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(注) 公開版につきましては、数値等を一部非公開にしておりますことをご了承願います。



ご挨拶

合同会社naturally代表社員の中島治子と申します。当社では、滋賀県、井伊直弼のお城がある
彦根市で、ファイナンシャルプランナーとして企業、個人様に時代にあった資産づくりを事務所一同、
ご提案させて頂いております。

私は、電子部品商社でOLを経験した後、保険外交員を経験し、独立いたしました。また、3人の
子どもの母親として日々の生活に役立つ情報提供をしています。情報を知ってるか知らないかで大
きく生活が変化すると感じています。

老後の資産がどれだけ必要なのか？
漠然な不安を抱えている方は少なくないと思います。

実際に、保険外交員をしていた頃、現役時代に生命保険や医療保険など、保険料の負担が生
活を圧迫して老後の資産を築くことのできない方が意外に多かったことに気づき、このままでは私自
身の営業によって資産をきちんと築くことができにくい人を増やしてしまうかもしれないことに違和感
を感じました。

そこで、貯蓄と保障のバランスをきちんと取りながら生活を楽しんでもらえるよう、経験を通して情
報提供させて頂くことを決意し独立起業いたしました。

そして独立起業して2年が経過したこの度、自社を見直すとともに、自社の強みや課題は何かを
明確にし、さらなるお客様への満足につなげるべく、この知的資産経営報告書を作成しました。

今後はより一層、企業様に対しては、社内の保険や資産形成をトータル的にアドバイスさせて頂
き、個人のご家庭に対しては、生活資金から保険料の圧迫を抑え、資産のよりよい預先を一緒に
考えていくといった、家計を握る主婦目線で寄り添うかたちでなんでも話せる関係を目指してまいり
ます。
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合同会社 naturally
代表社員 中島 治子

また、ファイナンシャルプランナーは専門家
をつなげる入口であるとも思っております。

コミュニティ形成をしながら専門家と連携を
とり、お客様と一緒により良い暮らしを創って
いきたいと思っております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

社名「naturally」の由来

お客様に対しては、自分が良いと思うことは勿論、こちらの都合ではなく、良いことも悪いこともありのままに包
み隠さずお客様に伝えよう。
お客様に対する自分自身は、飾らず素のままの自分でいよう。
そして、自然なコミュニケーションの中で、お客様のニーズを把握して、ありのままのお客様にとって適した、

無理のないご提案をしよう。
また、経営者であると同時に一人の主婦として、食事、育児、無理のない身体つくりを心掛けよう。
そのために、できるだけ自然なものを大切にし、できるだけ自然に触れよう。
そのような想いで名付けた社名です。



会社概要

商号 合同会社naturally (naturally.llc）

本店所在地／営業所
本 社 〒522-0024 滋賀県彦根市正法寺町507番地35
営業所 〒522-0034 滋賀県彦根市大橋町18 takumiApartment101

創業 / 設立 平成26年（2014年）8月22日 設立 （決算期：7月31日）

資本金 550,000円

代表・役員 代表社員 中島 治子

従業員数（役員除く） 2名 （内、パート・アルバイト数：1名） （2016年8月現在）

電話 / FAX 0749-47-4885 /  0749-47-5404

WEBサイト http://naturallyllc.com/

事業内容

 ファイナンシャル・プランニング業務
•法人財務や福利厚生、事業継続等のコンサルティング

 選択制確定拠出年金の導入サポート
 省エネ化などによる利益改善コンサルティング

•生命保険・損害保険の代理業及び募集に関する業務
 保険の設計、見直しの相談・サポート

•貯蓄・資産運用に関するコンサルティング
 積立投資の紹介や貯蓄に関するコンサルティング
 年金資金や資産運用、ライフプランニングに関する業務

 コミュニティースペースの運営

資格・認定等

 2級ファイナンシャルプランニング技能士（中島治子）
取得：2013年7月3日 技能士番号：2F4-0-13-045943

 3級ファイナンシャルプランニング技能士（中島崇）
取得：2015年7月1日 技能士番号：3F7-0-15-233890

主な取扱保険会社
 オリックス生命保険、ジブラルタ生命保険、AIG富士生命保険、

アクサ生命保険
 富士火災海上保険、三井住友海上火災保険

取引先金融機関  京都銀行 彦根支店

加盟団体等
 彦根商工会議所
 滋賀県倫理法人会
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ファイナンシャルプランニングを通じて
暮らしの安心、夢の実現、輝く未来の創造をお手伝いします

経営理念・ポリシー／価値創造ストーリー
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経営理念

企業ポリシー・コンセプト

お客様にわかりやすくをテーマに！
当社は、関わった全てのお客様に未来に向けての夢を実現することに 大限力を注いで頂けるように、

日々を安心して過ごして頂くお手伝いをすることを使命と考えています。
そのために、難しいファイナンシャルプラニングの世界を出来る限りわかりやすく、お客様にお伝えして、住

宅ローンの見直しや、保険・貯蓄・投資など様々なお手伝いをしていきたいと考えております。

お客様に日々の安心と、価値ある財産を得ていただくために
当社は、お客様の日々の安心と、将来への価値ある財産形成のお手伝いをさせて頂くために、画一的な

商品の紹介をする会社ではありません。市中にある様々な商品や国や県、事業関連サポート機関の制度な
ど、あらゆるものの中から、お客様に必要なものを見出し、上手く運用できるようなご提案をさせて頂きます。
そのためにお客様との面談や、ご提案材料作成の時間は惜しみません。

組織資産・関係資産

お客様の幸せ・
暮らしの安心・

夢の実現の創造

企業の輝きの創造

経営理念

コンセプト

価値創造
マネジメント

強み・優位性
事業

顧客価値

ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ運営
情報発信

人的資産

人的資産・組織資産

組織資産

アフターフォロー
重視の心掛け

スキル・ノウハウの
構築・情報収集

ファイナンシャルプ
ランニングを通じて
暮らしの安心、夢の
実現、輝く未来の創
造をお手伝いします

人的資産

専門性

人的資産・組織資産

提案力・対応力

人的資産・関係資産

ネットワーク活用

組織資産・関係資産

コミュニティ

≪参考：知的資産の3分類≫
【人的資産】・・・従業員の技・知識や勘など、従業員が退職すると企業が失う資産

例） 個人の知識、ノウハウ、経験、スキル、対応力、営業力等

【組織資産】・・・従業員の間で共有が可能であり、従業員が退職しても企業に残る資産
例） 経営理念、データベース、教育システム等の仕組み、知的財産権等

【関係資産】・・・外部との関係から構築された資産
例） 顧客関係、顧客満足度、販路、供給業者との関係、ネットワーク等

人的資産・関係資産

ネットワーク構築
組織資産

ファイナンシャル
プランニング事業

• 貯蓄・資産運用の
コンサルティング

• 保険の設計、見直
しの相談・サポート

• 法人の福利厚生等
のコンサルティング

価値創造ストーリー



事業内容

法人財務や福利厚生、事業継続等のコンサルティング
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選択制確定拠出年金の導入サポート

社会保険料を抑える方法はないか？そのような悩みをお持ちの企業様
に「選択制確定拠出年金」のご提案をさせて頂いております。

「確定拠出年金」のメリットは企業の社会保険料負担を抑制できることに
あります。しかし、従来の「確定拠出年金」では社員全員の加入が必要で
すが、「選択型確定拠出年金」では、加入したい方のみ加入して頂くこと
が可能です。ただし、加入して頂く社員の月々の手取り給与は少し減って
しまいます。

そこで当社では、「選択型確定拠出年金」の提案とともに、加入社員様
の既存の加入保険の見直しや住宅ローン等の借入金の見直し相談も合
わせて行い、その部分もケアさせて頂いています。

省エネ化などによる利益改善コンサルティング

当社は確定拠出年金(株)の加盟店になり、中小企業向けに「選択制確定拠出年金」の導入をはじめとする
法人の福利厚生等に係るサービスを行っています。

また、当社中島崇の製造業で従事した経験や強みを生かして、製造業向けの省エネ化などによる利益改
善コンサルティングも行っています。

中小企業と社員様を
サポート

当社の中島崇は、ファイナンシャルプランナーとしてだけでなく、エネル
ギー管理士、第二種電気工事士、1級機械保全技能士等の資格も保有
しており、前職の製造業においては、設備等のエキスパートとして、年間
300万円の電力量削減の実績もあります。

その経験や実績を生かして、特に中小企業の製造業向けに、省エネ化
等による利益改善コンサルティングも行っています。

企業において、例えば利益改善した分で福利厚生の充実を図るといっ
たようないう独自の提案が可能です。

人生にアクシデントは付き物で、そのような時のために、生命保険や医
療保険、損害保険のような様々な保険に加入されておられます。しかし、
保険もいわゆる金融商品であり、選択する会社や商品によって複雑に違
いがあります。

当社では、知識豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様の現状や
未来の展望に沿って、必要な保険を様々な商品の中から組み合わせ、
より少ないコストでケアしていけるように設計させて頂きます。

また、保険の見直し等により、毎月の浮いたお金を未来のために効率よ
く投資していく資産形成・資産運用のお手伝いも同時にさせて頂きます。

保険の設計、見直しの相談・サポート（生命保険・損害保険に関する業務）

取り扱い保険会社

乗合募集代理店として、当社推奨の保険商品につき、比較可能な同種
の保険の概要や提案理由など法律に則った情報提供を行いご提案。
 生命保険・・・4社（オリックス、ジブラルタ、AIG富士、アクサ生命）
 損害保険・・・2社（富士火災海上、三井住友海上火災）



事業内容

「確定拠出年金（「DC」又は「日本版401ｋ」）」は、厚生年金を補完する目的で国が定めた年金制度の一つ
です。企業として加入する企業型確定拠出年金には、企業が掛金を支払う「全員加入型」と、給料として支払
う前に従業員や役員が積立額を選択し、それを会社が積み立てる「選択制」があります。

「選択制確定拠出年金」は、企業負担もないので中小企業にも導入しやすく、社会保険料等の削減も期待
でき、従業員にとっては有利な老後資金の貯蓄できます。

選択制確定拠出年金とは
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年金制度の概要図

厚生年金

国民年金
基金

共済年金

共済金基金厚生年金
基金

確定給
付型
年金

確定拠出
年金

（個人型）

国民年金

被扶養配偶者
（第３号被保険者）

サラリーマン
（第２号被保険者）

公務員
（第２号被保険者）

自営業者等
（第１号被保険者）

３
階

１
階

２
階

確定拠出
年金

（企業型）

確定拠出年金
（個人型）

確定拠出年金
（個人型）

2017年1月～

確定給付
型年金

確定拠出年金15,000円

残り手取り
189,825円

税
金

社
会
保
険
料

貯蓄15,000円

残り手取り
185,994円

税
金

社
会
保
険
料

3,831円
増加

面積は同じ
確定拠出年金で
生活費が増える原理

給与25万円の例

確定拠出年金
（企業型）

確定拠出年金（個人型）
2017年1月～

選択制 全員加入型

掛金の拠出者
• 従業員・役員の給与・役員報酬から拠出
• 加入するか否かは従業員個人が選択

• 企業が各従業員の分を拠出
• 従業員全員が加入

掛金の運用
• 各人が運用方法を選択
• 毎月の拠出金額も各自で設定可能

• 各従業員が運用方法を選択

企業のメリット

• 企業は運用責任を負わない
• 新たなコストが発生しない
 中小企業も導入しやすい

• 掛金は給与算定基礎から除外
 社会保険料の軽減効果

• 企業は運用責任を負わない
• 掛金は損金処理が可能

従業員等のメリット

右の２点に加え、
• 加入するか否かを自分で選択可能
• 拠出金額も自分で設定可能
• 掛金は全額所得控除
 その年の所得税、翌年の住民税が節税

• 掛金は社会保険料の算定基礎から除外
 社会保険料の軽減効果

• 運用益は非課税
• 受取時も退職所得控除や公

的年金等控除の対象

デメリット

• 社会保険料等の納付金額の減額による各種給付額の
減額

• 60歳まで積立金の受取りは不可で、中途解約ができない



資産運用商品のご紹介フロー
（保険商品もほぼ同様のフロー）

貯蓄・資産運用に関するコンサルティング

事業内容

「将来のために貯蓄をしたい。」、「効率よく貯めていきたい。」、「利回りが多い方がいい。」・・・このような声を
お客様から多く頂きます。

当社では、貯蓄に回していく資金の捻出方法から、より効率的な貯蓄の方法までお客様と一緒に考え、ご紹
介させて頂きます。また、現在お持ちの資産をリスクを軽減しつつ、より効果的に資産運用するにはどうすれば
よいか、積立投資をはじめ様々な資産運用商品をお客様にご紹介させて頂くとともに、運用における情報提
供やアドバイスをさせて頂きます。
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積立投資の紹介や貯蓄に関するコンサルティング
年金資金や資産運用、ライフプランニングに関する業務など

(A) naturally.llc(C) 取扱機関
（保険会社・信託会社等）

(B) お客様

① ご紹介・ご提案
② 承諾

個人情報等の提示

③ 個人情報とともに
連絡・通知

④ お客様の審査

⑤ 審査OKの通知
コンプライアンスコール

⑥ (C)から(B)に
コンプライアンスコールがある

旨の連絡
⑦ 承諾通知

⑧ 申込書送付

⑨ 書類に記入し返送

⑩ 第１回目引落連絡

⑪ 第１回目引落

⑫ 証券送付

⑬ 証券受領

⑮ 証券受領証送付

⑯ アフターフォロー等 ⑱ 相談等⑰ 手数料の送金

純金積立 不動産の利活用定期預金・金融商品等

• 積立投資に関しては、アドザイザーとして対応。
• 積立投資をはじめ、資産運用方法は、当社代表も個人的に利用している
方法など、自らも運用してみて良いと思えるものをご紹介。

⑭ 証券受領証送付



専門性

当社の知的資産（強み）／知的資産を生み出すマネジメント

当社は、ファイナンシャルプランニングに関する知識だけでなく、これまでの営業経験や実務経験、ノウハウ
等も活かして、お客様に寄り添ったご提案、ご紹介を行っております。
お客様のライフスタイルに即した、企業の現状に即したご提案ができるよう、より一層研鑽していきます。

専門知識・ノウハウ、保有資格、登録
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 生命保険に強い：中島治子 （☞P.13～14参照）

• ファイナンシャルプランニング技能士の資格だけでなく、生命保
険会社での営業経験があり、実情に即した提案ができる。

• 生命保険会社勤務時代には、プレゼン大会での優勝経験もある。

 省エネ・機械設備・電気関係に強い：中島崇 （☞P.15参照）

• 前職の製造業企業での勤務時代に取得した機械設備や電気系
の資格が豊富。

• 前職で300万円/年の電力量削減など省エネ化実績がある。

 乗合募集代理店として比較推奨販売における法令順守
• 比較推奨販売を行う場合の情報提供義務を徹底。
 比較可能な同種の保険の概要
 提案理由
 比較可能な同種の保険の場合、比較可能である全ての商

品の概要を明示

 貯蓄や積立投資等の資産運用に強い：中島治子
• 資格や知識だけでなく、自らも積立投資による資産運用を実践し
ていることで、より的確なアドバイスができる。 2級FP技能士 資格証

確定拠出年金(株)との加盟登録完了証

情報収集、法令順守

 専門情報の収集
• 確定拠出年金(株)からの情報

比較推奨販売での情報提供書類

※ 確定拠出年金(株)・・・確定拠出年金
導入･運営コンサルティングを主な事
業とする企業。
http://www.anshinnenkinkurabu.com/

 資格・登録
• ファイナンシャルプランニング技能士 （☞P.4、P.14～15参照）

• 確定拠出年金㈱(※)との加盟店契約
 加盟店契約していることで、各種情報収集も可能で、企業に

選択制確定拠出年金制度の導入を促すにあたり、より的確
なアドバイスができる。

 コミュニケーション能力・コーチング能力 （☞P.10、P.13参照）

• 培ったコミュニケーション能力と学んだコーチングスキルにより、お客
様の潜在的課題等の明確化が可能。

今後は、定期更新が必要なAFP資格（☞P.16参照）も取得し、さら
なる知識等の研鑽にも努める。



意向把握型

提案力・対応力

当社の知的資産（強み）／知的資産を生み出すマネジメント
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当社では、まずお客様のご意向をしっかりと把握させて頂きます。ヒヤリングの中でお客様の真の課題や悩
みなどを掘り起こした上で、お客様の課題解決のためによりベターなご提案をさせて頂きます。

お客様の幸せや暮らしの安心にとって何ができるか、お客様の夢の実現のために何ができるか、また、法人
向けでは企業様のさらなる輝きのために何ができるか、そのような視点を心掛けております。

ご提案・ご紹介フロー（保険商品、資産運用）

コーチングスキルを使った
丁寧なヒヤリングによる
お客様のご意向の把握

お客様の潜在的ウォンツ、
本当の課題、悩み等を明確化

お客様の潜在的ウォンツ等を
お客様に提示

当社の考え方等の伝達

お客様の意向に基づいた提案

お客様の意向の変化等の確認

次回商品提案のアポイント

説明・ 終意向確認
（ご家族等にも同席）

改めて当社の考え方等の伝達

契約締結

アフターフォロー

 コーチングスキルによるヒヤリング
• 当初のお客様のご意向だけを鵜呑みにしない
• １時間ぐらい丁寧にヒヤリングによる掘り起こしを実施
• お客様も気づいていない課題や不安要素を明確化
→ 9割以上が当初のご相談内容と違う内容のご提案に

☆ コーチングスキルを学んだ強み

※ 保険会社に勤務時には積立投資等の資産運用方法等は知らなかった
が、知ってからは、保険での資産形成を勧めなくなった。

 家族等の同席
• より丁寧で誠実な対応を行うべく、ご相談者のご家族等に
も同席して頂く。
 ご家族等全員にもご納得の上で契約を行う

→ 全員で情報共有
 お客様・当社双方のリスクヘッジにもなる

 企業の場合は専門家も同席
• より丁寧で誠実な対応を行うべく、企業向けの選択制確
定拠出年金の提案に際しては、税理士や社会保険労務
士にも同席して頂く。

• 当社だけでなく、税務、労務・保険の専門家の意見も交
える。

 当社の考え方等の伝達
• 保険に関しては以下の2点を伝達

 保険は過剰に加入するものではない旨
 保険で貯蓄や資産形成をするものではない旨

→ より効果的な資産運用方法があることを伝達
☆ 積立投資等の資産運用方法を熟知(※)している強み

顧客価値を生む差別化・独自化ポイント

 アフターフォロー
• 勉強会の案内など情報発信等によるフォロー
• 各種専門家のご紹介など様々なご相談に対応
• コミュニティースペース「クランプ オブ バンブー」を活用し
たアフターフォロー

◎ 重要評価指標（保険商品）
• 顧客数：90名／契約数：154契約
 その他、損害保険契約数10契約）

• 見直し提案での成約率：約9割
• 見直し提案後の解約数：0件

2016年5月末現在

◎ 重要評価指標（積立投資）
• 顧客数：42名（男性：18、女性：24）
• 属性：主に30～50代の子育て世代の方
• 提案紹介後の解約数：0件

2016年5月末現在

今後の課題は、さらなるアフターフォ
ローの充実



※ 医療・福祉関係は、認知症等の方々のケアをされている資格を持つ方や施設等。
その施設の職員の方々に、認知症等の方々の保険契約の解約の仕方などをお教えしている。

当社の知的資産（強み）／知的資産を生み出すマネジメント
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ネットワーク活用

ネットワークも当社の強みの１つです。契約後がお客様とのお付き合いの始まりと考えています。
そのため、当社ではアフターフォローを重視し、保険や資産運用以外でもお客様の様々なご相談に対応でき

るよう、各種専門家とのネットワークの構築なども行っています。
ネットワーク構築のための活動や交流も、当社にとってはコストではなくお客様満足のための投資と考え、また、

当社をより知ってもらうための取り組みと考えております。

当社のネットワーク

専門家

税理士 社会保険労務士 行政書士

弁護士 弁理士司法書士

取引先・協力先など

医療・福祉関係
（精神保健福祉士・看護師）

整理整頓関係

医療関係（訪問看護ステーション）

情報提供元など

保険会社

コミュニティ大学

資産運用機関等

同業者仲間

確定拠出年金

ネットワーク活用例

 交流会、団体への参加など
• 倫理法人会への加入、セミナーや交流会への
参加、セミナーの開催など
 専門家や企業経営者等とのネットワーク

構築

 アフターフォロー
• お客様向けを中心に、専門家を講師に招き、相続をはじめ生活にまつわるセミナーを開催。

 相続、遺言、相続税、エンディングノート、葬儀、終活、信託（ペット含む）、認知症、成年後見、整理
整頓関係など

• お客様の様々なご相談に対し、各種専門家をご紹介。

その他事業外での活動等

 周りも巻き込む活動
• アタカマ砂漠マラソンへの参加
• 「チームAHO」活動など
 自らの夢の実現のための活動でもある。
 代表自身の夢の実現のための行動をすることで、お客様の

夢の実現のために何ができるかという視点での提案により
深みが出る。

◎ 重要評価指標
• 売上高に対する接待交際費
と研修費の合計比率
 第1期・・・18.7％

 第2期・・・ 6.9％

不動産鑑定士
宅地建物取引士

子育て支援関係

仏壇関係

福祉関係

Facebook等

商工会議所等の支援機関 当社のお客様

お客様への付加価値の提供naturally



コミュニティスペース運営と情報発信

当社の知的資産（強み）／知的資産を生み出すマネジメント

コミュニティスペース「Clump of bamboo」の役割イメージ
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情報発信

当社では、「Clump of bamboo（クランプ オブ バンブー）」という名でコミュニティスペースの運営も行っており
ます。竹藪という意味で、一つの節がつながって大きくしなやかな竹になり、その一つの竹が竹やぶになって繋
がって強くなり、しなやかな心で繋がって強く太いコミュニティーになるような場所にしたいという想いで名付け
ました。
この「Clump of bamboo」では、各種イベントやセミナーをはじめ様々な情報発信も行いつつ、お客様をはじめ

様々な方々の意見交換や地域の交流の場として活用して頂いています。また、「Clump of bamboo」以外でも、
お客様のアフターフォローや見込み顧客の開拓としての情報発信も行っております。

アフターフォロー

その他情報発信

Clump of bamboo

お客様

一般の方々

見込み顧客

信頼強化

ネットワーク構築

ふれあい・夢と希望・地域交流

「Clump of bamboo」の役割イメージ

 主な情報発信ツール
• コミュニティスペース「Clump of bamboo」
• ホームページ、ブログ、Facebook等のSNS
• セミナー、勉強会等
☆ 今後は、メールマガジンの定期配信や「クラン

プ オブ バンブー」を活用した交流会、セミナー
等を増やす。

☆ セミナーをはじめ、企業向けの「選択制確定拠
出年金」に関する情報発信も増やす。

セミナー等

Facebook等のSNS

お客様からの紹介

個別相談

保険商品の見直し・
設計の提案

積立投資等の
資産運用の提案

選択制確定拠出年金
の導入提案

企業の従業員

協力先等からの紹介
交流・情報発信

中島崇によるミニセミナーの例

中島治子によるセミナーの例

Facebookページ

ホームページ

今後の課題は、情報発信の充実
「Clump of bamboo」の活用も含めたアフター
フォロー強化と新規顧客開拓促進のため
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代表社員 中島治子プロフィール

年 月 主な経歴、プライベートでの出来事など 構築したスキル等

1975年(S50) 3月 ☆ 滋賀県犬上郡多賀町で第四子として出生 （3月4日）
• 家庭の事情や環境などの要因で、小学3年生の時に「自分
の人生や環境は自分で決めて作りだす」と決意。

→ 自ら動く力

1995年(H7) 3月  滋賀県文教短期大学 卒業

4月  ミカサ商事㈱ 入社 （20歳）
• 電子部品や半導体等を扱う企業で、物流部門の事務職と
して従事。

• 物流部門の事務職は１名で、唯一の女性だった。

 社内環境の変化に、自ら進んで向上策
• 物流部門の拡大に伴い、事務職の女性は7～8名に増加。
• 同性の後輩ができたことで、「お局」と敬遠されるのを避け
たいという思いと、事務職が複数になったことにより、仕事の
円滑化と楽しい職場づくりを図りたいという思いで、コミュニ
ケーション力を磨く。

• 率先してコミュニケーションを取ることで、仕事の円滑化と
楽しい職場づくりができ、後輩だけでなく上司にも慕われる。

→ コミュニケーション
能力

2000年(H12) ☆ 中島崇と結婚 （25歳）

 社内イベント等企画を任され行動力に磨きがかかる
• 上司にも恵まれ、この頃から社内ツアーなどの各種イベント

を次々に企画・提案していき実現。
• 全支社を巻き込むほどのイベントも任される。

→ 企画・提案力
→ 行動力

2004年(H16) ☆ 第一子出産 （29歳）

☆ 「コブクロ」を滋賀に呼ぶ企画力と実践力
• FMラジオでデビューして間もない「コブクロ」の曲に感動。
• 滋賀に呼びたいと強く思い、署名活動や会場候補への営

業活動などを行う。
• その結果、2005年6月26日に滋賀県立文化産業交流会

館でライブが実現。

→ 人を巻き込むネッ
トワーク構築能力

→ チャレンジ精神
→ 諦めない精神力

☆ 彦根市で「子育てサークル」を立ち上げ
• 育児は母乳に徹して、食にも気を付けていた。
• 自身の経験や苦労も踏まえ、育児に悩む母親のために、

母子に優しい料理教室や楽しく育児ができる環境づくりや
取り組みなどができないかを模索。

• 誰もやらないなら自分がやればいいという考えのもと、生命
保険の助成金も得て、子育てサークル「親子ナチュラル
クッキング」を立ち上げ。

→ サークル運営力

2008年(H20) ☆ 第二子出産 （33歳）
• 産後9ヶ月目ぐらいから、3人目がほしいと思った。
• 自分が尊敬する人はおおらかな人が多く、その人たちは子

どもは3人という共通点があった。

 3人目を産む決意での葛藤
• この当時は今ほど産休・育休が取りやすい環境ではなかっ

た。
• 経済的な側面からも、収入を増やしたいという思いもあった。
• 第二子出産後の育休中に、友人を通じて保険会社の方と

のご縁を頂く。

2010年(H22) 1月  ミカサ商事㈱ 退職 （34歳）
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年 月 主な経歴、プライベートでの出来事など 構築したスキル等

2010年(H22) 2月  住友生命保険相互会社 滋賀支社 入社
• 自分自身で収入を増やし、3人目を産むためのよりよい環
境を自ら作るという思いで転職。

 プレゼンテーションで全国一に
• 他社の保険会社の営業も立ち入る某企業の社内で、差別

化を図るべく、誰もやらない目立つ方法で保険に関するア
ンケートを行った。

• 大きなボードを持った「街角アンケート」を参考。
• 保険についての大事な4つのチェックポイントをボードに明

示し、「このポイントについて考えて保険に加入しています
か？」という声掛けアンケートをするという独自の提案。

• 独自の提案方法で保険加入されるお客様が徐々に増加。
• 全国でのプレゼンテーション大会があり、滋賀代表として出

場し、この独自の提案方法をプレゼンテーションし優勝。
• 後に、この方法が社内でマニュアル化される。

→ 保険に関する提
案方法

→ プレゼンテーショ
ン能力

2013年(H25) ☆ 第三子出産 （37歳）

 保険だけでなく貯蓄の大事さに気づく
• 第三子出産後の育休中に、自身の今後のことも考えた貯

蓄の重要さに気づくとともに、貯蓄方法の知識を得る。
• 保険商品だけでなく、特に自身と同じような子育て世代に

対して、将来に備えた貯蓄方法や資産運用の提案もしたい
と思うようになる。

• 自身も海外積立投資による資産運用を始める。
 様々な保険商品も扱いたいという思い

• 1社の保険商品だけでなく、複数社の商品の中から、お客
様により適した商品を提案したいという思い。

→ 効果的な貯蓄方
法や資産運用ノウ
ハウ

2014年(H26) 8月  住友生命保険相互会社 滋賀支社 退職 （39歳）
 合同会社naturallyを設立し、代表社員に就任

 事業以外でも、積極的に様々な活動を行う

 主な保有資格
• 2級FP技能士

（2013年7月取得）
• AFP認定者資格 取得予定
• トレース技能検定１級

(2003年2月取得）
• 実家片付けアドバイザー1級
認定講師

（2016年9月取得）

実家片づけアドバイザーⓇとは
実家片づけアドバイザーⓇは、家族だけで

は抱えきれない実家の片づけを、「物」の片
づけだけでなく親子関係をプロデュースし、
幸せづくりのお手伝いをする、新しいタイプの
サポーターです。
心地よく暮らしていくための整理収納のコツ

はもちろん、高齢者の心理的な側面やコミュ
ニケーションスキル、税理士や弁護士などの
専門家に依頼する前に、家庭内でどうしても
整理しておかなければいけない知識の整理、
終活で必要なことなどのサポートをするだけ
の法律面や専門的な、プラクティカルな知
識まで身に付きます。

(一社)実家片づけ整理協会ＨＰより抜粋

びわ湖チャリティー100km歩行大会
（びわ100）出場

「チームAHO」(※)の活動

倫理法人会での活動

2016年10月には世界4大か国マラソンのアタカマ砂漠マラソンにも出場

※ 「チームAHO」とは・・・『誰かの「挑戦」が誰かの「勇気」につながる』『誰かの「挑戦」が誰かの
「幸せ」につながる』というテーマのもと活動する有志の集まり。多くの方に勇気や幸せのきっ
かけを広げて、笑い楽しみながら、みんなでやれば出来ないことはないという考えで活動する。
名前の「AHO」も、頭の中も無にするという意味合いがある。
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中島崇プロフィール

年 月 主な経歴

1974年(S49) 3月 ☆ 滋賀県彦根市で出生（3月7日）

1992年(H4) 3月  滋賀県立能登川高等学校 卒業

4月
～

 旭化成住工㈱ 本社滋賀工場 入社 （18歳）
 製造課に配属

• 住宅用鉄骨部材のプレス加工やロボット溶接機の
運転管理を担う。

• プレス機やロボット溶接機のオペレーター知識や
半自動溶接機の溶接免許も取得。

• 特注品の手動溶接にも対応できる技術を習得。

1996年(H8) 4月
～

 塗装課に配属 （22歳）
• 主に、製造課からの仕掛品を電着塗装するライン
の運転管理を担う。

• 電着塗装に関する塗装技術や薬品管理に加え、
それらを使用した設備の運転管理に伴う有機溶
剤等の危険物や排水処理に関する知識、資格を
取得。

2000年(H12) 4月
～

 塗装課班長に昇格 （26歳）
• 塗装に関するハード、ソフト面での管理や人材育

成を担う。
• 安全、品質、コスト、納期、育成など、班全体の実

務を経験し、管理者としての知識を身に付ける。
• 新設ラインを安定稼働させて生産能力向上に貢

献。

2004年(H16) 4月
～

 エンジニアリング課のスタッフに配属 （30歳）
• これまでの実績や社内一の資格数などが評価さ

れ、大卒や専門的スキルを持つ社員が従事する、
いわゆるキャリア組のような職位に抜擢。

• 塗装や排水処理設備の保全、修繕、関連設備の
新規導入等を担う。

• 保全・修繕を通じて、機械や電気関係のハード面、
シーケンスプログラムのソフト面の知識を習得。

2010年(H22) 4月
～

 エンジニアリング課で省エネ推進を担当 （36歳）
• 工場のインフラ関連の省エネ化を担う。
• メーカーや取引先の協力により、知識や知見を高

める。
• エアー漏れ削減や回転機器のインバーター制御

による電力量削減（CO₂削減）に携わり、燃料転
換によって、300万円/年のコストダウンを実現。

その他、1000万円/年のコスト削減策を稟議提案し他の担当が実現するなど、会社
の利益向上に貢献。

2013年(H25) 4月
～

 製造課に配属、班長として従事 （39歳）
• ロール成形ラインの全ラインの全般管理や人材育成を担う。
• 安全、品質、コスト、納期、育成など、班全体の実務を経験し、管理者としての知識

をさらに身に付ける。
• エンジニアリング課での知識や経験を活かし、設備に強いラインマンの育成に成功。

2015年（H27) 4月  旭化成住工㈱ 退職 （41歳）
• 妻の会社設立に伴い、家庭と会社のサポートをすべく退職し、3級FP技能士取得。

8月  公共職業訓練 イークリックパソコンスクール経理・財務を事務科 入校（10月修了）

2016年(H28) 2月  合同会社naturally 入社

 主な保有資格
• 3級FP技能士

（2015年7月取得）
• エネルギー管理士

（2010年3月取得）
• 第二種電気工事士

（2000年10月取得）
• 1級機械保全技能士

（2010年3月取得）
• 公害防止管理者 水質
第二種

（2014年12月取得）
• 公害防止管理者 大気
第四種

（2009年2月取得）
• ボイラー整備士

（2003年7月取得）
• 二級ボイラー技士

（1997年1月取得）
• 危険物 乙種 第四類
取扱者（引火性液体）

（2001年12月取得）

製造現場を知り
利益向上にも貢献できる

製造業に強いFP



ファイナンシャル・プランニング技能士（FP技能士）について

AFP認定者数、業種別属性

ファイナンシャルプランナーを取り巻く環境

知的資産経営報告書2016 合同会社naturally 1616

 AFP資格とは（注1）

AFFILIATED FINANCIAL PLANNERⓇ
• 2級FP技能検定の合格とAFP認定研修

の修了といった要件を満たし、日本FP
協会へ登録することで、付与される資
格。

• 2年ごとの資格更新に所定の継続教育
が義務付けられており、常に知識とスキ
ルの向上を行う。

• AFP認定者は、基本的なインタビュー技
術、提案書の作成技術、プラン実行援
助のためのさまざまな知識を有する。

 CFP®資格とは（注2）

• 北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを
中心に世界24カ国・地域(平成28年3
月現在)で認められた世界水準のファイ
ナンシャル・プランニング・サービスを提
供できる、プロフェッショナルであることを
証明する資格。

• AFP資格と同様に2年ごとの資格更新に
所定の継続教育が義務付けられている。

• 国際CFP®組織FPSBとのライセンス契約
の下に日本FP協会が認定。

 図及び説明文については、NPO法人日本FP協会、一般社団法人金融財政事情研究会から一部修正して引用。
注1：AFFILIATED FINANCIAL PLANNERⓇ 、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナーⓇは、NPO法人日本FP協会の登録商標。
注2：CFPⓇ、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERⓇ、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナーⓇは、米国外においては

Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人
日本FP協会が商標の使用を認めている。

日本FP協会の認定資格と技能検定の関係（イメージ）

 グラフ1は、日本FP協会のデータを基に作成。
 グラフ2は日本FP協会から引用。グラフ1

グラフ2

 ファイナンシャル・プランニング技能士とは
• 顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談
(ファイナンシャル・プランニング)に必要な技能を認定する
国家資格で、FP技能検定（ファイナンシャル・プランニング
技能検定）を受検し、合格した方が称することができる。FP
技能士には、１級、２級、３級の３つの等級がある。

• FP技能検定は「職業能力開発促進法」に基づく技能検定。

CFPⓇ認定者、AFP認定者は年々増加しており、㈱ユーキャンが実施した「2016年のトレンド予測と資格取
得に関する意識調査」ではファイナンシャルプランナーが１位になっている。また、FP事務所などの独立系の
事業所は全体の７％だが、今後も増加傾向にある。

FP技能士とは



人口、事業者数について

ファイナンシャルプランナーを取り巻く環境
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人口推移と同様、事業者数も減少傾向にある。それに対してFP資格者は増加傾向にあることから、法人向
けへの提案等に関しても、潜在ニーズの掘り起こしや細分化されたニーズへの対応、独自の価値が、より一層
求められるものと思われる。

15-64歳

14歳以下

65歳以上

総務省統計局データをもとに作成

彦根市統計(平成27年版)をもとに作成

全国及び彦根市の人口推移

 全国の中小企業・小規模事業者の数等の集計結果
（中小企業庁より）

2009年 2012年 2014年 増減

小企業・小規模事業者（全産業）
420万者
（99.7%）

385.3万者
（99.7%）

380.9万者
(99.7%)

▲4.4万者
(▲1.1%)

うち小規模事業者（全産業）
366万者
（87.0%）

334.3万者
（86.5%）

325.2万者
(85.1%)

▲9.1万者
(▲ 2.7%)

規模（大企業と中小企業・小規模事業者の合計、全産業） 421万者 386.4万者 382.0万者
▲4.3万者
(▲1.1%)

全国及び滋賀県の事業所数の推移

 滋賀県の事業所数
（平成21年経済センサス基礎調査及び平成24
年・26年経済センサス-活動調査結果より）

2009年 2012年 2014年 増減

事業所数（全産業） 60,746 55,469 49,935 ▲5,534

人口減少、少子高齢化が進
み、資産活用を検討する高齢
者は増加するものと思われる。
一方で、少子化に伴い、教育
費をはじめ、子育て世代が子ど
も一人に対して掛ける家計割
合の増加など、家計の構造に
も変化が予想される。

彦根市に至っては、人口・世
帯数ともに増加傾向であるが、
今後は減少傾向になると思わ
れ、高齢者における資産活用
ニーズや子育て世代の家計構
造も、先述の通りと思われる。

高齢化とはいえ、人口減少と
ともに高齢者数も減少傾向で
あり、子育て世代を含めた生産
年齢人口も減少していく。

そのような中、FP資格者は増
加傾向にあり、保険商品や金
融商品での差別化が難しいこ
とから、今後は益々、独自の価
値が求められるものと思われる。



売上高・利益率

業績等
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金額 構成比 金額 構成比

売上高
売上原価

売上総利益
販管費

営業利益
営業外収益
営業外費用 （為替差損）

経常利益
特別損益

税引前当期純利益
法人税等

当期純利益

金額 構成比 金額 構成比

売上高
変動費(※1)

限界利益
固定費
⇒人件費以外（製造経費含む）

⇒役員報酬・給与等
経常利益

特別損益
税引前当期純利益

法人税等
当期純利益

損益分岐点(※2)

損益分岐点比率(※2)

従事者（パート・バイトは1/2計算） 1.5 2.5 166.7%
役員・社員 1 2 200.0%

パート・バイト 1 1 -
一人当たり売上高
一人当たり限界利益
一人当たり営業利益
一人当たり人件費
労働生産性(※3)

※1　変動費＝外注費+支払手数料

※2　損益分岐点＝固定費÷(1-変動費÷売上高)　　損益分岐点比率＝損益分岐点÷売上高

※3　労働生産性＝(営業利益+人件費+減価償却費)÷従事者数

変動損益計算書
平成27年7月期 平成28年7月期

前年比

損益計算書
平成27年7月期 平成28年7月期

前年比

非公開

非公開



貸借対照表

業績等
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財務分析と業界比較

*中小機構「小規模事業者の事業計画づくり・サポートキット」を基に作成
*【業界平均②】日本政策金融公庫「小企業の経営指標2014（サービス業-専門サービス）」より抽出
* は前年比悪化または業界平均を下回った項目

金額 構成比 金額 構成比
資産合計
現預金合計
受取手形・売掛金
棚卸資産
その他流動資産計
建物・設備等（償却資産）
その他固定資産計
負債・資本合計
支払手形・買掛金
短期借入金
その他流動負債計
長期借入金
その他固定負債計
自己資本

貸借対照表（B/S）
平成27年7月期 平成28年7月期

非公開

指標 算式 単位 数値 増減 数値① 増減 業界平均② 差異①-②

□ 収益性
売上高総利益率 粗利益÷売上高 ％ 74.5%
売上高営業利益率 営業利益÷売上高 ％ 0.6%

人件費対売上高比率
（給料賃金+福利厚生費+専従者給
与）/売上高

％ 45.8%

諸経費対売上高比率
（経費合計-人件費-減価償却費-
外注工賃）/売上高

％ 29.3%

□ 効率性
総資本回転率 売上高÷資産合計 回 2.4
商品回転期間 棚卸資産÷１日あたり売上高 日

受取勘定回転期間
（受取手形・売掛金＋割引手形）÷
１日あたり売上高

日 0.1

支払勘定回転期間
（支払手形・買掛金）÷１日あたり売
上高

日 0.1

□ 生産性
従業者１人当たり売上高 売上高÷従業者数 千円 10,766

粗付加価値額
控除前所得金額+人件費+減価償
却費+支払利息割引料

千円

従業者１人当たり
粗付加価値額

粗付加価値額÷従業者数 千円 4,713

従業者１人当たり人件費
（給料賃金＋福利厚生費）÷従業員
数

千円 4,209

□ 安全性

当座比率
現預金合計+受取手形・売掛金/流
動負債合計

％ 259.9%

流動比率 流動資産÷流動負債 ％ 399.3%
借入金回転期間 短期・長期借入金÷平均月商 月 7.3
自己資本比率 自己資本÷負債・資本合計 ％ -32.8%

損益分岐点比率（経常利益）
（経費・営業外収支合計-外注工
賃）÷限界利益率

％ 102.6%

H27/07 H28/07 専門サービス

非公開



重点事項

今後の目標と展開
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コラボセミナー企画案

今後の目標と展開
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• 相続、遺言、信託、成年後見など、「終活」をテーマに連続セミナーを開催。
• 同時に、各回のセミナーをもとに、エンディングノートも完成させていく。
• 当社のネットワークを活用して、各回とも別の講師が担当し、講師とコラボしながら実施。

回 テーマ 講師 概要

第１回 実家の片づけ
生前整理と遺品整理

実家片付けアドバイザーⓇ
渡部亜矢氏

実家の片づけから、専門家に依頼する
前にするべきポイントを解説。

第２回 相続（争族）の実態 弁護士 佐口裕之氏 紛争の実態を知り、争族の防止対策の
大切さを知っていただく。

第3回 遺言（任意後見、民
事信託予告）

行政書士 佐口佳恵氏 紛争を防ぐ、又は軽減する遺言につい
て。事例等を交えて解説。

第4回 信託とペット信託 交渉中

第5回 認知症 交渉中

第6回 成年後見 交渉中

第7回 葬儀・お墓・戒名等 日蓮宗住職、㈱伊藤仏壇

第8回 相続にまつわる税金・
節税

税理士 杉本浩志氏 相続税制や支払い原資となる保険の加
入状況や不動産について解説。

第9回 資産運用の観点から
の相続

当社 中島治子 失敗しない相続財産の運用方法を知っ
ていただく。

第10回 思いに焦点をあてる
終活

交渉中



目標数値

今後の目標と展開
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第3期～第5期の3ヶ年売上・利益計画

数値目標・3ヶ年利益計画

•
•

非公開

金額 割合 金額 割合 金額 割合

a.法人関係
b.保険関係
c.資産運用関係

合計

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

売上高
変動費

限界利益
固定費(営業外費用含む）

⇒人件費以外
⇒人件費（法定福利費含む）

経常利益
税引前当期純利益

法人税等（22％で計算）

当期純利益
借入金元金

借入金元金差引後利益

損益分岐点

損益分岐点比率

従事者（パート・バイトは1/2計算） 2.5 2.5 3.5

役員・社員 2 2 3
パート・バイト 1 1 1

一人当たり売上高
一人当たり限界利益
一人当たり営業利益
一人当たり人件費
労働生産性(※1)

※1　労働生産性＝(営業利益+人件費+減価償却費)÷従事者数　　注）減価償却費は計上せず

変動損益計算書
平成29年7月期 平成30年7月期 平成31年7月期

事業別売上
平成29年7月期 平成30年7月期 平成31年7月期

非公開

非公開



今後の目標と展開
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3ヶ年 月別売上計画詳細

非公開



お問合せ先
合同会社naturally (naturally.llc）
〒522-0034 滋賀県彦根市大橋町18 takumiApartment101
TEL ： 0749-47-4885 FAX : 0749-47-5404

担当者
代表社員 中島 治子

発行
2016年10月15日

本報告書の掲載内容は、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、将来の経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によって、これらの記載内容等を変更すべき

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等を、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。

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、企業や事業所にお
ける競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランド等）、組織力、経営理念、顧客とのネッ
トワーク等、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指します。

知的資産経営報告書とは、これら「知的資産」を、顧客、取引先様、従業員、株主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≪価値創造ストーリー≫として、
目に見える形でわかりやすくお伝えし、企業や事業所の将来性に関して認識を共有化していただくことを目的
に作成するレポートのことです。

知的資産経営報告書とは

本報告書ご利用上のご注意

作成支援・監修 外部専門家

あとがき
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本報告書の作成にあたっては、本報告書の記載内容につき、その客観性を維持・向上させる趣旨から、次
に掲げる専門家のご支援を賜りました。

 エフォート行政書士事務所 中島 巧次 （行政書士 / 知的資産経営認定士）
所属 ：滋賀県行政書士会 ／ 日本知的資産経営学会 正会員
登録 ：公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 登録専門家
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