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企業情報

業種 和菓子製造小売業 製造業 飲食料品小売業（酒、米、その他食料品） 眼鏡レンズ・フレーム等卸売業 金属製品の製造、販売業 卸売業
マーケティング、教育、イベント、写真スタジオ・
制作

企業規模
資本金 ２，８００万円 １，０００万円 （個人事業） 　　　　　　　　３，０００万円 ３００万円 １，６００万円 　　　　　　　１００万円

従業員数 ４６ 人 ８ 人 　　　　　　　　　５ 人 　　　　　　　　　　２８  人 　　　　　　　　　１３　 人 　　　　１４ 　人 　　　　　　　　　５　人
売上高 ３５０百万円 　　　　　　　　２５０百万円 　　　　　　　１００百万円 　　　　　　　　４９４百万円 ２９０百万円 　１，０００百万円 ４２百万円

所在地 大阪市浪速区 大阪市 大阪市東淀川区 大阪市 豊中市 東大阪市 大阪市

診断テーマおよび課題

安政５年創業の老舗である。販路として店舗、委
託、催事、ネット販売がある。ここ２，３年、販売が
伸び悩んでおり、その現状を打破するために、販
売戦略の再構築と各販路別の販売をアップする
具体的施策の提言を行う。

今後数年で事業承継を行う予定の企業です。事
業承継を視野
に入れた今後の戦略立案のお手伝いが出来れ
ばと思います

◆診断テーマ：経営診断、業績改善提言
◆課題：各種業態の参入により、競争が激化して
久しい酒米販売業界における小規模事業者で、
売上・利益率ともに減少傾向にあります。価格競
争からの脱却を図り、生き残りをかけた、売上・
利益拡大策の提言が求められています。

　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
していくことを考えています。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。

◆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　：創業後６０年を越える機械器具
卸売業。
◆企業の課題　：現卸売業のビジネスモデルを検
証し、子息への事業承継前に、将来に向けた事
業展開の指針策定が要望されています。

診断テーマは新事業の戦略とマーケティングが
中心です。新事業を模索する企業の経営戦略を
分析し、今後の方向性と課題についての代替案
の提示と意見交換を行います。

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 ３　　名 ３　　名 　　　４　　名 　　６　　名 ２　　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） 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
5月中旬～７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
5月下旬～６月（日程は参加者の都合も配慮いた
します）

５月～６月 ５月中旬～６月中旬 ５月下旬～８月初旬 ６月中旬～７月下旬

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
作業場所：大阪市内の会議室、時間帯：土日の
13時～17時を予定

株式会社　上宮経営開発研究所の事務所
千里公民館、高槻市生涯学習センター　土日、
昼

大阪市内会議室／土曜日10時～17時

診断企業の会議室および指導員事務所（ともに
枚方市内）
初日は金曜日、中間は土・日、最終日は月曜日
を予定。

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）

5月9日（土）　ヒヤリング
5月30日(土)　受診企業の現状把握と課題の共
有化

5月23日（土）（うちPM企業訪問・ヒアリング） ５月中旬（土午後又は平日夜）　企業ヒアリング
5月30日（土）企業訪問準備（質問調整）、企業訪
問、企業環境分析

6月13日（土）事前準備と診断先でのヒアリング
調査

２日目
 実習先にて社長・担当者からヒヤリング、店舗・
工場視察

5月10日（日）課題抽出及び役割分担の決定 6月 7日(日)　企業ヒアリング 5月30日（土） ５月中旬（日）　現状分析　戦略課題抽出
6月6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

6月14日（日）指導員事務所で、戦略、財務、マー
ケティングの検討

３日目 現状と課題の整理 5月17日（日）解決策模索
6月13日(土)　企業情報整理・SWOT分析・現状
の課題設定

6月7日（日） ５月下旬（土）　戦略マップ、アクションプラン検討
6月13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

6月27日（土）指導員事務所での会議と、診断先
での戦略会議

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30日（土）解決策の決定
6月14日(日)　追加ヒアリング、課題解決策の検
討、提案骨子作成

6月13日（土） ５月下旬（土）　アクションプラン策定
6月20日（土）新ビジネスモデル、変革のための
行動計画再検討、報告書作成方針の調整

7月11日（土）指導員事務所での会議と、診断先
での戦略会議

５日目 報告書のまとめ 5月31日（日）　全体調整 6月21日(日)　報告書の作成、プレゼン準備 6月21日（日） ６月上旬（土）　バランス・スコアカード策定
7月18日（土）各担当の報告書原稿持寄り、全体
調整、原稿確定

7月19日（日）指導員事務所で、診断・提言事項
のまとめ

６日目 実習先にて報告、意見交換 6月7日（日）　報告会
6月27日(土)　受診企業にて報告会、意見交換、
総括

6月27日（土）（うちPM企業訪問・報告会） ６月中旬（土）　報告会（土午後又は平日夜） 8月1日（土）企業先にて「診断報告会」 7月25日（土）診断報告会の実施

担当指導員

指導員名 橋本博 原　伸行 小林　俊文 上宮　克己 森田　米治 中上義春 若松敏幸

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11件、実務従事事業指導員を２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。

電鉄系百貨店の情報システム部門で、顧客マー
ケティング戦略の策定に従事。その後、コンサル
ティングファーム勤務を経て独立。現在は小売
業・サービス業の販売マーケティング指導や従業
員のマネジメントを中心としたコンサルティングを
行っています。

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、ISOな
ど幅広く経営課題の解決にあたっている。指導
員支援実績企業1８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

1995年中小企業診断士情報部門に登録。1998
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30
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/

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。

事業承継を行う上での課題を抽出し解決策を皆
様で提案しましょう。私は机上の理論ではなく必
ず実現可能性が高い提案を行うことを常に心が
けているので、是非実現可能性が高い提案を一
緒に考えましょう。

公的機関、自治体等の中小企業支援スキームを
活用した専門家派遣でよくある規模・課題を抱え
た企業を支援していただきます。公的支援の限ら
れた工数の中で、最大の成果を出すためのコン
サルティングの考え方や進め方を修得していた
だきます。

　事業所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広く、深く検証し、
頭打ちの既存市場から、どのような手法で脱却
できるのか？　新ビジネスモデルの提言によりブ
ルーオーシャン開拓にチャレンジします。

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４回予定しており（1日目、3日目、４
日目、6日目）、ヒアリングと報告会の間に、経営
陣および新事業担当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、経営陣お
よび新事業担当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。

平成２７年度春季実務従事事業案件一覧表


