話をするのが好きで、 

と実感し、独⽴する 

⼤阪中央共同住宅経営協会」の会員となる 

工事） 

階） 

 

れるなど、 

していただけるよう努めています 
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◆ 地域密着の情報発信⼒ 

私たちは、「最大の財産は地域に密着した情報」と捉えて、常に新しい情報を収集し、オ

ーナーの皆様・⼊居者の皆様の知りたい情報・困りごとの解決に繋がる情報を発信していま

す。 

 

「地域に密着した情報」とは、物件の数に着目した情報量のことではありません。 

⼤阪市生野区に強みを持ち、創業以来１６年かけて培ってきた 

 

１．物件 

… 物件広告や図面に現れない土地建物の経緯・周辺地域の経緯など 

２．オーナー様 

… オーナー様の “人となり” ・経営⽅針など 

３．住所 

  … 過去の権利者・管理者の住所など、過去の実態に合った連絡先 

 

の３つが当社の最⼤の財産です。 
 

これらをもとに、オーナーの皆様には、空室対策、補助⾦のご案内、⼊居者管理、収益管

理など、賃貸経営のお役に⽴つ的確な情報を、⼊居者の皆様には、ご希望に沿う物件をお探

しいただけるよう、物件の詳細な情報をご案内いたします。 

 

 

 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 地域密着の情報発信⼒ 
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◆ 充実した賃貸経営のサポート体制 

当社管理物件は、賃貸経営の困りごとを継続的にサポートできる体制をご用意しておりま

す。 
 

 

 

 

カギをなくした、トイレが詰まった、電気がつかない…、 

２４時間３６５日の安心対応で、賃貸経営・日常生活の困りごとを解決いたします。 

当社が一括管理する全ての物件で出張費・基本作業費（６０分まで）無料で対応いたします。 

 

 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 充実した賃貸経営のサポート体制 

２４時間３６５日対応「緊急かけつけサポート」 
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⾃然災害・⽕災・盗難・⽔漏れなどによる損害や、日常生活で生じる様々な損害賠償責任ま

で幅広く保証する家財総合保険を、ご希望の⽅を対象に無料でご提供しています。 
 

 

 

 
 

 

 

家財総合保険（ご希望の⽅に無料提供） 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 充実した賃貸経営のサポート体制 

家賃保証サービス 
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（公財）日本賃貸住宅管理協会は、賃貸住宅市場の整備・発展を図り、豊かな国⺠生活の

実現に貢献することを目的として発足した賃貸住宅管理会社の団体で、主な事業は、「管理

会社への研修／セミナー」を実施しています。 

当社は研修／セミナーへの参加や進⾏役を担当、オーナー様をバックアップするための最

新の専門知識を習得しています。 

また、管理会社各社との情報交流を重視しており、他社の対処事例などに接することを通

じて、日々新しい情報を取り入れ、オーナー様の賃貸住宅経営をバックアップできる体制を

構築しています。 
 

 
 

（公財）日本賃貸住宅管理協会（日管協） 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 充実した賃貸経営のサポート体制 

※（公財）日本賃貸住宅管理協会近畿ブロック広報紙 「日管きんき」（平成26年1月15日発⾏）より引用 
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◆ 信頼関係に基づいた課題解決⼒ 

当社の「⾏動規範」 

気配気配気配気配り・り・り・り・心配心配心配心配り・り・り・り・思思思思いやり・いやり・いやり・いやり・優優優優しさしさしさしさ    

常常常常におにおにおにお客様客様客様客様・・・・相手相手相手相手のことをのことをのことをのことを思思思思いいいい行動行動行動行動するするするする    

は、当社の従業員一⼈一⼈がお客様から信頼を得て、必要とされる存在となることを目指し

て掲げているものです。 

また、「仕事の意義と目的」についても、 

「他の誰かではなく、あなたに頼みたい。あなたでなければダメ」 

と、お客様から選んでいただける⼈となることを掲げました。 
 

お客様から信頼される存在となるための取り組みのひとつに、「大家さんを元気にする会」

の活動があります。 

会員メンバーは、「税理⼠」「弁護⼠」「司法書⼠」「リフォーム業者」「保険代理店」「不動

産管理会社」など、信頼で結びついた多業種に渡るネットワークで構成され、毎月の会合の

ほかに、オーナー様と交流する機会を設けています。 

豊かな知識と経験をもつオーナー様と会員メンバーの交流を通じて、当社従業員が一丸と

なり、オーナー様の抱える課題に対し、共に考え学んでいくことにより、社会・地域・お客

様との信頼関係を構築したうえで、不動産業の分野に捉われない解決策を提供いたします。 

 

 

 

 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 信頼関係に基づいた課題解決⼒ 
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「⼤家さんを元気にする会」は、それぞれの分野の専門家が実績と知識を結集して、オー

ナー様が抱える課題を解決するとともに、悩み・不満・不安を解消することを目的に、平成

２４年７月２日に設⽴いたしました。 

賃貸住宅経営されているオーナー様を対象に、オーナー様の側に⽴ち、⼊居者のニーズに

対応し、敏感でかつ納得のできる価格で、賃貸住宅経営の手助けをしてまいります。 

 

設⽴の背景と発足メンバー 

賃貸住宅経営を取り巻く環境は厳しさを増して

おり、空室空室空室空室にににに悩悩悩悩むむむむ大家大家大家大家さんがさんがさんがさんが増加増加増加増加しています。 

 

以前は入居者が退去しても、通常の修繕によっ

て、次の入居者で部屋が埋まっていました。  

しかし現在現在現在現在ではではではでは、、、、分譲マンションの供給過剰、

長引く不況、学生・新婚カップル・企業の転勤の

減少などの理由から、入居者入居者入居者入居者がががが現現現現れずれずれずれず空室空室空室空室のののの状態状態状態状態

がががが続続続続くことがくことがくことがくことが起起起起こるこるこるこるようになりました。 

 

このように、賃貸住宅経営を取り巻く環境が厳

しくなっているにもかかわらず、これまで賃貸住

宅経営をトータルで考えることができる専門家は

いませんでした。 

 

設計士は「アパート・マンションを設計・施工

するまで」が仕事、建設会社は自分たちの利益を

優先してきます。銀行は融資ができる担保を確保

しているかを考えます。また不動産仲介業者は手

数料を優先して行動します。さらに、大家さんの

ために考えてくれる税理士は少数派と考えます。 

 

アパート・マンションはアパート・マンションはアパート・マンションはアパート・マンションは建建建建ててからがててからがててからがててからが重要重要重要重要です。

１５年２０年が経過したとき、いかにいかにいかにいかに入居者入居者入居者入居者でででで「「「「満満満満

室室室室」」」」にできにできにできにでき、、、、喜喜喜喜んでもらえるんでもらえるんでもらえるんでもらえる建物建物建物建物のののの価値価値価値価値をををを維持維持維持維持しししし

ていくかていくかていくかていくかが重要です。    

 

そこで、これらの大家さんが抱える課題・悩み・

不満・不安を解決することを目的に「大家さんを

元気にする会」を設立し、賃貸経営に豊かな知識

と経験を持つメンバーが、『大家さんのパートナー』

として、賃貸住宅経営をトータルで考え、信頼し

合い満足いただける提案を行うことで、業者側の

都合ではなく、大家さんのお役に立つような経営

の手助けをさせていただくこととしました。 

    

    

    

 

 

 

「大家さんを元気にする会」 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 信頼関係に基づいた課題解決⼒ 
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「大家さんを元気にする会」の基本理念    

    

何十年経過何十年経過何十年経過何十年経過してもしてもしてもしても入居者入居者入居者入居者にににに喜喜喜喜んでいただきんでいただきんでいただきんでいただき「「「「満室満室満室満室」」」」をををを確保確保確保確保するするするする。。。。    

    

大家大家大家大家さんがよかったとさんがよかったとさんがよかったとさんがよかったと思思思思っていただけるっていただけるっていただけるっていただける情報提供情報提供情報提供情報提供とととと建物建物建物建物のののの維持改修維持改修維持改修維持改修をををを提案提案提案提案・・・・実践実践実践実践していくしていくしていくしていく。。。。    

 

 

「 大家さんを元気にする会」のミッション（ 使命 ） 
 

一一一一    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、信頼信頼信頼信頼でででで結結結結びついたネットワークをびついたネットワークをびついたネットワークをびついたネットワークを通通通通じじじじ、、、、    

大家大家大家大家さんにさんにさんにさんに満足満足満足満足いただけるいただけるいただけるいただける最高最高最高最高のサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供しししし続続続続けますけますけますけます。。。。    

    

二二二二    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、大家大家大家大家さんのさんのさんのさんの課題課題課題課題をををを理解理解理解理解しししし共有共有共有共有しししし、、、、自分自分自分自分のものとのものとのものとのものと受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、誠実誠実誠実誠実にににに対応対応対応対応しししし、、、、解決解決解決解決していきましていきましていきましていきま

すすすす。。。。    

    

三三三三    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、業者側業者側業者側業者側のののの既成既成既成既成概念概念概念概念にとらわれずにとらわれずにとらわれずにとらわれず、、、、大家大家大家大家さんとともにさんとともにさんとともにさんとともに絶絶絶絶えずえずえずえず学学学学びびびび考考考考ええええ、、、、大家大家大家大家さんのおさんのおさんのおさんのお役役役役にににに立立立立

つようつようつようつよう行動行動行動行動しししし、、、、成長成長成長成長していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

四四四四    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報についてについてについてについて、、、、プライバシーとセキュリティのプライバシーとセキュリティのプライバシーとセキュリティのプライバシーとセキュリティの保守保守保守保守にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

五五五五    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、大家大家大家大家さんのパートナーとしてさんのパートナーとしてさんのパートナーとしてさんのパートナーとして、、、、共共共共にににに課題課題課題課題をををを分分分分かちかちかちかち合合合合いいいい、、、、    

入居者入居者入居者入居者にににに満足満足満足満足いただけるいただけるいただけるいただける空間空間空間空間をををを作作作作っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

    

六六六六    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、誰誰誰誰にもにもにもにも負負負負けないけないけないけない熱意熱意熱意熱意でででで、、、、大家大家大家大家さん・さん・さん・さん・入居者入居者入居者入居者をををを「「「「元気元気元気元気」」」」にいたしますにいたしますにいたしますにいたします。。。。    

    

七七七七    私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、大家大家大家大家さんをさんをさんをさんを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境改善環境改善環境改善環境改善をををを通通通通じてじてじてじて、、、、    

入居者様入居者様入居者様入居者様をはじめをはじめをはじめをはじめ地域社会地域社会地域社会地域社会にににに貢献貢献貢献貢献することをすることをすることをすることを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 信頼関係に基づいた課題解決⼒ 

リフォーム補助⾦など法改正情報 

入居者様のニーズのトレンドなど 

オーナー様のお役に⽴てる 

最新の情報をお届けします 
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⼤阪中央共同住宅経営協会は、昭和２７年に結成した全国一の会員数を誇る⺠間賃貸マン

ションオーナーの団体です。 

協会の活動は、オーナーの皆様が抱える課題、例えば昨今のファンドによる無計画なマンシ

ョン建設ラッシュ、既存マンションの空室がなかなか埋まらないなど、山積みの問題に対し

てオーナーの皆様で交流しながら課題解決にあたっていただけるよう交流会や勉強会を開

催しており、当社は協会理事としてオーナーの皆様とともに活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大阪中央共同住宅経営協会」 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 信頼関係に基づいた課題解決⼒ 
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◆ 継続的な学習能⼒ 

 

当社は、単なる仲介業ではなく、オーナー様が抱える問題に対して一緒に解決していく、

『大家さんのパートナー』として、オーナー様のお役に⽴ち、喜んでいただける解決策を提

案してまいります。 

 

当社の⾏動規範 
 

経験経験経験経験・・・・業務業務業務業務をををを常常常常にににに学学学学びびびび続続続続けるけるけるける    

どうすればどうすればどうすればどうすれば出来出来出来出来るかをるかをるかをるかを常常常常にににに考考考考えるえるえるえる    

考考考考えてえてえてえて行動行動行動行動すればすればすればすれば、、、、必必必必ずずずず達成達成達成達成できるできるできるできる    

    

は、個々のオーナー様の事情や現状に沿った解決策を提案し続けることを目的に掲げたもの

で、課題解決に必要となる専門知識の向上や情報収集を、多業種交流と継続的に取り⼊れて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 継続的な学習能⼒ 
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独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（JICA）は、中央アジア地域の市場経済化を担う⼈材育成のた

め、ビジネス実務研修を実施しています。 

当社はキルギス共和国の企業経営者などを対象に、日本の経営実務についての実務研修を

⾏っており、日本企業の実践的手法を活かして中央アジアの経済発展を担う⼈材育成に貢献

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＩＣＡ ビジネス実務研修の実施 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 継続的な学習能⼒ 
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中央アジア・キルギスの企業幹部が日本に学ぶ  

〜JICA キルギス日本センター ビジネス実務研修を実施〜 
 

公益財団法人太平洋人材交流センターは、独立行政法人国際協力機構（JICA）の委託を受け、「2013 年度 中央アジア地域

ビジネス実務研修（Ｂ）キルギス」を実施します。 

 

【【【【特特特特    色色色色】】】】    

キルギス共和国は旧ソビエト連邦からの独立後に市場経済化を軸に改革を推進したものの、経済発展に不可欠な人材が十分に

育っておらず、市場経済化の成果を享受できていない状態が長く続いていました。 

JICA は、キルギス民族大学との連携で「キルギス日本人材開発センター」を運営し、日本の経験・知見を活かした経営実

務等の各種ビジネスコースを実施し、経済発展を担う人材の育成に貢献しています。 

 

当研修は、上記ビジネスコースを優秀な成績で修了した企業経営者・管理者・日本センタースタッフなどを対象に、同セン

ターで学んできた日本の経営実務等が、現場でどのように実践されているのかを日本で体感してもらうこと、また、研修期間

中に得た知見を活かしてアクションプランを作成することを目的に実施します。 

さらに、帰国後、研修員が日本で作成したアクションプランを実行することにより、所属企業の課題の解決を目指します。 

 

【【【【主主主主なななな研修内容研修内容研修内容研修内容】】】】    

＜企業訪問＞  カイゼン、生産管理、マーケティングを中心とした日本企業の取り組みから実践的手法を学ぶとともに、 

それを実行する人材の育成について学びます。 

（訪問先：金属製品製造業、小売業、専門職大学院、飲食サービス業、食料品製造・小売業、関西ホームサービス） 

＜講義・実習＞ 日本の経済と企業の特徴、日本の歴史・文化、マーケティング 

＜討議・発表＞ 課題設定→振り返り→アクションプラン作成・発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■    価値創造の仕組み（知的資産） 継続的な学習能⼒ 

※（公財）太平洋⼈材交流センター プレスリリース（平成26年2月26日）より引用 
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◆ 生野区中古物件の再生（⻑屋・文化／アパート・ガレージなど） 

生野区の⻑屋・⽂化住宅（アパート）は、一般に築年数が古いため、オーナー様の借⼊⾦

返済が終わっている物件が多くみられます。 

しかし、築年数の古さや、間取りが時代に合わなくなっていることから空室が埋まらない

などの課題があります。 

このように収益性の乏しくなった物件に対し、オーナー様は、 

・現状のまま相続する 

・さらなる借⼊をして、マンションに建て替える（ゼネコンなど） 

  ・売却する 

などの選択肢がありますが、収益が上がらないことや、多額の借⼊⾦を伴うことなど、オー

ナー様にとって厳しい選択であるのが現実です。 

 

そこで、関⻄ホームサービスでは、これらのオーナー様が悩んでいる中古物件について、 

オーナー様の資産状況や個々の事情に合わせて、オーナー様の費用負担を抑えつつ、デザイ

ナーとタイアップしたうえで、⻑期的な観点を考えた物件の再生をご提案いたします。 

 ※ 売却・リフォーム・リノベーション（短期借⼊を伴う再生）など 

 

 

 

 

 

■■■■    今後の事業展開・経営⽅針 
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◆ 賃貸向け２階建⼾建住宅のパッケージ提案 

従来、駐⾞場・コインパーキング経営は、少額の初期投資でできることから、遊休地など

から短期的に収益を得る⽅法として広く実施されてきました。 

しかし、⽴地・駐⾞場の供給過剰・自動⾞の減少などの要因から経営が成り⽴たず、収⼊

で固定資産税の支払いができない駐⾞場もあるのが実情です。 

 

そこで、当社では、従来の駐⾞場経営に代わる初期投資の少ない賃貸収益モデルとして、

「低価格⼾建住宅の賃貸経営」を提案いたします。 

 

 
※（一財）自動⾞検査登録情報協会「市町村別自動⾞保有⾞両数」、（一社）全国軽自動⾞協会連合会「市町村別軽自動⾞⾞両数」 
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■■■■    今後の事業展開・経営⽅針 

⾃動⾞台数が年々減少 
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◆ ⾼齢単⾝者をサポートする家事代⾏・⾒守りサービス 
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75歳以上「単独世帯」・「夫婦のみ世帯」の推移（近畿地⽅）

単独世帯の割合

夫婦のみ世帯の割合

※ 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「日本の地域別将来推計⼈⼝（平成25（2013）年3月推計）」より作成 

■■■■    今後の事業展開・経営⽅針 

高齢単独世帯が増加 
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◆ 知的資産・知的資産経営報告書とは 

「知的資産」とは、バランスシートに記載される資産以外の無形資産で、“組織の競争⼒の源泉となる経営資源の総称”を意味

します。（⼈材、技術、技能、知的財産（ノウハウ・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

表に表れない経営資源） 

 

「知的資産経営報告書」は、企業における知的資産の認識・評価を⾏い、それらの知的資産を活用して企業の価値創造活動

（価値創造戦略）に繋げていくプロセスを⽰すもので、過去から現在までの企業の価値創造プロセス、及び将来の中期的な価

値創造プロセスを明らかにすることによって、企業の価値創造プロセスを高い信頼性をもって説明する報告書です。 

また、本報告書は開⽰することにより、ステークホルダー（債権者・株主・顧客・従業員等）と企業価値に関する認識の共

有を図るとともに、企業の持続的な成⻑を実現するために活用できるものです。 

※ 本報告書は「知的資産経営の開⽰ガイドライン」（平成１７年１０月公表 経済産業省）に準拠しています。  

 

◆ 注意事項 

知的資産経営報告書に掲載した将来の経営戦略、事業計画、及び付帯する事業⾒込の内容や数値は、現在⼊手可能な情報を

もとに、当社の判断にて掲載したものです。将来、当社の取り巻く経営環境の変化によっては、これらの記載内容を変更する

必要が生じることがあり、その際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があります。 

したがって本報告書の記載内容を当社が将来に亘り保証するものではないことをご了承願います。  

 

問い合わせ先  

商 号  ： 株式会社 関⻄ホームサービス 

所 在 地：⼤阪市⻄区北堀江1丁目1番7号 四ツ橋日生ビル2階（〒550-0014） 

担当者名：代表取締役  髙宮 令⼦ 

■■■■    知的資産経営報告書とは 


