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企業情報

業種 インキ製造業 製造業 介護サービス業
卸売業（表面処理器械の販売、副資材の販
売、メンテナンス業務）

英会話学校 機械部品卸売業 建設業種

企業規模
資本金 ７，０００万円 ２，５００万円 　　　　　　　　　万円 　　　　　　　１，０００万円 　　　　　　　　９５０万円 　　　　　　　　　２，０００万円 　　　　　　　２，２００万円

従業員数 ６８ 人 １６ 人 　　　　　　　　　３８ 人 　　　　　　　　　　１３  人 　　　　　　　　　　６  人 ４０　人 　　　　　　　　　１８　人
売上高 １，０５０百万円 　　　　　　　１００百万円 　　　　　　　約１００百万円 　　　　　　　　４４９百万円 　　　　　　　　９百万円 　１，４６０百万円 １，２００百万円

所在地 八尾市 兵庫県芦屋市 枚方市 大阪市 豊中市 大阪市 大阪市

診断テーマおよび課題

デジタル化の進展により印刷の減少に伴い、イ
ンキ使用量が年々減少している。その落ち込み
を補填するために5年前から新規製品として透
明性放熱塗料（ユニクール）を開発し、市場導
入を図っているが、思うように進んでいない。新
規製品をどのように伸ばしていったら良いかを
診断テーマおよび課題としたい。

ゴム製品の製造業です。社長はとても熱心な方
で色々勉強されていますが、中国に生産拠点
を移す得意先が多く売上が減少傾向です。他
の分野への進出などを考えていらっしゃいま
す。診断士の目線で何かよい提案が出来たら
思っています。よろしくお願いします。

今回の診断テーマは、介護サービス業を１６年
間営み、４施設運営する事業者を対象に、現状
の課題と今後の経営方針を明確化することで
す。経営者は財務上の課題、人材採用と育成
などについて問題意識を持っています。
経営戦略、財務・会計、人事・労務、マーケティ
ング、サービス技術、情報、などが診断分野に
なります。

　経営者は、継続的・安定的に利益を上げ、全
従業員の物心両面の幸福のため会社が継続
成長していくことを目的に経営しています。その
為、どうすればお客様に愛される会社となる事
ができるのか、まず全従業員の意識改革につ
ながる事業計画策定支援のための提言を行な
います。

バランス・スコアカード（ＢＳＣ）による事業計画
策定支援。経営理念、ビジョンを日常の行動に
落とし込むＢＳＣマネジメントを４つの視点（財
務、顧客、業務（プロセス）人材と変革）からバ
ランスのとれた明確な戦略目標を設定し、戦略
マップで「見える化」する。また戦略目標達成の
ための評価指標・ 数値目標、アクションプランと
階層化したスコアカードをアウトプットし、バラン
ス・スコアカードを完成を目標に、しかしアウト
プットは臨機応変に適応する。

◆診断テーマ　：ビジネスモデルで考える経営
革新
◆企業の概要　：１９５７年創業の機械部品卸
売業
◆企業の課題　：健全な経営基盤を持つ中での
将来事業を模索するビジネスモデルの診断と
革新、および新社長の下での経営幹部育成が
課題です。

事業の拡大

実施方法

募集人員 ６　　名 ６　　名 ６　　名 ６　　名 ６　　名 ６　　名 ６　　名
最少催行人数 ４　　名 ４　　名 ３　　名 　　　４　　名 　　　３　　名 ２　　名 ４　　名
実施日数 ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分）

実施期間
６月～８月（実習生の仕事に支障をきたさない
ように配慮する。スケジュールは実務従事者に
合わせて柔軟に決めたいと思います。）

５月～６月 ６月１８日（土）～８月６日（土） ５月～６月 ６月上旬～７月上旬 ６月初旬～７月下旬 ５月１１日ヒアリング～２３日報告会

主な作業場所／時間帯
梅田（生涯学習センター）、土日の午後（１３時
～１７時）、又は、平日の夜間（１８時～２１時）

指導員事務所（大阪本町）・土日の昼
指導員事務所（枚方市楠葉並木1-38-20-301）
および診断企業先／時間帯は１０:００～１７:００

株式会社　上宮経営開発研究所の事務所／土
日、昼

主に高槻市生涯学習センター。原則、取り敢え
ず下記スケジュールにするが、合議、相談のう
え決定。土・昼で日当たり4時間を予定

大阪市内会議室／日曜日、土曜日、　１０：００
～１７：００

診断協会・事務所・診断先事務所

予定スケジュール

１日目
（６月１日夜間を予定）オリエンテーション（実習
先の事業内容・経営概況・課題を共有化）

５月１４日（土）
６月１８日（土）１０:００～１７:００　事前準備と診
断先でのヒアリング

５月２１日（土）（うちPM企業訪問・ヒアリング）
６月４日（土）又は６月３日（金）６月６日（月）の
夜　企業ヒアリング

６月３日（金）企業訪問準備（質問調整）、企業
訪問、企業環境分析

９時～１２時打合せ、13時～1７時ヒアリング（水
曜日予定）

２日目
 実習先にて社長・担当者からヒヤリング、工場
視察

５月１５日（日）
６月２６日（日）１０:００～１７:００　指導員事務所
で主要経営課題の検討

５月２９日（日） ６月１１日（土）　現状分析　戦略課題抽出
６月４日（土）現ビジネスモデル分析、新ビジネ
スモデル要素の検討

９時～１７時打合せ（曜日・時間帯は相談して決
定）（土曜日予定）

３日目 現状と課題の整理 ５月２１日（土）
７月９日（土）１０:００～１７:００　第２回訪問で主
要課題の意見交換

６月４日（土）
６月１８日（土）　戦略マップ、アクションプラン検
討

６月１２日（日）新ビジネスモデル要素の検討、
変革のための課題抽出、対策立案

９時～１7時打合せ（同上）（日曜日予定）

４日目
解決策・提言内容を検討、及び、実習先にて追
加ヒヤリング。

５月２２日（日）
７月１７日（日）１０:００～１７:００　指導員事務所
で改善・改革案の検討

６月１１日（土） ６月２５日（土）　アクションプラン策定
７月２日（土）各担当の報告書骨子の持寄り、討
議、調整

９時～１７時打合せ（同上）（土曜日予定）

５日目 報告書のまとめ ５月２９日（日）
７月２４日（日）１０:００～１７:００　指導員事務所
で診断・提言事項まとめ

６月１９日（日） ７月２日（土）　バランス・スコアカード策定
７月３日（日）各担当の報告書原案持寄り、全体
調整、原稿確定、複写手配

９時～１７時打合せ（同上）（日曜日予定）

６日目 実習先にて報告、意見交換 ６月４日（土）
８月６日（土）１０:００～１７:００　診断報告会の実
施

６月２５日（土）（うちPM企業訪問・報告会） ７月９日（土）　報告会 ７月２９日（金）企業先にて「診断報告会」
９時～１２時打合せ　１３時～１７時報告会（月
曜日予定）

担当指導員

指導員名 橋本　博 原　伸行 若松　敏幸 上宮　克己 森田　米治 中上　義春 西田　金司

プロフィール

１９９７年中小企業診断士登録。大手家電メー
カ退職後、独立。経営革新計画策定支援、事
業再生計画策定支援、経営の見える化の仕組
み構築支援など５０社強の支援を経験。実務補
習指導員を１４件、実務従事事業指導員を４件
担当。

実務補習、実務従事を合わせて7，8回の指導
実績があります。
得意分野は飲食店の経営改善や社員教育で
す。BSCを使った中期経営計画の策定や事業
承継も得意としています。

１９９５年中小企業診断士情報部門に登録。１９
９８年独立。主に小売業、卸売業などの流通系
企業の診断を得意にしています。専門分野は
経営戦略、マーケティング、情報などです。これ
まで実務補習、実務従事の指導員として４０社
余り実施してきました。
事務所の場所などは、次のＵＲＬをご覧くださ
い。
URL: http://www.wakamatu.jp/

１９６１年 大阪府生まれ。
株式会社フクトク銀行、箕面商工会議所 中小
企業相談所 所長を経て２００４年 上宮経営開
発研究所 開設。現在、株式会社上宮経営開発
研究所 代表取締役、関西ＢＳＣ研究会 会長、
大阪府事業引継ぎ支援センター・統括責任者も
務める。中小企業に財務、顧客、業務プロセ
ス、人材と変革の視点の調和をとるバランス・ス
コアカードの導入による戦略・経営計画作成実
行支援、事業承継（経営の承継・経営者の承
継・資産の承継）計画作成実行支援、顧客満足
経営、財務改善等の支援をおこなっている。著
書に『小さな会社にも活用できるバランス・スコ
アカードの創り方』（同友館）

日用品メーカーに２３年間勤務。営業マネー
ジャーとして日用雑貨卸、量販店、ドラッグスト
アなどの販売に従事。その後独立し、現在商工
会議所等で創業支援、経営革新、金融相談、も
のづくり、ISOなど幅広く経営課題の解決にあ
たっています。また経済産業省認定支援機関と
して経営改善計画作成支援などにも携わって
います。昨年１２月にフィリピン、セブ島に語学
留学するなど今後海外支援活動に備え英語力
強化に努めてもいます。指導員支援実績企業２
２社。

◆平成１５年　(有)関西中小企業研究所を設立
し、経営コンサルタント業を開始。
◆得意分野　：環境変化に対応する経営革新
支援、創業支援、ビジネスモデル診断と革新支
援。技術分野では機械、電気計装・制御設計に
よるFA化支援
◆詳細は下記事務所HPをご覧ください。
(有)関西中小企業研究所（認定経営革新等支
援機関）
http://www.rinku.zaq.ne.jp/ksmr/01.htm

アパレルメーカー勤務・２１年間社長担当、指導
員歴４０年。

参加者へのコメント

中小企業の目線に合わせて、現場現物主義で
支援します。ゴーストバスターズ手法（システム
ズアプローチ）を用い、現状分析・あるべき姿・
あるべき姿実現のための処方箋と実行計画策
定、経営数値への落とし込みまで、経営者と意
見交換しながら体系的に支援します。実務従事
を通じて、ゴーストバスターズ手法もマスターし
ていただければと思います。一緒に勉強いたし
ましょう。

私の指導方針は、中小企業の実情に合わせた
提案をすることです。机上の理論ではなく中小
企業の社長がすぐにでも実行して頂ける提案を
行いたいと思います。是非皆様と一緒に社長に
喜んでいただける提案をしましょう。

新事業戦略について、診断先の経営陣と一緒
に考え、アイデアを提案し、実行計画の策定を
支援することを狙いとしています。
企業訪問は３回予定しており（１日目、３日目、
６日目）、ヒアリングと報告会の間に、経営者と
のディスカッションも盛り込むつもりです。
診断および提言の内容も大事ですが、経営者
との討議プロセスも貴重な体験となることを
願っています。

　受信企業様は、表面処理装置の専門商社で
はなく、エンジニアリング部門、更には精密加工
部門を有しているため、装置の仕様決定から加
工技術まで的確に御提案出来る強みを持つ。
また、無借金経営で、自己資本比率５６．９％と
強固な財務基盤を有する。受信企業様に喜ん
でいただける事業計画策定支援のための提言
を行ないたいと思います。大きな気づきや学び
のある楽しい診断実務従事にしましょう。

中小企業の事業計画の構築を、知的資産経営
の観点を踏まえ、バランス・スコアカードを活用
した支援して参ります。また現場の「わかってい
ても行動に移せないのはなぜか？」を考えるな
かで、従業員の行動意欲と組織の活性化から
もアプローチできればと思います。

　「企業の未来創りを応援します。」を合言葉
に、この企業の現ビジネスモデルを検証し、将
来的に発展性のあるビジネスモデルの確立と、
その新ビジネスモデルに移行するための行動
計画の提言、更に経営幹部育成のための提言
を目指します。

わかりやすく診断実務指導します。事前に診断
先連絡業界調査の事

平成２８年度春季実務従事事業案件一覧表


