
案件番号 22−02−01 22−02−02

企業情報

業種 紙製造業 デジタル製品製造業

資本金 3800万円 1000万円

従業員数 44人 30人

売上高 9億47百万円 730百万円

所在地 大阪府泉南市 守口市

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円滑に事業承継が可能な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。

実施方法

募集人員 6 名 6 名

最少催行人数 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）

実施期間
10月～11月 12月中旬～1月下旬

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

高槻市生涯学習センター会議室。

土・昼で日当たり原則4時間を予定。

予定スケジュール

１日目 10月1日（土）（うちPM2：00～PM4：00企業訪問・ヒアリング） 2022/12/17（土）　 企業ヒアリング

２日目 10月8日（土） 2022/12/24（土）　 現状分析　戦略課題抽出

３日目 10月15日（土） 2022/12/25（日）　 戦略マップ、アクションプラン検討

４日目 10月22日（土） 2023/1/7（土）　    アクションプラン策定

５日目 10月29日（土） 2023/1/14（土）　  バランス・スコアカード策定

６日目 11月5日（土）（うちPM2：00～PM4：00企業訪問・報告会） 2023/1/21（土）　  報告会

担当指導員

指導員名 上宮　克己 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320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）

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、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る。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る。

また今後の支援活動に備え英語力強化に努め資格試験にも挑戦中。指導

員支援実績企業50社。

参加者へのコメント 受信企業様は、紙と共に歩んできた再生紙のスペシャリスト集団です。

地球温暖化が進む中で、サスティナブル社会形成への機運は一層高まっ

てきました。環境のみならず、様々な社会的な課題に真摯に向き合い、

自社の特徴を活かしながら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。

診断企業はスマートフォンアクセサリ関連のデジタル製品の企画・開

発・販売のファブレス会社である。クラウドファンディングを活用し、

目標金額に達した上で設計、デザイン修正後、中国の協力工場で量産す

る。過去に世界最小・最軽量の充電器を開発した実績もある。設立以降

５年は右肩上がりで４年後には売上３０億を目指しているが全体の経営

基盤のバランスがこれからは必要と感じている。ついてはバランス・ス

コアカードを学びながらそれらを活用した支援策を一緒に考えていきた

いと思う。

申込フォーム https://business.form-mailer.jp/lp/e54ee979179434 https://business.form-mailer.jp/lp/32bfc3bb179444

令和4年度 秋季実務従事事業案件一覧表



案件番号 22−02−03 22−02−04

企業情報

業種 製造業（バルブ、破砕機、粉砕機など製造） 　産業機械器具卸売業

資本金 1,000　万円 1600万円

従業員数 20　　　人 13人

売上高 300 百万円 680百万円

所在地 大阪市住之江区 　大阪府東大阪市

診断テーマ／課題

コロナ禍で売上が減少したが、事業再構築補助金を活用して新製品を開

発し業容は回復基調にある。社長は2代目であり、若く、改革意欲は旺

盛であり、将来の社業成長に向け、経営全般の診断を希望している。社

長の将来ビジョンを実現するための取り組み課題の明確化とそれを実現

するための対応策の提言を診断テーマとしたい。

◆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　：近く予定されている後継者への経営引継ぎ（事業承

継）に向けた問題抽出と対策立案、および低迷状態にある市場での生き

残りに向けたビジネスモデル革新が課題となっています。

（競合他社と取扱い製品・サービスに違いを生み出し、収益力に繋げる

ことができていません）

実施方法

募集人員 6 名 6 名

最少催行人数 4 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）

実施期間
10月～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。）
　令和４年10月中～12月中

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30分～２１時30分）
　大阪市内会議室／土曜日、　１０：００～１７：００

予定スケジュール

１日目
10月11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２２日（土）　企業訪問準備（質問調整）、企業訪問・ヒヤリン

グ

２日目
10月24日（月）午後　実習先にて社長・担当者からヒヤリング、店舗・

工場視察

１０月２９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

３日目 11月8日（火）夜間　現状と課題の整理、提言の方向性を検討 １１月５日（土）　　ビジネスモデル変革のための課題抽出、対策立案

４日目
11月24日（木）午後　実習先にて追加ヒヤリング、提言の方向性を診断

企業に確認
１１月１９日（土）　 報告書原稿の持寄り、討議、調整

５日目 未定　報告書の骨子確定 １２月３日（土）　 報告書最終原稿持寄り・確定、複写手配

６日目 12月22日（木）午後　実習先にて報告、意見交換 １２月１０日（土）　診断企業先にて「診断報告会」

担当指導員

指導員名 橋本　博 中上　義春

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80社強の支援を経験。実務補習指導員を28件、実務従事事業指導員

を17件担当。

◆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３７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）

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。

「企業の未来創り支援」を合言葉に、この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し、課題への対策や、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

計画をそれぞれの担当分野で提言します。

①経営戦略・ビジネスモデル、②財務、③営業、④仕入・在庫・物流、

⑤人事、⑥情報等の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、分野別分担で診断・提言を進めます。

申込フォーム https://business.form-mailer.jp/lp/0a2f5d6a179454 https://business.form-mailer.jp/lp/7bf67772179464

令和4年度 秋季実務従事事業案件一覧表



案件番号 22−02−05 22−02−06

企業情報

業種 サービス業（マリーナ施設、旅館業、飲食業） ウェブサイトの企画・作成

資本金 ２０００万円 ３００万円

従業員数 １５人（バイト、パート含む） ３人

売上高 ８１百万円 ３０百万円

所在地 滋賀県大津市 大阪市西区

診断テーマ／課題

・滋賀県の琵琶湖に位置する自然学習施設である。小学生から中学生ま

での子供達、新入社員などの社会人、幼児を持つ子育て主婦などを主な

ターゲットとし、ウォータースポーツスクールをメインに様々な学習プ

ログラムを展開している。

・一方、近年のコロナウイルス感染症の影響により、学習プログラムの

参加者は大幅に減少し、事業運営に大きな影響を与えており、今後はア

フターコロナを見据えた、さらなる集客力の拡大が求められる。

・経営者からのヒヤリングも踏まえ、課題抽出および提言を行いたいと

考えております。

Web制作を中心に行なっていますが、他の分野の仕事として、動画作成

の部門を立ち上げて選任者を置いています。今後、部門を独立させて事

業を行うことになっており、そのための販売促進等のアイデアを望まれ

ています。

実施方法

募集人員 6 名 6　名

最少催行人数 5 名 5　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 １０月～１１月 １０月から１１月の２ヶ月間

主な作業場所

時間帯

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

ングおよび報告会については、１４時以降となります（現地開催）

株式会社　ニシムラヤ（地下鉄　四つ橋線・本町）

土曜日　１３：００～１７：００

予定スケジュール

１日目 １０月　１日（土）　事前打合せ、企業訪問・ヒヤリング、役割分担 2022/10/22（未定）打ち合わせ・企業訪問（平日の可能性があります）

２日目 １０月１５日（土）　課題抽出、方向性検討（ディスカッション） 2022/10/29　課題週出・アドバイスの方向性検討

３日目 １０月２３日（日）　方向性、具体策の検討（ディスカッション） 2022/11/5　アドバイス案具体化

４日目
１０月２９日（土）　具体策の検討（ディスカッション）、診断報告書

作成
2022/11/12　スケジュール・予算検討

５日目 １１月　３日（祝）　報告準備（プレゼン技法）、診断報告書作成 2022/11/19　　プレゼン資料作成

６日目 １１月１２日（土）　事前すり合せ、企業訪問・経営者への報告会開催 2022/11/26（未定）　報告会

担当指導員

指導員名 辻　紳一 横山　昌司

プロフィール ・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。

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 ・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！

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。

申込フォーム https://business.form-mailer.jp/lp/0fc15e15179467 https://business.form-mailer.jp/lp/94c709ff178912

令和4年度 秋季実務従事事業案件一覧表



案件番号 22−02−07

企業情報

業種 訪問介護、成年後見,障碍者支援　住宅確保支援

資本金 1,000 万円

従業員数 正規 15 人

売上高 180 百万円

所在地 守口市　守口市駅徒歩10分

診断テーマ／課題

本業の介護事業から脱却を図るため、数種の新規事業に挑戦してき

た結果、法人成年後見人事業に目途がついた。また、コロナ禍の

中、相続関連事業、住宅確保要支援者支援事業等にに取り組む機会

を得て、手ごたえを感じている。

各事業の事業化可能性判断、事業化のための戦略・組織、システム

化が課題となっている。

実施方法

募集人員 6 名

最少催行人数 2 名

実施日数 ６ 日間（６ポイント分）

実施期間 10月～１月

主な作業場所

時間帯

A大阪市生涯学習センター、C守口門真商工会議所

B守口文化ホール・オンライン　土・日曜日　１０時～１６時

予定スケジュール

１日目
A：令和4年10月30日　ヒアリング項目打合せ⇁簡易ヒアリング（仮

説検証）

２日目
B：令和4年１１月6日　ヒアリング打合せ⇁第２回ヒアリング（仮

説検証）

３日目 B：令和4年11月26日　調査担当分担　ヒアリング

４日目 C:令和4年12月10日中間報告

５日目 B:令和5年1月14日成果発表打合せ

６日目 B:令和5年1月21日成果発表　反省会

担当指導員

指導員名 山岸　祥治

プロフィール 得意分野：異業種連携　協同組合　システム開発　創業支援

理論政策研修講師　　大阪商工会議所専門相談員

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15年

参加者へのコメント 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。

申込フォーム https://business.form-mailer.jp/lp/36ff10f4179470
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