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社長からのご挨拶 

  

この度、知的資産経営報告書発行に際して経営哲学である「全
ての人に、想いの家を造る為 私は努力する。」をわかり易く解
説し社員全員で理解し共有する事により組織として行動しお客
様へ最高の満足を提供する努力を惜しまず、私達の目的を達成
するため、指針を確認し迷う事なく行動できるよう導くものである。 
 
全てのサービスはお客様の為にあり、そのサービスがお客様の
満足となり、そしてそれが私達の評価につながります。 
 
全てのお客様へ満足を提供する為には想伸建設の存在意義を
全社員が明確にできるよう教育と環境作りに取組む必要がある。 
 
それが社是の「安く買い安く売り、そして適正利益をあげる。」と
言う相反する事を実現する事に続くのであり経営理念に基づく
経営を重視しあらゆる業務を見える化できる企業作りをする。 
 
不可能を可能にできるよう日々努力しお客様の期待に応えられ
るような魅力的な企業であるようサービスを提供致します。 
 
 

想伸建設株式会社 
代表取締役 谷口 伸太郎 

2014年1月1日 
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経営哲学 

哲学 

 
 

経営理念 

全ての人に、想いの家を造る為 私は努力する。 

社是 

安く買い安く売り、そして適正利益をあげる。 

想伸建設株式会社 
一、想伸建設社員一同は、 
技術、信頼、満足を住宅を通じてお客様に提供する集団ある 
 解説：想伸建設の社員として持つべき意識で、私たちはプロとして「技術」「信頼」「満足」を提供します。 
 

一、想伸建設社員一同は、 
お客様からの報酬により生活する集団である 
解説：お客様への奉仕が仕事であり、報酬は会社からではなくお客様から頂戴していることを自覚しなければな

りません。 
 

 

一、想伸建設社員一同は、 
情熱、気力、希望を常に持ち、住宅産業界に新風を起こし、挑戦する集団である 
解説：想伸建設の社員として必要な要素で、まず「情熱（やる気）」がなければ目的達成できません。そして 

「気力」「希望」を持って目的達成のため行動します。また、私たちは常に臆せず「挑戦」し続けます。 
 

 

一、想伸建設社員一同は、 
協力業者様並びに各社員様との和を大切にしお互いに尊重し合い成長する集団である 
解説：私たちは自分たちだけでは何も出来ません。協力業者様とお互いに高めあって活動できます。 
 

 

一、想伸建設社員一同は、 
自然環境、住環境を常に考え社会に貢献できる企業を目指す集団である 
 解説：社会の一員として存在価値のある企業をめざします。 

 
リアルウッド建材株式会社 
一、新しい価値を健全な企業活動により創造します 
一、協力業者様と共に発展し信頼を育みます 
一、社会との調和を図り生活の向上に貢献します 
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過去から現在 

沿革 

西暦 月 主な出来事 

1995年 3月 創業（大津市本堅田） 

8月 初代自社標準仕様「パワフルハウス」発表 

12月 有限会社想伸建設 設立（栗東市安養寺／資本金300万円） 

1996年 1月 二級建築士事務所 登録 

2月 一般建設業許可 取得 

8月 自社標準仕様「松」「竹」「梅」発表 

10月 CADソフト新規導入「スーパーCAD」 

1997年 6月 想友会発足 

1999年 5月 
CADソフト入替え「EPO-CAD」 
工事原価管理システム新規導入「工事ＰＲＯ」 

11月 外装事業部「ルーフｱﾝﾄﾞウォール」設立 

2000年 8月 自社標準仕様「スーパー梅」発表 

2001年 2月 土木事業部 設立 

4月 資本金1,000万円に増資、本社を大津市衣川に移転 

4月 グランデ事業部 設立 

6月 想伸建設株式会社 に名称変更 

6月 工事原価管理システム入替え「自社開発」 

8月 有限会社ルーフｱﾝﾄﾞウォール 設立 

2002年 2月 茨木営業所 開設 

8月 栗東営業所 新築落成 

9月 ISO 9001；2000 取得 

2004年 1月 会社ロゴマーク変更 

3月 資本金を2,000万円に増資 

6月 一級建築士事務所 変更・登録 

12月 CADソフト入替え「ARCHITREND」 

2005年 2月 宅地建物取引業者 免許取得 

2006年 4月 自社標準仕様「T1モダン」「T1ゴージャス」「T2」発表 

7月 クリエーションシステム株式会社 設立 

10月 全社ネットワーク整備（本社・栗東・茨木） 

2007年 8月 工事原価管理システム入替え「自社開発」 

2008年 2月 資本金を3,000万円に増資 

4月 基礎工事部 設立 

4月 自社標準仕様「Ｂｌｕｅ」 発表 

2009年 2月 自社標準仕様「Ｖａｌｕｅ」 発表 

10月 ISO9001；2008 取得 

想友会とは、取引業者で構成され、現場の
効率化や品質の向上、環境の保全、協力業
者間の交流と親睦、価値観の共有化を目的
に設立した組織です。 

本社 

想友会旅行 

茨木営業所 

栗東営業所 

創業15周年祝賀会 
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過去から現在 

沿革 

西暦 月 主な出来事 

2010年 4月 自社標準仕様「Ｄ-Ｂｌｕｅ」 発表 

4月 自社標準仕様「ＳＰ-Ｖａｌｕｅ」 発表 

6月 野尻工場 開設 

6月 配送センター（物流） 稼働 

10月 工務部 設立 

2011年 4月 お客様へのサービスの一環として自社米の製造をスタート 

4月 工事原価管理システム入替え「PImacs zero」 

5月 城陽営業所 開設 

5月 「住まい」の匠がつくる住宅展示場in+CASAモデルハウスオープン 

11月 元阪神タイガース川藤幸三氏をイメージキャラクターとして起用 

12月 5.0倍耐力壁 国土交通大臣認定 取得 （ルーフｱﾝﾄﾞウォール） 

12月 住宅型式性能認定省エネルギー対策4等級 取得 （ルーフｱﾝﾄﾞウォール） 

2012年 9月 ＣＡＤバージョンアップ（アーキトレンドＺ） 

11月 太陽光発電（栗東営業所） 設置 

2013年 4月 京都営業所 開設 

2013年 9月 クリエーションシステム(株)をリアルウッド建材（株）へ社名変更 

2014年 3月 土山にパネル製作の新工場を完成予定 

2014年 4月 
4月 
4月 

センチュリー21加盟予定 
グランデホーム株式会社 設立予定 
グランデホール開所予定  

想友会の発足 1997年6月発足 写真 
と説明の記載 
東日本ハウス 東友会 
 想友会とは、現場の効率化、品質の向上、環境の保存 
協力業者間の交流と親睦、価値観の共有化を目的に設立。 
  会社名と友達 をかけて命名しました。 運営方法、他と違う 
 
協力業者でなりたち、本来であればそうしんけんせつ 
主導で行うのが一般的であるが、 
協力業者主導で運営されているのが特徴。 
 
現場の声をフィードバックして、改善活動等に役立ている。 
 
 
協力業者主導で運営されているのは木彫。 

城陽営業所 

野尻工場 

京都営業所 

川藤幸三氏起用により 
刷新したパンフレット 
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製品・サービス紹介   

家はただの箱ではなく住む方の想いを反映したものであり、 
デザイン、色調を当社のノウハウをもって、コーディネートし、 
機能性を重視して造りこむ。 

施主様の声 

冨田様  
 
私が想伸建設㈱に建築を依頼させて頂いたのは、谷口社長の「全ての人に、想いの家を造る為 私は努力す
る。」という哲学・理念に感銘を受けたことが決め手です。独自のパネル工法により、施工品質にバラつきが無
く、こだわっていた吹抜けも広くとることができたので、大変満足しています。工事中、現場にも何度か足を運
びました。大工さんと電気屋さんが仕事をされていたのですが、アドバイスもたくさん頂き、職人さんの印象も
良かったのを覚えています。大工さんは150点です！ 
 

 私自身、細かな部分までかなりこだわりがありました。打合せの際は、営業・設計の方も大変だったかとは思
いますが、毎回本当に丁寧に相談にのって下さり、とても嬉しかったです。工事中、打合せの内容が反映され
ていなかったこともありましたが、その後のフォローもすぐにして頂きました。 
 

完成して引越しが終わった後、アフターサービスもあり、丁寧に対応して頂いていますので、満足しています。
今回家を建てて下さり、諦めた点はありません。谷口社長をはじめ、社員の皆さんの熱意を感じました。今後も
お世話になるかと思いますが、宜しくお願い致します。 

グランデホームは、女性目線で色調、インテリ
アを基本としつつ機能性を重視した注文住宅
です。 
 
グランデホームを作ろうと思った 
 
住友林業の家のようｎ 
 
 

修正する 

グランデホームは、想伸建設の注文住宅のブランド名です。家は
ただの箱ではなく、住む方の想いを反映したものです。当ブラン
ドは、色調やインテリアのデザイン性を基本としつつ機能性の高
さを重視しています。 

想伸建設の家造りのコンセプト 

グランデホームは注文住宅のブランド名であり、不動産、分譲
住宅も含めあらゆるニーズに応える。 

グランデホーム 



知的資産経営報告書2014年 8 

製品・サービス紹介  

リアルウッド建材株式会社は、オーダーメイドで『強くて安い』パネ
ルを提供しています。 

工務店様の声 

製品 

株式会社 平野住建 代表取締役 平野 勝様 
 
3年半前、当社の家づくりに使う屋根パネルを作成出
来ないか話をさせてもらった事がきっかけでお付き合
いがはじまったと記憶しています。 当時、新しいパ
ネルの作成に一所懸命に工夫し取り組まれ、一棟目
がスタートしました。以降、常にパネルを良いものにし
たい、また品質の向上を図りたいという姿勢を持たれ、
良くする為の改良・改善案をしっかり聞いてもらって
います。以前は他府県のパネルメーカーさんに頼ん
でいましたが、現場で発生するトラブルについても、
迅速に応対してもらい対応力の違いを感じておりま
す。今後、同じ滋賀県の企業として、またパートナー
として、共に地元を盛り上げて行ければと考えており
ます。 

株式会社 サイエンスホーム様 
 
それまで製作を依頼していたﾊﾟﾈﾙﾒｰｶｰの品質に不
満を感じ、他のﾊﾟﾈﾙ屋さんを探していたところ大日
本木材防腐（株）さんから貴社を紹介してもらいまし
た。当社の家づくりに必要な特徴のある真壁ﾊﾟﾈﾙを
確実に作ってもらえたこと、品質の安定しているLVL
とどこに出しても恥ずかしくないﾉﾎﾞﾊﾟﾝSTPⅡの組み
合わせで強いﾊﾟﾈﾙを作り出せたことが 貴社のﾊﾟﾈﾙ
を使い続けている理由です。また、設計担当の木村
氏とのやり取りで、より良いものを作る為の様々な提
案をうけ、信頼関係を築けたことは大きいことだと
思っています。ﾊﾟﾈﾙ製作の方も熟練しており、人の
体制が整い、品質が安定し、ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽが高いこ
とで安心して発注できます。当社は全国ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞが
100社近くあり、動き出すと大きな物件数になります。
貴社は今後、新工場を建てられ増産体制を整えられ
るようですので、共に発展できるよう頑張りましょう。 

2013年9月『有限会社ルーフアンドウォールの業務内容を
引き継ぎ、クリエーションシステムの登記を使って設立』 
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知的資産 

知的資産の全体像 

当社の知的資産は、「 １．コスト削減ノウハウ」「 ２．品質向上の仕組み」「 ３．経営資源を補完す
るパートナー」「 ４．組織の価値観」の４つです。これら４つの知的資産が有機的に結合すること
で、ローコストで時流に合った高品質な住宅を建てることができています。以下に当社の知的資
産の価値フローを記載します。次ページ以降では、各知的資産の内容について詳述いたします。 

代表取締役 谷口氏の合理化スキル  

・ムダを省くための継続的な改善 
・工事原価構成の知識 

山根氏、木村氏の企画力・設計力  

・時流に合わせた仕様書の作成 
・設計部署の統制力 

三須氏の記録力  

・経営方針など決定事項をビジュアルに記録 

４．組織の価値観 

・価値観、ビジョンの浸透 
・人財教育の実施 
・コミュニケーションの円滑化 

岩井氏の現場管理力  

・現場管理者や職人とのコミュニケーション 

３．経営資源を補完するパートナー 

・建築家とのコラボレーション 
・熟練職人との連携 
・建築資材メーカーとの情報交換 
・不動産業者との連携 

組織資産 人的資産・関係資産 

業者会 
で伝達 

¥ 



知的資産経営報告書2014年 10 

知的資産 

知的資産の全体像 

ロ
ー
コ
ス
ト
で
時
流
に
合
っ
た
高
品
質
な
住
宅
を
 

建
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
 

１．コスト削減ノウハウ 

①基準値の策定 
・積算システム（外注費など） 
②運送費用の削減 
・材料の直接配送 
③材料費の削減 
・徹底した在庫管理 
④経費の削減 
・出版物などの内製化 

２．品質向上の仕組み 

①商品品質の向上 
・時流に合わせた仕様書の改訂 
 
②施工品質の向上 
・施工マニュアルの改訂 
 
③顧客満足度の向上 
・マネジメントレビュー会議 

顧客 
価値 

組織資産 

１．コスト削減ノウハウ 

製品サービス ¥ 

＋ＣＡＳＡ モデルハウス 

定期点検 

住宅用パネル 
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知的資産①コスト削減ノウハウ 

住宅建築に関する基準値の策定や運送費用の削減、材料の 
有効活用等を行うことで、安い家づくりを実現できます！ 

取組み③運送単価の削減 

第3者の評価 

取組み①基準値の策定 

取組み②材料費の削減 

特長 

自社の基準値に基づ
き工事単価を算出し、
システム化することで、
ムダ無くスピーディに
積算を行うことが可能
です。 

建築資材メーカーから直接自社の倉庫に材料を納
品し、効率良く自社便で建築現場に運搬することで、
運送コストの低減に成功しています。また、現場の端
材を回収することで材料費の削減に繋げています。 

仕様書を作成し材料メー
カー単位の発注量をまと
めることで仕入単価をお
さえています。また、端材
などの在庫管理を徹底
することで、歩留まり率を
下げ、材料費の低減を
実現しています。 

建築 
資材 

メーカー 
卸 

自
社 

発
注 

発
注 

ロットをまとめた直接配送 

取組み④経費の削減 

経費削減の目標として総
売上高対経費率を４％に
設定した上で様々な経費
削減プロジェクトを実行し
ています。 

入社3ヵ月でシステムを修得 

＊2012年12月～ 
材料コスト削減効果 次ページ掲載 

総売上高対経費率推移 
次ページ掲載 

＜積算システムとは＞ 
工事・発注等に大きく関わる積算をシステム化す
ることで、発注単価の統一化や共有化を図って
います。このシステムは、特別な知識がなくても
簡単に入力できるものであり、見積、予算作成に
関するスピード化を実現しています。 

積算発注システム 

整理整頓が行き届いた倉庫 
建
築 
現
場 

自社便 
配送 

指標 

指標 

指標 

端材の回収 

ローコストで高品質な物造りを求める
姿勢にあると思います。1円でも安く
仕入れる流通開拓や自社製パネル
工法の導入、各関連業者との意見
交換等で良質な物造りを行う企業姿
勢が素晴らしいと思います。 

有限会社キューブ建築研究所 
 代表取締役 朝木 吉規様 

現場設置のゴミかごの分別 

端材の活用 
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重要評価指標 

材料ｺｽﾄ削減効果 
（数値：在庫前仕入金額-在庫価格＋余剰材有効活用額） 
  
16期 2,320,561円 
17期 5,372,031円 ※在庫に建材を追加した為、大幅に効果UP 
18期 3,405,836円 ※H24.12～H25.4の5ヶ月実績。通年で700万円程の効果見込み 

総売上高対経費率推移 指標 

＊2012年12月～ 
材料コスト削減効果 

指標 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

16期 17期 18期 

（
円
）
 

コスト削減効果 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000
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7,000,000

16期 17期 

（
円
）
 

交通費と燃料費の推移 

交通費 

燃料費 

注記 平成25年4月までの5か月 

売上高対
材料費率 
0.116％ 

売上高対
材料費率 
0.262％ 
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知的資産 プロフェショナル紹介 

コラム 代表取締役 谷口氏の 
コストダウンを実現するノウハウ  

コストダウンを行うには、比べられるモノサシが必要です。そのためにも職人の仕事内容を完全
に理解し、平均的な職人の労務単価等を算出できるようにしないといけません。また、材料費と
作業工賃を同職人にまとめて発注するか分けて発注するかなどの選定基準を定めることも重要
です。なんとなくとか、その場で臨機応変に行うとか、さらには、職人まかせで決定するというの
ではコストダウンはできないのです。 
 

たとえば、躯体で使用する材料は、寸法等を事前に決定することで坪単位での発注を可能にし
ています。このように工事原価に関連するあらゆるコストの基準値、つまりモノサシを自社で決め
ることで、坪単位で発注を可能にしているのです。 
 

これらの基準値を組み込んでシステム化したものが当社独自で開発した積算システムです。こ
の積算システムは、材料などの数字を入力するだけで、誰でも簡単に積算原価を選出できる優
れものです。しかし、この積算システムのプログラムには、上記で示したような思考に基づいて算
出された綿密なロジックが組み込まれているのです。 
 

コストダウンを図るためには、職人の仕事内容を知り、工事原価に関する内訳の基準値を明確
にする“自社のモノサシ”を作るしかありません。そしてそのモノサシが決定すれば、いかに簡単
かつスピーディに単価の算出ができるかという視点で仕組みにしていくのです。 
 

しかし、モノサシを作ってシステムを作れば終わりではありせん。コストダウンに終着駅はなく、常
に原価要素の中身を精査することが必要なのです。具体的には、直接工事費、間接工事費、現
場経費などの項目のムダをいかに省いていくか考えるのです。さらにいえば、コストダウンの目
標値を下の値ギリギリを狙っていくのです。このことを当社では、「少なくひろう」と表現していま
す。そのためにも、職人や材料業者との価格交渉では、数字の裏付けを示しつつ、価格以外の
面での相手のメリットを提示しながら交渉を行うのです。 
 

このように工事原価の各構成要素に関する基準値を持ち、その中の無駄を省くという飽くなき改
善を行う視点とコストダウンに関する厳しい目標値を持つことで、安く買い安く売り、そして適正
利益をあげるという当社の社是を実現できているのです。 
 
 

工
事
原
価
 

直接工事費 

間接工事費 

現場経費 

材料費 

労務費 

外注費 

仮設費 

共通 
機械費 

適正価格 

上限価格 

下限価格 

価格交渉を 
行う際の目標 

ココを目標に 
する 

価格 
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知的資産②品質向上の仕組み 

商品品質や施工品質、経営品質の向上を通じて、品質が高く、 
時流に合った住宅を造ります！ 

取組み②施工品質の向上 

第3者の評価 

取組み①商品品質の向上 

取組み③顧客満足の向上 

特長 

業界慣習として、商品企画
を反映した仕様書の改訂が
定期的に行われることは少
ないのですが、当社では時
流に合わせた仕様書の改
訂や商品企画の立案を定
期的に行っています。 

施工品質を高めるため、施工マ
ニュアルの整備を行っています。
改訂は、協力業者から構成される
想友会や工務会議での意見を基
に行っています。また、施工品質を
高めるため、施工現場の品質
チェックを行う社内検査や安全パト
ロールを実施しています。 

お客様の要求事項を満たす組
織を作るための取組みとして、
計画、実行、検証、改善のＰＤ
ＣＡサイクルを回しています。各
部署で重点テーマを設定し、そ
の結果を内部で監査し、1か月
後にフォローアップしていま
す。 

・特別企画のヒット率  

①社外の視点 
 プロセス指標：現場状況の点数 80点 
 結果指標：住み心地の点数 80点 
②社内の視点 
 社内評価： 社内検査ⅠⅡⅢ点数 80点 

・マネジメントレビュー会議 半期1回 
・顧客満足度評価表 ４項目の総合点 
  １．ご入居後の住み心地 
  ２．現場の状況 
  ３．プランについて 
  ４．打合せについて 
 目標値 10点 80％ 
 回収率 100％ 

＜仕様変更・企画の立案＞ 
・流行に合わせたマイナーチェンジ 随時 
・特別企画の立案 1年に1回 
・新商品の企画 3年に一回 

随時改訂が行われる標準仕様書 
（D-BLUE・VALUE・SP-VALUE） 

＜特別企画のヒット事例＞ 
2011年2月 発売のSP-VALUE春
キャンペーン仕様のSP-V+エコウィ
ル+床暖+ミストカワックがヒットしまし
た。一番安価なSP-VALUEに
VALUEで標準のエコウィルが付いた
ことにより、元請様もお施主様に進め
て頂きやすくなり、建売の場合は良
いものを安価で建てられるので、お
求めいただいているのだと思いま
す。 

指標 

指標 

指標 

P17 大工職人 下川床氏のコメント参照 

施工マニュアル  顧客満足評価表 

山根 誠吾氏 
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知的資産 プロフェッショナル紹介 

コラム 山根氏の企画力・木村氏の設計力  

5年～6年前にお客様に自由に建築資材を選んでいただけるように複数の建
築資材メーカーの商品を掲載する仕様書を作りました。当時では、このような
仕様書は珍しく、これがお客様のニーズに応える仕様書となり、好評を得ま
した。現在では、お客様のニーズにさらに応えるため、時流に合わせた仕様
書の改訂や商品企画の立案を定期的に行っています。そのために、建材
メーカーとの意見交換や建材関連の展示会に参加することで情報の収集を
行い、商品品質の向上に努めています。今後もお客様視点で新しい価値を
提供できるようにまい進します。 

コラム 岩井氏の現場管理力  

お客様から「設計空間として住みやすい」というお声を頂くたびに、設計の管
理責任者として非常に嬉しく思います。私としては、設計品質を高めるため、
設計者のヒアリング能力の向上とムダを省いた経済設計ができるように座学
によるレクチャーと仕事の中での直接指導により、後進の育成をしています。
今後もお客様に満足していただける品質であるために、建築に携わって50
年の経験を生かし、後進の育成にあたりたいと思います。 

職人さんとのコミュニケーションを密に行うことで、施工品質が高まると思っ
ています。当社では、想友会という当社と関わる職人さんから構成される業
者会があり、施工マニュアルの活用方法や施工の進捗状況の確認、会社
の方針の伝達などの場がありますが、個別に職人さんと対話できる場では
ありません。したがって、職人さんと一対一のコミュニケーションを取る機会
を数多く持つことで、現場で起こっている問題を事前に把握することや、職
人さんの意見などを聞く機会となり、施工品質の向上に繋げています。今
後もコミュニケーションを密にとり、施工品質の向上に努めます。 

社内検査とは 
社内検査は、施工中の建物を社内で検査するものでⅠ、Ⅱ、Ⅲと３つの段階から構成さ
れます。社内検査Ⅰ、Ⅱは、施工マニュアル通りできているかという建物の構造など基礎
的要件に関する検査です。社内検査Ⅲは、施主様の要求事項を満たしているか、また見
栄えは適切か、というお客様の要望に直接関わる検査です。検査Ⅲは、建築部全員で実
施し、問題等を指摘しあうことで品質の向上に繋げています。ここで発見した問題は、ど
のような対策を行えば良いか検討し、ミスの再発防止に努めています。 

茨木営業所 所長岩井 正樹氏 
と大工職人の山岡 重満様 

安全パトロールとは 
2か月に1回行われるもので、職人の代表者と営業所の所長、そして現場管理者が行うも
ので、危険予知などの安全衛生に関するパトロールです。ここで発見された問題はレ
ポートとしてとりまとめ、協力業者から構成される想友会で発表し改善策を検討していま
す。さらに、これらの検討結果が現場に反映されているか、次回の安全パトロールで
チェックするという、改善のサイクルを作っています。 

社内検査Ⅲ 

安全パトロール 

木村 祐治氏 

山根 誠吾氏 
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知的資産③経営資源を補完するパートナー 

建築家や熟練職人、建材・商材メーカー、不動産会社と連携する
ことで、お客様の要望に応える質の高い住宅を提供しています！ 

取組み②熟練職人との連携 

取組み①建築家とのコラボレーション 

取組み③建築建材メーカーとの情報交換 

特長 

建築家をコラボレー
ションすることで、創
造を空間の演出と色
使いのあるデザイン
を提供しています。 

熟練職人と連携すること
で、専門職としての高い
技術を提供できていま
す。また、その専門性が
活きるように職人を配置
しています。さらに、想
友会での価値観の伝
達、現場情報の共有を
図っています。 

時流に合った資材
の仕入れが可能と
なっています。また、
時流に合った商材
の情報をいち早く入
手することで、新企
画の立案に活きて
います。 

取組み④不動産業者との連携 

不動産業者と連携する
ことで、営業活動の補
完が可能となり、施工
活動への集中が可能と
なります。 

「業者会」 

建築建材メーカー：村地綜合木材㈱様（写真右） 
当社：山根 誠吾氏（写真左）  

不動産業者：㈱明成ハウジング様（写真左）  
当社：西村 孝大氏（写真右） 

①②京都 分譲地 ③滋賀 アパート  

① ② ③ 

② 

Ｐ５の想友会会員を集めて
行う定例会議 
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知的資産 パートナーの声 

  

 
基本的には、施工業者と設計事務所という関係です
が、事業主様の案件で設計者と施工者と言う立場で、
ご一緒にプロジェクトに参加する事もあれば、時には
設計の仕事等をご紹介頂いたり、逆に施工の仕事を
ご紹介したりと言う事もあります。想伸建設の家づくり
に対しての理念を何度か聞かせて頂く機会もあり、安
心，安全、高品質、低価格、アフターサービスを含め
た「安くて想いのある家」は私共も同じ価値観を持って
おります。私共は、「造り手」ではなく「創り手」ですの
で、企画デザインの段階で建物のプロポーションや素
材のバランス等、いかにコストを掛けない様に空間性、
採光や通風を考えてデザインする事が、より良い建物
をお客様に提供出来ると言う点の価値観が合ってると
思います。 

大工職人   
 
 
現在、城陽営業所で、営業と現場の職人との橋渡しに
なる外注監督の仕事を行っています。想伸建設では、
お客様に満足できる施工品質を提供するため施工途
中の建築現場を検査する社内検査がありますが、その
検査を一回でパスできるように努めています。私は、
様々な工務店での施工経験がありますが、同社の社
内検査は、他社と比べ非常に厳しいものです。特に谷
口社長の社内検査の指摘は非常に厳しいですが、そ
の指摘に応えることが我々職人の実力の向上に繋が
ると感じています。今後も、想伸建設と品質の向上に
繋がる改善事項などの議論を重ねながら、良い家づく
りができるパートナーとしての関係を築いていきたいと
思います。 

建築家   

大工職人 下川床 直樹様  

有限会社キューブ 
建築研究所 
 代表取締役 
朝木 吉規様 yoshinori asaki 
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知的資産 パートナーの声 

 
 
 
仕様書には、躯体仕上げ材から設備関係迄載っているの
で、元請様にとってはわかりやすくいい選択だと思います。
Ｐ社未掲載は残念ですが、施主がみてどうかも重要で、もっ
と簡素化できればと感じます。安く買い、安く提供されてい
ることには、感心しておりますが、元請様、施主様がどう感じ
ているかが大切です。安く買ってもそれを作り上げていくの
は、人ですので安定した職人の育成、教育が重要です。 
 
毎年新入社員が入社されていますが、電話のとり方、挨拶
等きちんと教育されてます。若い力は会社成長には、かか
せないものと感じておりますが、現場では職人不足等により
遅れ等発生することもありますので、今後、更なる職人の強
化を期待します。 
 

パナソニックリビング近畿株式会社  
京都支店 藤田 英之様 

  資材メーカー   

 
 
低価格・高品質で商品を提供してくれるところに満足してい
ます。自社パネル製作や、パネル工場の建設等、新技術・
工法へ着手し経営革新を起こしているところにも感動しま
す。 
取引をさせて頂くうえで、価格面以外でのメリットは建物だけ
ではなく、建築以外のツール（構造用模型等）を提供してく
れる点や知的資産をとめどなく与えてくれる点、想伸建設の
社員が学ぶ姿勢を忘れずいつも勉強熱心な点などがありま
す。刺激と感動を与えてくれています。 

  不動産会社   

不動産エスワイズ株式会社 
代表取締役 椎葉 啓之様 

 
当社は京都市内において注文建築ではないがお客様のこだわりが詰まった住まいを提供し
ていくことをコンセプトとして自由設計の新築住宅を分譲しており、分譲住宅の建築工事をお
願いして6年ほどになります。度々驚かされるのが、想伸建設（株）の歴史の中で継続して培
われてきた「コスト削減ノウハウ」や「品質向上の仕組み」がコストダウンを図り、複数の建材
メーカーとのタイアップを生み出し、その時その時の時流に応えられる仕様の選択組み合わ
せを可能にし、更に年々レベルアップしていることです。これによって当社はお客様のこだわ
りを実現するためにコストを抑える部分と費用をかけたい部分のメリハリをつけた提案や企画
をすることが可能となり感謝しております。こらからも十人十色といわれるお客様の要望に幅
広く応えられるコストパフォーマンスの高い住宅を企画し提供し続けられるように連携し切磋
琢磨し共に発展していきたいと思います。  有限会社星陵ハウジング 

取締役 大西 寛之様 
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知的資産④組織の価値観 

企業の考え方やビジョンを示し、その想いを浸透させる取り組みを通じて、
団結力の高い組織を目指します。 

取組み② 人財教育の実施 取組み① 価値観、ビジョンの浸透 

取組み③ コミュニケーションの円滑化 

特長 

野球チーム 
仕事を離れた場でもお互いを理解できる
場として野球チームを結成しています。
2013年8月現在の野球部員15名 

＜考え方＞ 
哲学、社是、 

経営理念の策定 

＜ビジョン＞ 
10年計画の策定 

 

新年式での全体会議
や各種会議の開催な
どの公式なコミュニ
ケーションに加え、野
球チームの結成など
非公式な場を通じ
て、コミュニケーション
を図っています。 

経営者が従業員に対し、モノの見方、考え
方の講義を実施しています。心理学教室
（月1回） 
また、外部講師を招き考え方の講義も行っ
ています。さらに、建築士など実務に必要
な資格取得を促すため、資格取得お祝い
金制度を構築しています。 

毎年新年式で、全社員に
「経営計画書」冊子を配布
し、常時携帯を徹底。冊子
は、哲学、経営理念から明
記され、毎日の朝礼で唱和
します。これにより、新人社
員は入社後3週間以内に全
員が経営理念を暗記しま
す。 

＜新年式（年1回）＞ 
仕事初めの日に行う全
体会議です。代表の所
信表明、部門長による部
門目標や計画の発表、
全員が個々に目標を発
表し合います。新年の一
致団結を図る場です。こ
の場を迎え、代表の声を
聞かないと1年は始まら
ない。 

＜会議体系＞ 
①MR会議（年2回） 
半期（6月・12月）毎の報告と是正をする会議。目標確認（上
方・下方修正）。後半の動き確認、追い込み計画。 
②月次会議（毎月） 
月次報告、次月計画、上申事項検討、社長指示、経営分
析（3ヶ月毎）。 
③部署会議（毎週） 
年次計画達成の為の週単位の行動結果確認。次週、当月
の動き確認。上申事項検討、部門間調整事項の検討 

「社員教育と管理者
のあり方（全4回）」 
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知的資産 プロフェッショナル紹介 

コラム 谷口社長 理念、ビジョンへの想い  

 
仕事は生活の中で大きく時間を割くものです。ですからその大切
な時間を情熱をもって取り組んで欲しいと思っています。そのため
には、『このような姿になりたいという自分の成りたい姿』を描いて
欲しいです。その自己実現の場として当社があると思っています。
私としては、会社としての考え方やすすむべき姿を示し、その
フィールドの中で従業員各位が活躍できる場を提供したいと思っ
ています。そのためにも、自分で考え、即時行動する人材を求め
ます。当社では、会社の価値観を理解した上で、前向きに行動す
る人材を評価します。最後は、代表取締役の私が全ての責任を
取ります。前向きにチャレンジする社風を作っていきましょう。 

コラム 江尻所長 チームワークの良い組織づくり  

 
城陽営業所の所長として、成果を出せる組織になるように努めて
います。具体的には、会社としての目標や方針などの意図を従業
員に伝え、スタッフ個々の目標までブレイクダウンして伝えるように
しています。また、仕事は一人ではできません。チームワーク力を
発揮することが重要と考えています。そのためにも楽しく仕事がで
きる職場環境づくりに努めています。さらに、会社の方針である教
育に力を入れています。特に事務員さんには、私が不在な時は、
営業所の代表になるわけですから、会社としての考え方や営業所
として大切にしている方針などを実行できるように指導していま
す。仕事ですから厳しく指導することはありますが、働く人たちが
楽しく仕事ができる環境を整え、営業所を発展させていきたいと
思っています。これからも会社に求められていることを確実に実践
し、また、今まで育てて下さった先輩方に誇れるような仕事ができ
るように精進したいと思います。 

城陽営業所 所長 江尻 功氏 

代表取締役 谷口 伸太郎氏 

城陽営業所メンバーとの対話 
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知的資産 プロフェッショナル紹介 

コラム 庶務係 三須氏の記録力  

～経営計画書などの記録について～ 

経営計画を経営計画書として冊子化し、全社員へ配布したのは、2005年第11期で当時の上司が始められまし
た。社員がいつでも手元で読み返せるものを、という想いで始められたと記憶しております。 
 
2007年第13期から私が主となり取りまとめるようになりました。内容は、前年総括、今年の方針・目標、組織図、職
務分掌、勤務カレンダーと、これまで個々に配布していたものを一冊の紙ファイルに綴じたものからスタートし、毎
年作成を繰り返す中で、会議体系、教育計画、年間行事、各種マニュアル等、内容を追加していき、この一冊で
会社の動きが分かりそして理解できるものを目指すようになりました。 
 
理解できるものとは、当社の起業理由、今後向かう先、現在の状態、求めていくもの、そして社員として求められ
るものです。経営計画書が、代表が起業した想いである“哲学”、そして設立時に企業としての使命と決めた“経
営理念”の記載から毎年始めているのはそのためです。3年前からは形をA4ファイル綴じからA5サイズの製本に
変え常時携帯できるようにしました。さらに2012年より、歴代経営方針すべてを記しました。代表から経営方針に
ついて「数年前から経営方針は現場を向いたものから組織を向いたものになった」というお話しをお聞きしたこと
がきっかけでした。会社の歩みは現在だけでなく過去からの歩みを意識する必要を感じました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～私が記録をする上で工夫していること～ 
 
・社内で起こった出来事は極力全社で共有するよう正直に伝える努力 
をしています。皆、相互扶助の想いを持たれている方ばかりです。協力体制を仰ぐにはオープンでありたいと考
えています。 
・社内回覧は全てメールで行いますが、時折、用件だけでなく、アイスブレイクを入れています。 
・社内報は庶務の一方的な発信にならないよう、作成は全社員で交代して作成しています。 
・聞いたこと、知り得たことは次年度の経営計画書に盛り込めるよう都度書き留めています。 
 

私が主となり冊子等で取りまとめるようになりましたのは、当時の上
司が非常勤になられた為でした。非常にプレッシャーを感じ、全て
を引き継いで進めていく自信は全くございませんでした。今も到底
追い付けておりません。その時にある社員から言われたのです。貴
方の上司がこれまでされてきたことを貴方が継続しなければすべて
無駄になってしまう。想いや姿勢を引き継いでいるのは貴方しかい
ないのではないか。より一層プレッシャーを感じましたが、無駄にな
どできないという想いが強くなりました。背中を押してくれたと思えま
した。ですが、私の無力さはすぐに変わる訳はなく、人に伝える力、
人を引きつける力は劣っているため、社員数も年々増える中で伝え
る手段として、経営計画書を媒体としていくことを決めたのです。今
後の課題は、書き留めたものを配布するだけに終わらず、言葉で
伝えていく努力をしていきます。 

庶務係 三須 寿美氏  
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今後の事業展開 

ビジョン（2018年11月） 

想造企業としての地位を確立させる。顧客ニーズに応えられる
人材育成と標準規格化施工システムを実現する。 

売上高30億円 
粗利益6億円 

業績目標（2018年11月） 

グループ総勢50名（役員除く） 

人材確保の目標（2018年11月） 

インフラの目標（2018年11月） 

・パネル製作工場の移転 2014年3月 
・営業所の出店（宝塚、東海など） 
・構造ＣＡＤ導入など 

・事務系11名 
・工場製作7名 
・配送2名 
・理念、哲学の実践できる人材 

・営業10名                           
・コーディネーター5名            
・現場管理10名                     
・設計5名                             
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今後の事業展開 

知的資産の価値連鎖 

以下に2018年11月時点の当社の知的資産の価値連鎖を記載い
たします。 

組織の価値観  

・価値観、ビジョンの浸透 
・人財教育の実施 
・コミュニケーションの円滑化 

経営資源を補完するパートナー  

・建築家とのコラボレーション 
・熟練職人との連携 
・建築資材メーカーとの情報交換 
・不動産業者との連携など 

プロフェショナル人財  

・合理化スキル 
・記録力 
・企画力、設計力 
・現場管理力 

コスト削減ノウハウ  

・基準値の策定 
・運送単価の削減 
・材料費の削減 
・経費の削減 

品質向上の仕組み  

・商品品質の向上 
・施工品質の向上 
・顧客満足の向上 

顧客価値  

ローコストで時流に合った高品質な住
宅を建てることができるから 

製品・サービス  

７０％工場で生産。近隣住宅に配慮、
『音、車両の問題を解消」 
工業化を進め、工期1ヵ月を実現する 



知的資産経営報告書2014年 24 

会社概要 

社名 想伸建設株式会社 

代表取締役 谷口 伸太郎 

会社設立 平成7年12月28日 

資本金 3,000万円 

従業員数 グループ全体 41名（平成25年9月30日） 

事業内容 一般建設業 

本社 〒520-0244 
滋賀県大津市衣川一丁目33番40号 
TEL.077-571-3020(代） FAX.077-571-3021 

営業所 茨木営業所 
〒567-0033 
大阪府茨木市松ヶ本町5-41 レジオン小島103号 
TEL.072-645-0560 FAX.072-645-0561 
 

城陽営業所 
〒610-0121 
京都府城陽市寺田袋尻21番3 堀井ビル1F   
TEL.050-3733-0640   FAX.0774-55-5670 
 

栗東営業所 
〒520-3042 
滋賀県栗東市辻694 -1 
TEL.077-554-5374 FAX.077-554-5375 
 

京都営業所 
〒600－8372 
京都府京都市下京区南門前町490 LD-Studio 2F 
TEL.075-365-6033 FAX.075-365-6034 

パネル工場 野尻工場 
〒520-3027 
滋賀県栗東市野尻259 
TEL.050-3539-5372 FAX.077-554-5586 

許可免許 建設業 滋賀県知事（般-22）第12322号 
一級建築士事務所 滋賀県知事（ロ）第1873号 
宅建業 滋賀県知事（2）2980 

会社情報 

本社 

茨木営業所 

栗東営業所 

城陽営業所 

京都営業所 

野尻工場 
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「知的資産」とは、従来の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。 

「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分かりやすく伝え、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
作成しております。 

■知的資産とは 

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並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、当社の判断にて記載しております。そのた
め、将来に亘り当社を取り巻く経営環境（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、
当社が将来に亘って保証するものではないことを、ご了承願います。 

■知的資産経営報告書とは 

本知的資産経営報告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・ご監修を賜りました。 

■作成支援・監修専門家 

問合せ先 

中小企業診断士      青木 宏人（あおき ひろと）氏 

（登録番号404689） 

担当者 氏名 経営管理部 庶務 三須 寿美 
TEL.077-554-5374 
メールアドレス. info@soushinkensetsu.co.jp 
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栗東営業所 庶務係 三須 寿美氏 
 
約半年かけて検討会に参加させて頂きました。中小企業は
物的資産が大企業と比べ少ないため、知的資産を強く推
すということ（知的資産は見えにくいため競争相手に真似さ
れにくい）、戦っているところが中小企業であり安さを売りに
している会社ばかりだから安さは売りではないということ、こ
の2つを強く認識させて頂いた機会となりました。会社の知
的資産とは創業から現在にかけて蓄積してきた無形の財産
そのものであり、その自社の歴史を振り返り、現在の状態や
起こっている結果からその根拠となる“何故”を理解すること
こそが、現在を含め迷わず今後へ向かえるのだと考えます
この報告書をもって社員が自社を把握しともに今後へ向か
って行けることを期待しています。 

■メッセージ  2014年1月1日 

編集後記 

茨木営業所 山下 藍子氏 
 
今回、知的資産報告書作成のプロジェクトに参加させて頂き、初めて知る部分もたくさんあり、とても良い経験
をさせて頂きました。初め、参加させて頂くことを聞いた時には「知的資産」が何を指すのか全く分かっていま
せんでした。ですが、回を重ねるごとに貴重な話を社長から直接聞く事が出来て、とても意味のある・重要な場
所にいさせてもらえていると実感しました。会社の強みも分かりましたし、弱みを知る事も出来ました。なぜ現状
出来ていないのか、社長の想いはどこにあるのか等、考えさせられる部分もありました。また、多くの人の支え
によって成り立っている会社だと実感しました。今回、作成した知的資産報告書を社内・社外多くの方に見て
頂きたいと思います。特に社内の方には、想伸建設の売り・強みのポイントを改めて理解してもらい、ここが他
社とは違う、胸が張れる点であり、誇れるところである事を実感してもらいたいと思います。そして、作成して終
わりではなく更新等もしながら、経営計画書と同じく大切なものになっていければと思います。今回は、貴重な
経験をさせて頂きありがとうございました。 

栗東営業所 西村 孝大氏 
 
今回の報告書作成にあたり、「知的資産」という聞き慣れない言葉も知ることができ、自分にとっては初めての
経験でした。自分の会社の中身をこのように具体化して資料として作ることは、入社して丸3年が経ちますが、
意外に難しいことでした。普段お取引させて頂いている先からご協力頂き、大変有難く思いました。私は直接
お施主様の元に伺い、想伸建設で建築された経緯、どう想われているか等をお聞かせ頂くことができました。
こういった経験は、普段なかなかできることでは無く、報告書作成を通じて、貴重な体験をさせて頂きました。
会社の今後の事業展開についても考える機会となり、今回メンバーとして参加させて頂き、見えていなかった
部分も見ることができたと感じています。こうして出来上がった報告書を、現在の社員はもちろん、次の若い世
代に発表するのは大変楽しみです。おそらく、私が初めてプロジェクトに参加したときと同じように最初はポカ
ンとするかもしれません。しかし、会社の中身や展開を「見える化」することにより、気付くことができると思いま
す。それ程今回の報告書は濃いものになっていますので、じっくりと目を通して頂き、自分自身の糧にして頂き
たいです。 

。 
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