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目指す姿を実現するために、重要な課題は何かを、社長と幹部社員
のディスカッションで抽出しました。

１）で抽出した課題に対して、この1年以内にまず実行する方策を社長
と幹部社員のディスカッションで決定しました。

１．会社概要 P1
当社の自己紹介です。

２．目指す姿 P2
3年後に目指す事業の姿とその戦略を一目で解る形に「見える姿」でまとめました。
この報告書のまとめです。

３．当社が選ばれる理由 P3～P4
直接インタビューで、お客様、従業員、その他当社をご支援いただく皆様が、
他社ではなく当社を選ぶのか、その理由をお聞きしました。
１）お客様に選ばれる理由 P3
２）従業員に選ばれる理由 P4
３）その他の利害関係者に選ばれる理由 P4

４．当社を選んでいただける価値の源泉 P5～P16
お客様に選んでいただける理由の源泉は、これまで培ってきた、風土、ノウハウ、
ネットワーク、人材といった普段目に見えない資産が生み出した当社ならではの価値
でした。
１）100年続く開拓精神 P5～P9
創業以来100年、大きな変革を何度も経て、現在に至っています。
その都度、培われた当社独自の知的資産を紹介します。

２）お客様の満足を作る工程 P10～P16
「より良い製品を作る」の工夫の積み重ねは、「お客様の満足を作る」
工夫を生み出しました。この弊社独自の知的資産を紹介します。

はじめに：本報告書作成の意図

当社もお陰様で、2019年６月をもって創業100年を迎えました。
これを機会に、これまでの仕事の中で培ってきた、風土、ノウハウ、
ネットワークといった目に見えない、他社には無い資産を棚卸し、お客様、
従業員の皆様、その他ご支援をいただいいている皆様に、お示しするとともに、
これらを一層活用して、当社の事業をどのよう未来に繋げていくのかを、自分の
思いだけではない、事実に基づいた姿でお示し、今後一層のご支援を賜りたい
と考え、本報告書を作成することといたしました。
ご一読いただければ、必ずや当社の将来の姿を皆様に確信いただけるもの存じます。

有限会社 渋谷木工所 社長 渋谷 一

本報告書の流れ

５．知的資産を活用した未来を拓くストーリー P17～P18 

１）3年後の目指す姿実現のため、すぐ手を付ける課題 P17

２）課題解決のストーリー作り P18

目指す姿を実現するために、如何に当社の知的資産を活用するか、先ずその一歩を
踏み出す取組を、社長と幹部社員で決めました。



事業概要

沿革

企業理念

住まいを通してお客様をしあわせにする

1．お客様の求める期待に応える
2．技術、知識を生かし、お客様によりよい

製品、健康な生活をご提案をする
3．明るく働きがいのある、品質を大切にする

職場作りを心掛ける
4．限りある資源を無駄なく利用する

・木製建具工事・木製家具工事
・アルミサッシ工事
・ガラス工事・エクステリア工事
・リフォーム工事

代表者 渋谷 一

御殿場本店
〒412-0011 静岡県御殿場市古沢175
小山店
〒410-1312 静岡県駿東郡小山町菅沼653-2

創業 大正7年
設立 昭和51年12月11日

１．会社概要

資本金 8百万円
従業員 22名

渋谷木工所三代目社長

創業100年、変えないところは変えず、
変えるべきところは積極的に変えて、
四方良し（売り手、買い手、世間、未
来）の経営で200年を目指しています。

P1

売上 220百万円
＊平成30年9月1日

～令和3年8月31日
（3年平均）

主な事業エリア 御殿場市、小山町



2．3年後の目指す姿
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３．当社が選ばれる理由

１）お客様に選ばれる理由
★期待以上の満足の提供
お客様インタビューコメント

★納期を守る

・想定した以上に完成品が美しい
・細かいところまで仕上げが丁寧
・設置されたときの収まりが綺麗

・途中で設計変更があっても
納期には必ず間に合わせる。

・現場での手直しなど全くない。
いつもピタッと収まる。

お客様インタビューコメント

飲食店木製家具

家具納品風景

個人宅木製建具

P3



２）従業員に選ばれる理由
★自分の希望を託せる会社
従業員インタビューコメント

・今後も事業を拡大して業績が伸びる。
・自社の製品へのこだわりは、他社はマネできない。
・自社ブランド商品をもっと広めたい。
・自分の技術力を磨き、向上できる。
・新たな分野への挑戦して、会社の柱にしたい。

３）その他の利害関係者（金融）に選ばれる理由
★長年の取引で築き上げた信用・信頼
その他の利害関係者インタビューコメント

・１００年続く企業
・先代社長も地域理事（長）を務めている長いお付き合い。
・経営計画を他社に先駆けて作り、PDCAを回している。
・自分の技術力を磨き、向上できる。
・新たな取組に積極的で、実績も伴っている。

弊社が選ばれる理由、その源泉は全て弊社独自の
知的資産にあった!!

次ページ以降で解説
P4

３．当社が選ばれる理由

３．当社が選ばれる理由



１）100年続く開拓者精神

①創業期（1918年～1952年）

②第2創業期（1956年～1981年）

二代目 渋谷実

小山町に設立された富士紡績の業績拡
大とそれに伴う世帯数の拡大を見込ん
で、若き先々代が単身移住して創業

４．当社を選んでいただける価値の源泉

創業より100年間で培った、他社にはない知的資産

歴史価値分析チャート

チャンスに直ぐ挑
戦する精神は三代
に渡って受け継ぐ

初期：需要の波に乗って、事業は発展したが、他の「職人会社」に先んじて
積極的に地元ゼネコンと提携を開始し、一層の業績向上を図る。

歴史価値分析チャート

積極的ネットワーク作り

初代 渋谷佐十郎

P5

1898年創業当時の富士紡績

富士紡ホールディングス株式会社
HPより引用



拡大期：取引先の積極的開拓、経営体制の強化に即着手、更に自社技術を
活用して新規事業にいち早く参入して市場開拓

初期：2代目実から3代目一への継承が事前準備により、スムーズに行われ、
これまでのネットワークに一のネットワークが加わり全国ネットへ
取引拡大、更に一が他社に先んじて手掛けていた顧客ＤＢやＣＡＤ
導入が業績に貢献を始める。

②第2創業期（1956年～1981年）

取引先の
積極的開拓

経営体制強化

自社技術生かし
て新規事業参入

③第３創業期（1991年～2007年）

歴史価値分析チャート

一の人的ネットワーク
が加わり

全国ネットに拡大

他社に先駆けたDB、CAD
の導入が受注貢献

歴史価値分析チャート

アルミサッシ施工例

取引先の積極開拓

学童机納入

CAD作業

御殿場JC55周年写真
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４．当社を選んでいただける価値の源泉



拡大期：他社に先駆け、経営計画に基づく経営を開始、従業員、その他利害
関係者にも開示するとともに、計画に沿った戦略的設備投資、公的
補助金の利用を開始し、人材育成・活用の取組みも開始した。
また、ネットワークは事業連携ネットワークに進化した。

初期：リフォーム市場の拡大を見越して、YKK MADOショップ開設、不採算
事業は撤退。顧客DBを強化し、リフォーム事業拡大の基盤を整備する。

③第３創業期（1991年～2007年）

歴史価値分析チャート

事業連携ネットワーク化

人・モノ・金の計画的
経営体制が完成

④変革期（2008年～現在）

100年の価値のIT管理強化
により付加価値拡大

市場の変化に即応
選択と集中も早い

経営計画書（羅針盤）

補助金を利用して
事務所をショー
ルームに改装

YKK MADOショップ

小山町は新築でも60％は木造
リフォーム需要は続く
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国土交通省建築物着工統計

４．当社を選んでいただける価値の源泉

公的資金活用積極化



④変革期（2008年～現在）
拡大期：これまでの知的資産を全て活用して、新規市場開拓を本格化、併せ

て体制の変更と人材の技術向上、マルチ化を進める 。更には他社
参入ができない独自市場の構築にも成功している。

歴史価値分析チャート

新規市場開拓

新規市場向け
体制変更・人材マルチ化

ネットワークと戦略投資
で独自市場構築

御殿場本社

営業もCADを使って設計

大型建具用ホットプレス
（建具他社には無い大型機）
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歴史的資産まとめ

☆チャレンジ精神が代々受け継がれている

☆組織的経営で事業継続を実行している

☆マルチタスクの社員を育成し生産性を上げている

☆既存の技術や設備を事業に活かしている

☆ネットワークを広め事業に活かしている

・全国トップクラスの早さで新規商品を取扱い始め業績
に繋げている。

・地域企業で最も早く経営計画を取り入れ、社員に浸透
させている。

・当初から営業専任職はいない。全員が設計まで手掛
ける。

・既存技術を活用を新規商品に結び付ける応用能力が高い。

・三代に渡る取引先、同業者のネットワーク構築で、
全国で事業対応できる。

・他社に先駆け、顧客データのDB化、CAD導入を行う。

☆顧客データベース【ＣＡＤ含む】を構築して事業
に活かしている

P9
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①社内打ち合わせ
商談が始まると最初に行うプロ
セスです。お客様のご要望を確
実に実現するため、営業、設計、
製造のメンバーまで入って、完
成引き渡しまでの手配や工程を
打ち合わせます。
このため、受注が決まってから
始めるよりも、納期、費用につ
いて、精度の高い見積もりがで
きます。

２）お客様の満足を作る工程
お客様の満足を作り込む、他社にはない知的資産

付加価値プロセス分析手法により、時系列に付加価値プロセス抽出

②積算

③見積

大型物件でも、正確かつ見積期
限に間に合う積算を行います。
材料、工程、納期を基に詳細で
正確なコスト計算ができる熟練
の知識とノウハウを持ったス
タップが専任で対応します。

営業、設計、製造のメンバーが、
設計、商品仕様、工期を基に原
価の確認を行い、精度の高い見
積書を期限までに作成します。
当社の見積は地域業界の基準と
なってるほどです。また、お客
様にとって解りやすいことも重
要です。

積算作業

営業、設計、製造全メンバー打合せ

営業、設計、製造全メンバー打合せ
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④失注分析

⑤工程管理表作成

２）お客様の満足を作る工程

見積提出後、失注することもあ
ります。その場合は、必ず直接
お客様にお会いして、理由をお
聞きし、原因分析をします。そ
の結果はデータとして残し、今
後の対策に反映します。

受注後、その案件の規模や特性
（行政、民間等）と現在併行し
ている作業を合わせて最適の営
業担当者、内外注分担を決めま
す。これが納期とお客様のご要
望を実現する重要なノウハウで
す。

施工図を作成し、それを基に、
詳細な工程表を作成し、他のプ
ロジェクトと併せて、常に進捗
を、関係者全員に見える化し管
理する仕組みを設定します。
見える化することで、設計変更
等の変化にも迅速に対応できま
す。

お客様に直接聞きする

営業が施工図を作成

営業が施工工程表を作成

他のプロジェクトも入った全工程表

P11
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２）お客様の満足を作る工程
⑥現場採寸（ダブルチェック）

僅かな誤差でも、納品はできま
せん。よって、施工図ができた
ところで、営業担当者2名によ
る施工現場での実寸確認をしま
す。2名で行くのはダブル
チェックをするためです。
このため、納品時に収まらない
などのトラブルが起きません。

⑦製作指示書前打ち合わせ（分担、管理）

工程表を基に、社内の工場長と
副工場長で、現在のプロジェク
トの分担、更には各自の技能も
踏まえて、現場作業者の分担を
決めます。更に各分担の作業単
位で進捗状況を見える化し、毎
日管理され、必要に応じて修正
されます。

ダブルチェック確認表

工程も人材も施工内容も
良く理解している2人で決定
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他のプロジェクトも入った全工程表

４．当社を選んでいただける価値の源泉



２）お客様の満足を作る工程

⑧製作指示書前打ち合わせ（材料）

⑨施工図完成

今は成形された材料を購入すると
ころが多いですが、当社は木材か
ら仕入れます。これは、お客様の
ご要望に合った製品を作るためで
すが、木材の目利きがいなければ
できません。当社にはそのノウハ
ウを持った熟練の人材がいます。
材料の違いによる発注時期も把握
しているため、納期に間に合う調
達ができます。

当社は施工図の完成まで再確認を
丁寧に実施します。営業担当者の
現場ダブルチェックも複数回行い、
現場の工程の見直しも再三行いま
す。その上で、社長と専務の確認
が実施され、その了承を得て、最
後は工場長が承認して、最終施工
図の完成ととなります。納期を守
り、キッチリと納まるために、で
きることを徹底して実施します。

熟練の人材が材料を確認します。

熟練の人材が材料を調達します。

ここもダブルチェック、計4回の確認です。

社長、専務、工場長の確認を受け完成です。
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２）お客様の満足を作る工程
⑩木取り

⑪隅付け

⑫最終仕上げ

木材で仕入れたものは、製品の部
品として切り分けなければなりま
せん。これも、そのノウハウを
持った熟練の人材が必要です。
当社にはそのノウハウを持った熟
練の人材がいます。
しかも、仕入れた木材は全て使い
切り、コストも低く抑えられます。

当社は木材で仕入れるので、切り
出された材料から、成形しなけれ
ばなりません。その重要な工程で
す。この工程によって、技術者の
腕が磨かれ、当社製品の仕上がり
の良さや美しさに繋がっています。

金物を取り付ける穴あけや塗装は
一般には、外注が多いのですが、
当社は製品完成間際での加工ミス
や傷つきをしないため、全て内製
で行います。
納期を守りお納めするためです。

熟練の人材が切り出します。

技術が歴然と結果に出る仕事です。

手引き部研磨加工
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４．当社を選んでいただける価値の源泉



木は搬入時に一番傷つきます。
当社は、どんなに遠い現場で
も自社の社員が、工場内で養
生を行い、現場へ細心の注意
を払って搬入します。
現場での養生も自ら行います。

⑭製品搬入

社員が搬入

長崎県での搬入例

⑮現場取付（最終プロセス）

当社の社員が立ち会って、
お客様の視点で取付の確認
をします。その場で取り付
ける金物の手配も立ち会う
社員が行い、持参します。
当社は最後まで当社の責任
を果たします。

⑬製品検査
２）お客様の満足を作る工程

工場での出荷検査後、営業による
製品検査を行います。ここでは、
お客様の目で、製品ではなく、商
品として満足できるかチェックし
ます。何度ものチェックを経て出
荷検査は通っても、５％の製品が
ここで手直しとなります。

営業による手引き部検査
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２）お客様の満足を作る工程

工程価値まとめ

☆早い段階での納期と品質を確保する高い精度の計画
を立てている

☆設計のプロセス品質を保証している

☆職人技能によるＱＣＤを確保している

☆渋谷ブランド価値を高めている

☆データベース化を活用した施工管理を実施している

・商談が始まった段階で、設計、製造メンバーまで入った
詳細計画打ち合わせを行う。

・図面だけに頼らず、現場での採寸を行い設計のミスを
排除する。

・熟練職人の高い技能、ノウハウの活用と人材育成に
よる技能向上により、高い製品品質を確保している。

・製品の最終検査はお客様にとって満足いただける商品
かを確認する。

・商談時から処理は全てデータ化し、その後の受注に活用
する。

P16
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５．知的資産を活用した未来を拓くストーリー

１）3年後の目指す姿実現のため、すぐ手を付ける課題
社長・幹部社員ディスカッションまとめ（主体的取組）

売上
請負は安定している
が、自力拡大は難しい

リフォーム含め自社ブラン
ド商品が伸びていない

粗利

請負から、今以上の粗利を
確保するのは難しい

自社ブランド商品は
お客様の満足が高く

他社より値付けが高くても
売れるが数が出ない

成長を自覚

自慢できる

国家1級技能者は他社より
多く、若手は自覚している

技術力が高いことを地元で
も知られていないのが不満

自社の技術力やお客様に満
足してもらえるのは当社

実力あるのに地元でも社名
を知られていないので自慢

できない

取組課題を合意
現状

社長と幹部社員が目標を合意した上で、
現状の課題を論議して抽出

抽出した課題を整理

課題1

課題２

課題３

課題４
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課題1
リフォーム含め自社ブランド

商品が伸びていない

課題3
技術力が地元でも知られてい

ないのが不満

課題2
自社ブランド商品は
お客様の満足が高く

他社より値付けが高くても
売れるが数が出ない

５．知的資産を活用した未来を拓くストーリー

課題4
実力あるのに地元でも社名を
知られていないのでしにくい

社長・幹部社員ディスカッションまとめ

☆チャレンジ精神
→注目を引くチャレンジをする

☆広いネットワーク
→公的機関と連携深い

☆お客様満足を生み出す工程
→満足生み出す商品を作れる

3年後のための課題

知的資産を活用して何をすれば良いか

社長と幹部社員で対策検討
論議1 知的資産で、活用できるものは何か

選択された知的資産

論議2
理念にも従って行う

自由にアイデア出し
但し、1年以内にできること

方策整理保証書

方策1：
自社家具に30年無償修理の
保証を付ける。 方策2：

家族の変化によって、用途が変わった
家具の作り変えを行う。

30年

方策4：
廃棄される家具を回収し、
他の用途の家具に作り替え、
公共機関に使用してもらう。

方策3：
作業で出た廃材を使い、自社独自の
細工技術を活かして製品として販売する。

方策５：
これらの取組を自社ホームペー
ジで保有顧客へ情報発信する。
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最後に

知的資産経営について

知的資産とは、バランスシートには表れない、しかし、
企業にとって他社との競争力を生み出す、人材、技術
、ノウハウ、創業よりこれまでの歴史の中で築きあげた
企業風土、ネットワーク、顧客・従業員・その他ステーク
ホルダーとの信頼関係といった、目に見えにくい経営資源
です。特に中小企業にとっては、この資源こそが「事業を
未来に繋げる」重要な資産となります。
よって、本報告書は、その資産を顧客・従業員・その他
ステークホルダーの皆様に、できるだけ、具体的にお伝え
し、当社本来の価値を認識していただくとともに、確実に
この資産を活用して、地に足着いた事業の未来を切り開く
道（戦略）を作り、実行しようとしていることをお伝え
することを目的に作成いたしました。
特に、重要な現在の知的資産の具体的的説明には留意して
作成いたしております。

注意事項

本報告書掲載の事業の未来を切り開く道（戦略）は、当社
の現市場やその同業他社情報といった、身近で確認できる
堅実な情報を基に判断いたしておりますが、将来の変化に
よって、この変更を行う可能性はあります。
よって、この内容を将来に渡って保証するものではないこ
とをご了解願います。

作成支援
当報告書は次の団体によって作成支援されています。

特定非営利活動法人 日本経営士協会
首都圏支部

知的資産経営研究会




