ワインダー・制御・ＩＴを軸に更なる発展を目指して
（知的資産経営報告書）

２０２１年１２月版
永井鉄工 株式会社
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別紙：新型コロナウィルス対策 基本方針

<知的資産経営報告書とは？＞
知的資産とは、バランスシートに記載されていない無形資産のこと
です。その知的資産を活用した企業価値向上に向けた活動を、目
に見える形で解り易く伝えるために作成した書類です。
（詳細は、10．あとがき に記載しています）

＜表紙写真の説明＞
中央は当社主力のＷ/Ｄ側面図で、
周辺の写真４枚はＷ/Ｄ関連装置です。

１．ご挨拶
本報告書は当社の技術導入をご検討いただいている皆様、ならびに
関心を持ってくださっている皆様に当社の経営に対する考え・将来の
方向性等をご理解いただきたく作成いたしました。
当社は1938年の創業後製紙機械メーカーとしてお客様と共に歩んで
参りました。日本全体が右肩上がりの高度成長期には「増速」「増
産」に対応した技術開発に取り組み、成長が鈍化した時期には「自動
省力化」の技術開発に特化して参りました。現在は将来確実に人口減
少が見込まれる中、これまで培った自動省力化技術を更に深化させ時
代のニーズに応える技術開発を進めております。
創業以来、時代と共に常に変化し続けてきた結果、既存のお客様から
は有難いことに「何か新しいことを考える時は永井鉄工に相談すれば
良い」と言っていただける関係性を築いております。
2020年に発生した新型コロナウイルスは、現在、社会活動全体の行動
自粛からいかにして経済を止めずに共存していくかが議論される段階に
来ております。これからの社会は元の状態に戻るのではなく、未知の感
染症に対応したものになるはずです。対面を伴う接客販売はますますEコ
マースに取って替わられることになり、国内ダンボール需要は当面上昇
傾向、板紙関連設備の需要は増えることが予想されます。引き続き国内
製紙各社の板紙設備需要を経営の中心に据えてお客様のご期待に応えら
れるよう努力して参ります。
また、「人手のかからない」「安全で簡単な」弊社独自技術は様々な
分野に応用できると考えます。DXについても検討・研究中です。
当報告書作成に際し、当社の強みとこれからの事業展開を整理し、
より多くの皆様に当社を知っていただくための要点をわかりやすく記述
いたしました。ご一読賜り皆様から忌憚のない
意見を頂けましたら幸いです。
（コロナ対策につきましては当社でも独自の取組
みをしています。別紙をご参照くださいませ。）

202１年12月

代表取締役 永井 久雄
－１－

２．経営哲学
（１）企業理念（Mission）～企業の役割･使命～

わたしたちは、
製紙機械技術を核として
「新しい価値を創造」
します

企業理念
ミッション

（２）目指す企業像（Vision）～理念実現のために目指す姿～

お客様にとって
かけがえのないパートナー
になることを目指します

目指す企業像
ビジョン

（３）重視する価値観（Value）～理念実現のために
重視する共通の考え方～

何事も誠実な心を大切にして
行動します

重視する価値観
バリュー

－２－

３．事業概要
（１）会社の沿革
期
間

年 度

成
長
期

転
換
期

知的資産との関係

創業者永井良一は、高等小学校を卒業後 鉄工所の工員となりその後
日本スピンドル、大日本セルロイド、大阪機械製作所、聯合紙器等を経
て１９３８年に独立創業

・創業者自身はこの期間に、工作機械・産業機械・化学
機械・製紙機械等の製造・修理等に 携わり、これらの
製法・修理法等の知識・ノ ウハウ等を修得・蓄積した。

１９３８

聯合紙器（株）千船工場内にて“永井鉄工所”の商号で創業 当初は主と
して製紙機械部品の製作・修理に携わった。
（その後一般産業機械部門にも進出）

・製紙機械部品の製作ノウハウ及び製紙機械 全般
の修理ノウハウ蓄積
・また製紙工場内に事業所があり、工場操業直結の
ため、品質・納期厳守が身についた。

１９５６

兵庫県尼崎市常光寺（現本社所在地）に移転
同時に法人化し“永井鉄工株式会社”に商号変更

１９５６～

主に製紙工程調成装置の設計・製造と製紙機械全般の設計・製造・修理
に携わった。

１９７２

永井隆（創業者子息）入社

１９７２～１９９３

製紙機械全般の設計・製造・修理に専念
この中で特にマシンワインダー（抄紙機直後の仕上げ機械）及び同ワイ
ンダー周辺装置の設計・製造・修理に注力した。
またこの間、同ワインダー周辺各種装置の開発に注力（永井隆が主導）
この時期は中小製紙会社から大手製紙会社に顧客をシフトした時期で
あった。

１９９１

永井隆が代表取締役社長に就任

・ワインダー一式設計・製作・据付けに注力し 始め、
それらの知識・ノウハウが蓄積され始めた。
・ワインダー自動化・省力化装置開発
・コアーテーピング、持ち込み
・コアーストッカー＋挿入
・テールシール、ダンプバー
・ニップ圧制御コントローラ
・ＰＬＣソフト内製化
・トリム風送装置開発（国立大と共同開発）
上記は全て自社開発のオリジナル装置

１９９３

製紙機械の大型化・高精度化に対応して新工場建設
この頃よりワインダーの自動化・省力化を特徴とするワインダーメーカー
の道を歩み始めた。

・１９９２～２００５
この間にワインダー関連装置に関する特許4件
取得（うち2件は消滅、2件は存続）

１９９８～

王子製紙苫小牧工場の主力設備の改造を多数手がけ、当社のブランド
イメージの向上につながる。
この時期にベトナム・中国・タイにおいてワインダーの改造・新設を手掛
ける。

２０００

現社長 永井 久雄入社

・ワインダー自動化・省力化・高品質化装置開発
・自動通紙装置
・ＮＣスリッター
・高速ＵＷオシレート
上記は全て自社開発のオリジナル装置

２０１０頃～

製紙業界の特に洋紙業界で設備投資激減
板紙業界に於いては設備投資激増はないが継続

２０１２

５月 永井久雄 代表取締役社長に就任

２０１７

秋に大手板紙メーカーに広幅ワインダー（Ｗ/Ｄ）及びＷ/Ｄ周辺自動化・
省力化設備新規納入し順調に稼働

２０１８～２０１９

大手板紙メーカに抄紙機リール大径化工事・リール～
Ｗ/Ｄ間自動搬送化・Ｗ/Ｄ自動搬送化・紙管切断装置・ＮＣスリッター・通
紙省力化等一式納入

２０２０

６月大手製紙メーカーに板紙用Ｗ/Ｄ省力化工事一式納入
年末大手板紙メーカーにＷ/Ｄ省力化工事一式納入

２０２１

９月・１０月オフライン用Ｗ/Ｄ２台製作・納入（駆動装置自社製）

創
業
迄

創
業
期

出 来 事

～１９３８

・初代・二代目社長は故人となったが創業
の精神・経営理念は継承

《今後の予定》
２０２２～

定期修理・メンテナンス事業の充実・拡大に注力予定

＜創業期の工場全景＞

－３－

＜創業期の工場正門付近＞

３．事業概要
（２）事業内容
事業名
（製品・サービス名）

特徴

主要顧客（現状）と
ターゲット顧客
（将来）

①マシンワインダー事業
（一式新設・改造）
事業開始時期１９３２
年頃
（創業時より）
本格参入は １９７２
年頃

・設計・製造・据付け・試運転まで一式 施工
可能また広幅・高速機可能
・操業性を配慮した設計
・独自の自動化・省力化・高品質化設計
・海外を含む大手企業へ多数の納入実績
※紙媒体から電子媒体への移行のパラ ダイ
ムシフトが起こり、当事業の需要は減少が
推測される。

・現状
国内主要大手製紙
企業
・将来
現状顧客に加えて
国内中堅製紙企業

＜①マシンワインダーを弊社工場で仮組中＞

②ロール事業
事業開始時期１９３２
年頃
（創業時より）

・高精度のロール強度計算及び肉厚測定プロ
グラムによる設計・製造
（自社開発プログラム）
・高速バランシングマシンによる品質検査（品
質検査単独の受注も多数）

・現状
国内主要大手製紙
企業
・将来
現状顧客に加えて
国内中堅製紙企業

③その他マシンワイン
ダー 周辺事業
事業開始時期１９７２
年頃

・多くの自社開発自動化・省力化・高品質化装
置技術保有
高速ＵＷオシレート→コアーストッカー
＋挿入→コアーテーピング→自動通紙
→ＮＣスリッター→（トリム風送）→ニッ
プ圧制御→ＰＬＣソフト内製
※風送ソフト・ＰＬＣソフト 等内製化しかつ実績
が多いのが特徴である。
・大手企業への多数の納入実績

・現状
国内主要大手製紙
企業
・将来
現状顧客に加えて
国内中堅製紙企業

＜②自社開発のセグメントスプレッダーロール＞

－４－

＜③自社製マシンワインダー制御盤＞

３．事業概要
（２）事業内容
事業名
（製品・サービス名）

特徴

主要顧客（現状）と
ターゲット顧客（将来）

④トリム風送事業
事業開始時期１９８６
年頃

・高速化対応兼省エネルギー装置
（在阪国立大学との共同開発）
・広い対象トリム（広幅板紙～薄葉紙）
・設計ソフト保有
・多数の納入実績

・現状及び将来
国内主要大手製紙
企業（約半数）

⑤抄紙機関連事業
事業開始時期１９３２
年 （創業時より）

・設計・製造経験長い（創業時より）
・抄紙機各パート設備の製作・改造可能

・現状及び将来
国内中小製紙企業

＜④トリムエジェクターとブロアー＞

⑥修理・メンテナンス
事業
事業開始時期１９３２
年 （創業時より）

＜④トリムサイクロン仮組中＞

・創業時の主力事業であり、その後一貫してほ
ぼ主力事業の一つ
・したがって各種ノウハウ豊富
・具体的修理内容例
回転部位補修（軸入れ替え・溶射等）
ロールバランス調整
ロールセル表面ゴム巻き直し、表面溶射、
表面鍍金
製紙機械及び関連装置のオーバーホール
等々

＜⑥ロールバランス調整中＞

－５－

・現状及び将来
持ち込み品の修理・
整備が多い（今後も持
ち込み品をを主体に
対応したい）

＜⑥パルパーギアーボックス修理＞

４．市場環境
（１）紙・板紙の需要推移
紙・板紙全体の内需は下図表のように年々減少傾向にありますが、段ボール原紙や衛生用紙はコロナ
により社会活動が停滞したにもかかわらず需要が底堅く、活動再開と共に需要増加が見込まれます。
＜紙・板紙 需要推移＞

※日本製紙連合会ﾃﾞｰﾀ

（２）紙パルプ産業の設備投資推移予測：当社見解
一般紙は減ってきているが、家庭紙･衛生紙関連および板紙については順調な売上を受けて積極的
に設備投資を行っている。板紙分野で宅配堅調を背景に継続的に設備投資が続くと予測出来る。従来
の海外進出の方向性がコロナによりリスク分散の観点から国内投資に部分的に振り替えられることが予
測されるので、それに対応出来るよう体制を整えたい。

（３）当社としての対応
紙パルプ産業の将来の設備投資の縮小は避けられないと判断しています。従って従来のようにワイン
ダーを中心とした製紙機械の開発・製造に特化するだけでは、将来の成長は見込めないのではないかと
思っています。ワインダー関係の設計・製作技術は維持しつつ、関連技術分野にも進出したいと思います。
幸い当社にはワインダーを中心とした製紙機械関係に長年携わってきたことにより、多くの知見・ノウハウ
が蓄積されています。それらは一般の生産設備にも十分生かせると思っています。特に制御関係の知見・
ノウハウは一般生産設備のＩｏＴ化に十分生かせると確信していますので、それらの分野にも経営資源を投
入し今後の激動の時代に対応していこうと思っています。
また、製紙業界における数少ない成長分野である家庭紙関係設備の製造・改造分野への進出も検討した
い。

－６－

５．これまでの事業展開
期間

創業期

戦略・方針

取組み・投資

成果・課題

・顧客のあらゆるニー
ズに対応
・品質・納期の厳守
・製紙機械（主に調成
関係）の開発

・工場新設（現在位置）

・期初は競合少なく、売上・利益と
も順調に増大
技術・ノウハウも蓄積
・期終盤は競合増え、収益力低下

（１９３８年
～
１９７２年）

＜創業期に注力していた調成機械＞

・マシンワインダー本
体及び周辺装置の
開発

・各種工作機械（マシニ
ングセンター、旋盤、
フライス、ボーリング
等）新設及び更新

・収益力回復のため、ＷＤに特化。
高速化・自動化等の技術・ノウ
ハウも蓄積
・期終盤は大手競合が採算度外
視でＷＤに参入し、収益力低下

成長期
（１９７２年
～
１９９３年）

＜成長期・転換期ｉを主導した二代目社長 故永井隆＞

・マシンワインダー本
体及び周辺装置の
開発
・製紙機械の大型化・
高精度化に対応

・工場建替え（製紙機械
の大型化・高精度化
に対応のため）
・各種検査・測定装置
（バランシングマシン
等）新設

転換期

・大手競合がＷＤから撤退し、過
当競争は解消
・しかし、洋紙業界が構造不況に
陥り、設備投資激減。板紙業界
は激増ではないが投資維持。
・ＩＴの取り込み、商品への反映
が課題

（１９９３年
～

＜建替えられた新工場における大型・高精度ワインダーの仮組状況＞

－７－

６．自社の強み・優位性（知的資産）
当社は１９３８年の創業以来８０余年間、一貫して製紙機械の新規製造・改造・メンテナンス等に携
わってきました。その間に蓄積されました主な知的資産は、以下の５項目あります。
（１）制御装置関連等の優れた技術者が複数存在し、実績も豊富（人的資産）
（２）ワインダー（Ｗ/Ｄ）本体の設計・製作・立上げ等の技術・ノウハウ蓄積されている。
また実績も豊富 （構造資産）
（３）ワインダー（Ｗ/Ｄ）関連設備の自動化・高品質化等の技術・ノウハウ蓄積されている。
また実績も豊富 （構造資産）
（４）製紙設備全般の修理・メンテナンスに関するノウハウ・スキル・経験が 豊富
（構造資産）
（５）大手製紙メーカーへの納入実績多く、顧客信頼度は高い。（関係資産）
（６）社内で試運転できるスペース・設備有り。（物的資産）
このＷ/Ｄ関連の各技術は、一般の生産設備にも十応用可能と思っています。
以下これらの知的資産について順次詳述します。
また、知的資産の３分類について下部に記載します。

（１）制御装置関連等の優れた技術者が複数存在し、実績も豊富
（人的資産）
成長期を主導した先代社長は、自動化・省力化装
置の開発に力を注いだ。また同時に、自動化・省力
化装置の制御に関しても、内製化に努めそのため制
御技術者の育成にも尽力した。
その結果、優れた制御技術者が育つとともに、多
数の制御装置の内製化の実績も残した。
従来は製紙機械関係の自動化・省力化装置・制御
であったが、その技術を他分野へ展開したい。
＜精通した人材豊富な制御技術者を含む設計陣＞

（２）ワインダー（Ｗ/Ｄ）本体の設計・製作・立上げ等の技術・ノウハウ蓄積さ
れている。 また実績も豊富 （構造資産）
設計基準、製作基準は基準書、標準書として蓄積
している。
また豊富な納入実績において、ほとんどが試運転
込であり、それらについても多くのノウハウが蓄積さ
れている。
立ち上げのスムーズさはチームの経験的Q&Aの
量によってほぼ決まるので構造資産として今後も継
＜大手製紙会社向けのテールシール装置2セット：上左＞
承していかなければならないと肝に銘じている。
＜同じくテールシール装置とダンプバー：上右＞
人的資産
知
的
資
産
の
３
分
類

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

－８－

６．自社の強み・優位性（知的資産）
（３）ワインダー（Ｗ/Ｄ）関連設備の自動化・高品質化等の技術・ノウハウ
蓄積されている。また実績も豊富 （構造資産）
１）自動化・高品質化技術
（自動コア挿入・テープ貼、自動通紙、ニップ圧制御、ＮＣスリッタ、巻取り自動排出等）
長年の自動化、省力化、高速化、増産、巻き取り品質向上等の開発と改良がノウハウとして蓄積
されてきた。下記に掲載の写真・図表類は全て自社製装置・図面・テストデータである。

＜コアテープ貼装置＞ ＜自動通紙装置＞＜ニップ圧制御油圧カーブ＞

＜ＮＣスリッター＞ ＜巻取り自動排出装置＞

２）その他独自技術
（高精度ロール、トリム風送、CADデータ,制御ソフト等）
ロール強度計算、トリム風送、WD動力計算、ロールバランス修正等のオリジナル
解析ソフト、2次元、3次元CAD、PLC制御プログラム等が開発され蓄積されている。
特に国立大学と共同開発したトリム風送については、外国に技術指導に出かけ
る等完成度が高く、他社の追随を許さないと自負している。
右の写真は＜トリム風送設計ソフト＞：上と＜ＷＤ運転状況トレンドグラフ＞:下

（４）製紙設備全般の修理・メンテナンスに関する
ノウハウ・ スキル・経験が豊富 （構造資産）
製紙機械全般、特にロールについては創業当初から修理メンテナンスの経験があ
る。軸受摩耗部の溶射修理や軸の入替修理等は実績も豊富である。ワインダーの
修理メンテナンスについては顧客に出来るだけ予備ユニットを購入していただき、定
期的にオーバーホール済のユニットと入れ替えることをお勧めしている。限られた休
＜ロール軸部入替＞
転時間の中で迅速な立ち上げが可能となるため、高い評価を得ている。
今後は定期需要として年間スケジュールで管理する方向で実施していきたいと 考えている。

（５）大手製紙メーカーへの納入実績多く、顧客信頼度は高い。（関係資産）
主な納入実績
（１９８４年１月～２０２１年１２月）
レンゴーＧ

４０台

日本製紙Ｇ

４７台

王子製紙Ｇ

１９台

ﾚﾝｺﾞｰG殿、日本製紙G殿、王子製紙G殿、中越パルプ殿、北
越紀州G殿、大王製紙G殿等へのワインダーの大規模改造納
入実績は多い。主な納入実績は左表の通り。
また、同業大手マシンメーカー（MHI、SHI、IHI、VOITH、
METSO）へのOEMマシンも手掛けてきた。
リピート設備も数多く信頼度がうかがえる。

（６）社内で試運転できるスペース・設備有り。
（物的資産)
工場建屋仕様は、下記に示すように、かなり大型の装置でも仮組・試運
転できるスペース・設備を保有している。
建屋面積 ： １，４２０ ㎡
建屋ビルドアップ高さ ：１５ m
天井クレーン容量
：３０ T
ソールプレート耐荷重 ：１０００ Ｔ/１３００ ㎡
＜右の写真は社内で組み立て中のスーパーキャレンダー（総高さ約９m＞

－９－

７．これからの事業展開
（１）クロスＳＷＯＴ分析
＜クロスＳＷＯＴ分析より導き出される戦略Ⅰ～Ⅳ＞
【 クロスＳＷＯＴ分析 】
≪強 み≫
【人的資産】
①自動化・省力化装置の優れた制御技術者がいる

内部環境

外部環境

【構造資産】
②設計図・制御図等多数保有
③Ｗ/Ｄ設備本体の設計・製作・立上げの技術・ノウハウ
蓄積されている。
④Ｗ/Ｄ設備関連の自動化・高品質化技術・ノウハウ蓄
積されている。（自動コア挿入・テープ貼、自動通紙、
ニップ圧制御、巻取り自動排出等）
⑤Ｗ/Ｄ設備関連のその他独自技術・ノウハウ蓄積され
ている。（高精度ロール、ＮＣスリッタ、トリム風送、
制御ソフト等）
⑥抄紙機設計・製作技術も保有(経験豊富）
⑦抄紙設備全般の修理技術保有(経験豊富）
⑧独創的開発力の裏付けとして、４件の特許取得
⑨財務基盤が強固
【関係資産】
⑩大手製紙メーカーへの納入実績多く、顧客信頼度は
高い。
⑪多数の仕入れ・外注製作・据え付け業者との取引実
績があり、信頼関係構築

≪弱 み≫
【人的資産】
①若手技術人材・加工組立・据え付け
指導人材少ない。
【構造資産】
②東南アジアの新興メーカーに対して
コスト競争力がない
③輸出は商社等第三者に依存
④顧客ニーズ把握力不十分（→開発
シーズ不明確）
⑤情報発信力不十分（自社の強みを要
領よくまとめ、市場・顧客への発信
が不十分。そのための営業ツールも
不十分）

【関係資産】
⑥顧客が製紙業界100％と偏っている。

【その他】･･･有形資産等
⑦工場の加工・検査設備の老朽化。

【その他】･･･有形資産等
⑫自社内で試運転できるスペース・設備有

≪
機
会

≫
≪
脅

≫

威

【マクロ環境】
㋑国内人口減少傾向（自動化・省人化
ニーズ高い）
㋺日本製品に対する海外評価高い
㋩ＡＩ・ＩｏＴ・ＤＸ技術の進展。
㋥３Ｄプリンター技術の進展。
【ミクロ環境】
㋭紙業界は縮小はあっても生き残
る 業界
㋬国内では旧式のＷＤ多数稼動中
（推測。潜在的更新・改造ニーズある
筈）
㋣国内のＷＤメーカー減少
㋠顧客窓口の省人化が進み、発注
先に任せる傾向
㋷ウィズコロナによる巣ごもり需要増
大に伴う通販需要（段ボール）増加
【マクロ環境】
㋑低成長時代
㋺強者集中、大企業のみ生き残る。
㋩中国の経済成長の陰り
㋥ウィズコロナによる経済停滞の恐れ
【ミクロ環境】
㋭国内紙消費量停滞
洋紙激減、板紙微増
㋬国内製紙企業の設備投資停滞
洋紙激減、板紙微増
㋣仕事量の季節的集中傾向
㋠VALMET・VOITHの巨人化・独占化
（ただしＷＤ改造等は標準化され
てなくかつ高価）
㋷アジアメーカーによる価格破壊
（ただし技術はそれほど高くない
と思われる）

強みを活かし、機会をものにする戦略（方法）・戦略Ⅰ
【短期（現在～３から５年後位）】
➀Ｗ/Ｄ本体・関連設備の設計・製作ノウハウの強みを活
かし、国内需要の深耕を行う。
（（強み③,④,⑤）×（機会,㋭㋬㋣））
【中期（３から５年後位～）】
➀自動化・省力化装置の優れた制御技術を活かし、かつ
３Ｄプリンター等も活用し人口減少に伴う自動化
・省力化ニーズに対応する。
（強み①×機会㋑㋩㋥）

強みを活かし、脅威の影響を受けないようにする
戦略（方法）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・戦略Ⅱ
【短期から中・長期まで】
①品質を落とさずかつ低価格競争には参入しない。
（(強み④、⑤）×（脅威㋷））

－１０－

弱みを克服し、機会を逃さないように
する戦略（方法）・・・・・・・・・・・戦略Ⅲ
【短期から中長期まで】
➀ 人材や老朽設備の拡充を行い、
国内需要の深耕と自動化・省力化
ニーズへの対応を行う。
（（弱み➀⑦）×（機会㋑㋩㋥,㋭㋬㋣））

弱みを克服し、脅威の影響を受けない
ようにする戦略（方法）・・・・・・・戦略Ⅳ
【短期から中・長期まで】
①薄利多売型で大きな売上高を狙うので
は無く、適正価格の受注案件を地道
に積み重ねることで少ない人数でも
充分にやっていけるよう体制を整える。

７．これからの事業展開
（２）将来の経営戦略
①将来の経営方針・経営戦略
企業理念・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。
企業理念
私たちは、製紙機械技術を核として
「新しい価値を創造」します。

ＳＷＯＴ分析
よりの経営戦略
・Ｗ/Ｄ本体・関連設備の設計・製作ノウ
ハウの強みを活かし、国内需要の深耕を行う。
【将来の経営戦略】
・自動化・省力化装置の優れた制御技術を活かし、
人口減少に伴う自動化・省力ニーズに対応する。
・品質を落とさずかつ低価格競争には参入しない。
・人材や老朽設備の拡充を行い、国内需要の深耕とj自動化・
省力化ニーズへの対応を行う。
・薄利多売型で大きな売上高を狙うのでは無く、適正価格
の受注案件を地道に積み重ねることで少ない人数
でも充分にやっていけるよう体制を整える。

経営方針
（社長の想い）

経営方針
（社長の想い）
・既存のＷ/Ｄ技術を活用したい。
・蓄積された修理・メンテナンス技術を活かし、
定期修理・メンテナンス事業を拡充したい。
・品質重視を根底に、収益向上に取り組みたい。

経 営 戦 略

【短期～中期】既存技術を活用し
既存事業領域の深堀

（イ） Ｗ/Ｄ本体・関連設備の設計・製作ノウハウの強みを活かし、国内需要の
深耕を行う。 （新規顧客開拓に注力）
（ロ）蓄積された修理・メンテナンス技術を活かし、定期修理・メンテナンス事業を
充実・拡大する。

【中期】既存技術+技術改良で事業
領域の拡大

（ハ）自動化・省力化装置の優れた制御技術と機械技術も活用して、人口減少
に伴う自動化・省力化ニーズに対応する。
（新規顧客開拓に注力）

【短期～長期迄】品質重視＆
提案重視＆
収益重視

（二）品質を落とさずかつ低価格競争には参入しない
（ホ）経営基盤の拡充（人材や設備の拡充）
（へ）収益管理の精度を上げ、適正価格の受注案件を地道に積み重ねたい

②将来の経営戦略を実現するための
重要成功要因
◆顧客ニーズの把握
◆技術改良・開発
◆人材拡充
◆新規顧客開拓

◆収益構造の分析と選択と集中

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
◆顧客との情報交換の緊密化
◆金融機関や商社等との連携強化
◆人材育成及び他社との連携
◆経験者の中途採用及び外部人材活用
◆（顧客ニーズの把握）、
情報発信力の強化（HPの最新化等）
（既存技術活用、技術改良・開発）
◆事業別・規模別収益分析システムの構築

“重要成功要因（CSF）”とは、経営戦略を達成する上で重要な影響を与える要因のことです。

－１１－

７．これからの事業展開
（３）ＫＰＩ（重要業績評価指標）と
定期修理・メンテナンス事業の事業計画
①第三次３カ年計画ＫＰＩ
基点
（２０２０年８月期）

現状
（２０２１年８月期）

将来目標値
（２０２３年８月期）

大規模（1億円～）

５６％

８０％

３０％

中規模（1000万～1億円
未満）

２１％

１５％

５５％

小規模（1000万円未満）

２３％

５％

１５％

一般事業
（定期修理・
メンテナンス事業以外）

９０％

９２％

８０～７０％

定期修理・
メンテナンス事業

１０％

８％

２０～３０％

ＫＰＩ

プロジェクト
規模別
売上比率

事業別
売上比率

【２０２１年実績の点検と反省】
（イ）プロジェクト規模別売上比率
プロジェクト規模については顧客の需要動向によって目標値と乖離することがある。２０２１年8月期
は、大規模工事が多かったため大規模比率が上がった。
しかし大規模案件に依存し過ぎないよう注意したいと考えている。
（ロ）事業別売上比率

大規模工事に人手をとられたため、定期修理・メンテナンス関連の営業活動が手薄になったと思っ
ている。
定期需要を開拓することで目標値に近づけるようにしたい。

②定期修理・メンテナンス事業 事業計画
顧客の繁忙期は例年「年末年始」「ゴールデンウィーク」「お盆」であるが、全社の設備更新時期が
その時期に集中することになるので、顧客は実施したいメンテナンスを絞り込まなければならない
事態になっている。
顧客に購入していただいている予備ユニットや予備ロールを事前に整備を済ませて納入することで、
短い休転期間により多くのメンテナンスサービスを提供できるよう営業活動をして行きたい。

－１２－

８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー
（１）知的資産活用マップ（将来の経営戦略を達成するための）
＜人的資産＞

＜構造資産＞

＜関係資産＞

①顧客ニーズ
の把握

顧客との情報交
換の緊密化

ＩＴ技術人材及び
技能人材（加工・
据付等）育成

設計・運転調整等
の優れた人材

②技術
改良・開発
特許４件取得
（うち２件は消滅）

生産設備関連技
術・ノウハウ蓄積
⑤新規顧客の
開拓

情報発信力の
強化
（HP最新化等）

規模別・事業別
収益分析システ
ムの構築

⑥収益構造の分
析と選択と集中

経験者の中途採用
及び外部人材活用
（技術人材、社長
右腕人財とも）

③人材拡充

【将来の経営戦略】
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金融機関・商社等
との連携強化

【重要成功要因】
（①～③）

④設備拡充
（物的資産）

老朽設備の更新
（物的資産）
現在保有する
知的資産を示す

新しい価値の提供
（顧客提供価値）
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。

将来開拓すべき
知的資産を示す
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８．知的資産活用マップと価値創造ストーリー
（２）価値創造ストーリー
過 去

将 来

現 在

【過去～現在のストーリー】
（１９３８年～２０２１年８月）
知的資産の状況

人的資産
（ヒト）

構造資産
（組織・仕組み）

関係資産
（顧客・自社外）

【現在～将来のストーリー】
（２０２１年９月～）
知的資産の獲得・補強目標

・マシンワインダー（ＷＤ）の設計能力
の高い人材がいる
・現地試運転時等においてトラブル対
応できる人材がいる

人的資産
（ヒト）

・設計図・制御図等多数保有
・ＷＤ設計・製作・据付け・立上げ
の技術・ノウハウ保有
・ＷＤ及びＷＤ関連技術・ノウハウ蓄
積（特許も4件取得）
・抄紙設備全般の設計・製作・修理技
術も保有

構造資産
（組織・仕組み）

・大手製紙メーカーへの納入実績多く
顧客信頼度高い。リピート受注も多
い。
・小回りの利くＷＤメーカーとしての認
知度高い
・信頼関係の構築された多数の仕入
れ・外注企業の存在

その他資産

・自社内で仮組・試運転できるスペー
ス・設備の保有

製品・サービス

・マシンＷＤ一式新設・改造
・マシンＷＤ関連装置製作
・抄紙機関連装置製作
・修理・メンテナンス

関係資産
（顧客・自社外）

その他資産

製品・サービス

＜取り組みの成果＞

・技術人材の拡充
（経験者の中途採用・外部人材の
活用）
・加工・組み立て・据え付け指導人材
の育成

・情報発信力の強化

・顧客との情報交換の緊密化
・金融機関・商社等との連携強化

・（老朽）設備の更新

・マシンＷＤ一式新設・改造
（国内需要深耕）
・異分野の自動化・省力化設備
（制御関係主体）
・製紙設備関係の改造・定期修理・
メンテナンス

＜取り組みの目標＞

・多くのＷＤ関連技術・ノウハウ蓄積
・多数の顧客より信頼開拓

・マシンＷＤ一式新設・改造 （国内需要深耕）
・制御技術を活かしかつ新技術も習得し、異分野の省力化
ニーズ取り込み
・定期修理・メンテナンス事業の拡大

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を示しています。
右側は将来開拓・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て達
成したい目標値を示しています。
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９．会社概要
会社名

永井鉄工株式会社

創立

1938年 創業
1956年 法人化

会社所在地

住所：〒660-0811
兵庫県尼崎市常光寺１丁目８番５０号
ＴＥＬ： 06-6401-4171（代表）
ＦＡＸ： 06-6401-3100
メールアドレス：nagai@nagai-t.co.jp

代表取締役

永井 久雄

資本金

1,000万円

従業員

２0名

事業内容

製紙用機械の設計製作
ﾜｲﾝﾀﾞｰ／ｽｰﾊﾟｰｶﾚﾝﾀﾞｰ／ﾘｰﾙ他抄紙機
製紙用高速ロール設計製作
省力化装置の設計製作
耳紙風送装置、ﾄﾘﾑｻｲｸﾛﾝ
動ﾊﾞﾗﾝｽ試験／動振幅測定／振動分析
製紙関連機械その他の設計、製作、組立
制御ｼｽﾃﾑの設計、製作、ｿﾌｳｪｱ開発
製紙設備全般の修理・メンテナンス

ホームページ

ｈｔｔｐ//：www.nagai-t.co.jp

＜「ナビタイム」より転載＞
＜会 社 Ｍ Ａ Ｐ＞
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JR尼崎駅より1km 徒歩10分
阪神杭瀬駅より1.5km 徒歩15分

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
代表取締役 永井 久雄

（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。
●中小企業支援地域プラットホーム： 阪神地域プラットフォーム公益財団法人尼崎地域産業活性化機構
●中小企業診断士 ： 菊田 倶光、
登録 ： 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業登録派遣専門家

（５）お問い合わせ先
永井鉄工 株式会社
ＴＥＬ： 06-6401-4171（代表）
ＦＡＸ： 06-6401-3100

メールアドレス：nagai@nagai-t.co.jp

（６）発行
２０２１年１２月
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１０．あとがき

新型コロナウイルス対策
（１）知的資産経営とは
基本方針

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。

お客様・社員・仕入各社様の
健康と安全を第一に考えて
代表取締役 永井 久雄

（３）作成者

（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。
●中小企業支援地域プラットホーム：近畿中小企業専門家相談センター
（代表機関：（株）エフアンドエム）
阪神地域プラットフォーム 尼崎信用金庫
●中小企業診断士 ： 菊田 倶光、
登録 ： 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業登録派遣専門家

（５）お問い合わせ先

2020年12月

永井鉄工 株式会社
ＴＥＬ： 06-6401-4171（代表）
ＦＡＸ： 06-6401-3100

永井鉄工株式会社
メールアドレス：nagai@nagai-t.co.jp

（６）発行
２０２０年１２月
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新型コロナウイルス対策基本方針
当社は感染クラスターの発生予防対策を講じることにより、お客様・社員・仕入各社様の健康と
安全に最大限配慮をします。

１ 社内における感染対策について
① アルコール消毒液の設置を行っております
② 従業員に対し、毎日検温を実施し体調不良時には出社
見合わせを要請しております。
③ 設計事務所内においては飛沫感染防止のため、ビニル
カーテンにより個別ブースを仕切って対策をしております。
２ 出張先・外出先における感染対策について
① 先方の感染対策ルールを順守いたします。
② 毎日の検温を実施し異常のある場合は訪問を中止しま
す。
③ 個々人の訪問ルート・時間の履歴を記録します。
３ 感染者が出た場合の対応について
① 所轄保健所、医療機関の指導に従い必要な措置を講じ
ます。
②感染者のプライバシー・人権に充分配慮いたします。

