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社長から皆様へ 

 1993 年のバブル崩壊以降、長引く不況と低成長の中で日本のものづくりは自信を喪

失してきました。 

 不況を克服するためには 80 年代までの日本型経営を見直し、欧米型のシステマティ

ックな経営手法に学ぶ必要がありましたが、職人の腕に頼り続けてきた非システマティ

ックな日本のものづくりの現場は容易に変わらないのが現実でした。さらに、「製造業

は 3K（キツイ・キタナイ・キケン）の代表格、21 世紀の日本には必要ない」とまで

言われた頃もありました。このような状況の中、私たち近畿工業も、何が正しく、何を

信じればよいのかと悩みもがいてきました。 

 その結果、たどり着いたのが「システムや機械設備ではなく、ひとにしかできないも

のづくり」でした。 

 システムとは一定の手順で効率的に結果を生むための「記憶・伝達手段」であり、機

械は人の手足の代りになって動く「道具」です。しかし、「ものづくり」は社会や人間

の困りごとを解決するためにあり、問題点や不便さを感じて、工夫して、創造するのは

「ひと」にしかできないことです。システムや機械はものづくりを支える重要な「手段」

ではありますが、何よりも大切なのはこれらの手段を用いる「ひと」。そこで私たちは、

ものづくりの基礎となる「ひとづくり」に重点を置き、「５つの人間力」を高める取り

組みを続けてきました。 

 今回「知的資産経営報告書」を作成するにあたっては、「何のために」「どのように」、

それによって「どうなるの」かを、出来るだけわかりやすく説明するように心がけまし

た。本書を通して私たち近畿工業の想いと取り組みをお伝えできれば幸いです。 

 これからも「ものづくり・ひとづくり」を通じて、皆様の「想い」を「カタチ」にす

るモノヅクリ大好き企業として発展を続けてまいります。 

 

近畿工業株式会社 

代表取締役 田中聡一 

１１．．ごご挨挨拶拶  
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２２．．経経営営哲哲学学    
 

２．１ 経営哲学 

 

 社訓 

「企業は人なり、人は和なり」 

 

 経営理念 

お客様の満足を第一に考え 

お客様から信頼される提案型企業を目指します。 

ネットワークとコミュニケーションを大切にし 

スピードある企業を目指します。 

責任と権限と平等を大切にし 

一人ひとりの豊かな生活の実現を目指します。 

地球市民の意識を持って 

環境にやさしい企業を目指します。 
 

 

 当社には先代より引き継がれた社訓と、現代表が決定した経営理念があります。 

 社訓は短い文章ですが、その意味するところは極めて深遠で容易に読み取れるもので

はありません。経営理念はその意味を汲み取り、誰もが理解しやすい文章に読み替えた

ものです。 

経営理念とは、社会における組織の存在理由や基本的姿勢を示し、さらに組織の行動

指針となるものです。うわべだけが立派で行動が伴わない理念では意味がありません。

本書では、当社がこの理念の下でこれまでに行ってきた事業活動と、理念に照らした将

来の事業展開についてご紹介します。 
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２２．．経経営営哲哲学学   

 

２．２ ５つの人間力 

 

 社訓にも含まれている「人」は当社の経営哲学の根幹を成すものです。当社では、経

営理念を実行するために役員を含む全社員が備えるべき「人」としての資質を「５つの

人間力」と表現しています。 

 

好奇心旺盛でおもしろがれる 

 ・・・人は好奇心があればこそ、新しいことにチャレンジできる。おもしろが

る力は無限の可能性を生む源泉です。 

すぐに行動できる 

 ・・・考えることはとても大切、そして考えを行動に移すことはもっと大切。

頭が体を動かすだけではなく、体を動かすと頭も動き出ます。 

 結果が出るまでやりとおす 

 ・・・たとえ失敗しても結果が見えるまでやってみること。失敗の原因が見つ

かれば次は必ず成功に近づけます。やりとおす力が成功を引き寄せます。 

 可能性思考で笑顔になれる 

 ・・・どうすればうまくいくかを考えている人はいつも活き活きと前向きで、

周りの人までプラス思考に変えられるすばらしい影響力を持っています。 

 伝える力・理解する力・会話する力がある 

 ・・・一人では解けない問題も、話し合っているうちにより深く理解できて解

決策が見えてきます。色々な考えが出会うところから驚くほどのアイデ

アが出現するのです。 
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２２．．経経営営哲哲学学   

 

２．３ 経営方針 

 

当社では 3 年間を中期経営計画の単位として、事業年度毎に明確なビジョンとスロー

ガンを掲げ、全社を挙げて計画実績の評価と次年度の計画改善を行っています。これは

1999 年に導入、長年に渡って定着を図ってきた ISO9001 で要求される継続的改善

を経営レベルにまで導入したものです。2012 年からは全社員による合議制で次年度の

経営方針を決定することで、社員がより団結して方針実行できる体制となっています。 

今期（2013 年 6 月～2014 年 5 月）は第 4 次中期経営計画の最終年度にあたり、

「『ハイテク 村の鍛冶屋』（※後述）に必要な人材ネットワークの構築」を目指して「『日

本のものづくり』で顧客の満足を追求」をスローガンに掲げ、社内チームと社員個人の

成長促進と取引先ネットワークの強化を図り、さらに日本そのもののものづくりの長所

を見直し当社のものづくりの強さに高める年にすべく全社員で取り組んでいます。 

 

第
１
次 

52 期 
（03年5月） 

一体化した工場で作業の効率化を図る 

53 期 
（04年5月） 

品質第一に立ち返り、競争力の回復を目指す 

 GROW・・・成長企業を目指す 

54 期 
（05年5月） 

品質を誇る企業として、スピードとコーディネート力で顧客要求を満足させる 

 THINK・・・心を働かせよう 

第
２
次 

55 期 
（06年5月） 

徹底的な 4S をベースに、品質を保証できる企業を目指す 

 SPIRIT（元気・勇気・正々堂々） 

56 期 
（07年5月） 

徹底的な 4S をベースに、品質を保証できる企業を目指す 

 思いやりのある ものづくり 

57 期 
（08年5月） 

徹底したルール遵守の下で、全社的なスピードを誇れる企業を目指す 

 自ら感じ 自ら考え 自ら行動する 

第
３
次 

58 期 
（09年5月） 

プロの自覚を持ち、社会に信頼され、貢献できる製造業を目指す 

 Try 60！ 挑戦・努力・獲得 

59 期 
（10年5月） 

プロの自覚を持ち、社会に信頼され、貢献できる製造業を目指す 

 （人間力×知識）で真の信頼を勝ち取る 

60 期 
（11年5月） 

プロの自覚を持ち、社会に信頼され、貢献できる製造業を目指す 

 アクション＆リフレクション 

第
４
次 

61 期 
（12年5月） 

5 つの人間力を備えた人材を育成し、 

品質・納期・顧客満足度で地域 No.1 を目指す 

 『お・あ・し・す』の心で目標達成 

62 期 
（13年5月） 

人間企業の実現で『Made by Kinki-Way』にこだわったものづくり 

 素直・真摯・情熱 

63 期 
（14年5月） 

『ハイテク 村の鍛冶屋』に必要な人材ネットワークの構築 
 『日本のものづくり』で顧客の満足を追求 
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３３．．事事業業概概要要   

 

３．１ 事業内容 

 

当社は金属部品の加工製作を主として、最新式 CNC 機をはじめ機械設備の充実をは

かり、高精度・高品質な製品を納期厳守でお客様にお届けしています。材料切断から表

面処理までのプロセスの大半を自社内でカバーし、さらに 80 社以上の協力会社のネッ

トワークによりお客様のニーズにマッチした優れた製品を生み出しています。 

 

１）生産体制 

 高精度な各種設備を高度に稼動させ、高品質の製品を迅速に生産しています。 

＜主要設備＞ 

NC 旋盤（5.5～12 インチ） 

マザック SQT（2 台） QTN（7 台） INTE（2 台） 

森精機 NL（1 台） 

高松 XL（1 台） 

マシニングセンター（30 番、40 番縦型） 

マザック VTC（3 台） 

キラ VTC（3 台） 

研磨機 

円筒（1 台） 

平面（1 台） 

センターレス（1 台） 

測定器 

ミツトヨ 三次元測定器（1 台） 

 表面粗さ計（2 台） 

 投影機（1 台） 

 

２）工程提案 

 素材から加工方法まで、当社の生産体制とネットワーク力を駆使してお客様

にご満足いただける最適な工程をご提案します。 
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３３．．事事業業概概要要   

 

３．２ 製品紹介 

 油圧シリンダー部品 ・・・最大φ300、φ85 長尺材料も加工できます。 

＜製作例＞ 

シリンダーチューブ 

 

 

 

 

 

 

 
素材：STKM13C ホーニング、STPG370 等 

加工：旋盤による内外径加工 

サイズ：φ15～100、1000mm 程度 

シリンダーロッド 

 

 

 

 

 

 

 
素材：S45C、SCM440C 

加工：旋盤、マシニング、高周波焼入れ 

焼き戻し、研磨（芯無し、円筒） 

サイズ：φ8～100、1000mm 程度 

 産業機器部品 

＜製作例＞ 

プーリー 

 

 

 

 

 

 

 
素材：FCD500、FC250 等 

加工：旋盤、マシニング、ブローチ、燐酸亜鉛など 

サイズ：φ50～200、50～100mm 程度 

各種製品群 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 エネルギー・環境機械部品 

＜製作例＞ 

耐熱素材部品 

 

 

 

 

 

 

 
素材：SUH31、ナイモニック 80A 

加工：マシニング、複合旋盤 

サイズ：φ30～250 

高圧配管継手 

 

 

 

 

 

 

 
素材：SUS316L、SUS329J4L、 

A105、Ti-2 等 

加工：熱処理、複合旋盤、マシニング 

サイズ：φ30～250 
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４４．．ここれれままででのの軌軌跡跡   

 

 創業期 

当社は田中千松が 1951 年 6 月に大阪市港区で創業しました。創業当時は建築資材・

農業機器部品・自動車部品を主に製作販売しており、朝鮮特需で仕事が絶えない状態で

した。設備投資を進めて事業拡大を進める中で急激なインフレが訪れ、将来の地価の高

騰と工場増設を見据えて 1964 年に東大阪市へ移転しました。これを機に 2 代目の田

中昭次が事業を継承しました。 

 

 拡大期 

文学部出身でコミュニケーション力や発想力に長けた田中昭次は、社長就任後まもな

く新規営業に乗り出し、1960 年代後半には現在の主力製品であるラム（油圧シリンダ

ーロット）の新規受注に成功しました。この注文に応えるために当時高額の新型機械で

あったセンターレス研磨機を導入、試行錯誤を繰り返してお客様にご満足いただける部

品を完成させました。その後も技術力の向上のため努力を重ねた結果、1970 年の大阪

万博では当社の部品を組み込んだ製品をパビリオンに展示しました。 

1982 年には工場で火災が発生、機械類が水浸しになる大被害がありましたが、社員

やその家族、さらには協力企業の応援を受けて再起を果たしました。そして新たにパワ

ーステアリングの部品加工を受注、カンバン方式に対応するためロボットを導入しまし

た（注）。その後も工場の増設、最新のマシニングセンターやコンピュータの導入など、

以前にも増して事業を拡大させていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

（注）自動車産業に代表されるカンバン方式では、後工程の生産量に応じて良品を供給しなければならないた

め、前工程での生産の遅延は絶対に許されません。当社では迅速で計画的な生産を可能にするため、一

部工程にロボットを導入しました。その後も単純工程の自動化を進めることで、社員が複雑で高度な工

程に専念できるようになり、生産効率を大幅に向上させることに成功しました。 
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４４．．ここれれままででのの軌軌跡跡    

 

 事業転換期 

転機はバブル崩壊後の 1993 年に訪れました。お客様から、当時売上の 40%を占め

ていた主力商品の内製化にともなう引き上げを申し渡されたのでした。お客様の社内経

営陣で決定された仕入れ見直し方針に基づくものだったため撤回していただく訳には

いかず、この受注を前提に出来上がっていた生産体制の下で社内は混乱に陥りました。

このような中で田中昭次が急逝、田中聡一が弱冠 31 歳にして 3 代目社長に就任しまし

た。 

代表者の交代後しばらくは手探りの経営で、過剰に受注しては納期を守れずにクレー

ムを受けるという状態でしたが、「約束を守れないのであれば仕事を断る勇気」を学び

2 年間をかけて再び事業を軌道に乗せました。当社の事情を知る取引先各社が発注して

くださった新たな製品製作を通して、商品展開も進んでいきました。さらに、迅速なク

レーム対応が評価されて新たな取引も生まれ始めました。 

 

 発展期 

社内が落ち着きを取り戻した 1999 年、経営の原点ともいえるお客様の満足をより

向上させるため ISO9002：1994（2002 年に ISO9001：2000、2012 年に

ISO9001：2008 認証切り替え）の認証取得に踏み切りました。当初は ISO の品質管

理方式に関して社員の理解度が高いとは言い難い状態でしたが、数年間をかけて徐々に

社内への浸透を図り、工場長のリーダーシップの下で全社員が品質管理・改善に努める

体制を確立しました。 

また、2002 年から 2005 年まで全社員で実践的な改善ノウハウである『ポルフ』

（後述）を学び、社内に導入しました。これによってクレーム対応や様々な改善がより

迅速に行えるようになり、お客様満足度の向上・取引件数の増加につながっていきまし

た。 

さらに、2012 年には当社の経営理念の一部である「環境に優しい企業」へのステッ

プとして ISO14001：2004 の認証を取得、品質に加えて環境管理・改善体制に取り

組んでいます。まず、「地球市民」の意識を常に持ち、日々の生活・仕事の中で取り組

みを進めています（詳しくは p25 参照）。 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１ お客様・協力企業・社員の満足 

 

当社の知的資産は、すべて経営理念の実践により生み出されてきたものです。したが

ってその根幹にあるものは、何よりもまず「人」であるといえます。 

「人」とはすなわち、 

①お客様 

②協力企業 

③社員 

これら三者が和合して、それぞれが満足を得られるところにこそ、当社が強みを発揮す

る市場が見出されるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本項では当社がどのようにして三者の満足が得られる仕組みを整えているのかを具

体的にご説明します。

お客様の

満足 

協力企業の

満足 
社 員 の

満足 

三者の和合が

当社の市場を

生む！ 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産  ５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．１ ①お客様の満足 

 

 高度な生産管理 

1999 年に ISO9002（ISO9001：2008 認証切り替え済み）を取得した時、こ

れが名目上の品質管理になってしまわないように、当社は『駅前鉄工所構想』を

掲げました。これは、 

「いつでも誰でも、たとえば買い物帰りの主婦でも、空いた時間に安全・確実な仕事

ができるような、時代の変化に対応できる鉄工所を作ろう」 

という構想です。これを実現するには少なくとも 3 つの条件を満たす必要があります。 

１）全工程がリアルタイムでわかるようにすること。 

２）全工程を標準化して、ポカミスを防ぐ管理体制とすること。 

３）絶対安全な職場にすること。 

これらの条件が整うと、次は毎月 1 回 4 年間にわたって全社員で『ポルフ』を学

び、社内に導入しました。ポルフとは 20 項目から構成される「工場革新のための実

践的プログラム（Practical Program Of Revolutions in Factories：PPORF）」のことで、継

続的改善を実践するために世界各国で取り入られている手法です。 

このようにして当社の生産管理体制は確立され、今なお改善が続けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO9002：1994 認証取得！ 

（2002 年に ISO9001:2000、 

2012 年に ISO9001:2008 認証切り替え） 

ポルフ 20 項目相互関連図 

（株式会社ポルフ開発研究所 Web サイトより引用） 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産  
 

 

５．１．１ ①お客様の満足 

 

 高度な生産管理 

進捗・納期管理 

ISO9001 の品質管理の考え方が社内に浸透した結果、継続的なデータ収集と社内

データベースへの蓄積が徹底して行われるようになりました。各担当者が自分の作業

内容をリアルタイムで入力するため、「何が・どの工程で・どの加工途中にあるのか」

が一目でわかります。 

仕掛品の進捗データは全社で共有化され最終製品の納品スケジュールまで見通せ

るため、工程上にある製品の納期のお問い合わせがあれば誰でも即座に回答でき、お

客様からご好評いただいています。 

また、多品種の注文を同時に受けていても全体的な進捗状況を正確に把握できるた

め、新規受注時に生産計画に基づき納期のご回答ができます。お客様のご希望の納期

に間に合いそうにない場合は、工程を具体的に説明してご納得いただき、再度打合せ

をさせていただいてから受注を確定しています。この取り組みにより、現在では納期

達成率 80%が実現されています（注）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）受注確定後にお客様に納期延長を承認していただいた場合は、納期未達成としてカウントしています。 

納期達成率の推移 

納期達成率 

80%！ 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．１ ①お客様の満足 

 

 高度な品質保証 

材料受け入れ時から最終製品の出荷時まで、工程ごとに品質検査を欠かさず実施し

ています。検査結果は使用した計測器の番号とともに即時記録して次工程に引き継が

れるため、わずかな数値のズレも見逃されません。当然ながら計測器の精度点検も毎

日欠かさず行っています。 

不適合品が出た場合は即時報告して共有データベースに記録した上で対策を講じ

ています。さらに月例会議時に状況報告を行い、特に重大な不適合に関しては原因究

明～是正処置まで全社的に議論を行っています。 

 

 ネットワークの活用 

当社には 60 年間以上の年月をかけて築き上げた 80 社を超える協力企業とのネッ

トワークがあります。当社はこのネットワークを最大限活用して、お客様からの高度

なご要望に対して最適な素材選定から工法提案まで一貫してご対応しています。

VA/VE により創造される確かな価値はお客様のさらなる満足につながっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜協力会社の加工技術＞ 

放電加工／塗装／スロッタ・ブローチ／研磨／溶接ブレーヂング／焼き入れ／ 

硬質・有色アルマイト／ガンドリル／Ni-Cr メッキ／SN 処理／曲げ／歯切り 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．１ ①お客様の満足 

 

 顧客満足度調査結果より 

社内に構築された高度な生産管理システムと、当社を支える協力企業のネットワー

ク。これらの最適な組み合わせにより生み出される対応力と提案力は、大きなお客様

満足を生み出しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客満足度調査結果（概要） 

当社では年に 1 回、顧客企業を対象として当社のサービスに関する満足度調査を実施し

ています。2014 年の調査結果は以下の通りです。 

＜結果集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お客様の声（抜粋）＞ 

【品質】 

「納品時に検査表が必ず添付されているため、安心して受け入れることができます」 

「従来の加工先より不良率が軽減できて感謝されています」 

【納期】 

「納期遅れがないのでフォローする必要がなく助かっています」 

「若干の遅れは発生していますが、その場合は事前連絡をいただいています」 

【提案】 

「コストが合わない場合等、目的を理解した上で代案を立てて前向きに協力していただ

いています」 

「要求事項を理解して、製品に反映していただいています」 

【その他】 

「精密加工品に協力してもらいたい」 

「厳しい精度が求められる製品は、ほとんど御社に発注しています」 
 

調査期間：2014 年 4 月 

調査方法：アンケート形式 

有効回答数（回答率）：24（77.4%） 

※各サービス内容について 4 段階評価したものを最大値 100 としてスコア化したもの。 

品質
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．２ ②協力企業の満足 

 

 基本概念 

当社には「下請け」という概念はありません。下請け・元請けとは依存・被依存の

関係であり、そこからは協力して新しいものを作り出す力は生まれません。会社の内

外を問わず個人対個人、組織対組織が切磋琢磨して、自主自立の精神の下で互いに助

け合い連携すべきです。 

特にものづくりに携わる中小企業では、多種多様な高価な機械を購入して、それぞ

れに必要な高度な技能を修得しようとするのは必ずしも効率的とはいえません。各社

がそれぞれの得意分野を持ち技術と技能を磨き上げて、互いに尊敬の念を持ちながら

連携することによってイノベーションを起こすことができるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の連携とは宇宙のような

ものです。 

独立した星々が恒星系や星団

を作るように、多数の企業が

互いに協力して集団を作りま

す。そして恒星系や星団が引

き寄せ合って銀河を形成する

ように、企業集団が集まり互

いに強く結びついて連携体を

作ります。 

星はそれぞれ少しずつ姿を変

えていきますが、集合体とし

ての銀河は強く美しい姿を何

億光年も保ちます。企業もそ

れぞれ独自に事業展開を進め

ていきながら、強靭な連携体

を維持していくのです。 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産  

加工・注意点の伝え方

悪い

やや悪い

やや良い

良い

納期の打合せ

悪い

やや悪い

やや良い

良い

価格の見積り

悪い

やや悪い

やや良い

良い

 

 

５．１．２ ②協力企業の満足 

 

 協力企業意識調査結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では 2 年に 1 回、協力企業との連携の維持・強化を目的として協力企業に対する意

識調査を実施しています。2014 年の調査結果は以下の通りです。 

＜結果集計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜協力企業の声（抜粋）＞ 

【加工内容・注意点の伝え方】 

「工程チェックシートで確認できています。特に、過去の不具合等は赤字で目立ちます」 

「持ち込んでいただく時に、担当者から注意点を知らせていただいています」 

【納期の打合せ】 

「短納期の場合は、あらかじめ電話連絡をもらっています」 

「見積り時の納期回答を元にした無理のない納期設定としてもらっています」 

【価格の見積り】 

「事前に見積り依頼をいただいています」 

「見積り図面に規格が書かれていない・ロット計画不明の場合、見積りに際し苦慮する

ことがあります」 

【その他】 

「特に品質上重要な箇所がある場合、図面等でご指示ください」 

「不良ではないが普段と具合が違うような時にも連絡いただけたらと思います」 
 

調査期間：2014 年 4 月 

調査方法：アンケート形式 

有効回答数（回答率）：31（75.6%） 

協力企業意識調査結果 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 基本概念 ――ハイテク 村の鍛冶屋構想―― 

先に提唱した『駅前鉄工所構想』は、それを実現しうる生産管理システムの構築を

通してお客様の満足を生み出すことができました。ただ、この構想には「人」が含ま

れていませんでした。 

システムを動かすのも高度な機械を使いこなすのも「人」。人間力を持った人材が

集まってこそ、会社全体としての持続的発展が望めるのです。そこで当社では社員に

対して、職人としての技能以前に人としての基礎である「５つの人間力」を備えるこ

とを求めています。 

ただし、人間力は他人から強制されて高められるものではありません。どこまでも

成長を求めるのは人間としての本性であり、それはむしろ自律的であってこそ発現す

るものです。社員が成長欲をいかんなく発揮して、それによって仕事に本質的な満足

を得て、人間力を高めていける場を提供することが会社としてのあるべき姿ではない

でしょうか。 

このような背景で生まれたのが『ハイテク 村の鍛冶屋構想』です。「５つの人

間力」を備えたものづくりのプロが集まり、ハイテク機械を使いこなして、昔の村の

鍛冶屋のように世の中の「こんなものあったらいいね！」をワクワクしながら実現さ

せていく。これは『駅前鉄工所構想』の次のステップとして当社とその社員が描き、

実現しつつある構想です。 

次頁からは、当社がどのように社員の満足と人間力を同時に高めて、現代の「村の

鍛冶屋」を生み出そうとしているのかをご紹介します。 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 人材育成 

自律的成長を求める存在である「人」。社員一人ひとりが目標を持ち、それに向か

って努力できる仕組みを整えれば、「人材」はおのずから「育成」されます。 

成長シートの導入 

以下を目的として『成長シート』を導入しています。 

・ 社員個人が自己の成長と将来像を描き、目標を立てやすくすること 

・ 会社が社員個人の成長をフォローできるようにすること 

成長シートでは、業務上習熟すべき技能の到達点を等級に分けて評価します。これ

によって把握される社員の成長は人事考課の評価対象項目となりますが、社員の待遇

に直接反映されるわけではありません。真の満足とは一時的な待遇ではなく成長その

ものによって得られるものだからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育訓練計画書（一般職用） 

当社の社員は、一定期間の一般職としての成長を経て、その後個人の適性に応じた職務の中堅職としてさら

なる成長を目指します。一般職・中堅職ともに、それぞれの教育訓練計画に則った技能評価に基づき成長シ

ートで成長度の評価を行い、次の目標設定に活かします。 

成長シート（一般職用） 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 資格取得の奨励 

社員に以下の技能検定の受験を奨励しています。 

・ 機械検査技能士 技能検定試験 

・ 機械保全技能士 技能検定試験 

・ 機械加工技能士 技能検定試験 

これは当社の業務上必要な技能だからでもありますが、それ以上に 

・ 社員が「達成できる具体的目標」を持つこと 

・ 資格取得によって自信を生むこと 

を狙いとしています。試験に向けて意欲的に取り組むこと自体が社員個人の成長につ

ながり、さらに技能への自信が大きな満足を生み出します。そのため、本気で試験に

臨む意欲のある社員に対しては、受験結果に関係なく当社が支援を行っています。 

 

＜資格取得状況＞ 

機械検査技能士 特級 1 名 

機械検査技能士 1 級 3 名 

機械検査技能士 2 級 4 名 

機械保全技能士 2 級 2 名  （2014 年 4 月現在） 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 コミュニケーションの重視 

社長と社員、社員と社員、会社と社員の関係者。仕事をする上で深く関わる人々と

の相互理解は、社員一人ひとりが仕事に満足を得るための基礎といえます。 

月例研修会 

毎月一回、丸一日がかりで全社員参加の研修会を実施しています。 

＜内容（例）＞ 

・ 経営課題の共有 

・ 生産管理上の課題の共有と対策（受注状況、納期達成率、クレーム等） 

・ 各種改善活動の実践 

製造業では通常ありえない、「生産活動を一日ストップさせる試み」。ここまでして

行う研修会の目的は、当然ながら技術的課題の解決だけではありません。 

「どうせ社長が決めたことだから」「経験を積むまでは発言を控えよう」 

世の中の多くの職場で見られがちな社員のこのような考え方は、仕事への意欲や改善

意識を削ぎ、人としての成長を阻害するものです。そこで当社では、社員が経験・年

齢・立場に関係なく徹底的に意見を出し合い、討論を通して人間力を磨く場を定期的

に設けているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産報告会 

毎月一回、特に生産管理・品質管理に焦点を当てた全社員参加の報告会を行ってい

ます。 

月例研修会の様子 

（この日は作業グループ研修を実施） 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 コミュニケーションの重視 

個人面談 

 年に 2 回、社長が社員との個人面談を行っています。面談では成長シートの内容を

含めた社員一人ひとりの目標設定や成長度のチェックを行うとともに、普段は言いに

くいことまで何でも話してもらっています。 

管理者研修 

 毎月二回、各半日の管理者研修をリーダーおよびリーダー候補の社員を対象として

行っています。これは全社員の人間力を磨き一定レベルに到達した上で、さらに会社

としての業務レベルを向上させるための活動です（会社全体の技術力については第 6

章で詳述します）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場参観 

社員が仕事を続けられるのは日々支え続けてくださっている周囲の方々、特にご家

族の皆様のおかげです。つまり会社は、ご家族の強力なバックアップなくしては事業

活動を続けることさえできないのです。 

そこで当社では、社員のご家族を工場にお招きして仕事や会社に対する理解を深め

ていただく機会を設けています。工場参観日にはお客様にご協力いただき、当社が生

産した部品の最終製品を社内に展示しています。社員一人ひとりとご家族、さらにご

家族と会社との強い絆と深い相互理解が、社員が意欲的にものづくりに取り組み成長

を続けていくための基礎となります。 

管理者研修の様子 



知的資産経営報告書 2013 年度版          21              近畿工業株式会社 

５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 コミュニケーションの重視 

マインドブック 

一般的に、全構成員が理念を共有してそれぞれ成長を続ける組織は、安定的発展を

続ける組織といえるでしょう。しかし人が一人ひとり異なる個性を持つ以上、理念を

共有すること自体が極めて難しい課題です。規模の大小を問わずどのような組織でも

（個人事業でも、一国家でも！）同じような課題を抱えているはずです。 

当社は社員一人ひとりとのコミュニケーションを非常に大切にしていますが、それ

でも完全な意識共有には至っていないと感じます。この状況を少しでも改善するため、

2011 年の創業 60 周年を機に社員用の『マインドブック』を作成しました。この小

冊子には当社の経営哲学から『駅前鉄工所構想』や『ハイテク 村の鍛冶屋構想』ま

で、本書に書かれていることがより易しい言葉で書かれています。 

 

 

 

 

 

 

 



知的資産経営報告書 2013 年度版          22              近畿工業株式会社 

５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 全社員に責任と権限と平等を 

「責任と権限の一致」とは組織論や経営マネジメント分野で多く語られる原則です。 

責任：人が引き受けて成すべき任務 

権限：職務を遂行するための、組織内の諸資源（ヒト、モノ、カネ、情報など）

を一定の自由裁量の範囲内で使用する権利 

業務を引き受けた人にはその業務を遂行する責任があり、同時に業務遂行の権限を

与えられる、ということです。当社はこれをマネジメント用語としてだけではなく、

より広義に捉えなおし、さらに「平等」という言葉を加えて経営理念に据えています。 

 

１）社内における責任と権限と平等な成長の機会享受 

・・・すべての社員は平等に責任と権限を与えられる資格を持つ。そして実際に

責任と権限を与えられるための成長の機会も平等に与えられる。 

２）お客様に対する責任と権限と平等な評価 

  ・・・すべての社員は当社のお客様満足を向上させる責任を持つ。 

     そしてお客様満足を向上させるために実行する権限を持つ。 

     実行の結果に対する評価基準は、等しくお客様が定める。 

  

当社の仕事の中にはもちろん、一定レベルの技能を持たなければ担当できないもの

も多くあります。当社は全社員に、そのレベルに到達する機会を提供します。 

さらに、高度な技術力を以ってお客様の満足を向上させることは当社の責任であり、

究極目標であるといえます。社員一人ひとりがこの責任を自覚して、権限を持って任

務を全うし、お客様から評価を受けること。このような仕事の究極目標の達成が社員

の喜びと満足を生み、さらなる成長へと導いていくのです。 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．１．３ ③社員の満足 

 

 社員の声 

社員の会社満足度は実際どの程度なのでしょうか。数名の声をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの声からは、当社の社員満足度向上への取り組みが少しずつ功を奏してきて

いる様子が伺えます。 

一方、社員が会社に満点をつけているかといえば決してそうではありません。ここ

では敢えて社員の「不満足度」についてもご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜社内満足度調査＞ 

 2013 年 10 月の月例研修会では、社長・専務は出席せず、「近畿工業に対する満足度」を

議題として取り上げました。この会議では社員が役員に対して直接言いにくいこと、不満や批

判も思う存分出し合ってもらいました。出された意見は匿名扱いで長大な議事録にまとめ上げ

られ、その日のうちに社長の元に届けられました。 

 意見の中には、たとえばこのようなものもありました。 

「経営陣同士でも言っていることがバラバラで報連相ができていない」 

「経営陣の気分によってその日その日で態度が違いすぎる」 

その他にも目を覆いたくなるような痛烈な批判が多数含まれていました。 

しかし、社員が本音を語ってくれること自体は喜ぶべきことです。そして、どのような厳し

い意見であっても社長がそれを真摯に受け止めて反省できるようでなければ、社員が真の満足

を得られる会社にはなれません。社長を信じて本音を語ってくれた社員一同に感謝するととも

に、今後もこのような機会を通して社長も社員もともに成長できる会社を目指すことをお約束

いたします。 

以前は社員の改善意識が薄かったのですが、現在では全員が意識的に改善活動

に取り組むようになりました。社長が社員に経営ビジョンを語り、理想の実現

のために現場が何をすべきかを説き続けた成果だと思います。 

（K さん（チームリーダー、入社 30 年目）） 

4S の実践など、ISO の理想通りにできていないことも多くあります。しかし

自由な社風の中で皆が真面目に業務に取り組めています。社長から全社員に対

して会社経営について話をしてもらえるのも良いことですね。              

（I さん（チームリーダー、入社 7 年目）） 

社内の風通しがよく、以前にいた会社より相談しやすい環境です。研修会では

（入社 1 年目でも）意見を出しやすいです。社員の成長を第一に考えてもらえ

るし、社長面談では自己目標に対して個別に対応してもらえます。 

（M さん（マシニング担当、入社 1 年目）） 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．２ 地球市民としての環境への取り組み 

 

「地球環境問題」と言うと、何か大きな、外の世界の問題のように聞こえがちです。し

かし私たちは東大阪市という、紛れもなく地球上にある地域で事業活動を行っている

「地球市民」です。この地域を汚すことなく、地域に愛される会社であり続けること。

それこそが地球上で生かされている会社が次世代・その次の世代へと引き継がれていく

ためにあるべき姿といえるでしょう。 

 

 活動事例 

■ 1999 年に ISO9002 認証を取得した際、最初に取り組んだのが品質管理の基

礎中の基礎、「清掃」でした。その当時、工場の床には鉄や油が堆積して黒い層

を成していました。靴の裏について外部に持ち出される油は地域の水を汚染す

る恐れがありました。そこで、社長以下全社員が総出で数ヶ月をかけてシャベ

ルで油層を掻き出し、数年間をかけてすっかり床を磨き上げました。 

 

 

 

 

 

■ 2012 年に ISO14001：2004 認証を取得。環境マネジメントシステムの維

持・改善に全社的に取り組んでいます。 

 

 

 

「黒く汚い鉄工所」のイメージから程遠い

ピカピカの床。毎日終業時の清掃も欠かせ

ません。 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．２ 地球市民としての環境への取り組み 

 

 活動事例 

■ 機械・製品・工場内の清掃に用いる洗浄剤を人・環境に対してより安全なもの

に変更しました。 

■ 油性の切削液の使用を中止しました。油性剤も作業場の安全上の使用基準を満

たすものでしたが、長期の使用で作業者・環境に影響がないとは言い切れない

と考えたからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 毎朝、工場の周りを清掃しています。工場の外で行う活動は地域住民の皆様と

のコミュニケーションの機会ともなっています。 

 

 

 

■ その他、紙の無駄遣いをなくすため「両面使用」、不要な電気を消すため「手元

スイッチ化」、「LED 照明」への切り替えなど、環境管理・改善につながる取り

組みを小さなことから始めています。 

当社が使用している切削剤（上）と洗浄剤（下）の製品安全データシート。

人・環境への影響が小さいことを確認して使用しています。 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．３ 受賞歴 

 

 2010 年度 大阪府中小企業家同友会企業変革賞受賞 

・・・大阪府中小企業家同友会が経営変革を推進している企業を

表彰（中小企業改革支援プログラムの一環）。 

 

 

 

 

 2011 年度 東大阪市優良企業表彰 受賞 

・・・経営の健全化を図るとともに、技術革新に積極的に取り組んでいる企業を称揚すること

で、市内製造業全体の発展をめざすもの。 

（東大阪市：http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000007244.html） 

 2011 年度 東大阪市東大阪テクノスター表彰 受賞（取締役工場長 森本優） 

・・・「モノづくりのまち」東大阪の企業の中で高度な技術を有し、その技術を活かして企業貢

献するとともに、他の従業員にも元気を与えられる人を表彰。 

 

 

 

 

 

 

 2013 年度 大阪ものづくり優良企業賞 2013 受賞 

・・・「高度な技術力」「高品質・低コスト・短納期（QCD）」などを

誇る府内ものづくり中小企業を公募し、選考審査を経て顕彰す

るもの。 

 

 

   （大阪府：http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=14443） 

 2013 年度 関西 IT 百撰 入選 

・・・関西地域で IT を経営に活用して優れた実績をあげている中堅・中小企業を取り組みの先

進性等の観点から撰出。 

（特定非営利活動法人 IT 百選アドバイザー・クラブ：http://www.it100sen.com/） 
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５５．．当当社社のの知知的的資資産産   

 

５．４ 売上実績 

 

 2008 年度にはリーマン・ショックの影響を受けて売上が伸び悩みましたが、最終

的な売上高は前年比の 89.2%と、10%程度の下げ幅に留まりました。これは当社

の取引先が食品加工機械産業・美容産業等、多くの業種に渡るためリスク分散が図

られた結果です。 

 その後は急速に新規受注を伸ばし、2010 年度には売上に占める新規受注分が既存

取引先分を上回りました。売上総額は 4 億円弱に達しました。 

 取引先件数は現社長が事業を継承した 1993 年当時 45 社でしたが、90 年代後半

までに約 65 社に増加、その後も ISO9001 認証の効果もあって増加を続け、現在

では約 90 社となっています。 

 新規受注が順調な一方で、それに追いつくために既存取引先からの受注がやや落ち

てきています。会社の安定成長の基盤としての既存取引先との関係を固めなおす時

期に来ていると言えるでしょう。 
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６６．．現現在在かからら未未来来へへ   

 

６．１ “We WILL do it！” 

我々製造業者の最大の使命は、お客様に満足していただける製品を生み出すことです。 

「できない」のでは落第。 

「世界のスタンダードに到達」するのは会社として存続するための最低条件。 

「お客様の想定を超えた、より良いものを提案」できてこそ、最大のお客様満足を生み

出す会社といえます。 

つまり―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実は、“MUST”までならお金さえあれば誰でもある程度達成できるのです。中国を

はじめ新興国の経済発展が進むとともに“Japan as No.1！”と言われた時代が過ぎ

去ろうとしているのは、まさにこのためです。 

当社は『ハイテク 村の鍛冶屋』としてお客様にご満足いただける会社となるために、

“CAN”と“MUST”を超えて最高次の“WILL”に到達することを目指します。 

･･･ものづくりのプロなら、「CAN＝できる」

のが当たり前。お客様は「自分にはでき

ない」ことを発注するのですから。 

･･･ものづくりの世界は日々進化してい

きます。市場ニーズを満たすために、

世界のスタンダードは「MUST＝クリ

アしなければならない」壁なのです。 

････お客様の想定を超えて、私たちが

「WILL＝やります」。最高次の提

案力があってこそ、最大のお客様

満足が生み出されます。 

“We CAN do it.” 

“We MUST do it.” 

“We WILL do it！” 
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６６．．現現在在かからら未未来来へへ  
 

 

６．１．１ “WILL”へ向かう人材育成 

当社の人材育成は二つのステップからなります。 

① 全社員を“CAN”の領域を超えて、“MUST”の領域に近づける。 

すなわち、 

 全社員が最低限の“CAN”の領域を超えられるような社内体制を整える。 

 全社員を“CAN”の領域まで底上げした上で、“CAN”と“MUST”の領域

を全体的に近づけていく。 

② 社員の個別能力を高めて、全社的に“WILL”の領域に到達する。 

すなわち、 

 一人ひとりに合わせた目標設定により個別の能力を最大限引き出し、能力に

応じて適切に人員配置して、会社全体としての技術力を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社が目指すのは、社員が仕事を楽しみながら高レベルの人材となり、それによって

会社全体の提案力が磨き続けられる自己発展型の会社です。これを実現するため、人材

育成制度の改善を日々継続しています（現在は成長シートを改良中です。2014 年度に

は改訂版が使用される見込みです）。 

“We CAN do it.” 

“We MUST do it.” 

“We WILL do it！” 

“We CAN do it.” 

“We MUST do it.” 

“We WILL do it！” 

STEP① 

STEP② 
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６６．．現現在在かからら未未来来へへ  
 

 

６．１．２ “MUST”のための手段の充実 

全社員が“MUST”の領域に近づき、世界のものづくりのスタンダードをクリアして

いくためには、社内にその「手段」が備えられていなければなりません。そのため当社

は、「手段」＝日々進化する設備への投資を惜しみません。 

例えば、近年では 3D-CAD、5 軸加工機、3D プリンターなどのハイテク機器が脚

光を浴びています。このような設備は「導入するかしないか」を検討するレベルのもの

ではなく、必要不可欠なものとして「導入しなければならない」手段といえるでしょう。 

 

６．１．３ “WILL”に近づくための形式知 

一般的に「暗黙知の形式知化」は、高度な技能に依存する製造業では難しいとされる

ことの多い課題ですが、そうではありません。どのような技能も過去に人間が生み出し

たものである限り、自然法則に基づく複数の要素の組み合わせによって出来ています。

したがってどのような技能でも

個々の要素に分解すれば、誰もが

活用可能な形で保存することがで

きます。 

当社では、すでに暗黙知の構成

要素のデータ化を開始しています。

データ化により社内に形式知が蓄

積されれば、社員が各々の能力に

応じて形式知を活用して、“WILL”

の領域に到達することがより容易

になるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 2013 年 8 月 31 日 朝日新聞より

抜粋。当社の技能継承の試みが掲載

されました。 
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６６．．現現在在かからら未未来来へへ   

 

６．１．４ “WILL”を広げる海外連携 

中小企業が海外に目を向ける理由は何でしょうか。 

「人件費が安い」「物流経費が安い」「設備投資費が安い」 

確かに今は日本以外のアジア各国で生産活動を行った方が、多少のコスト削減になる

かもしれません。しかし安さを理由とする海外進出は、長期的視野に立って中小企業が

取るべき正しい選択とはいえないように思われます。人件費ひとつを取ってみても、文

化の全く異なる国の人間を教育して会社に定着させる経費と労力とリスク、将来予期さ

れる人件費上昇まで視野に入れれば、コスト削減どころか会社が疲弊する原因にさえな

りかねません。 

海外「進出」ではなく、海外「連携」が“WILL”の領域を拡大する。 

当社は国内で多数の協力企業との強固なネットワークを築いてきました。他社と連携

する理由は、各社が有する独自の得意分野を組み合わせればお客様のニーズへの対応力

を補完して提案力を高めることが可能だからです。海外連携は利益を求めて外へ進出す

るという考えではなく、国内で長年に渡って続けてきたこのような戦略の延長線上にあ

るものです。 

海外には日本のどこにもない得意分野を生み出す風土と、その中で成長してきた会社

があります。当社はそのような会社との連携を通して、グローバル化の進む現代におい

てますます多様化する顧客ニーズへの対応力と提案力、つまり“WILL”の領域の最大

化を目指します。 
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６６．．現現在在かからら未未来来へへ   

 

６．２ 村の鍛冶屋が世の中の課題を解決します 

現代の世の中の課題とは何でしょうか。 

 医療・介護問題 

 食料生産 

 環境・エネルギー問題 

              ・・・ 

これを読んで、小さな会社が何を大きな話を始めるのかと思われるでしょう。「ほら

話」や「見栄」と思われる方も多いでしょう。しかし、ここに挙げた課題は実際に、当

社と協力会社との間で進められている計画の一部なのです。 

何も巨大プロジェクトの中核となって世界をリードしていこうというのではありま

せん。私たち近畿工業が得意とするのは、世の中を「ちょっとだけ」良くすること。世

の中の困りごとを「ちょっとだけ」解決するお手伝いをすることです。ハイテクだけで

はなく、ローテクとネットワークを組み合わせて市場が本当に求めているものを提案す

る。私たちにしか出来ない方法で、私たちにしか出来ないものを作っていきます。今後

数年以内にも実現されるはずの当社の将来展開に、どうぞご期待ください。 
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７７．．会会社社概概要要   

 

 

■ 名 称 近畿工業株式会社 

■ 代表者 代表取締役  田中 聡一 

■ 所在地 〒578-0953 大阪府東大阪市本庄 2-1-25 

TEL：0729-62-0361  FAX：0729-65-0669 

■ 創業 1951 年 6 月 

■ 資本金 1000 万円 

■ 従業員数 17 人（2014 年 3 月現在） 

■ 業務内容 油圧シリンダー部品等の金属部品の加工製作 

■ URL http://www.kinki-ind.co.jp 

■ 沿革  

1951 年 6 月 大阪市港区にて創業 

建築資材・農業機器部品・自動車部品を製造販売 

1964 年 東大阪市に移転 

1967 年 油圧シリンダー部品の製造販売開始 

1980 年 CNC 旋盤導入 

1985 年 鋼材切断専門の新工場を増設 

1987 年 マシニングセンター導入 

1990 年 創業 40 周年を機に NC 設備を充実 

1999 年 ISO9002：1994 認証取得 

2002 年 ISO9001：2000 認証切り替え 

本社工場増設・新庄工場統合 

2003 年 複合旋盤（インテグレックス）導入 

2010 年 大阪府中小企業家同友会企業変革賞受賞 

2011 年 東大阪市優良企業表彰 受賞 

東大阪市優良企業表彰 受賞 

2012 年 ISO14001：2004 認証取得 

ISO9001：2008 認証切り替え 

東大阪優良企業表彰 受賞 

2013 年 大阪ものづくり優良企業賞 2013 受賞 

関西 IT 百撰 入選 
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８８．．知知的的資資産産経経営営報報告告書書ととはは  

９９．．本本書書ごご利利用用上上のの注注意意  

 
 

 

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、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および事業計画ならびに附帯す

る事業見込みなどは、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、将来にわたり当社を取り巻く経営環境（内部環境および外部環境）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などを、当社が将来にわた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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この報告書に関するお問い合わせ先 

 

近畿工業株式会社 

〒578-0953  大阪府東大阪市本庄 2-1-25 

担当者： 代表取締役  田中聡一 

TEL 0729-62-0361  FAX 0729-65-0669 


