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案件番号 １７−０２−０００１ １７−０２−０００２ １７−０２−０００３
企業情報

業種 建設業 介護、職業訓練等 ⻘果卸・⼩売業

企業規模
資本⾦ 6000万円          1,000万円         1,000万円

従業員数  12⼈ 正規26⼈          ５⼈

売上⾼       200百万円       200百万円         百万円

所在地 箕⾯市 守⼝市 守⼝市駅徒歩10分 ⼤阪市阿倍野区
診断テーマおよび課題 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。

テーマ：新規事業開発:成年後⾒⼈関連サービスの本格化事
業化
課題：介護⾏政の⽅向転換に備え、新分野開拓戦略、計画
化
概要：受⼊企業は社会福祉⾏政の変化を先取りし、早くか
ら新規事業開発を⾏ってきた。既存事業からの脱却を⽬指
し、オープン型のイノべーションの機会を探っているため
いくつかの連携案件が出ているなか、数年前に着⼿し、実
績が残せており、裁判所等の信頼度も⾼まり、相談件数が
増加している成年後⾒⼈関連サービスの事業本格化および
検定事業化について、社内体制・外部専⾨家等連携づく
り、システム化等を⽀援する。

⻘果店を営んでますが、レストラン等の飲⾷店
に対して積極的に営業を⾏い、事業の拡⼤を⽬
指しています。そのための販売促進策について
アドバイスを必要としています。
また、後継者の事業承継についてもアドバイス
を必要としています。

実施⽅法
募集⼈員 ６  名 ６  名 ６  名

最少催⾏⼈数    3名    4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）
実施期間 11⽉下旬〜1⽉中旬 平成29年11⽉18⽇〜 10⽉から12⽉

主な作業場所／時間帯 ⾼槻市⽣涯学習センター。原則下記スケジュー
ルを予定していますが、合議のうえ決定。⼟・
昼で⽇当たり4時間を予定

⼤阪府守⼝市⻄郷通１丁⽬２−１１ ララこあ
ら ⼟曜⽇14時以降

株式会社 ニシムラヤ（地下鉄 四つ橋線・⼼
斎橋駅）
⼟曜⽇ １４：００〜１７：００

予定スケジュール

１⽇⽬ 2017/11/ 25（⼟）   企業ヒアリング
11⽉18⽇ ヒアリング項⽬打合せ⇁簡易ヒアリン
グ（仮説検証）

2017/11/4 打ち合わせ・企業訪問

２⽇⽬ 2017/12/2（⼟）   現状分析 戦略課題抽出
11⽉25⽇ ヒアリング打合せ⇁第２回ヒアリング
（仮説検証）

2017/11/11 課題週出・アドバイスの⽅向性検
討

３⽇⽬
2017/12/9（⼟）   戦略マップ、アクション
プラン検討

12⽉ 2⽇ 調査担当分担 2017/11/18 アドバイス案具体化

４⽇⽬ 2017/12/23（⼟）  アクションプラン策定 12⽉16⽇ 中間報告 2017/11/25  スケジュール・予算検討

５⽇⽬
2018/1/ 6（⼟）      バランス・スコアカード
経営診断書作成

1⽉6⽇  成果発表打合せ 2017/12/2  プレゼン資料作成

６⽇⽬ 2018/ 1/13（⼟）   報告会 1⽉13⽇ 成果発表 反省会 2017/12/9（未定） 報告会

担当指導員
指導員名 森⽥⽶治 ⼭岸祥治 横⼭ 昌司
プロフィール  ⽇⽤品メーカーサンスターに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。また今後の海外⽀援活動
に備え英語⼒強化に努めています。⼀昨年12⽉に
フィリピン、セブ島に語学留学して以来、今年は年４
回以上の国外脱出を計画しています。 指導員⽀援実
績企業25社。

得意分野：異業種連携 協同組合 システム開
発 飲⾷店
中⼩企業診断⼠理論政策研修講師
H24,25,27,28
⼤阪商⼯会議所創業スクールメイン講師H26、
27，28,29
松下電器貿易（株）→飲⾷店経営4店舗→事業協
同組合役員
経営経験27年 診断⼠10年

昭和３４年⽣まれ。同志社⼤学経済学部卒業、
関⻄学院⼤学商学研究科修了。平成１０年コン
サルタントとして独⽴。⼩規模メーカーや⼩売
業に多くのコンサルティング実績や公的な機関
での多くの相談実績を有する。

参加者へのコメント  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・スコアカードを学
びながらそれを活⽤した⽀援をして参ります。
 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。

オープン型のイノべーションの機会を探ってい
るため数多くの連携先の影響を受け、状況が流
動的な中での診断を前提としている。介護事業
とのシナジーの発揮、事象のモデル化、システ
ム活⽤に顕在化した課題があり、参加者のバッ
クボーンを活かした機敏な対応⼒を発揮してい
ただきたい。

診断企業にとってつねにわかりやすく企業のレ
ベルにあったコンサルティングを⼼掛けていま
す。実務従事は６⽇間と限られた期間になりま
すが、クライアントにとって役⽴つアドバイス
を⾏うだけでなく、楽しい実務従事を⾏いたい
と考えています。

平成２９年度春季実務従事事業案件⼀覧表
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案件番号 １７−０２−０００４ １７−０２−０００５ １７−０２−０００６
企業情報

業種 建設業（床・内装⼯事業） 宇宙・航空機⽤途等、⾦属部品の製作 ゲームセンター業

企業規模
資本⾦ 1,000万円         1,500万円 300万円

従業員数     26⼈           55⼈ ７⼈（正社員1⼈、アルバイト6⼈）

売上⾼ 1,400百万円         370百万円
H28年10⽉期45百万円（H29年10⽉期⾒込50百

万円）
所在地 ⼤阪市港区 ⼤阪府⾼槻市 ⾹川県仲多度郡
診断テーマおよび課題 5〜6年前から、マンションなどの内装⼯事下請

業からコーディネート・設計・施⼯・完成・メ
ンテまで⾃社対応できるインテリアオプション
企業への⾰新というビジョンを掲げ業績を伸ば
してきた。更なる事業拡⼤するに当たり、資⾦
調達などの財務戦略、⼈材採⽤、仕⼊・外注先
管理が課題となっている。上記3点を焦点に診
断、提⾔を⾏う。

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⻑し
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。

⾹川県仲多度郡の商業施設内にてゲームセンターを
運営している会社です。現在、組織基盤固めとし
て、今までアルバイト中⼼の運営体制から店⻑登⽤
による社員化を進めております。
地域密着の集い場（遊び場）としての⽅針を持ち、
それを踏まえた提⾔が求められます。課題として
は、ターゲットの明確化による集客⼒の向上、従業
員の責任感ややる気を⾼める取り組みなどがありま
す。これらを踏まえて、今後、さらなる事業拡⼤に
向けた課題抽出および提⾔を⾏いたいと考えており
ます。

実施⽅法
募集⼈員 ６  名 ６  名 ６  名

最少催⾏⼈数 4名    ４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）
実施期間 10〜12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。）

10⽉〜11⽉ 11⽉

主な作業場所／時間帯 梅⽥（⼤阪市⽴総合⽣涯学習センター）、⼟⽇
の午後（１３時〜１７時）、⼜は、平⽇の夜間
（18時30分〜２１時30分）

株式会社 上宮経営開発研究所の事務所／⼟⽇
祝、昼

指導員の事務所（地下鉄淀屋橋、北浜から徒歩
10分）
⼟曜⽇の半⽇（午前or午後）を基本とします

予定スケジュール

１⽇⽬
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）

10⽉7⽇（⼟）（うちPM2：00〜PM4：00企業
訪問・ヒアリング）

11⽉2⽇（⽊） 事前打合せ、社⻑にヒヤリン
グ、役割分担

２⽇⽬
 実習先にて社⻑・担当者からヒヤリング、⼯
場・倉庫視察

10⽉15⽇（⽇）
11⽉3⽇（祝） 課題抽出、⽅向性検討（ディス
カッション）

３⽇⽬ 現状と課題の整理 10⽉21⽇（⼟）
11⽉11⽇（⼟） ⽅向性、具体策の検討（ディ
スカッション）

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。

10⽉29⽇（⽇）
11⽉18⽇（⼟） 具体策の検討（ディスカッ
ション）、診断報告書作成

５⽇⽬ 報告書のまとめ 11⽉3⽇（祝・⾦）
11⽉25⽇（⼟） 報告準備（プレゼン技法）、
診断報告書作成

６⽇⽬ 実習先にて報告、意⾒交換
11⽉4⽇（⼟）（うちPM2：00〜PM4：00企業
訪問・報告会）

11⽉29⽇（⽔） 事前摺合せ、社⻑への報告会
開催

担当指導員
指導員名 橋本 博 上宮 克⼰ 辻 紳⼀
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
援など約60社の⽀援を経験。実務補習指導員を
17件、実務従事事業指導員を7件担当。

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
⻑を経て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、関⻄ＢＳＣ研究会 会
⻑、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）

1969年⽣まれ、約20年にわたり情報システムの
企画・開発に携わり、SCM・⽣産管理等のシス
テム構築を⾏うプロジェクトマネージャーおよ
びシステムの保守運⽤統括役の経験をもつ。
2010年に中⼩企業診断⼠登録の後、独⽴。
現在は、プロジェクトマネージャーで培ったプ
ロジェクト運営⼒・対話⼒を活かし、まちづく
り・商店街活性化、情報化⽀援等のコンサル
ティングを専⾨に⾏うとともに、⽀援機関等の
経営相談員やセミナー講師、⾏政の選定委員等
も担う。

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。

 受信企業様は、創業40年を超える中で蓄積さ
れたノウハウと⾼い信頼性を必要とする航空宇
宙関連 ⽤途など幅広い⽤途にご使⽤いただける
溶接構造ステンレスケース・アルミケースの 製
造の他、塩化銀板の製造、銀箔の加⼯販売を
⾏っている⾦属加⼯の会社です。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。

全員参加によるディスカッションを中⼼とした
進め⽅を⾏います。経営者が「明⽇から実践し
てみよう」と思ってもらえる具体的な提案を重
視します。フレームワークにとらわれず、経営
者が抱える課題に対応した解決策の提案を⽬指
します。
複数メンバー間での議論を交わしながら進める
合意形成プロセスを体感したい⽅、また、経営
者に伝わるプレゼン⼿法を学びたい⽅は、是⾮
ご参加ください。意欲のある⽅⼤歓迎です！

平成２９年度春季実務従事事業案件⼀覧表
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案件番号 １７−０２−０００７ １７−０２−０００８
企業情報

業種  機械器具卸売業 外⾷産業

企業規模
資本⾦   1,600万円 1,000万円

従業員数        14⼈   60⼈

売上⾼      850百万円 600百万円

所在地 東⼤阪市 藤井寺市
診断テーマおよび課題 ◆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 ：昭和２４年設⽴の機械器具卸
売業
◆企業の課題 ：円滑な事業承継に向けて、ビ
ジネスモデルを含め、業務体制の再確認が必要
です。

財務状態が厳しくなっています。今後の戦略を
皆様とともに考えて提案しようと思っています

実施⽅法
募集⼈員 ６  名 ６  名

最少催⾏⼈数    ３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）
実施期間 平成29年10⽉下旬〜12⽉中旬 11⽉25⽇から12⽉16⽇まで

主な作業場所／時間帯  ⼤阪市内会議室／⼟曜⽇、 １０：００〜１
７：００

指導員事務所（⼤阪本町） 基本的に10:00〜
16:00

予定スケジュール

１⽇⽬
10⽉28⽇（⼟）企業訪問準備（質問調整）、企
業訪問、企業環境分析

11⽉25⽇（⼟）診断先にてヒヤリング

２⽇⽬
11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

11⽉26⽇（⽇）課題分析及び担当決定

３⽇⽬
11⽉11⽇（⼟）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

12⽉3⽇（⽇）課題解決策模索

４⽇⽬
11⽉18⽇（⼟）各担当の報告書原稿の持寄り、
全体調整、

12⽉9⽇（⼟）課題解決策の決定

５⽇⽬
12⽉2⽇（⼟）各担当の報告書修正原稿持寄り、
原稿確定、複写⼿配

12⽉10⽇（⽇）報告書作成

６⽇⽬ 12⽉16⽇（⼟）企業先にて「診断報告会」 12⽉16⽇（⼟）報告会

担当指導員
指導員名 中上義春 原 伸⾏
プロフィール ◆ビジネスモデル視点での経営⾰新⽀援を中⼼

に展開。 経営⾰新計画の承認取得⽀援 ８０
社以上。◆指導員歴 ：実務従事、実務補習指
導 ２０コース。◆その他詳細は下記事務所HP
をご覧ください。(有)関⻄中⼩企業研究所（認定
経営⾰新等⽀援機関）

得意分野は外⾷産業及び⾷品関係企業です。
実務補習、実務従事合わせて⼗数回⾏っていま
す

参加者へのコメント  「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
画を提⾔し、円滑な事業継承の体制づくり⽀援
を⽬指します。

机上の理論ではなく、実現可能性が⾼い提案を
おこなうようにしています。皆様で本当に社⻑
が実現し喜んでもらえる提案を考えましょう
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