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１．ご挨拶１．ご挨拶１．ご挨拶１．ご挨拶

2014年11月

大阪フローメーター工業株式会社
代表取締役 髙田 ⻯⼀郎

大阪フローメーター工業株式会社は1957年に初代⾼田三次郎が2代目⾼田稔と協⼒して
創業し、⼀般工業計器である⾯積式流量計の製造販売を始めました。

事業が順調に進んでいた中、私の祖⽗である創業者⾼田三次郎が1972年に他界し、続
けて⽗である2代目⾼田稔が1976年に急死しました。そんな状況で私の⺟である⾼田加代
子が急遽1976年３代目社⻑に就任いたしました。

そこから様々な試⾏錯誤を重ねて、今の大阪フローメーター工業株式会社を作り上げ、
2011年に私が事業継承しました。

現在創業より事業を57年間継続しておりますが、私の考える経営とは未来永劫事業を継
続することです。

さて、私は代表就任より未来永劫事業を継続するために何が必要なのか⼀人で考えまし
たが、いくら考えても答えは出てきません。

そこで、全社員の知恵を集結して今後の方向性を決め、我々の存在意義を確認できるツ
ールとして、本書の作成いたしました。

社員の皆様へ
本書は知的資産という目に⾒えない資産を掘り起し、⾃社の強みを認識して我々を会社

としてあるべき方向に導くツールです。
ただし、状況は常に変わるので、本書に書いている事が必ずしも正解とは限りません。

1年後、2年後には状況は変わっていると思うので、そのたびに内容を変更していきます。
我々の⼀番の強みは誠実です。

これを武器に皆様と未来永劫事業を継続できれば、幸いです。
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２．経営理念２．経営理念２．経営理念２．経営理念

（１）経営理念 「誠実・信用」

誠実とは顧客・取引先・家族、どのような相手であっても誠実を貫き、信用を第⼀とすることで
関係するすべての方と共存、繁栄することと考える。

研究開発型企業として社員が常に成⻑し、顧客価値を創造する事によって世の中に貢献する。
常に⾃⾝の成⻑を考えることにより、結果として社会に貢献できる事を⾃然に感じ、それと共に

会社が繁栄する。

（２）⾏動指針
常に相⼿の⽴場になって考える
相手とはお客様、取引先、協⼒会社、社員、家族、⾃分に関わる全ての人です。我々は利益の追求をする

のではなく、お客様の問題を解決することにより、⾃然と利益がついてきて、⾃⾝も成⻑すると考えましょ
う。

常に最新のツール・スキルを取り⼊れ、最⼤限に活用し、効率化を追求する
⼀番重要な事は、ツールを活かし、学んだスキルをアウトプットすることです。常にアウトプットする事

を意識しましょう。

常に⾏動主義であること
常に相手の⽴場になって⾏動すること。他人の責任範囲まで理解してサポートできるように考え、素早く

⾏動することが重要です。アイデアは⾏動することによって形になることを意識しましょう。

論理的に考えて定量的なデータを基に⾏動する
論理的な考えとは 「なぜ？」⇒「なぜの解決になりそうな根拠」⇒「議論による結論」 と考えます。

「なぜ今の業務をしてるのか？」前後の流れを知り、なんのために今の業務を遂⾏しているか、論理的に理
解していなければ、改善は進みません。人に説明するときも「なぜ？」を解消できるよう、常に「なぜ？」
を意識して「根拠を定量的に⽰す」ことが重要です。

結果がでないのは環境・他人のせいにしない心を持つ
物事を環境や他人のせいにしていたら、会社も⾃分も成⻑しません。成⻑するには⾃ら働きかけて、環境

・他人・⾃分を成⻑させる努⼒をしましょう。

２



3

（1）⾯積式流量計の動作原理
テーパー管（円筒状の筒）にフロート

（浮子）を⼊れ流体を下から流すと、流量
が増加すればフロートは上昇し、流量が減
少すればフロートは下がります。(図参照）

流量が増加すればフロートとテーパー管
との隙間⾯積が増し流量も大きく流れ、下
がれば隙間⾯積も狭まり⼩さく流れます。

瞬時流量を測定するためには、テーパー
管とフロートの重量、変動する隙間⾯積が
ポイントとなり、隙間⾯積とフロート重量
がつりあう位置でフロートが静止しますの
で、その位置（目盛り読取り位置）が瞬時
流量値となります。

そしてフロートとテーパー管との間に作
られた隙間⾯積と流量とは⽐例関係になり
ます。

３－１３－１３－１３－１ ．．．．事業概要事業概要事業概要事業概要 面積式流量計とは面積式流量計とは面積式流量計とは面積式流量計とは

私達の⽣活に⽋かすことが出来ない計測器の⼀つに、流量計があります。
⼀番⾝近なところでは、⽔道を使用した量が"流量計"によって計られています。
重さや数は、⽐較的簡単に計る(数える)事が出来ますが、“流体”を計るのはそう簡単ではあり

ません。⽔の場合は、あらかじめ“容量”が分かっている容器(計量カップ)を使うことで計測でき
ますが、空気のような気体は、このような方法は使えません。もっとも、私達が普段の⽣活の中
で、空気の量を測る必要はありませんが、工場などのものづくりの現場において、様々な"流体"
を測ることは必要かつ重要なことです。

現代は多くの物質やエネルギーが流体の形をとって供給されています。
省資源、省エネが重視されるにつれて、流量計に課せられた役割は今後ますます大きくなると

思われます。



４

３－２３－２３－２３－２ ．．．．事業概要事業概要事業概要事業概要 面積式流量計の特徴と精度面積式流量計の特徴と精度面積式流量計の特徴と精度面積式流量計の特徴と精度

(3) ⾯積式流量計の精度について
工業用計器として工場のプロセスを管理するうえで、重要なパラメーターは圧⼒、温度、レベ

ル（⽔位など）、流量です。圧⼒は工場レベルのタンクの大きさならほぼ均⼀になるので、圧⼒
分布は⽣じません。温度はタンク内に工夫（撹拌、保温など）すれば均⼀に保てます。レベルも
測定箇所を⽔平に保てれば均⼀に測定できます。配管内の流量においては流速を均⼀に保つこと
はほぼ不可能です。よって瞬時流量の測定はとても難しく、こと⾯積式流量計においては理論通
りに結果が出ない事がしばしばあります。

ほとんどの⾯積式流量計メーカーにおいて、⽔以外の液体（粘度が⽔と異なるもの）は⽔を基
準に流量を測定して、各社独⾃の補正係数を乗じて、配管内平均流量（理論上の流量）を決定し
てます。

⼀般的に⾯積式流量計各メーカーは独⾃の流量補正係数を過去の膨大な測定データーを基に決定
しています。

この各社で保有する過去のデータをもとに決定した補正係数で流量計の精度が決まります。
これが各社のノウハウとなっています。

配管内平均流量 各社独自補正係数 水を基準とした流量＝ ×

（２） 商品の特徴
① ローコスト

テーパー管とフロートという簡単な構成です。
構造が極めて簡単であるため、他の流量計よりローコスト。
ほとんどの場合メンテナンスも不要です。

②電源が不要
流れのエネルギーを利用するため、現場指⽰には

電源が不要です。事故や災害で停電になっても流量
が分かるので安心です。

③計測対象が広い
流量から大流量まで幅広く測れ、液体、気体、蒸気、

スラリーと適用対象が広範です。
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３－３３－３３－３３－３ ．事業概要．事業概要．事業概要．事業概要 企業の様々な分野で活躍企業の様々な分野で活躍企業の様々な分野で活躍企業の様々な分野で活躍

＜取扱商品の割合＞
汎用品を多く扱うメーカーでは対応

しにくい少量のカスタマイズ商品を得
意としています。また、他社ではでき
ない特殊⾦属、特殊薬剤、特殊サイ
ズにも短納期で対応が可能です。

特殊品

30%

カスタマイズ

60%

汎用品10%

加速器研究機構向け警報接点付き流量計
（実験装置の冷却⽔流量を計測管理している）

蛍光灯工場 ⽣産ラインにて活躍する流量計
（燃焼用ガス・酸素・空気の流量制御）

航空機 検査用流量計
（OIL流量を検査する装置）

燃焼炉工場設備
（低圧空気用流量計）

遊泳用プールの濾過機に
（プール⽔残留塩素制御）

蒟蒻⽣産装置用として
（⽯灰⽔用分解簡易型）
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４－１．業務プロセス４－１．業務プロセス４－１．業務プロセス４－１．業務プロセス

1 引き合い

4 製造手配

8 組 ⽴

9 検 査

10 梱 包

3 指図書作成

12 出 荷

1-1

ヒアリング 2-1 設 計

2-2 工場と
⽣産・納期調整

2-3

承認図･⾒積書作成

4-1 外注手配

4-2 社内加工 5 部品洗浄

7 工程管理箱 6 検品チェック

11 最終確認

9 流量検査・機能検査
耐圧／漏洩検査

丁寧なヒアリングと過去実績データを駆使した補正係数を用い的確な承認図を提案

協⼒的な外注会社に加えて、社内でも加工を⾏い部品の早期調達を実現

指図書の規格と検査要項に基づく検査遂⾏で品質管理を徹底

ダブルチェックを基本とし、ノーミスにて顧客の信頼を獲得

4-3 実 験

2 受 注



４４４４----２２２２ ．．．．業務プロセスを支えるこだわり・強み業務プロセスを支えるこだわり・強み業務プロセスを支えるこだわり・強み業務プロセスを支えるこだわり・強み

営業

•お客様の相談に誠実に対応する姿勢とそれに答えることができる経験と知識

•あいまいな顧客の情報にも的確に適切な流量計の提案ができる企画提案⼒

•「誠実・信用」の経営理念を大切にした丁寧なヒアリング⼒

承認図

作成

•58年の歴史で積み上げた⾯積流量計に関するノウハウと過去データの活用

•専門外の人にもわかりやすい承認図の作成

•営業と工場の連携・チーム⼒による少量カスタマイズ品の短納期提案

指図書

作成

•社内のだれもがわかる指図書の作成

•だれもが同じものが作ることができる作業の標準化

•変更など指図書には詳細な履歴をしっかり残すデータ管理

製造手配

•⾼い納期意識で実現している早め早めの準備

•⻑年の付き合いと定期訪問による部品引き取りで築いた協⼒会社との連携

•社内でも部品を製作できる加工技術

組立

•工程管理箱の活用

•多能工化と⾼い納期意識が⽀える品質と納期

•他の人の仕事にも協⼒しあうチーム⼒

検査

•「誠実・信用」の理念を大切にしたダブルチェックの徹底

•工場がわかりやすい梱包指⽰の指図書への明記

•個数表⽰や準備済みメモなど次の人の仕事を思いやる心遣い

梱包

出荷

•出荷直前まで直送先変更を受け付ける柔軟な姿勢で顧客満⾜を提供

•運送会社にもわかりやすいように配置整理した出荷待ちスペース

•出荷後に指図書の変更点を含めたデーター⼊⼒による徹底した履歴管理

７



（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 年 度 出 来 事 知的資産との関係

創

業

成

長

期

1957 (S32) 株式会社設⽴ 社⻑⾼田三次郎（初代）
⾯積式流量計製造販売開始

・⾦属管⾯積式流量計の
完成

・特注型流量計の受注
・経営理念の制定

1964 (S39) 通商産業省から流量計製造販売の許可証取
得

1972 (S47) 髙田稔社⻑就任（2代目）

1975 (S50) こんにゃく業界の集まりで講演 拡販に成
功

1975 (S50) 拡張のため本社工場移転

1976 (S51) 髙田加代子社⻑就任（3代目）

安

定

期

1980 (S55) 本社新社屋完成

・技術顧問を雇用して
新製品開発に着手

・流量目盛作成⽀援システ
ムの導⼊

・検査要項の確⽴
・部品図⾯の番号を体系的

に再構築

1982 (S57) 商標登録出願

1991 (H3) 技術顧問を迎えて新商品開発に着手

1993 (H5) 簡易型流量計（RG-3）の完成

1994 (H6) 日刊工業新聞に記事および広告掲載

1995 (H7) 検査要項の整備

1997 (H9) ホームページ開設による新規問い合わせ増

転

換

期

2005 (H17) 髙田⻯⼀郎⼊社
・特殊品・オーダーメイド

品の対応⼒強化
・⽂書管理システム

Ｒｉｄｏｃを導⼊
・教育体制の構築

2006 (H18) 社内業務合理化のため⽂書管理システム
（Ridoc）導⼊
短納期対応流量計RHGシリーズ 完成

2008 (H20) インターネット販売 開始

2011 (H23) 髙田⻯⼀郎社⻑就任（4代目）

2013 (H25) 新体制に伴い業務効率化に着手

５－１．これまでの事業展開５－１．これまでの事業展開５－１．これまでの事業展開５－１．これまでの事業展開

８



５５５５----２２２２ ．．．．これまでの事業展開これまでの事業展開これまでの事業展開これまでの事業展開 創業成長期創業成長期創業成長期創業成長期

期間 戦略・⽅針 取組み 投資（内容・⾦額）

創業
成⻑期
1957年

〜
1972年

⾯積式流量計に特化し、
事業基盤を固める。
売上向上のための販売
促進強化

⾦属管⾯積式流量計の開
発
売上達成報奨⾦制度の取
り⼊れ

蛍池東町社屋
組⽴、検査設備⼀式

成果 課題

⾦属管⾯積式流量計の完成 ⾦属管⾯積式流量計のコスト⾼

（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

＜金属管流量計＞ ＜検査＞＜特注型流量計＞

＜蛍池東町 旧社屋＞ ＜実験＞
＜会社設立＞

９



期間 戦略・⽅針 取組み 投資（内容・⾦額）

安定期
1972年

〜
2007年

・顧客第⼀
・新製品開発⼒の強化
・効率化の追求

①技術顧問を雇用して
新製品開発に着手
②流量目盛作成⽀援シ
ステムの導⼊
③検査要項の確⽴
④部品図⾯の番号を体
系的に再構築

新社屋完成（6000万
円）
①300万円
②150万円
③検査設備の増強

成果 課題

①RG-3シリーズ販売開始
②流量目盛作成⽀援システムの運
用（手書き⇒コンピュータ化）に
より、⽣産性が飛躍的にＵＰ
③出荷検査の効率ＵＰ、検査ミス
もほとんどなくなった

・業務の効率化による納期短縮とコ
スト削減
・スキルアップのしくみ構築

５５５５----３３３３ ．．．．これまでの事業展開これまでの事業展開これまでの事業展開これまでの事業展開 安定期安定期安定期安定期

10

＜RG-3完成＞
＜日刊工業新聞にて広告掲載＞

＜本社 新社屋完成＞

＜流量目盛作成支援システム＞ ＜流量検査＞ ＜実験室＞



期間 戦略・⽅針 取組み 投資（内容・⾦額）

転換期
2008年

〜
2014年

・社内業務の効率化
（ＩＴ化）
・社員教育を充実させ
全社員のスキルＵＰを
目指す

①特殊品・オーダーメ
イド品の対応⼒強化
②⽂書管理システムＲ
ｉｄｏｃを導⼊
③教育体制の構築

①設計⼒の強化（設計
従事者を2倍に）
②200万

成果 課題
①特殊品納期が20％短縮された
②48期以降の社内⽂書の90％が電
子化され効率ＵＰ

・全製品をコード化すること
・教育体制を確⽴して社員みんなが
教えあえる環境をめざす。

５５５５----４４４４ ．．．．これまでの事業展開これまでの事業展開これまでの事業展開これまでの事業展開 転換期転換期転換期転換期
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＜インターネット販売＞

＜特殊品＞

＜文書管理システム＞

＜LNG船＞
＜設計＞

＜会議＞



６．大阪フローメーター工業の知的資産６．大阪フローメーター工業の知的資産６．大阪フローメーター工業の知的資産６．大阪フローメーター工業の知的資産

＜理念・風⼟＞「誠実・信用」を⼤切にする風⼟」
１．お客様の要望にできるだけ応えようとする社風
２．早め早めの準備を⾏う⾼い納期意識
３．協⼒会社を大切にする風⼟

＜人的資産＞「顧客の要望に応えようとする誠実な対応ができる従業員」
１．少ない打ち合わせ回数で的確な提案・承認図が提案できる営業のスキル
２．次の人の仕事を思いやる心遣い
３．営業と工場の良好なコミュニケーション

＜組織（構造）資産＞｢57年の歴史で積み上げたノウハウと過去データの蓄積と活用｣
１．誰にでもわかりやすい指図書とその活用のしくみ
２．Ridoc・検査要項など業務合理化ツールの整備
３．作業の標準化、多能工化
４．営業と現場で相談して即決する仕組み

＜関係資産＞「流量計なら『⼤阪フローメーター』という知名度」
１．当社を推薦してくれる古くからの顧客の存在
２．当社製品を使い続けてくれるリピーターの存在
３．きめ細かな要望にも応えてくれる協⼒会社との連携
４．商社・販売店との良好な関係

分類 内容

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

例）社⻑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
⇒社⻑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

12

＜知的資産の分類と内容の説明＞



「顧客の要望に応えようとする誠実な対応ができる従業員」
１．少ない打ち合わせで、的確な提案ができる営業スキル
２．次の人の仕事を思いやる心遣い
３．営業と工場の良好なコミュニケーション

７－１７－１７－１７－１ ．．．．知的資産知的資産知的資産知的資産////人的資産人的資産人的資産人的資産

些細な事でも常に打合せを
⽋かさず情報の共有化を図り
、短時間で顧客の要望に対応
して⾏くことを営業方針とし
ています。

これにより、素早い⾒積も
りや短納期化を実現していま
す。1.

前後の仕事を理解して、互
いにフォローしあう社内環境
があり、社員全員が常に業務
の効率化を心がけています。

2.

納期・仕様相談

3.

営業と工場が隣接している
ため、良好なコミュニケーシ
ョンがとれやすい環境です。
また、互いの仕事内容を把握
するために『⾒える化』を推
進しています。

13

承認図発⾏⇒

製品組⽴での協⼒ 営業業務の情報共有

工場での打合せ 現場からの提案会議



製造指図書で工程・仕様・受注履歴
を管理しています。以前に納めた流量
計も製造指図書を確認すれば、同様品
の納品が可能です。

創業時よりのデータも管理されてお
り、誰でも簡単に検索ができます。

48期以降の製造指図書や部品表は
データ化し、Ridocで管理しています。
個人ＰＣでの閲覧・操作が可能です。

また、検査要項の活用により検査業務
を効率良く遂⾏できます。

営業と現場で相談して工程を決めます
。決定事項を業務連絡メモで回覧し、社
内で情報の共有化を⾏います。

特殊品・カスタマイズに素早く対応で
きるのは、報告・連絡など社員間で綿密
な打合せを常に⾏っているからです。

「57年の歴史で積み上げたノウハウと過去データの蓄積と活用」
１．誰にでもわかりやすい指図書とその活用のしくみ
２．Ridoc(⽂書管理システム)・検査要項など業務合理化ツールの整備
３．作業の標準化、多能工化
４．営業と現場で相談して即決する仕組み

７－２７－２７－２７－２ ．．．．知的資産知的資産知的資産知的資産////組織（構造）資産組織（構造）資産組織（構造）資産組織（構造）資産

1.

4.

3.

2.

過去の製造指図書製造指図書フォーマット

⽂章管理ソフト（Ridoc） 検査要項フォーマット

作業手順書により組⽴工程の標準化を
しており、多能工化が可能です。これに
より効率の良い業務の遂⾏ができます。

工程管理箱・工程札を活用して部品調
達管理しており、短納期化を実現してい
ます。工程管理箱・工程札作業手順書

特殊品仕様打合せ 工程管理打合せ
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「流量計なら『大阪フローメーター』という知名度」
１．当社を推薦してくれる古くからの顧客の存在
２．当社製品を使い続けてくれるリピーターの存在
３．きめ細かな要望にも応えてくれる協⼒会社との連携
４．商社、販売店との良好な関係

７－３７－３７－３７－３ ．．．．知的資産知的資産知的資産知的資産////関係資産関係資産関係資産関係資産

1.

2.

技術⼒の⾼い協⼒会社の
存在はカスタマイズおよび
短納期の実現には不可⽋な
存在です。協⼒会社との取
引も３０年以上のところが
半数を占めます。3.

4.

打合せを密にしたノートは、全て保存されていま
す。
このきめ細かさが商社販売店との信頼関係を⽀えて
います。

15

会社の垣根を越えて当社を信頼し推薦してくだ
さるサポーター（顧客）の存在が財産です。特に
造船関係では⻑年にわたり多方⾯から⽀持されて
います。

５０年前の商品でも、再受注、メンテナンスが可
能で、リピートしてくださる方から「安心」「助か
る」という声をよくいただきます。現在でも３０年
以上前のリプレース受注があり、設⽴時から５０年
にわたり取引している顧客が１００社に及びます。

確かな技術を持つ職人

５０年以上愛されてい
るスタンダード商品

流量計搭載船

短納期を⽀える機動⼒

打合せの歴史



８．価値創造ストーリー８．価値創造ストーリー８．価値創造ストーリー８．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))))

⾯積式流量計に関する業務を⼿助けしてくれる
話しがスムーズで頼みやすく、なにより安心だ

商品
サービス

きめ細かい誠実な対応 短納期での提供

日常の丁寧な
関係づくり

1000社を超える実績

協⼒会社を大切
にする意識

仕組み

取り組み

理念
風⼟

＜経営理念＞ 誠実･信用

顧客価値

外注先との
強い協⼒関係

弊社を推してく
れる顧客の存在

頻繁に報連相を
⾏う従業員

⻑期間蓄積され
た大量のデータ

無駄のない
工程管理

⻑期の実績が培っ
てきた知識、経験

、ノウハウ

きめ細かな
作業・サービス

誠実な対応が
できる従業員

納期に対する
こだわりと言えるほど

の⾼い意識

実線：現在保有する
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
いは強化すべき
知的資産を示す

枠線の説明

人的資産 構造資産 関係資産

背景色の説明

特殊品・カスタマイズに対応

営業と現場の
情報共有

技術のできる
営業スキル
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９．これからの事業展開９．これからの事業展開９．これからの事業展開９．これからの事業展開 外部環境分析外部環境分析外部環境分析外部環境分析

日本経済新聞WEB刊（2013/11/28版）より

LNG輸送量の推移

• 流量計の世界市場は、2014年から2019年までの間、
7.2%の年平均成⻑率で79億ドルの値に達するように
なると予想されています

• シェールガス革命により、LNG船の世界的ニーズが
⾼まっています（※LNG船の⽣産シェアは、当社の
⾯積式流量計を指定してくれる韓国企業がNo.1と
No.2を占めています）

流量計ニーズは今後も継続した伸びが予想されます

切り⼝ 傾向や最近の変化の内容
世の中 追い風 ・シェールガスの需要増加によりLNG船の需要が拡大する

・円安により海外からの受注が増加する

・新興国の成⻑に伴う⽔道需要により⽔浄化装置の需要が⾼まり、流量
計の需要が伸びる
・計測器デジタル化が進むことによりアナログ流量計の良さが⾒直され
る
・健康志向が⾼まり、国内の製造設備投資のニーズが⾼まる

・集団的⾃衛権の⾏使決定による軍備増強

・ネット活用による調達により当社製品が採用される機会が増加する

逆風 ・中⼩企業に不利な法案が通る懸念がある

・少子⾼齢化により、労働⼒の低下、技術者不⾜となり、企業が縮⼩方
向にすすむ

・原油⾼騰により製造コストが増える

・⾯積式流量計の代替品が開発・販売される

・ネット活用が増加し、他社と価格⽐較される

競合他社 追い風 ・競合他社が⾯積式流量計事業から撤退・縮⼩する

逆風 ・短納期で安価な製品が他社により開発・販売される

取引先 逆風 ・国内メーカーの製造拠点の海外シフトにより国内需要が減少する

協⼒会社 逆風 ・協⼒会社の撤退により、業務が回らなくなる懸念がある
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１０．これからの事業展開１０．これからの事業展開１０．これからの事業展開１０．これからの事業展開 経営環境分析経営環境分析経営環境分析経営環境分析

■クロスＳＷＯＴ分析■クロスＳＷＯＴ分析■クロスＳＷＯＴ分析■クロスＳＷＯＴ分析

強み（strength) 弱み（Weakness）
【人的資産】
①営業の提案⼒・承認図
②海外販売ノウハウ（⻄⾕）
【構造資産】
③ネット販売の仕組み
④50年以上の蓄積された実験デー
タをもとに、⾼精度の製品製作
⑤57年の歴史と信用
⑥お客様の要望に応える社風
⑦⽂章管理システムなど業務合理
化ツール活用（ＩＴ化促進）
【関係資産】
⑧きめ細やかな要望にも応えてく
れる協⼒会社
⑨リピーターがいる
【その他】･･･有形資産等
⑩カスタマイズが得意
⑪900社に及ぶ実績

【人的資産】
①⼀人しかできない仕事がある

【構造資産】
②量産ができない
③製造コストが⾼い
④設備を改善する仕組みがない
⑤新製品を開発する体制がない
【関係資産】
⑥刻印ができる協⼒先は1社⼩泉
さんだけ
【その他】･･･有形資産等
⑦新製品がない
⑧同業他社より価格が⾼い

機
会
（

opportunity
）

【マクロ環境】
㋐シェールガス革命による
LNG船の増加
㋑デジタルの進展の中でのア
ナログが⾒直される
㋒健康食品需要の増加による
国内設備投資
㋓集団的⾃衛権の⾏使決定に
よる軍備増強
【ミクロ環境（顧客・競
合）】
㋔競合他社の⾯積式流量計事
業縮⼩
㋕ネット活用した調達増

②⑤⑩+㋐造船向け商品の販売
拡大
③⑩+㋔競合他社の事業縮⼩に
よる受注増
④⑩+㋓
防衛省向け特殊流量計の受注増
④⑦＋㋕ネット活用顧客の新規
開拓に⼒を⼊れる

②＋㋐LNG船の増加による需
要拡大に対応する⽣産体制の
増強

脅
威
（

Threat

）

【マクロ環境】
㋐⾯積式流量計に変わる代替
技術の出現
㋑ネット活用の増加価格⽐較
㋒中⼩企業に不利な法案
㋓少子⾼齢化による労働⼒の
低下、技術者不⾜、企業の縮
⼩

【ミクロ環境(顧客･競合)】
㋔協⼒会社の廃業
㋕原油⾼騰による仕⼊れコス
ト⾼
㋖安価で短納期な競合商品の
出現

①＋㋖インターネットの利用で
他社ではできない電話に誘導す
る

①＋㋓刻印技術を⾃社に導⼊
する

⑨＋㋖ネットによる価格⽐較
の脅威は、カスタマイズのＰ
Ｒを強化することで同じ⼟俵
に乗らない
⑤＋㋐デジタル商品には進出
せず、アナログ商品の技術を
特化する

内部環境

外部環境

18



１１－１．将来の経営戦略１１－１．将来の経営戦略１１－１．将来の経営戦略１１－１．将来の経営戦略

１．将来の経営戦略
経営理念・経営者の想い及び前⾴の経営戦略を総合して、将来の経営戦略を次のようにする。

（１）事業推進基盤の強化
業務プロセスのボトルネックの改善、および、設備、ITシステム、作業環境等の
社内インフラ改善を進め、事業推進基盤のいっそうの強化を図る

（２）既存事業の売上拡大
当社が得意とするカスタマイズをアピールした積極的な販路開拓、および、
研究開発体制の強化を進め、既存事業(⾯積式流量計の製造・販売)の売上拡大を
図る

（３）新事業の⽴ち上げ
社内に蓄積された技術・ノウハウの掘り起し、また、先端技術動向の調査や情報
収集活動に⼒を⼊れ、将来の新規事業の具体的な方向性を明確化する

経営理念経営理念経営理念経営理念

ＳＷＯＴ分析よりＳＷＯＴ分析よりＳＷＯＴ分析よりＳＷＯＴ分析より

の経営戦略の経営戦略の経営戦略の経営戦略

社員の想い社員の想い社員の想い社員の想い

将来の将来の将来の将来の

経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略

２．将来の経営戦略を実現するための重要成功要因
①既存事業協⼒会社のバックアップ体制の構築
➁働きやすさ、作業効率を追求する組織風⼟の醸成
③新商品の開発
④販路開拓と販売体制強化
⑤新事業を具体化する体制の構築

・造船、防衛相、健康関連、
ネット販売等、今後伸びが期待
される分野の販売拡大と⽣産体制強化

・カスタマイズに関するPRの強化
・外注１社依存体制の克服

「誠実・信用」

・既存事業の拡大と新事業、
新商品、新エリアの開拓を通じ、

売上規模を現在の３倍、約２億円に増やす
・売上の２割以上を新規事業が占める。
・５０年以上続いた社内体制に別れを告げ、

より働きやすい、笑顔の絶えない職場にする
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関係資産

人的資産 組織資産

ブランド獲得

取引先の充実新たな人脈形成

マーケティング⼒
（マーケティング強化体制）提案⼒

企画⼒
(企画会議)

研究開発⼒
技術⼒・技術応用⼒・目利き⼒ 研究開発体制

人財育成⼒
(養成の仕組み)

情報⼒
情報収集⼒・解析⼒・宣伝⼒ 情報共有の仕組み

語学⼒

PC活用⼒

⽣産性向上の仕組み

人事評価の仕組み

新たな製造の仕組み

在宅勤務体制

販路開拓ノウハウ

海外展開ノウハウ

１１－２１１－２１１－２１１－２ ．．．．

重要成功要因を達成するために獲得・補強すべき主な知的資産重要成功要因を達成するために獲得・補強すべき主な知的資産重要成功要因を達成するために獲得・補強すべき主な知的資産重要成功要因を達成するために獲得・補強すべき主な知的資産
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１１－３．将来の経営戦略１１－３．将来の経営戦略１１－３．将来の経営戦略１１－３．将来の経営戦略

現状（2013年） 将来（2017年）

KGI（key goal indicator ：重要目標達成指標）

売上⾼ 73,451千円 100,000千円

営業利益 3,766千円 10,000千円

KPI（Key Performance Indicators：重要業績評価指標）

既存事業協⼒会社のバック
アップ体制の構築

刻印目盛⾏程外注先 1社→2社

目盛製造プロセス検討会 1回/月

内製化方法の企画書数 2件/年

働きやすさ、作業効率を追
求する職場風⼟の醸成

人材育成のスキルマップ作成 平成27年5月完成

3S活動による改善件数 工場､情報各4件/月

CADオペレーション可能人員数 2名→5名

新商品の開発・販売

アクセス解析ができる人員 3年で5名まで育成

既存製品⾼機能版の商品化 1件/1年

新規商品仕⼊れ数 1商品/6ヶ月

販路の開拓

特殊品相談回数 5件/月

海外販路拡大セミナーに参加 2回・2人/年

無料広告媒体掲載件数 2件/年

流量計以外の新事業の展開
を具体的に導く体制の構築

情報収集活動報告会件数 2件/年

大学､研究機関､他業種訪問件数 6回/年

④④④④ 重要評価指標重要評価指標重要評価指標重要評価指標
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１２．将来の価値創造ストーリー１２．将来の価値創造ストーリー１２．将来の価値創造ストーリー１２．将来の価値創造ストーリー

流量計に関する新たな価値を提供し、質の⾼い業務を提供してくれる。
⼤阪フローメーター工業に任せれば、効率良く業務が遂⾏できる。

商品
サービス

きめ細かい
誠実な対応

短納期での
提供

日常の丁寧な
関係づくり・
新たな人脈

(強化・獲得)

1000社を超える実績

協⼒会社を大切
にする意識

仕組み

取り組み

理念
風⼟

＜経営理念＞ 誠実･信用

顧客価値

外注先との強い
協⼒関係(強化)

弊社を推してく
れる顧客の存在

頻繁に報連相を
⾏う従業員

⻑期間蓄積され
た大量のデータ

⽣産管理システム
(強化・獲得)

⻑期の実績が培
ってきた知識、
経験、ノウハウ

きめ細かな
作業・サービス

誠実な対応が
できる従業員

納期に対する
こだわりと言えるほど

の⾼い意識

少量、カスタマイズに
対応（強化）

営業と現場の
情報共有

技術のできる
営業スキル

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。
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新事業・新商品
（獲得）

研究開発体制
(獲得)

マーケティング
強化体制(獲得)

スキルアップの
取り組み(獲得)

マーケティングス
キル・提案⼒(獲得)

技術応用⼒
技術⼒(獲得)



１３．会社概要１３．会社概要１３．会社概要１３．会社概要

会社名 大阪フローメーター株式会社

創⽴ 昭和32年11月

会社所在地
住所：〒560-0041
大阪府豊中市清風荘1丁目4番3号
ＴＥＬ：06-6855-1126
ＦＡＸ：06-6855-1129
メールアドレス：info@ofr.co.jp

代表取締役 髙田⻯⼀郎

資本⾦ 1000万円

従業員 7名

事業内容 ⾯積式流量計の設計・製造・販売

ホームページ http://www.ofr.co.jp
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１４．あとがき１４．あとがき１４．あとがき１４．あとがき

（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

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

大阪フローメーター工業株式会社
（４）作成支援

当報告書は次の団体・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
有限会社オフィスウエダ

代表取締役・中⼩企業診断士 上田実千代
Office  KIBOU

代表・中⼩企業診断士 柿原泰宏
（５）お問い合わせ先
大阪フローメーター工業株式会社
〒560-0041 大阪府豊中市清風荘1-4-3
TEL：06-6855-1126 担当者：髙田⻯⼀郎
（６）発⾏

2014年11月 24


