
（１/３)

案件番号 ２１−０２−０１ ２１−０２−０２ ２１−０２−０３

企業情報

業種

眼鏡フレーム・サングラス・レンズ・光学機器及び

付帯する商品の卸業、オリジナルフレームのデザイ

ン・企画・製造・販売

金物卸売業 アパレル製造業

資本金 3,000 万円 2,000 (授権資本金8,000)  万円 1,000 万円

従業員数 　　21 人 220 人 17 人

売上高 4 億 11 百万円 10,101 百万円 1,150 百万円

所在地 大阪市 　東大阪市 大阪市

診断テーマ／課題

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。

◆診断テーマ：ビジネスモデルで考える経営革新

◆企業の課題：安定した収益力を背景に、健全経営

が展開できていますが、近年の急速な技術革新や市

場変化に対応した、一歩上の事業展開が求められて

います。各部門にある問題を抽出し、改善策を提言

する総合診断と同時に、市場変化に対し、的確に対

応できるビジネスモデル構築に向けた経営革新が課

題となっています。

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つの視点からバラン

スのとれた明確な戦略目標として設定することを目

指す予定。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

を完成を目標にする。しかしアウトプットは臨機応

変に適応し、また今回は財務診断を中心にしたBSC

作成になる可能性もある。

実施方法

募集人員 6 名 6 名 6 名

最少催行人数 4 名 3 名 3 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 月 ～ 11 月 10 月 ～ 12 月 12 月 ～ 1 月

主な作業場所／時間帯 株式会社上宮経営開発研究所の事務所／土、昼
大阪市内会議室及びZoomオンライン／土曜日、

１０：００～１７：００

高槻市文化会館会議室ほか。

土・昼で日当たり原則4時間を予定。

（但し初日及び最終日は１１時頃集合）

予定スケジュール

１日目
10月2日（土）（うちPM2：00～PM4：00企業訪

問・ヒアリング）

10月23日（土）企業訪問準備（質問調整）、企業

訪問・ヒヤリング
12月18日（土）　 企業ヒアリング

２日目 10月9日（土）
10月30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
12月25日（土）　 現状分析　戦略課題抽出

３日目 10月16日（土）
11月6日（土）ビジネスモデル変革のための課題抽

出、対策立案

12月26日（日）　戦略マップ、アクションプラン

検討

４日目 10月23日（土）
11月27日（土）「オンライン」 報告書原稿の持寄

り、討議、調整
1月8日（土）　　アクションプラン策定

５日目 10月30日（土）
12月11日（土）「オンライン」 報告書最終原稿持

寄り・確定、複写手配
1月15日（土）　 バランス・スコアカード策定

６日目
11月6日（土）（うちPM2：00～PM4：00企業訪

問・報告会）
12月18日（土）診断企業先にて「診断報告会」 1月22日（土）　報告会

担当指導員

指導員名 上宮 克己 中上 義春 森田 米治

プロフィール 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（1622社）、Ｍ＆Ａ支援

（成約202社）、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（2381

社）、顧客満足経営支援等をおこなっている。中

堅・中小企業、金融機関、中小企業大学校、商工会

議所等において、M&Aセミナー、事業承継セミ

ナー、バランス・スコアカードセミナー、顧客満足

向上セミナー等の講師も多数実施している。

　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）、『大阪府事業引

継ぎ支援センターの挑戦』（リンケージ・パブリシ

ング）中小企業診断士。

◆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90社以上。

◆指導員歴：実務従事、実務補習指導　合計35

コース。

◆その他詳細は事務所HP

（http://kansaismr.com）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）

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

り補助、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。

また今後の支援活動に備え英語力強化に努め、今

年、資格試験にも挑戦中。指導員支援実績企業46

社。

参加者へのコメント 　受信企業様は、経営理念「一人でも眼鏡をすきに

なってほしい。眼鏡を通じて知り合った全ての人に

幸せになってほしい。」、自社の特徴を活かしなが

ら課題解決のために挑戦する企業です。上記の受信

企業様の要望をふまえた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。

◆診断企業の現ビジネスモデルや経営課題を「参加

者全員」で検証。

◆将来的に発展性のあるビジネスモデルの確立と、

新ビジネスモデルへ移行するための課題、それへの

対策、行動計画を部門別分担で提言。

◆分担：①戦略、②ビジネスモデル・財務、③営

業、④・仕入・在庫、物流、⑤人事、⑥情報等、そ

の分野を得意とする主担当者を決め、「全員の討

議」を踏まえ、部門別分担で診断、報告書まとめを

進めます。

診断企業はセーターをはじめとしたトップスを中心

に自社製品及びOEM請負いを中国・韓国などの協

力工場で一貫生産を行い、幅広く事業を展開。創業

以来１４年間黒字。しかし異業種進出の検討課題も

含め、全体の経営基盤のバランスが必要とも感じて

いる。社長の意向で、財務情報の分析からの経営基

盤強化の提案などに興味のある方は特にご参加をお

待ちします。

令和3年度 秋季実務従事事業案件一覧表



（２/３)

案件番号 ２１−０２−０４ ２１−０２−０５ ２１−０２−０６

企業情報

業種 集積回路製造業 サービス業（学習塾） 訪問介護、成年後見,障碍者支援

資本金 3,000 万円 500 万円 1,000 万円

従業員数 45 人 8人 　正規 20 人

売上高 400 百万円 11 百万円 180 百万円

所在地 大阪市中央区 大阪市 大阪府守口市

診断テーマ／課題

診断企業は、半導体やシステムLSIの設計・開発を

主業としている。社長の志や製品開発力は高いが、

今後の更なる成長発展を目指した時には、社員への

権限移譲やブランド発信力が弱い。自社開発商品の

販売に戦略転換したが、まだ、十分な成果を上げて

いない。コロナ禍の中で売上が大きく減少してい

る。これらの課題を解決し、事業構造の変化に対し

てどのような対応をすべきかを診断テーマとする。

・個別指導塾ではなく、「自立型学習」をベースにし

た指導方法に強みを持つが、近隣への周知方法に悩み

を頂いている。

・近年の少子高齢化により、塾業界の競争は激しさを

増している。近隣には競合他社が乱立しており、特徴

を見出した教育をPRしていくことが求められてい

る。一方、生涯学習事業を行う競合は少ない状況にあ

る。

・今後の経営方針の策定支援を踏まえつつ、近隣住民

への販促活動などを進めていくにあたり、課題抽出お

よび提言を行いたいと考えております。

①訪問介護事業所の完全デジタル化による省人化、

その効果評価予測、及び利益予測と従業者への分配

見積もり。②それに応じて、ITに精通している介護

員、管理者の採用戦略と適切な人件費の算出、介護

と管理の完全分離による運営指針。③その成果の拡

散による収益戦略、希望する省人化に向けて実践の

場として提供、ＩＴ介護員の育成の収益化。④診断

時点で、持ち上がっている新規事業の事業化可能性

判断。

実施方法

募集人員 6 名 6 名 4　名

最少催行人数 4 名 4 名 2　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 月 ～ 12 月 10 月 ～ 11 月 10 月 ～ 2 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）、平日の夜

間（18時30分～２１時３０分）、土日の昼間

大阪市内の貸会議室

土日の半日（主に午前中）を基本とします。ただし、

経営者へのヒヤリングおよび報告会は、１３時以降と

なります。

守口門真商工会議所等　土曜日　10時 ～ 16時

予定スケジュール

１日目
10月12日（火）夜間　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3日（日）　事前打合せ、経営者ヒヤリング、役

割分担

11月20日（土）　ヒアリング項目打合せ→簡易ヒ

アリング（仮説検証）

２日目
10月25日（月）午後　実習先にて社長・担当者か

らヒヤリング

10月16日（土）　課題抽出、方向性検討（ディス

カッション）

11月27日（土）　ヒアリング打合せ→第２回ヒア

リング（仮説検証）

３日目
11月8日（月）夜間　現状と課題の整理、提言の方

向性検討

10月23日（土）　方向性、具体策の検討（ディス

カッション）
12月11日（土）　調査担当分担

４日目
11月29日（月）午後　実習先にて追加ヒヤリン

グ。

10月31日（日）　具体策の検討（ディスカッショ

ン）、診断報告書作成
1月8日（土）　中間報告

５日目
12月6日（月）夜間　解決策・提言内容を検討、報

告書の骨格まとめ

11月3日（祝）　報告準備（プレゼン技法）、診断報

告書作成
1月22日（土）　成果発表打合せ

６日目 12月20日（月）午後　実習先にて報告、意見交換
11月7日（日）　事前すり合せ、経営者への報告会開

催
2月5日（土）　成果発表　反省会

担当指導員

指導員名 橋本 博 辻 紳一 山岸 祥治

プロフィール 1993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70

社程度の支援を経験。実務補習指導員を24件、実

務従事事業指導員を14件担当。

・1969年生まれ、約20年にわたるプロジェクトマ

ネージャーの経験を経て、2010年に中小企業診断士

登録の後、独立。

・前職のプロジェクトマネージャーにて培った対話力

を活かし、まちづくりや商店街活性化支援等を通じ

て、小売業や事業協同組合等の事業ビジョンや事業計

画の策定支援、市役所・商工会議所等において個人事

業主への経営指導や創業支援、また、大学学外講師・

セミナー講師、行政の選定委員等を行ってきました。

・2021年度からは、名古屋産業大学現代ビジネス学

部経営専門職学科准教授に就任。

・経営者に寄り添った支援をモットーにしておりま

す。

得意分野：異業種連携　協同組合　システム開発

創業支援

中小企業診断士理論政策研修講師

（H24,25,27,28,29,30,R1,R2,R3）

大阪商工会議所開業スクールメイン講師

（H26,27,28,29,30,R1,R2,R3）

同会議所 専門相談員（H29,H30,R1,R2）

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12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。

・わいわいガヤガヤした雰囲気の中で全員参加のディ

スカッションを進めていきます。経営者が「明日から

実践してみよう」と思える具体的な提案を一緒になっ

て考えていきましょう。

・議論しながらの合意形成プロセスを体感したい方、

経営者に伝わるプレゼン手法を学びたい方などには、

必見です。

・是非ご参加ください。特に意欲のある方は大歓迎で

す！

内外環境変化の影響を受けるため、状況が流動的な

中での診断を前提としている。このため、参加者の

方々には、機敏な対応力を発揮し、それぞれのバッ

クボーンを生かした具体的解決策の提供をお願いし

たい。

令和3年度 秋季実務従事事業案件一覧表



（３/３)

案件番号 ２１−０２−０７

企業情報

業種 理美容業

資本金 1,000 万円

従業員数 　　　14 人

売上高 　87 百万円

所在地 大阪府大東市

診断テーマ／課題

コロナの影響により顧客の来店サイクルの長期化な

どにより、大きく売上が減少しました。その対策と

して、現在の店舗を少し移転することで店舗面積の

拡し、エステや脱毛等の紳士メニューを増加して、

単価アップと来店サイクルの短縮化を検討していま

す。移転に伴う販売促進プランやマーケティングへ

のアドバイスを求めておられます。

実施方法

募集人員 6 名

最少催行人数 5 名

実施日数 ６ 日間（６ポイント分）

実施期間 10 月 ～ 11 月

主な作業場所／時間帯
株式会社　ニシムラヤ（地下鉄　四つ橋線・本町）

土曜日　１４：００～１７：００

予定スケジュール

１日目 10月23日（土）　打ち合わせ・企業訪問

２日目
10月30日（土）　課題週出・アドバイスの方向性

検討

３日目 11月6日（土）　アドバイス案具体化

４日目 11月13日（土）　スケジュール・予算検討

５日目 11月20日（土）　プレゼン資料作成

６日目 11月27日（土）　報告会

担当指導員

指導員名 横山 昌司

プロフィール 昭和３４年生まれ。同志社大学経済学部卒業、関西

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 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。

令和3年度 秋季実務従事事業案件一覧表


