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＜表紙写真の説明＞
内装業界の新しい価値創造を行うために、お客様に全体
のイメージから考えていただく材料として、新しく制作したス
タイルブックを使用した、内装仕上業界のビジネスモデル
である「Dpack」のリーフレットの表紙。

【（株）インテリアホソイは 「
株式会社インテリアホソイは「優れたデザインと熟練の施工技術
でお客様の思いをカタチに」をスローガンに、より良い空間づくり
のため「インテリア（interior）」の力で人々の暮らしや企業活動を
お手伝いし、「京都（KYOTO）」から広がる和のように人と人をつな
ぐ、そんな企業を目指して創業50年を機に、interior×KYOTO＝
「
（インクスキョウト）」として様々な事業を展開していき
ます。

」へ 】
・設計施工
・インテリア企画
・提案型パッケージ Dpack／style book
・オーダーカーテン
・カーテンクリーニング
・素材スタジオ（ショールーム）
etc

１．ご挨拶
弊社は今年の８月で創業５０年を迎える事ができました。
これもひとえにお得意先様、仕入れ先様、協力業者様、そして社員の皆様のおか
げでございます。心より深く感謝申し上げます。
さて、今期はオリンピックイヤーという事もあり、弊社も昨期以上の目標を立て
ておりましたが、10月の消費税増税、そして追い打ちをかけるように２月頃からの
新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、オリンピックは延期になり、その他のイ
ベントやスポーツなどが中止に追い込まれ、日本だけでなく全世界で甚大な影響
が出ており、誰も予測しない弊社が始まって以来の非常事態になった年でした。
しかし、もともとこの先の日本は少子高齢化に伴う市場の縮小は周知の事実で
あったので、コロナ禍の影響で、その速度が急速に早まったという事であると考え
ます。
逆にそのおかげで、もう一度じっくりと色んな事を考える機会ともなりました。
なぜ、お得意先様は当社を指名して下さるのか？
私たちの仕事は世の中や人の役に立っているのか？
10年・20年先はどうなるのか？
わが社は仕事を通して何をするべきなのか？ などなど…
そして出た答えは、方向性は変える事はない。むしろ、もっと速度を上げ時代の
変化に対応しながら、経営理念の実現に向かってゆかなければならないと強く思
いました。
したがって予定通りホームページの全面リニューアル、オリジナルスタイルブック
の作製を行い、更に付加
価値の高い内装工事と
カーテンメンテナンスを提
供し続けられるように、全
社一丸となって努力してま
いる所存です。また、ブラ
ンド名を「
」
（インクスキョウト）
として統一し、仕事を通し
て内装工事を研究し、さら
なる発展に向け、社員と共
に100年企業を目指してま
いりますので、今後ともど
うぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
＜50周年記念写真＞

２０２０年９月
代表取締役 細井 和博
－１－

２．経営哲学
（１）経営理念
・ 我が社は、社員やその家族など、係わる全ての方達の
希望と勇気を育む会社にします。
・ 我が社は、お客様の喜びの心を大切にし、
想いの空間に導くよう一緒に考えます。
・ 我が社は、仕事を通して会社も人も成長し、
社会や業界から無くてはならない存在になります。
・ 毎月の会議で唱和しております。
・ 経営戦略や計画の策定時に、しっかり基づいているか確認しております。
・ 経営理念を理解したうえで採用しております。
行動指針

経営理念
・我が社は、社員やその家族など、係わる
全ての方達の希望と勇気を育む会社に
します。
・我が社は、お客様の喜びの心を大切にし、
想いの空間に導くよう一緒に考えます。
・我が社は、仕事を通して会社も人も成長し、
社会や業界から無くてはならない存在に
なります。

１時間・期限を守る ６笑顔で積極的に挨拶をする
２確報連相をきちんと７他部署の仕事を積極的に
する
手伝う
３相手の話を良く聞く８自分で考えて行動する
４失敗を恐れず、前向９信頼してもらえるように
きにチャレンジする 行動する
５整理整頓を常に行う １０点検確認作業を大切に
する

（２）行動指針 １０か条
１．時間・期限を守る
→遅刻をしない・仕事の期限を守る・約束を守る
２．確報連相をきちんとする
→確認する。報告する（受ける）。連絡する。相談する。メモを取る。

３．相手の話を良く聴く
→反対意見を聞き、否定をしない、相手の立場に立って考える。

４．失敗を恐れず、前向きにチャレンジする
→できない仕事、難しい仕事にチャレンジする。

５．整理整頓を常に行う
→出したものは元の場所に片づける。備品のチェック。消耗品の補充。

６．笑顔で積極的に挨拶をする
→自分からあいさつする。誰に対してもあいさつする。

７．他部署の仕事を積極的に手伝う
→他部署の仕事に関心を持ち、自分から積極的に手伝う。

８．自分で考えて行動する
→仕事の段取りを組む。最終形をイメージする。当事者意識を持つ。

９．信頼してもらえるように行動する
→うそをつかない。正直である。自分勝手な行動をしない。

１０．点検確認作業を大切にする
→作業内容をチェックし、抜けが無いようにする。唱和する。

・ 社員が行動する際に、常に考え方の基本としております。
・ 問題に直面した際に、立ち返って判断する基準としております。

－２－

３．事業概要
（１）会社の沿革
期
創
業
期

成
長
期
成
熟
期

第
二
創
業
期

第
二
成
長
期

出 来 事

年 月

知的資産との関係

1970年 7月

京都市山科区御陵にて現社長の父親（細井金雄）がインテリアホソイを設立

1972年 3月

現在の所在地太秦においてショールーム及び事務所を開設

1976年 9月

株式会社インテリアホソイ改組 資本金1,000千円

1995年11月

資本金を10,000千円に増資

1999年11月

カーテンランドリー車（※③）導入及び
全国 カーテンランドリーチェーン加盟

2000年 3月

京都府下各市町村の指名入札業者となる

2008年 3月
2008年 5月

京都市 クリーニング所検査確認取得（出張方式カーテンクリーニング）
京都府 クリーニング所検査確認取得（出張方式カーテンクリーニング）

2009年 3月

中小企業家同友会入会

2011年 2月
2011年 3月
2011年 4月

現細井社長が父親より社長を承継
クロス事業協会（同業の若手経営者の集まり）メンバーとなる
経営理念・行動規範制定

2012年 8月

フィッティングカ―導入。同時に外部デザイナーとの連携始める

2013年

インテリア企画室を設置し新卒の女性社員の採用
輸入壁紙の張り方教室開催（３回/年）
工務店向けのインテリア提案（Ｄpack事業（※①））の開始

2015年 7月

細井社長がクロス事業協会代表理事に就任（２０１７年６月任期満了で退任)
当社広報誌「ＨＯＴ」（※㋑）創刊

2016年 4月
2016年 8月

経営理念改定
インテリアショールーム「素材スタジオ（※②）」 開設

2017年１０月

インテリア企画要員1名新卒女性採用

2018年 4月
2018年 8月
2018年10月

インテリア企画要員1名新卒女性採用
第一回ほそい祭り開催（※右記）
経営ビジョン策定

2019年 1月
2019年 4月
2019年 8月
2019年 9月
2019年12月

女性企画要員１名をドイツでの内装研修に派遣
ランドリー要員１名採用（中途、男性）
職人要員１名採用（大卒新卒女性１名）
第二回ほそい祭り開催
「行動規範」を改訂し新たに「行動指針」制定
京都府中小企業「知恵の経営」実践モデル企業に認証される

2020年 1月
2020年 8月
2020年 9月

女性企画要員１名をドイツ・イギリスでの内装研修に派遣
ＨＰ全面リニューアル及び自社カタログ（オリジナルスタイルブック）作成
人事評価制度を作成し運用開始

・カーテンランドリー車の導入
後受注を重ねることにより、
クリーニングノウハウを身に
付けるとともに、 元請比率
のアップも図られた

≪今後の予定≫
2021年春
2020年～
2020年

・下請け時期であったが、大量
の 受注消化に専念すること
により、 工事力の基礎が築
かれた

Ｄｐａｃｋ商標登録認可予定
自社縫製：検討中
コロナのため、企画していた５０周年記念イベントを延期、ほそい祭りも中止

・（※①～③のＤpack事業、素材スタジオ、カーテンランドリー車、については、Ｐ５～８ 参照）

〈カーテンクリーニングに関するリーフレットを
２０２０年１１月にリニューアルしました。〉

〈１２号迄発刊した「ＨＯＴ」〉

－３－

・クリーニング業の認可を取得
するとともに、本格的に公的
施設対象 に出張方式カーテ
ンクリーニング業務を展開
・クロス事業協会・中小企業家
同友会等に加入し外部ネット
ワークの構築に努める
・経営理念が制定され、それを
経営管理に積極的に活かす
ことにより、経営理念の浸透
が図られ た
・提案力強化のため、フィッ
ティングカーの導入・外部デ
ザイナーとの連携・企画室の
設置 等に取り組む
※㋑ 「ＨＯＴ」
当社の内装に対する想いや
関連職種の発信と施工事例

・人材が企業成長のための知
的資産の要であると認識し、
今後も継続して採用活動に
取り組む予定である。
※ほそい祭りとは？
内装とインクスキョウトを知っ
て頂き、身近に感じてもらえ
るように、地域住民の方を対
象にしたイベントです。

３．事業概要
（２）事業内容
事業名
（製品・サービス名）

特徴

売上
比率

① 内装仕上げ業

（イ）創業時からの事業で、下請が多い。
（ロ）近年はインテリア 提案に尽力している。
・２０１３年よりトータルインテリア提案サービス
（Ｄpack：※①）を開始。
・カーテン関係はカーテンフィッティングを主に、
お客様と一緒に考え提案するスタイル。
・提案力優れてる。
・インテリアショールーム「素材スタジオ」（※②）を開設し、
インテリア全般のフィッティング提案に尽力している。

１.９５
億円

（イ）一般の内装事業
（フロアー、クロス、一般
カーテン）
（ロ）インテリアデザイン・
コーディネイト事業

＜エレベーター扉施工中＞
（右上も）

＜エレベーター扉ほぼ完成①＞ ＜エレベーター扉ほぼ完成①＞ ＜エレベーター扉最終完成＞

② カーテンクリーニング・
メンテナンス事業（※③）
・カーテンの出張クリーニ
ング事業主体

・カーテンランドリー車を保有している（近畿では当社だけ）。
・現地で取り外し・クリーニング・乾燥・取り付けまで施工。
（本社にクリー二ング設備を新設し小ロットニーズにも対応）
・舞台幕のメンテナンス。
・２０１９年９月より「ハッピークリーニングサービス」提供開始。
（カーテン新規購入顧客に同カーテンのク リーニングを実
施するサービス）

＜②現地に出向いたランドリー車（左）とその内部（右）＞

＜②舞台幕メンテナンス工事＞

上表に記載の（※①）～（※③）については５ページ～８ページで詳述。

－４－

０.３６
億円

３．事業概要
（※①）Ｄpackシステム（主に建設会社様向けサービス）
〈 Dpackとは？そのメリットは？ 〉

〈 Dpackのご依頼ステップは？ 〉

－５－

３．事業概要
（※①）Ｄpackシステム（主に建設会社様向けサービス）
〈

オリジナル「Style Book」です。 〉

－６－

３．事業概要
【 （※②）インテリア ショールーム「素材スタジオ」 】
当社では、２０１６年８月、独自の新しいタイプのインテリアショールーム「素材スタジオ」を開設しま
した。
当スタジオの主な特徴は、
①壁紙、カーテン、床材等、現物の大きなサンプルを豊富に揃えています。
②それらのサンプルをコーディネイトしながら、専門女性スタッフが助言します。
専門女性スタッフは、スタイリスト・コーディネイターとしての知識・経験を積
み重ねていて、工事にも精通しています。
（右写真は、当社企画室所属の女性専門スタッフです）
当スタジオの構造は、
1階：素材ルーム
ゆったりとした素材コーデコーナーも用意
2階：打ち合わせコーナー
女性専門スタッフが助言
となっています。

＜２階：打ち合わせコーナー＞

＜各種内装素材・備品＞

＜１階：素材コーデコーナー＞

＜カーテン生地＞

＜壁紙＞

＜床材＞

１階の素材ルームで壁紙・カーテン生地・床材等を選んで頂き、２階の打ち合わせコーナーで、スタ
イルブックを使用して女性専門スタッフのアドバイスを受けながら、内装一式のコーディネイト・選定が
できます。工事やその他家具・照明器具等の相談も可能です。

－７－

３．事業概要
（※③）カーテンクリーニング・メンテナンス事業（これからはＣ・Ｍ事業と略記）
学校・福祉施設・病院様を主軸に
出張式カーテンメンテナンスクリーニングを行っております。

あ
な
た
の
そ
ば
で
洗
い
ま
す
。

出張カーテンクリーニングは、現地で洗い、シミ取り・修繕・レール等の不具合も
合わせてメンテナンスする事業です。
主に学校・福祉施設・病院などで多数利用していただいております。
その日のうちにクリーニングを仕上げるため、替えのカーテンも不要！
軟水を使用し、合成洗剤不使用の環境にやさしい方法で消臭・抗菌を行っている
ため、安心してご利用いただけることが特徴です。
また、水洗いすることにより繊維がリフレッシュ！カーテンが長持ちいたします。

ホ
ソ
イ
の
カ
ー
テ
ン
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
特
長

ご依頼ステップ
（１） まずはお見積もりをさせていただくためにっスタッフが施設へお伺いいたしますので、
訪問させていただく日時を設定いたします。
（２） 施設へスタッフがお伺いし、クリーニングされるカーテンの枚数とサイズ、トラックの設置場所、
電源、水道、排水場所を確認させていただきます。
（３） お見積もりを作成
（４） ご注文後、日程の打合せをさせていただきます。
（５） ランドリー車で施設に向かい、カーテンをクリーニングいたします。
（６） 後日「完了報告書」を作成し、提出いたします。

－８－

４.現在の市場環境に対する当社見解と今後の方向性
【以下の内装工事業界及びＣ・Ｍ業界の課題は、当報告書作成者の個人的見解です。】

（１）内装工事事業
① 現状と課題
現在の内装業界は高度経済成長の中分業が進み、デザイン・マネジメント・施工が分社化し、連携
して行うようになりました。大量に同じものを作る時代にはマッチした体制だったと思いますが、市場規
模が減少していく現代においては、新しい体制での内装業界になる事が急務と考えます。
内装業界の市場規模の指標となる「新築住宅着工数の実績と予測」及び「壁紙の市場規模・指数
推移」はそれぞれ下のグラフに示すとおりであり、市場規模は縮小の一途をたどっているようです。

新築住宅着工数の実績と予測

出典：実績は国土交通省 予測はＮＲＩ

② 今後の対策・方向性
その中で、仕事に価値をつけやすいのがデザインであるが、ソフトのみを単体でしかも適正価格で販
売する事は非常に難しい。そこで、デザインと工事の全てを内製化し、デザインから施工までを一気通
貫で行い他社との差を大きく付ける事が、これからの内装業界のビジネスモデルの標準になる事が必
要ではないかと考えております。
今年の2月頃から急速に拡大したコロナ禍により、収束後は約30％市場が縮小する予測を立てており
ます。当社ではそこを見据え、より一層付加価値が高く、どこにもできない高い独自性とブランド力付け、
アフターコロナでのV字回復を目指しております。

－９－

４.現在の市場環境に対する当社見解と今後の方向性
（２）カーテンクリーニング・メンテナンス（Ｃ・Ｍ）事業
主要顧客

課題

今後の対策・方向性

・年１回のカーテンクリーニ
ングの必要性を認識して
いないと見受けられる。
・コロナで、保健室等の間
仕切りカーテン需要増。
しかし、そのカーテンの定
期的クリーニングの必要
性までは余り思い至って
いないようだ。

・不衛生な長期使用カーテン
多いように思われる。
・例えカーテンを定期クリーニ
ングしていても、予算削減の
優先項目になっている。
・レールやつり具等カーテン
付属機器を含めて、耐用年
数を超えたカーテン設備が
多いようだ。

・カーテン衛生管理の重要性
㏚（メーカーによるキャン
ペーンを増やしたい）
・カーテンの取り外し・クリー
ニング・取り付けを職場関
係者で実施している例が多
いが、専門家に任せる方が、
確実でかつ効率的というこ
とをPRしたい。

・人手不足で過酷な労働環
境の施設が多いようだ。
そのためカーテンクリーニ
ング等はなおざりにされて
る例が多々見られる。
・コロナ感染症の流行で、
カーテン等に対する衛生意
識にも変化がみられる。
（当社への問合せが増加）

・カーテンのクリーニングに関
して、低価格で請け負うリネ
ン業者やカーテン業者に一
括発注している例が多くみ
られる。その場合、他の施
設のカーテンを一緒にしてク
リーニングするため、ウイル
ス等の付着が懸念される。

・当社は、該当施設にランド
リー車で訪問し、その施設の
カーテンだけをクリーニング
するため、ウイルス混在の恐
れがない。ということを強調し
たい。
・カーテンクリーニングは専門
家に任せる方が、確実でか
つ効率的ということを強調し
たい。

・間仕切りカーテン等大量の
カーテンを使用しており、
その衛生管理に苦慮してい
るようだ。

・上記福祉関係と同じ

・上記福祉関係と同じ

医療関係
（病院等）

その他
（全般）

・コロナウィルス感染症拡大
に伴い、多くの企業や個人
でカーテンに関しても、衛生
管理の意識が高まっている
ようだ。

・しかし、多くの企業や個人及
び一般顧客も、カーテンク
リーニングの必要性の認識
は希薄なように思われる。

・カーテン関係の既存顧客及
び新規顧客に、カーテン衛生
管理・カーテンクリーニング
の重要性を伝えたい。

教育関係
（学校等）

福祉関係
(老人ホ
ーム等)

現状（市場環境）

ランドリー車内の設備
ガス乾燥機２台（プロパン）
洗濯機４台

業
業

ラ
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５．これまでの事業展開
（１）過去の経営戦略
【創業期】

工務店やゼネコンからの下請け工事の受注拡大

仕事は大量にあったので、考える事はいかに早くするかのみであった。

【成長期】

工務店やゼネコンの下請け＋カーテンクリーニング

下請け仕事と元請け仕事のいいとこ取りであった。価格が崩れつつあったがそれをカバー出来る
量があった。
事業のもう一つの柱を育成しようと、カーテンクリーニング事業に参入した。同事業で差別化を
図る べく、出張方式のカーテンクリーニングを行うため、カーテンランドリー車を購入した。

【成熟期】

地方自治体からの工事受注拡大
そのために、府・市の指名入札業者資格取得

顧客層の拡大を目指した。
そのために、京都府及び府下各市における指名入札業者資格を取得していった。現在はその
範囲を滋賀県や北大阪地区まで拡げるべく努めた。

【第二創業期】

提案力・工事力の向上
さらに高付加価値を実現するための人材育成

お客様にまず期待を持って頂き、常にそれを上回る内装空間を提供することにより、喜びを持っ
て頂くようにしたいと思い、そのためデザイン性に富んだ提案力を磨き、当社で考案構築した
「Ｄpackシステム」・「カーテンフィッティングシステム」・「
」等で提案力・工事力の向上の
基盤固めに努めた。

（２）現在の経営戦略
【第二成長期】

高い提案力・コーディネイト力・工事力で
高付加価値インテリア・ランドリーの提供

高めた提案力・コーデネイト力・工事力を活かし、高付加価値の実現に取り組んでいます。
また更なる高付加価値な提案力・施工力を身に付けるため、人材の育成にも継続して取り組み、
知的資産として蓄 積したいと思っています。
（インテリア企画要員や内装の自社職人・カーテンの自社縫製要員等）

創業期

成長期

成熟期

第二創業期

第二成長期

下請け工事
の受注拡大

プラス・カーテ
ンクリーニング

地方自治体からの
受注拡大

提案力・工事力

高い提案力・工事力
で高付加価値提供
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向上の基盤固め

６．自社の強み・優位性（知的資産）
当社は創業以来５０年余となります。その間内装工事一筋に“お客様に喜びを感じて頂ける想いの
空間”つくりに専念してきました。その過程で次のフロー図で
で示します主な６項目の強み・競
争優位性（知的資産 一部物的資産）が蓄積されてきました。
これらは互いに連携しながら、高品質施工という成果を生み、顧客価値提供及び経営理念の実現に
結び付いてきました。今後もこの強みをさらに磨くとともに、新たな知的資産を獲得しさらなる競争優位
性の確立と顧客提供価値の向上を目指します。
６項目の知的資産については次ページで詳述します。
また、知的資産の分類については当ページ下部に記載しています。

【知的資産フロー図】

インテリア企画室
豊富な提案実績
と提案を重視する
社風

創業以来５０年
間の施工実績に
より蓄積された
工事ノウハウ

（１）優れた提案力

（２）優れた工事力
専属職人及び
一級技能士による施工

（４）経営理念の
存在と浸透

（５）多様な
ネットワーク
２１年間の施工
実績に裏付けら
れたノウハウと
クリーニング師
資格保有者従事

人的資産
知
的
資
産
の
３
分
類

（３）
Ｄｐａｃｋ
シ
ス
テ
ム
の
構
築

（６）カーテンクリーニグ
・メンテナンスの
ノウハウと設備保有

お
客
様
に
喜
び
を
（
経感
営じ
理て
念頂
のけ
実る
現想
）い
の
空
間
の
実
現

従業員が退職時に一緒に持ち出す資産

例） イノベーション能力、想像力、ノウハウ、経験、柔軟性、学習能力、モチベーション等
構造資産

従業員の退職時に企業内に残留する資産

例） 組織の柔軟性、データベース、文化、システム、手続き、文書サービス等
関係資産

企業の対外的関係に付随したすべての資産

例） イメージ、顧客ロイヤリティ、顧客満足度、供給業者との関係、金融機関への交渉力等
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６．自社の強み・優位性（知的資産）
（１）優れた提案力（人的資産・構造資産）
①当社では、内装に関する相談や引き合いがあった場合、どのように
施工上困 難を究めたり特殊な案件であっても、衆知を集め対処法を
考案し回答したり施工に結び 付けて来ました。それらの経験が多彩
なノウハウとなり提案力として蓄積されてきま した。また、そのように
提案を重視する社風が醸成されています。
②他社にはない、インテリアショールーム「素材スタジオ」を活用しかつ
スタイル ブックで実物を見ながらオリジナリティ溢れる提案・プレゼン
＜当社スタイリスト＞
を行っております。
③またインテリア企画室には２名のスタッフが在籍しており、女性コーディネーター・スタイリストとして育
成しています。今後も人 が育つ環境と社風づくりを行ってまいります。更に資格の取得も全面的に
バックアップしています。今年（2020年）1月には、企画力・コーディネイト力の更なる向上及び西欧の
最新の内装の潮流を学ぶため、昨年に引き続きもう1名の女性企画員をドイツ・イギリスに内装研修
に派遣しました。これによって得た知識・感覚を当社の今後の内装に反映されることが期待されます。

（２）優れた工事力（人的資産・構造資産）
①創業以来５０年の施工実績により、多くの知識やノ
ウハウが蓄積されております。また、ただ単に施工
するだけでなく、どうすればもっとお客様に安心して
頂けるか、もっと喜んで頂けるか。常に研究開発し
ています。
②当社は国家資格を有する技能士が在籍しており、
室内装飾技能士会に所属しております。技能士会
で、日々技術の研鑽を繰り返し施工の品質を高め
る努力をしております。また、業界発展・地位向上
のためにボランティアや広報活動をしており、この
活動が技術だけでなく、人としての資質の向上にも
つながっております。当社には、この想いを共有し
＜当社ショウルームでの特殊壁紙施工勉強会に
参加した職人と今春入社の職人の卵＞
ている職人が在籍しております。
この想いを共有している経験豊富な職人3名は、更なる技術の向上を目標に技能士資格取得を目指
しています。
③この優れた工事力を確固たるものにすべく、若い職人の育成にも努めています。昨年、新卒の職人要
員１名を採用し、現在育成中です。

（３）Ｄpack システムの構築（構造資産）：同システム詳細は５ページを参照下さい

×

この優れた提案力・工事力を有機的に連携・マニュ
提
工
アル化した「Ｄｐack システム」を2013年に構築し、そ
案
事
の後試用しながら改良を積み重ねています。
力
力
当システムの特徴・独自性は、従来分業化されてい
た内装企画設計・内装材の選定・提案・施工をセット
で自社で実施することです。
＜Ｄpackシステムのリーフレットより＞
当システムでは、経営理念の精神である
「お客様の喜びの心を大切にし、想いの空間を実現する」
ということを前提に構築されており、当システムを遵守することにより、
・経営理念（お客様の喜び・想いの空間）の実現
・優れた提案力・工事力の発揮・蓄積
が達成されていると自負しています。今後も更なる改良・進化に取組みます。

－１３－

６．自社の強み・優位性（知的資産）
（４）経営理念の存在と浸透（構造資産）
従業員や外注業者に対し、大きな業務判断時
には経営理念に照らして判断することという指導
や、日常の会議での唱和・事務所への掲示等に
経営理念
より、経営理念が浸透しています。そのことによ
・我が社は、社員やその家族など、
り、次のような成果が実現しています。
係わる全ての方達の希望と勇気を
育む会社にします。
・クレームやトラブルが起きて、どうしたら良いか
・我が社は、お客様の喜びの心を大切
解からない時に、経営理念に立ち戻って考え
にし、想いの空間に導くよう一緒に
行動できる。
考えます。
・また、どの社員が対応しても品質が安定する。
・我が社は、仕事を通して会社も人
・社員や職人が仕事のやりがいを発見できる。
も成長し、社会や業界から無くて
・お客様の喜びや悲しみなどの思いや気持が分
はならない存在になります。
かるようになる。
また前頁（３）項で記載していますように、当社
のビジネスモデルである、Ｄpack システム も
経営理念の精神をベースに構築されていて、日常 業務においても同理念を実現できるようにしています。

（５）多様なネットワーク （関係資産）
当社では多様なネットワークが築かれ、情報の収集・
仕事の融通・ときには新規受注等に結びついています。
主なネットワークとしては次のものがあります。
①クロス事業協会との連携
②中小企業家同友会での活動
③京都室内装飾技能士会での活動

＜クロス事業協会のシンボルマーク＞

（６）カーテンクリーニング・メンテナンスのノウハウと設備保有
（人的資産・構造資産・物的資産）
カーテンランドリー車を導入して約２１年が経過し、
内装業界では貴重なクリーニング・メンテナンスの
ノウハウも蓄積されました。それらのノウハウと祖
業である内装工事のノウハウとを連携させお客様
の要望にお応えできると自負しています。
更に小ロットクリーニングに対応するため、社内
に新たにクリーニング設備も設けました。
カーテンクリーニングに関しては、環境・衛生面
の向上及び耐久性の向上からももっと普及させる
べきと考えています。そのために、現在「ハッピー
クリーニングサービス」の提供を開始しています。
＜Ｃ・Ｍ事業のスタッフ＞

当サービスの概要は次のようになっています。
カーテンの新規購入者を対象に、
➀新規購入後（約２年くらい）、同カーテンのクリーニングを無料で実施。
②その後、２回目以降のクリーニングは有料
このサービスを実施することにより、クリーニングの必要性・有益性を認識して頂き、カーテンクリーニング
が普及することを期待したいと思います。

－１４－

７．これからの事業展開
（１）クロスＳＷＯＴ分析
【（株）インテリアホソイ クロスＳＷＯＴ分析 】

内部環境

外部環境

機 会
＜マクロ環境＞
㋑エコ意識・省エネ意識・衛生意識の向上
㋺労働環境の変化（働き方改革等）
㋩高齢化社会
㋥ウィズコロナによるステイホーム
㋭インターネットの普及。（脅威でもある）
＜ミクロ環境＞
㋬内装文化（仕様）の変化（脅威でもある）
左官仕上げ→クロス仕上げによる需要増
（クロス仕上げ→パネル仕上げ：脅威）
㋣インテリアへの拘り度の高い方のニーズがある。
㋠デジタルプリントの増加
㋷空き家対策（空き家のリフォーム需要増加）
㋦同業他社の廃業
㋸コロナ感染拡大対応による需要増（減もある）
㋔カーテンクリーニングに対する高いニーズ。

脅 威
＜マクロ環境＞
㋑少子・高齢化・人口減少社会。
㋺インターネットの普及。(機会でもある)
＜ミクロ環境＞
㋩内装文化（仕様）の変化（機会でもある）
クロス仕上げ→パネル仕上げによる需要減
㋥競合による低価格競争
㋭職人の高齢化と職人不足
㋬コロナ感染拡大対応による需要減（増もある）

強 み

弱 み

＜人的資産＞
①女性企画員・女性スタイリスト（専属）及び女性社員職人（見
習い）が在籍してる。
＜構造資産＞
②経営理念・行動指針・ビジョンがありかつ浸透している。
③インテリアのデザイン・コーディネイトが自社でできる。
④内装工事のビジネスモデル（Ｄpack）がある。
⑤ショールームがあり、多くの現物サンプル・オリジナルカタロ
グ常備し、訪問顧客に提示できる。
⑥顧客ニーズ把握力・インテリア設計力・材料調達力・原価
計算力等がある。積算・原価計算は全員ができる。
➆カーテンランドリー車を保有し、クリーニング師が存在し、内
装工事経験よりカーテンの取り外し・取り付け・補修がワン
ストップ・短納期でできる。固定式クリーニング設備もある。
当方式は元請率が高くかつリピータも多い。
また軟水使用で洗剤を使わないため環境に優しい。
⑧クリーニング所の認可を受けかつ京都府・市の指名業者で
あるためもあり、学校や病院の顧客が多い。
⑨インテリア事業（内装）とカーテンクリーニング事業の2事業
を行っているため（業界で非常に稀少）相乗効果が大きい。
⑩HP・HOT・HOSOI通信・ほそまが・ＳＮＳ等情報発信力がある。
⑪定着率がよい。また人事評価制度・社員教育制度がある。
⑫同業他社に比べ利益が安定している。
＜関係資産＞
⑬得意先多い（内装：127社、ランドリー：170社）
⑭業務関連・業界関連・経営者関連等のネットワークが多い。
そのためもあり、紹介による受注多い。
<その他資産等>・・・有形資産他
⑮社屋がきれい。

＜人的資産＞
①自社職人がいなく施工力が弱い。
（見習いは一人在籍）
②（社長以外で）営業担当者がい
なく営業力が弱い。
③現場管理者が少ない
④WEB・広報要員が手薄。

強みを活かし、機会をものにする方法（戦略）
＜戦略Ⅰ＞

弱みを克服し、機会を逃さ
ない ようにする方法（戦略）
＜戦略Ⅲ＞

①Ｄｐａｃｋ・オリジナルカタログ（スタイルブック）・
ショールーム・ランドリー車等他社にはないツール
を使い、ステイホーム者や、拘り度の高い方等に
提案する。（③・④・⑤・⑥・⑦×㋥・㋣）
②HP等保有する情報発信力で、当社の独自性を発信
し、多くのインテリア・カーテンクリーニングに対す
るニーズに対応する。
（ ③・④・⑤・⑥・⑦×㋑・㋩・㋥・㋣・㋔）
③内装関連の顧客に対してカーテンクリーニングの必
要性を伝え、カーテンクリーニング関連の顧客に対
してホソイのインテリアの独自性を伝え、内装・
クリーニングの受注増を目指す。
（③･④・⑤・⑥・⑦･⑨・⑬×㋣・㋔）

強みを活かし、脅威の影響を受けないように
する方法（戦略）・・・・・・・・・・・・ ＜戦略Ⅱ＞
① リアルで安心感のある提案力で、インターネットや
低価格提示の顧客との差 別化を図る。
（③・④・⑤・⑥×㋺・㋥）
② 高まる清潔意識の中でカーテンクリーニングの重
要性を伝える。（⑦×㋬）
③ 強みを活かして縮小市場に立ち向かう。
（①～⑭×㋬）

＜構造資産＞
⑤内装関係の施工マニュアル類が
ない。
⑥自社縫製ができない。
➆財務基盤が弱い。
＜関係資産＞
<その他資産等>・・・有形資産他

① 不足している職人・営業・現場
管理者・縫製員等を採用育成
し、多様なニーズを取り込む
（①・②・③・⑥×㋩・㋥・㋣）

弱みを克服し、脅威の影響
を受 けないようにする方法
（戦略） ＜戦略Ⅳ＞
① Web等強化して、需要減に対応
する。
（④×㋩・㋺）

戦略Ⅰ～Ⅳを総合した戦略として、次のように策定する。
１） Ｄｐａｃｋ･オリジナルカタログ（スタイルブック）・ショールーム・ランドリー車等他社にはないツールを使い、ステイホーム者や、拘り度の高
い方等に提案する。
２） HP等保有する情報発信力で、当社の独自性を発信し、多くのインテリア・カーテンクリーニングに対するニーズに対応する。
３） 内装関連の顧客に対してカーテンクリーニングの必要性を伝え、カーテンクリーニング関連の顧客に対してホソイのインテリアの独自性
を伝え、内装・クリーニングの受注増を目指す。

－１５－

７．これからの事業展開
（２）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。
経営理念
経営ビジョン
提案・施工・アフター迄
全ての工程を内製化することにより内装工事の付加価値
を高め、日本に新しいインテリアの文化を作る。

ＳＷＯＴ分析よ
りの経営戦略

社長の想い

１） Ｄｐａｃｋ･オリジナルカタログ（スタイルブック）・
【将来の経営戦略】
１）Ｄｐａｃｋ活用による差別化を図る。
ショールーム・ランドリー車等他社にはないツールを使い、
２）企画・デザイン・施工・アフター迄
ステイホーム者や、拘り度の高 い方等に提案する。
内製化・レベル強化し、自社で一貫施工する。
２） HP等保有する情報発信力で、当社の独自性を発信し、
３）職人の多能工化。
多くのインテリア・カーテンクリーニングに対するニーズに対応する。
４）
の定価で仕事をしたい。そのため、
３） 内装関連の顧客に対してカーテンクリーニングの必要性
企画・デザイン・施工品質等で差別化を図る。
を伝え、カーテンクリーニング関連の顧客に対してホソイ
５）ウィズコロナに対応した業務遂行を心掛ける。
のインテリアの独自性を伝え、内装・クリーニング
の受注増を目指す。

（イ）企画・デザイン・施工・アフター迄内製化・レベルの向上を図り、
顧客の期待以上の満足を提供することにより受注増加を目指す。
（ロ）Ｄｐａｃｋ・スタイルブック・素材スタジオの活用による差別化及びデザイン・施工品質の独自化・差別化で価格競争
に打ち勝つ。
（ハ）内装とクリーニングの連携を強化し、双方の受注増加を目指す。

②将来の経営戦略を実現するための
重要成功要因

③ 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

イ）デザイン力・提案力の向上

イ）トータルインテリア企画力の向上
（企画担当社員の育成・Ｄpackの活用等）
ロ）自社職人の育成・自社縫製
ハ）高付加価値素材取扱いノウハウの取得
二）提案営業マニュアル（Ｄpack等）の作成・活用
及び自社オリジナルカタログの作成・活用
イ）企画担当社員、ロ）自社職人・縫製員等
ホ）ショールーム 「素材スタジオ」の充実化
へ）両部門間の定例交流会議の開催

ロ）工事力・施工品質の向上
ハ）オリジナリティーの向上
二）人材の育成
ホ）設備の拡充
へ）内装とクリーニングの連携強化

④事業計画（４５期単年）
内装工事部・・・スタイルブックを使用しDpack案件を増やす

ランドリー部・・・営業力と交渉力アップ

① 既存得意先に提案
② スタイルブックを切口に新規得意先の開拓
③ 条件の良くない得意先・現場からの撤退
④ 番頭と自社職人の採用と育成
⑤ 企画室が登場する案件を増やす

① 原価計算をしっかりと行い価格を決める
② 競争相手の研究をする
③ 価格以外でお客様に貢献する事を考える
④ 客先を増やしランドリー車の稼働日数を増やす
⑤ クリーニング師を取得する

インテリア企画室・・・提案力を磨く

総務・経理・・・社内から見える業務改善を行う

① 展示会・セミナー等に参加し知識を付ける
② ベクター・イラレ・パース等を習得しプレゼン力を上げる
③ 現場や施工の知識も磨く
④ 窓装飾プランナー・インテリアコーディネーターを取得する
⑤ HOT・ほそまが・FB・インスタ等で定期的に発信する。

① 請求漏れを防ぐ
② 数字から見える改善点を上げる
③ 電話でのヒアリング力を付ける
④ 商品や商材、内装工事の事も勉強する
⑤ 簡易な見積・積算を行う

－１６－

７．これからの事業展開
（３）ＫＰＩ（重要業績評価指標）：将来の経営目標を達成するためのＫＰＩ
【第二次５カ年計画】
ＫＰＩ

現状：起点
（２０１６年８月期）

実績
（２０２０年８月期）

将来：５年後目標
（２０２１年８月期）

１.９７億円

２.２４億円
（約２.３９億円：４年目計画値）

２.５億円

内装工事事業

１.４４億円

１.８１億円
（約１.８９億円：４年目計画値）

２.０億円

Ｃ・Ｍ事業

０.５３億円

０.４３億円
（約０.５億円：４年目計画値）

０.５億円
（当初計画値約１億円を変更※）

自社職人育成

現在いない（専属職人のみ）

現在１名育成中

２名（２０２１年迄に）

カーテン自社縫製

現在行っていない

現在計画中

２０２１年８月迄に実施

ホソイオリジナルカタログ作成

現在ない

現在試作済みで試用中

２０１９年８月迄に初版発行

合計売上高

事業別
売上

【 ２０２０年８月期実績の点検と反省 】
・今期は昨年10月の増税と資材の値上がり、その後にコロナ禍の影響受け、内装工事・C・M事業共に苦しい状況となった。
しかし、今のところ思っていたよりも影響が少なかった。内装は計画（2020年度計画値）
達成で有り、C・Mは計画大幅未達、トータルでは未達であった。
・内装(要因)：10年程前から取組んできた得意先の細分化。提案から携わる事が増えた事で低価格商材の取り扱いが少な
くなってきた。思いや考え方がマッチする得意先や顧客が増えてきた。
(対策)： 45期は新しいホームページとスタイルブックを使いさらに付加価値を高め、マッチする顧客を増やす。高まる
顧客満足度を上回る体制を確立する。
・ＣＭ(要因)： コロナの影響で5月頃一度止まった。6月以降は逆にコロナの影響で清潔意識の高まりとそれに対する予算
が与えられたことにより新規問合せが増えた。
(対策)： コロナ禍で得た新規顧客を繋ぎ止める。ホソイ通信＋αの発信と伝達のしくみを確立する。
ＣＬから内装工事につなぐ事例を増やす。
※2021年8月期の事業別売上目標値を当初計画値に対して修正しているが、その理由は、
内装事業：Ｄ-pack が好評だが、コロナの影響で下方修正した・・・・・・・２.５億円→２億円

（４）経営ビジョンとビジョン達成のための取り組み
①経営ビジョン

提案・施工・アフターまで全ての工程を内製化することにより内装
工事の付加価値を高め、日本に新しいインテリアの文化を作る。
②ビジョン達成目標
イ）数値目標及びハード目標
・売上及び利益率：売上5億、経常利益率10％以上
・社員数
：15名（多能工職人及びスタイリスト増員・育成）
・本社屋
：移転新築（上階は賃貸オフィスや賃貸住居）
ロ）ソフト目標
・売上構成
：デザイン提案・施工物件（こだわりのある仕事のみ）50％以上
・社員意識
：成長意欲が高く毎日笑顔でワクワクしながら仕事をしている
ハ）達成時期目標
・2030年迄に上記目標を達成
③ビジョン達成のための取り組み
・16ページ記載の「将来の経営戦略」を遂行することにより達成
・具体的には同じく16ページ記載の重要成功要因を着実に実行することにより達成
－１７－

８．価値創造ストーリーと知的資産活用マップ
（１）価値創造ストーリー
過去

将来

現在

【過去～現在のストーリ】～２０２０

【現在～将来のストーリ】２０２０～

人（
的ヒ
資ト
産）

・インテリア企画員１名増員（女性）
・窓装飾プランナー資格保有（女性１名）
・カーテンランドリー車での作業ノウハウを
保有している従業員がいる。
・カーテンの専門知識を持った従業員がいる。
・２０１９年４月より自社職人１名育成中

構（
造組
資織
産）

・経営理念・行動指針がある。
・経営理念・行動指針が従業員に浸透して
いる。
・受発注システム・原価管理システム完成し
２０１４年より運用開始
・２０１６年顧客管理システム完成し運用
開始

（
（
関顧
係客
自
資・
産社
外
）

・多様なネットワークが構築されている。
・小口であるが顧客の数が多い。
・インテリアスタイリストの 存在
・技量に優れ・想いを共有している専属職人
（３名）の存在
・素材スタジオ打ち合わせルームの地域
住民への開放

・インテリア提案のできる建設会社を増やす。
（現在１４軒→２０２１年度：２０軒）
・カーテン自社縫製 （２０２１年までに）
・「ほそいまつり」の開催と継続

サ
製ー
品ビ
・ス

・顧客満足を満たす一般内装工事を提供
・出張カーテン・クリーニングサービスを提供
・素材スタジオを活用したオーダーカーテン
事業

・提案営業力を向上させ,より顧客満足を満
たす一般内装工事を提供
（Ｄpackサービスを提供）
・カーテン・クリーニングを提供している顧客
にインテリア全般を提案
・デザイン性に富んだインテリアの提供

・総売上高

・総売上高

財
務

：１．９７億円

・事業別売上
内装工事業
： １．４４億円
カーテンクリーニング業 ： ０．５３億円
（上記数値は全て２０１６年度：８月期）

・インテリア企画員（女性２名）にインテリア
コーディネーター資格を取得させる。
（２０２１年取得目標）

・Ｄpackシステムの構築・知財化
（２０２１年完成目標）

：２．５億円

・事業別売上
内装工事業
：２．０億円
カーテンクリーニング業 ：０．５億円
（上記数値は全て２０２１年度：８月期）

左側が現在保有する知的資産で、それらを活用して提供してきた製品・サービスとその成果としての財務状況を示しています。
右側は将来獲得・補強したい知的資産で、それらを活用・連携（既存知的資産と）させて提供したい製品・サービスとその成果とし
たい財務状況を示しています。

－１８－

８．価値創造ストーリーと知的資産活用マップ
（２）知的資産活用マップ
＜人的資産＞

＜構造資産＞

女性スタイリスト２
名育成（デザイン
力・ 提案力）

＜関係資産＞

【将来の
経営戦略】

（イ）デザイン力
･提案力
の向上

（（（
ハロイ
）
内）
Ｄ）
企
装ｐ画
ａ
とｃ・
クｋデ
リ・
スザ
ータイ
ニイン
ンル・
グブ施
のッ工
連ク・
ア
携・
素フ
を材タ
強スー
化タ迄
しジ内
、オ製
双 化
方の
活・
の用レ
受 ベ
ル
注に
よの
増る向
加差上
を別を
目化図
指及り
すび、
。デ顧
ザ客
イの
ン期
待
・
施以
工上
品の
質満
の足
独を
自提
化供
・
差す
別る
化こ
でと
価に
よ
格り
競受
争注
に増
打
ち加
勝を
つ目
。指
す
。

窓廻りコーディネイト
ノウハウの取得

提案営業
マニュアルの作成

優れた提案力

自社職人育成中
（１名）

【重要成功要因】

更に連携
強化する

施工マニュアルの
整備・充実

外部デザイナー
との連携

（ロ）工事力・
施工品質
の向上

優れた工事力

経営理念
の浸透

有効活用

外部縫製企業と
の連携
高付加価値素材
取扱いノウハウの
取得
高機能化を
図る

女性スタイリスト２
名育成（企画力）
自社オリジナル
カタログ作成

（ハ）オリジナ
リティの
向上

（二）人材の
育成

Ｄpack
システムの
構築・知財化
（ホ）設備の
拡充
両部門間の定例
交流会議の開催

（へ）内装とクリ
ーニングの
連携強化

カーテンランド
リー車及び同ノウ
ハウの保有

（一部物的資産）

Web等の情報発
信力の強化

新規顧客の獲得

ショールーム
（素材スタジオ）設置

（物的資産）

現在保有する
知的資産を示す

将来獲得すべき
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戦略達成に結びつける。

－１９－

みんながワクワクする
新しい暮らし
（顧客提供価値）

経
営
理
念
・
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
の
達
成

９．会社概要
会社名

株式会社 インテリアホソイ

創立

１９７０年７月
〒６１６－８１３５
京都市右京区太秦小手角町２０－７０
ＴＥＬ：０７５－８８１－２８１１
ＦＡＸ：０７５－８８１－２８１５
メールアドレス：info@inxkyoto.co.jp

会社所在地

代表取締役

細井 和博

資本金

１０百万円

従業員

１０名

事業内容

室内装飾工事、カーテンの出張クリーニング、オーダーカーテン製作・販
売・工事、リフォーム、その他

ホームページ

ＵＲＬ：http://www.inxkyoto.co.jp
【免許・許可取得一覧】

免許・許可名

内 訳 ・ その他

・内装仕上げ業

京都府知事許可（般ー２２）
第１４７９６号
京都府２０乙環境第６号ー２

・クリーニング所
検査確認
・ー〃ー
・カーテン
ランドリー車
・事業所消防庁
登録

京都市 右保 第１０号
特許第３５９３５７１号
１３５５１

【資格取得一覧】
資格名

取得者数 ・ その他

・一級表装技能士
・二級ガラス用
フィルム施工
技能士
・窓装飾
プランナー
・クリーニング師
・インテリア
デコレーター
・ものづくり
マイスター
・壁装施工管理者

第０８－１－０５９－００１１号 １名
１３大建２第６４２号
１名

０３－２６－１３９７他

４名

京都府登録第３６３３号他
２６－００１９他

３名
５名

２０１６－２６－１６６－１

１名

第００００５号他

８名

【その他認証・認定一覧】
認証・認定名
・京都府中小企業
「知恵の経営」認証
・京都府新商品・サービス
販売促進支援制度
（チャレンジ・バイ）認定

内 訳 ・ その他
実践モデル企業
認証番号 １（１）２０２
認定番号 ２も第８３号

－２０－

＜本社の外観夜景＞

１０．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
（株） インテリアホソイ 知的資産経営報告書作成プロジェクトチーム
代表
： 細井 和博
メンバー ： 細井 覚、山田 直人、吉野 文華、神谷 真千

（４）作成支援者
●中小企業支援地域プラットホーム：京都府商工会地域中小企業支援プラットフォーム
支援機関：京都信用金庫
●中小企業診断士 ： 菊田 倶光
登録 ： 中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業
登録派遣専門家

（５）お問い合わせ先
株式会社 インテリアホソイ
〒６１６－８１３５
京都市右京区太秦小手角町２０－７０
ＴＥＬ：０７５－８８１－２８１１
ＦＡＸ：０７５－８８１－２８１５
メールアドレス
：info@inxkyoto.co.jp

（６）発行
２０２０年９月

－２１－

