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屋号 BODY GARAGE IKEMOTO（ボデーガレージ イケモト）

所在地 〒527-0065 滋賀県東近江市下二俣町454番地2（玉緒自工内）

創業 平成15年10月1日（2003年）

代表者 代表 池元 茂

従業員数 1人

電話 / FAX 0748-22-4789 / 0748-23-2306

WEBサイト https://www.facebook.com/bgikemoto

業務内容
 自動車の鈑金・塗装・修理業

• 主な使用塗料：デュポン社製
 タイヤ交換、機器・パーツ取り付け、車検代行、保険による修理等

事業所概要

名神高速道路 八日市ICから
1. 八日市ICを降りて国道421号線を右折
2. 国道421号線を東に進み、林田町交差点

を右折(県道46号線)
3. 県道46号線を南に進み、大森町交差点

を右折(県道170号線/布引街道)
4. 県道170号線(布引街道)を西に進み、名

神高速道路高架をくぐる
5. 高架をくぐった直後の右側、(有)玉緒自工

様に入り奥へ進んで下さい



ご挨拶

BODY GARAGE IKEMOTO
代表 池元 茂

年 月 内容

平成6年 3月 滋賀県立水口東高校卒業

平成6年 4月
～

卒業後、板金・塗装業者5社で経験を積む
 鈑金業・・・6年で3社 ／ 塗装業・・・4年で2社（3年と1年）

※ 塗装業での 初の所で、塗装の下処理を徹底的に教え込まれる
※ 塗装業での 後の1年は、鈑金・塗装の全行程を行い、現在の礎になる

 この時に一緒に腕を磨いた仲間数名が、現在の同業連携仲間になっている

平成12年 10月 結婚（臨床検査技師の妻）

平成15年 10月 現在の地で独立、創業
高卒後、約10年の経験を経て、(有)玉緒自工様の敷地・工場を借り受け独立

大学にて職人による技術伝承の研究に参加

平成25年 現在に至る
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代表経歴・沿革

私の父が某自動車会社で業者向け営業をしていたこともあり、地元を中心に街の小さな自動車屋さんなど
を熟知していました。その中で、創業時から取引があり、旧知の中でもあったのが玉緒自工様でした。

玉緒自工様では、自社の鈑金従業員が体調不良で退職したことで、板金塗装用の工場が稼働しないまま
になってしまいました。そこで同社から父に「この工場をお貸しするので、息子にやらせてみたらどうですか？」
という提案があったのです。

高卒後、鈑金塗装一筋で約10年やってきて独立志望もあった私は、この機会をまさに千載一遇のチャンス
と捉え同意。通常、板金塗装業を行うには、建物・設備など 低限の初期投資だけでもかなりの金額が必要
になります。しかし、同社のご提案は、敷地、建物、必要 低限の設備がほぼすべて揃った状態。私が揃えた
のは塗料や備品などで、それでも本来かかる数分の1程度の約300万円の初期投資で創業することが出来ま
した。

また、一番苦労するお客様も、玉緒自工様からの受注に加え、父の紹介による数社の業者様に恵まれ、こ
れらのお客様の仕事をこなすだけで目一杯の状態でした。

そして現在、20年の鈑金・塗装経験のもと、創業時からのお客様とも継続して取引があるなど、おかげさまで
お客様からの評価と信用を得て営業しております。

父のご縁で、設備投資なしで創業

滋賀という所は車が無ければなにかと不便な土地柄です。多くの方が若
年、年配問わず車を所有し、生活に不可欠なものとなっています。しかし、
多くの方が修理店等にて言われるがままのメンテナンスや修理をされてい
るのが多いのも現状です。業界に長くいるからこそできる、本当の意味での
お客様目線に立ったサービスの提供を、お一人おひとりの生活環境や車に
対する思い入れに配慮して提案していきたいと考えています。

私共の仕事は損傷した車を修復させることがメインではなく、自分の車を
損傷させたというカーオーナー様のネガティブな感情を少しでも払拭するこ
とができるよう努力することであり、また、価格や技術ばかりを追求していくの
ではなく、｢クルマ｣というものを通じて多くの方々との素晴らしい関係が構築
されていくことこそが私共の理想と考えます。

私共は基本｢待ち｣の仕事です。お客様が車を損傷されることを、こちらで予測することとはできません。全
く仕事がない時期もあれば、同時期に重なる場合もあります。また業界として車販店、ディーラーからの下
請けの仕事がメインとなっており、それらの店との関係を悪くすれば一気に収益が落ちる危険性もあります。
また、下請け故に昨今の厳しい状況を反映してか、少しでも利益の確保をと考える元請け店が増加したた
めに、料金の値下げ競争は激しく、体力のない会社が淘汰されていくのは自然な流れです。

そのような状況から脱却するにはどうすればいいか、直接エンドユーザー様への積極的な働きかけ、少し
ずつでも私共のファンを作っていく必要性を強く感じました。しかし私共のセールスポイント、アピールすべき
点が何なのか、そこがわからず悩んでいた経緯があり、知的資産経営報告書の作成を通じて、何か見出す
ことができればと考えたわけです。



経営理念
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技術への信用
車だけでなく

事故後の心も治す
喜びの提供

理念
知的資産・強み
を生み出す活動

マネジメント
知的資産・強み

事業

顧客価値

美しさを求めた
鈑金・塗装

対応力
技術に対して謙虚に

品質に対して貪欲に

修理後も5年10年
長く乗って頂きたい

当社の価値創造ストーリー図

技術に対して謙虚に、品質に対して貪欲に。
常に己の技術を磨き、常にお客様が満足以上のもの得られる品質を心がけています。

車とは何か?人によって答えは様々。
当社は車を楽しむ方、車を相棒のように、家族のように可愛がっておられる方を

全力でサポートします。

丁寧なこだわりの
工程

顧客対応

対応力、信用の源泉
工程と対応

腕のいい同業者
仲間との連携

下請工賃の維持

技術への信用の源泉
取引先との関係

1社依存しない
マネジメント

複数社との取引
による情報収集

対応力の源泉・情報収集
仕入先との関係



美しさを求めた鈑金・塗装

丁寧な仕事と軽いフットワークをモットーに、自動車ボデーの修正・金属パネルの加工(元の状態に形成・整
形)し、そして美しく塗装を施し、車を元の状態に戻す仕事をしています。鈑金加工以外にも、カーナビの取り
付け、車検代行、保険による修理等も行っています。

車が故障した時、傷がついたり凹んでしまったりした時、修理にかかる費用が高額であれば新車を買ったほう
がよいかもしれません。しかし、当社に来られるお客様は皆、それぞれの車を自分の相棒や家族のような想い
で大切に乗っておられます。大切な相棒や家族である車をお預かりする以上、全力で、そして 高品質で仕
上げて、元気になった車をお客様の元へ帰してあげる、それが当社の仕事です。

事業内容
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地デジチューナー取付

 品質重視・丁寧な仕事
• お客様の大事な車をお預かりしますので、何より
も品質重視で、 丁寧な仕事を心がけています。

• 鈑金加工による成形、塗装は新車に匹敵する
仕上がりにて納品致します。

 お客様に応じた柔軟な対応
• 全ての作業を一人でこなすからこそできる柔軟
な対応。

• 修理の全てを取り仕切るので、お客様のこだわり
やご予算に応じて、様々な修理方法が可能。

 鈑金・塗装
 保険での修理
 機器・パーツ取付
 タイヤ・ホイール交換
 車検代行・代車貸出

新
車
の
よ
う
な

仕
上
が
り

Before After

当社の特徴

主な業務

新車のような美しさ、修理後の安定性、
お客様の要望に応える、お客様の喜びを考えた

修理

10年の実績と、同業者からの信用を得ている
確かな仕事

29%

18%
18%

8%

12%

15%

取引先別売上構成比

A社

B社

C社

D社

同業者仲間

一般顧客

注)取引先名等は非公開



当社の知的資産・強み、マネジメント
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丁寧なこだわりの工程 ～ご相談・ご依頼から納車までの流れ（個人のお客様）～

保険会社には「アジャスター」と呼ばれる事故の損害調査業務を行う方がおられます。アジャスターは修理
業務に精通し、当社の出す見積書が適切か否かなど、修理費が高騰しないよう精査します。ですので、当社
からの見積書が保険会社に100％通るわけではないのです。見積りを精査し、少しでも支払い額を抑えたいア
ジャスターと、少しでもお客様が満足して頂ける修理をしたい当社との交渉が上手くいかなければ、保険会社
から修理費を頂くことができません。その意味で、この交渉を重要な仕事と位置づけています。

 保険会社との費用交渉・協定の重要性

顧客対応1 ～フットワーク～

• ご相談・ご依頼があれば、まずこちらから出向いて
現車確認を行う

• お客様や業者等から不具合の連絡があった場合、
説明だけではイメージが持てなければ、すぐに駆け
つける

顧客対応2 ～丁寧な説明～

• 面倒くさがらず、専門用語を使わず、お客様目線
で、わかりやすくじっくり丁寧に説明
 職人気質が強いと、詳しく説明する必要がない

として、説明の省略等をする傾向がある
 お客様が理解し納得して頂いた上で修理

• 保険についても、わかりやすくアドバイス
 保険料上昇のことなども説明し、保険適用がい

いか実費負担の方がいいかのアドバイス等
• 負担を考慮し、中古部品等の提案も含め、色々
な修理方法を提案
 自分ならどうするかという回答も用意

• 分解確認後、概算見積との差額等を連絡
• 納車の際もこちらから持ち込み、修理についての
詳細をご説明

顧客対応3 ～代車の無償提供～

• 当社では現在、3台の代車を用意
• 実費での修理の場合や保険の代車特約がない場
合は、納車まで無償貸出

※ 今後、代車保有数を増やす計画にある。

事故等による
連絡・依頼

出向いて
現車確認

お客様から
保険会社へ連絡

概算見積・説明・
提案・保険の相談

事故車の入庫
保険会社による
事故の損害調査

代車の無償貸出
（お客様負担ゼロ）

保険会社との
費用交渉開始

分解
損傷具合の確認

確認後の
見積の連絡

交換部品の発注 修理・鈑金

塗装処理洗車・車内清掃
出向いて納車

修理詳細のご説明
ご請求

交渉力が必要

こだわりポイント こだわりポイント

お客様が実費負担の場合顧客対応1

顧客対応2

顧客対応1・2

顧客対応3

顧客対応2

対応力、信用の源泉 ～工程と対応～

修理後も長く乗っていただけるよう、見えない部分にも配慮をした修理をすることを第一に考え、修理内容に
ついても、経年変化が極力出にくい修理方法とお客様の意向(価格の要望など)との両立を考え、その中で作
業する者だからこそできる 善の提案をしています。

保険会社との交渉終了・協定
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丁寧なこだわりの工程 ～鈑金・塗装～

鈑金作業後、塗装開始
中古部品もサフェーサー※塗布

部品を仮合わせ。修理費を抑え
るためボンネットやフェンダー部品

に中古部品を使用するケース

バンパー・割れたガラスも
中古部品で取替のケース

衝撃が加わった角度や変形具合
を慎重に確認しながら思いっきり

引っ張っていく作業

修理1-1 修理1-2 修理1-3

修理1-4修理1-5

修理1-6

修理1-7

新車のような美しさに仕上がり

よくある「前当り」の事故
かなりひどい状態

中古部品の使用等で、通常の
修理費より30％ダウンした事例

 修理後も5年10年と長く乗って頂きたい思いでの修理
• できるだけ部品の交換をせずに済むよう、元の状態を活かした修理

 特に溶接での接合部分は強度などの再現性が困難
 その部分は特に交換しないで済むよう心がけ
 溶接が必要な部品交換の場合は、下処理と防錆処理等を徹底

 交換するほうが作業としては手っ取り早いが、修理による再現を重視
 交換する場合も、お客様のご予算やニーズに合わせて対応

バンパー、フェンダー、ドアにも少し凹み

修理2-1 修理2-2

修理2-3

修理2-4

修理2-2：鈑金途中の様子
外せる部品は外す
修理2-3：下処理し塗装作業

塗装し、その後組み付けて完成

修理しない部品も取り外して
ムラなく美しく塗装

取り外しにリスクも伴い神経も使うが、元の色との誤差や色ムラ等を 小限に抑えるため、手間暇かける

全行程を一人で行うので、
ご予算・想いに応じた
柔軟な対応が可能

新車のような美しさ、
修理後の安定性、

お客様の要望に応える
お客様の喜びを考えた

修理

※サフェーサー・・・塗装前に行うプラ下地の
終仕上げに使う塗料
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修理3-1、3-2：
後部ドア、バンパー、テールラ
ンプは全て取替。左右リヤフェ
ンダーも損傷あり

修理3-3： 初に、衝撃が加わった角度や変形具合を慎重
に確認しながら思いっきり引っ張っていく作業

修理3-4：取り替えるパネルをばらしていく

修理3-1

修理3-2

修理3-3 修理3-4

新品の交換部品

修理3-5

溶接面に防錆処理
単純な作業だが、これ
が重要

部品を付けて仮合わせ溶接完了

塗装完了

修理3-6

修理3-7修理3-8

修理3-9

組み付けも終わり完成

修理3-10

丁寧なこだわりの工程
～修理前の「分解、損傷具合の確認」～

• 概算見積に見落しがないかをチェック
 損傷した部品を全て取り外す
 衝撃の加わり方を見て、見えない部分の損傷

も予測して作業
 二次損傷がないように、損傷していない所

を１つずつチェックしながら分解
 入念にチェックしながら行わないと、後に組

み立てる際に、部品が合わないという事態
になりかねず、その場合はやり直しになる

 損傷の激しい事故車の場合、この工程で半日
かけることもある

⇒ 部品の追加発注による納期ロスも防ぐ
• 分解し、実際に損傷具合を判断して、お客様に見
積とのズレを連絡

丁寧なこだわりの工程
～経験と勘による「引っ張り」作業～

修理2-2、3-1、3-2参照

• 骨格をできるだけ元に戻す
 衝撃が加わった角度や変形具合を慎重に確

認しながら、強い力で引っ張っていく
 見えない所も確実に目視しながらの修理で、

見せかけの修理はしない
 手間暇かけた 善策
 二次損傷を防ぐ

⇒ 本当に交換の必要な部品がわかる
⇒ 引き作業である程度形が戻ってから部品交換
※ 小さな凹み傷はハンマリングで戻す

修理1-2、3-3参照

丁寧なこだわりの工程 ～部品発注～

• 効率的に発注できるよう、できるだけ1回での発注
 分解・損傷具合確認、引っ張り作業で、交換の

必要な部品がわかる
⇒ 1回の発注で済むと納車が早まる

美しい仕上がりにするために、
手作業による丁寧な仕事

手間暇より、 善策を考えた仕事

この作業が修理
の優劣を決める

• 修理の違いが分かりにくいコキズほど気を遣う
• 業者経由でも、業者都合ではなくエンドユーザーの想いを考えた修理を行う

丁寧なこだわりの工程 ～塗装処理～

• 下処理を大切にする （P.9に詳細）
 修理しない部品も取り外す
 取り外しにリスクも伴い神経も使うが、元の

色との誤差や色ムラ等を 小限に抑えて
美しく塗装するため、手間暇かける

 埃のつきにくい紙貼り（養生）
 ペーパーがけなどの細かな作業も丁寧に行う

修業時代、徹底的に教わる
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丁寧なこだわりの工程 ～清掃と「素人目線・女性目線（ユーザー目線）」でのチェック～

• 鈑金・塗装後のチェック
 代表の自己チェックだけでなく、妻が 終チェック
 職人のおごりによるチェック漏れを防ぐ
 粗探しをするようにチェック 集塵機での清掃

1～2時間

手洗い洗車
約1時間

ハンドル、座席等の
シート掛け

納車

 「素人目線・女性目線」でのチェック

 時間をかけた車の清掃

• 美しさの感性が豊かな女性目線で車内清掃
 集塵機等での清掃
 掃除機では落ちない糸クズなども除去
 粘着テープ付き清掃具（通称：コロコロ）も使用
 この工程で1～2時間かけて行う

 手洗い洗車
 約1時間かけて徹底的に手洗い洗車

• シート掛け
 商品を納品するようなきれいな仕上げ

☆ エピソード
臨床検査技師時代の「発
見漏れがあれば命に関わ
る」という認識が役立つ

修理完了

女性目線チェック

丁寧なこだわりの工程 ～徹底した塗装の下処理～

鈑金した箇所の
パテ塗布・乾燥

面出し
（粗めのSPで研ぐ）

サフェーサー塗布
パテを密閉し、

塗料をノリやすくする

鈑金していない箇所を
SP研ぎ（番手1500）

塗装

SP研ぎ
（番手400から段階的に）

• パテ塗布でのこだわり
 初のパテ塗布の良し悪しが次工程のサンド

ペーパー（SP）の研ぎやすさに影響
 やり直しが可能で、通常3～4回塗布する所も多

いが、当社はやや多めに塗布し、1回か多くても2
回で塗布

※ サンドペーパー（SP）の番手

1500で研いでも、手の感触ではほとんどわからない

 修業経験が生きた鈑金・塗装の両方出来る強み

• 鈑金と塗装の両方できる人は多くない
 通常は分業制であり、また、塗装工程を考えて

鈑金を行うのは困難
• 塗装のことを考えて鈑金をすることが可能
(例) 塗装しやすいように溶接したり、鈑金してから

では塗装が出来ないパーツを先に塗装する等
→ 見えない部分まで塗装するので、一般的に

は面倒で非効率な作業
⇒ この作業が防錆対策になる

• 塗装時に余計な手間や塗料のムダが省ける

見えない所も仕上がりの美しさ
⇒修理後の美しさと安定性の追求
コストダウンや柔軟な対応が可能に

80 120 180 240 320 400 600 800 1500

ペーパーの粗さ 細粗

• 粗めの番手で「面出し」
 番手80～240の粗目のSPで段階的に研ぐ
 技能が必要で、この面出しが 終の塗装に影響
 手の感触で研ぎ具合をチェック

• 鈑金後の面は凹凸があ
るため、パテ塗布し研ぐこ
とで、面を平らにする。

• パテは半練状のものに硬
化剤等を混ぜてこねて塗
布。

• 番手1500で研ぐ品質追求の一手間
 塗装する周辺の鈑金していないボディを も細か

い番手のSPで研ぐことで、ボディと塗料の密着性
も高め、無駄なく均一に塗装しやすくする。

修理2-2・2-3の工程

～ 終工程までトータルプロデュースが可能～



技術への信用の源泉 ～取引先との関係～

当社の知的資産・強み、マネジメント

下請工賃の維持

お互いが気持ちよく仕事ができ、お互いに利益を享受しあえるwin-winの関係の構築のため、お会いできな
いオーナー様への配慮を念頭に置き、業者様が不利益を被ることのないよう 大限のプレッシャーを課して
作業にあたります。このような取り組みが信頼関係に繋がっています。
また、同業者仲間との連携で、さらなる技術の向上も図っています。
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• 元請業者様からの受注において、元請業者が
ユーザーに提示した金額の ％の工賃で請負い

• この条件で承諾して頂ける業者様のみ取引

ユーザー 元請業者 当社10 非公開

win-winの関係で
お互いの

信頼関係構築

安定した利益率

技術、対応、
モチベーション

の維持

当社技術の評価

• 近では、業界への商慣習が崩れ、下請けへの
ダンピング率が上がりつつある。

（※公開版用に文章修正）

• また、同じ率でも元々の請負金額を下請がうける
金額ぐらいにするなど、かなり廉価にされる場合も
ある。

• 台車や部品の手配などを元請業者が行って下さ
るのをはじめ、下請側の営業経費が不要なため

※ 下請工賃を維持することで、価格差もなくなるこ
とから、既存の取引先との信用に繋がる。

主な取引先 所在地 取引歴 キッカケ 売上比率

A社 甲賀市 9年 29％

B社 東近江市 2年半 18％

C社 栗東市 9年 18％

D社 東近江市 8年 8％

連携同業者（板金塗装） 所在地 取引歴 キッカケ 塗料メーカー

a社 野洲市 創業時～ デュポン

b社 甲賀市 創業時～ 関西ペイント

ｃ社 東近江市 創業時～ 関西ペイント

d社 甲賀市 5年 デュポン

e社 愛知郡愛荘町 創業時～ 他メーカー

腕のいい同業者仲間との連携

• 当社の対応量を超える場合などに外注
 当社でノーチェックでも顧客先に納車できるほ

ど技術に優れている
• 連携先の対応量を超える場合等も、当社へ外注
 当社の技術にも信頼を寄せて下さっている

• 塗装に関する情報収集、技術向上に繋がる

▼ 良くない仕上がりの例
• 下処理がしっかりできていない
• 塗装の跡がわかりやすい
• 塗装跡の付着物、作業後の汚れ・ホコリがある
• パーツ取付等で、隙間が合っていない

素人をごまか
すことは可能☆ 腕の良さ

• 仕上の満足度レベルが高い
• どれぐらい追求できるか
• 新車のような事故前よりキレイな状態の仕上がり

プロも頷く
仕上げ

技術向上

情報収集腕のいい
同業者と連携

顧客満足

信用構築仕上の良さ当社の技術

注)取引先名等は非公開

注)取引先名等は非公開

非公開

非公開
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対応力の源泉 ～仕入先との関係・情報収集～

当社の知的資産・強み、マネジメント

業界の変化に柔軟に対応すべく多角的な見方を重視し、様々な業者様との取引の中で情報収集にあたり、
それらをお客様の車へフィードバックしていきます。そのために、業者様お一人お一人との人間関係を重視し、
ご贔屓にしてもらえる関係に努めています。

塗料仕入先（代理店） 所在地 取引歴 キッカケ 塗料メーカー

創業時～ デュポン

創業時～ 関西ペイント

創業時～ イサム塗料

 仕入のほとんどが塗料。なお、塗料には補修用塗料と新車向け塗料があり、鈑金塗装業は補修用を仕入れる。
 3社とも定期訪問して頂ける。 （※公開版用に文章修正）

部品仕入先 所在地 取引歴 キッカケ 備考

※1 創業時～ メインの仕入先

創業時～
パーツの他、タイヤ、
オーディオ等も取扱

※2 中古部品専門

※1 部品に関する知識があり、専門用語も熟知しており、当社への提案も的確で融通が利く。
※2 顧客のご予算に応じ、中古部品も使用して対応。ネットでも調達できるが、業者を介すほうが信頼できるため。

その他仕入先等 所在地 取引歴 キッカケ 備考

創業時～ ガラス専門

創業時～ ガラス専門

創業時～ デントリペア専門

リスクヘッジ

塗料メーカー毎の
特性・塗り方等を入手

新情報や業界動向
の情報入手

1社依存しないマネジメント

※ 塗料の濃度と塗り方の関係

塗料の濃度 塗りの広がり感 塗る回数

原液に近い 広がりにくくムラが出る 少ない

シンナーで希釈 広がる 多い

• 他社製塗料も取り入れて柔軟な対応
 他社製塗料も、独立前に使用経験あり
 他社製塗料の特性や塗り方等は、他社製の塗

料取扱店の他、同業者仲間からも情報収集
 テクニックの幅に広がりができる
 他社製塗料でのノウハウがデュポン社製塗

料での塗り方に生きることがある
 「職人気質」になりすぎると、他社メーカーの

ノウハウ等を使うことを邪道と思ってしまう
⇒ 顧客にとって塗料メーカーは関係なく、変なこ

だわりは捨てて、仕上がりの良さを追求

• 当社はデュポン社製の塗料がメイン
• 塗料の仕入は、当社使用のデュポン社製を取り
扱う代理店1社で十分
 他社からは塗料以外に消耗品等を購入
 他社製塗料の取扱店と取引することで、他社

製塗料の特性や塗り方等の情報収集が可能

1社依存しないマネジメント

複数社との取引による情報収集

• 塗料だけでなく、修理用のパーツやガラスの仕入
先なども1社依存しないマネジメント
 1社に依存すると、情報が偏る可能性がある
 講習会等の企画もあり、様々な情報を入手

• 個人で経営していると 新情報等を入手しにくい
 単なる部材の調達先ではなく、情報の仕入と

いう視点という意味で、仕入先の関係は大きい
 連携同業者からも情報収集

技術等に反映

顧客満足 信用構築

同業者
連携

仕上へのこだわり

同業者
連携

【参考】塗料メーカーによって同じ赤でも色が違う
• 同じ色でも配合の違いがある
• 他の色とのアジャストも変わり、塗り方も変わる

柔軟な対応

仕上の良さ

非公開

非公開 非公開

非公開

非公開非公開



営業対策、顧客対策

今後の目標・展開、課題
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サービス対策

地域対策

今後の価値創造ストーリー

技術への信用
車だけでなく

事故後の心も治す
喜びの提供

美しさを求めた
鈑金・塗装

対応力
技術に対して謙虚に
品質に対して貪欲に

修理後も5年10年
長く乗って頂きたい

こだわりの工程

顧客対応

対応力、信用の源泉
工程と対応

腕のいい同業者
仲間との連携

下請工賃の維持

技術への信用の源泉
取引先との関係

1社依存しない
マネジメント

複数社との取引
による情報収集

対応力の源泉・情報収集
仕入先との関係

理念 マネジメント 知的資産・強み 事業・顧客価値

地域での評判

同業等との連携力

地域での営業対策

売上約1,000万円強の安定的維持へ 後継者の雇用・育成も課題

赤字が新たに始める活動や新たに構築する強みなど

非公開

非公開

非公開

非公開 非公開
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本書の作成にあたっては、本書記載内容につき、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。

行政書士 中島 巧次
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 ：知的資産経営認定士 / 京都府「知恵の経営」ナビゲーター

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 登録専門家

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。

※ 知的資産経営報告書については、2005年10月に公表された経済産業省「知的資産経営の開示ガイドライン」
に基づいて、京都府が2008年5月に「知恵の経営報告書：作成ガイドブック」を公表しています。本書は原則と
してその作成ガイドブックに準拠して作成しています。

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、お客様、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。※

なお、本書の随所に掲載いたしました重要評価指標やグラフ等の数値表記は、目に見えにくい＝評価しにく
い「知的資産」を評価しやすくするため、適切な数値として表わすことを試みたものです。相対的評価のできる
ものについては相対的な指標の掲載を試みました。ただし、数値化できないものについては具体的事例や写
真などを盛り込むことで表現しました。このような数値や事例等も当社への評価のご参考にしていただければと
存じます。

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
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